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ひなまつり
女の子の健康と幸せを願う「桃の節句」を、

趣向を凝らした演出で楽しんでみませんか。

ホビーラホビーレでは手軽に飾れる

タペストリーやステッチフレームのひな飾りをご提案。

「ひなまつり」を華やかに盛り上げます。

12月10日発売

1　多色印刷したひな人形を、シンプルな刺しゅうと金糸やビーズのトッピングで仕上げます。

2　女の子の幸せを願う気持ちを小さなモチーフの一つひとつに込めてつくる、華やかなつるし飾り。木製バーで飾ります。
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5　すっきりしたクロスステッチの立雛は、リビングにもぴったり。

8　愛らしい表情のクロスステッチの立雛は、贈り物にもおすすめ。

6　桜をあしらった和菓子のようなお手玉と巾着をカギ針編みで。

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

1
2
3

ステッチクロス〈ひなまつり〉　Z ¥3,888　354554　約47 ×47㎝

つるし飾り〈ひなまつり〉　Z ¥5,184　354557　長さ：約34㎝

ひなまつりのタペストリーⅡ　Z ¥4,320　354558　約37 ×32㎝

4
5
6

クロスステッチミニタペストリー〈ひなまつり〉　Z ¥4,320　354555　約42 ×18㎝

クロスステッチミニフレーム〈立雛〉　Z ¥3,456　354556　約13 ×13㎝

さくら色のお手玉　Z ¥3,456　404239

7
8

クロスステッチフレーム〈ひな段飾り〉　Z ¥6,480　354175　約37 ×29㎝

クロスステッチフレーム〈立ち雛〉　Z ¥4,104　354176　約18 ×18㎝

＊1、3 イラスト：髙野紀子　4、7、8 イラスト：平野明子

3　ちりめんのアップリケと刺しゅうで、ひな人形をふっくら立体的に表現します。 4　クロスステッチの三段飾りを、人気のミニタペストリー

で楽しみます。

7　豪華な五段飾りをクロスステッチで彩り豊かに刺しゅうします。

季節の刺し子
ひな人形がモチーフの大小のクロスをはじめ、
〈松文様〉や〈うつわ〉など、桃の節句に
ちなんだ新柄がそろいました。

454438

460518

452075

454438

454795

460518

＊1、4 イラスト：がなはようこ　2 イラスト：平野明子

＊できあがりサイズ1、3、4：約32 ×37㎝　2：約77 ×36㎝

ひな飾り　492576　Z ¥864　＊12 月10日発売　1

刺し子クロス ひなまつり　492559　Z ¥1,944　＊発売中　2

452075

うつわ　492577　Z ¥648　＊12 月10日発売4

452077

452081

松文様　490049　Z ¥864　＊11 月20日発売3

3 4
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ベアストーリー
「ずっと、一緒。」
欧米では子どもたちにとってのファーストフレンドとして愛されているベアのぬいぐるみ。

いつでも、どんなときにも寄り添ってくれるベアたちをハンドメイドでお楽しみください。

11月20日発売

1　遊ぶときも寝るときも一緒の仲良しベアたちの暮らしを、シンプルなステッチで表現します。

1



04表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

1
2
3
4
5

モチーフクロス〈ベアストーリー〉　Z ¥6,912　354544　約73 ×73㎝

クロスステッチミニフレーム〈ベア〉　Z ¥3,456　354546　約13 ×13㎝

ティッシュケース〈ベア〉　Z 各 ¥2,744　a：354580　b：354582　c：354581　約9 ×13㎝　＊ RP：395056 使用

刺しゅうワッペン〈ベア〉　¥1,728　約35㎜　3 種 ･3 枚入

ベア〈チェックのベスト〉　Z ¥4,104　354547　高さ約26㎝

6
7
8
9

クロスステッチフレーム〈ベアフレンズ〉　Z ¥4,644　354545　約14 ×29㎝

ベアのポシェットKids　Z ¥1,944 （ウールスイート：1 色2コ　2 色各1コ　ウールキュート：1 色1コ　RP：404261）

ベアのマフラー &キャップ Kids　Z ¥4,320 （ウールシェリー：1 色3コ　1 色1コ　ウールキュート：2 色各1コ　ポリエステルワタ10g：1コ　RP：404260）

ベアのボトルホルダー　Z ¥3,456　404238　＊大小2コセット

＊1、4、6 イラスト：富丘珠子

2　首のリボンがキュートなクロスステッチのベアは、贈り物にもおすすめ。

7　カギ針編みのマチ付きポシェット。袋口のボタンで開閉します。

6　毛色や表情の違う愛らしいベアコレクションをクロスステッチします。

5　手足が動くふわふわのベア。ベア本体の生地は裁断済みです。

9　かわいいベアのボトルホルダーセット。後ろをボタンで止めて。

3、4　チェックコレクションとベアのワッペンでつくるティッシュケース。

8　棒針編みのペア小物。丸いしっぽもメリヤス編みでつくります。

2
3 a

3 b
3 c

4 5

6

7

8

9



05

1
2

ハイウエストタックスカート〈70㎝〉　H ¥1,080　700190　Z ¥11,902 （フラワーエンブロイダリー：1.9m）

プリーツレーススカート　Z ¥10,584 （プリーツレーススカートキット：1コ）　＊レース生地（ポリエステル100％）･ 裏地（ポリエステル100％）･ゴム･ つくり方入

1　シルエットが美しいハイウエストのスカート。幅広い着こなしが楽しめる一枚。

2　人気のプリーツレーススカートをキットでお届け。シンプルなトップスを合わせて。

315768 315769

柔らかいコットンフランネルにお花の刺しゅうを施しまし
た。ベーシックな２色でご紹介。

¥6,264/m　約114cm 幅（レース有効幅約
106 〜108cm）　［土台布･ 刺しゅう上糸：綿
100%　刺しゅう下糸：ポリエステル100% ］　
日本製　11 月20 日発売

■フラワーエンブロイダリー　

ハンドメイドで冬じたく—上質ファブリック—

ウォーム感のある刺しゅう素材、透け感がエレガントなプリーツレース。

テイストが異なるファブリックのスカートは、この冬の大人スタイルに欠かせない注目アイテムです。

11月20日、12月10日発売

11/20発売

12/10発売

1

2



06表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

カンタン＆かわいい
〈保存版〉通園通学スペシャルⅠ

ホビーラホビーレの
通園通学

毎年ご好評の通園通学コレクションを、

2ヶ月に渡ってお届けするスペシャル企画。

おすすめファブリックのほか、キットやパーツ類をご紹介。

お子様のために愛情いっぱいのハンドメイドをはじめましょう。

11月20日発売
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1　お花の刺しゅうとレースが可憐なレッスンバッグの材料キット。

3　バッグなどに縫い付けられるクロスステッチテープをハンドメイド。

2　ラメをプラスした星柄プリントでつくる、キュートなスモック。

5　３サイズのきんちゃく袋は、いろいろな持ち物の仕分けに便利。4　キュートな女の子には、香水瓶柄のランチセットがぴったり。

6 〜12　アイロン接着できるかわいいワッペンが各種そろっています。 15 〜23　持ち手テープやワッペン、ボタンなど、パーツ類もいろいろ。13、14　おしゃれな切り替えバッグは、進級時の新調用にもおすすめ。

24　お花のワッペンとレースをトッピングした、ラブリーなバッグ。 28　入園入学式にもおすすめ、先染めチェックのおめかしドレス。25 〜27　上品カラーの清楚な刺しゅうワッペン。レースは3 種セットです。

1
2
3

4

5

6

レッスンバッグ〈フラワー〉　Z ¥4,752　354548　約30 ×41 ×4㎝　＊イラスト：髙野紀子

こどものスモック〈長袖〉　H ¥1,080　700134　Z ¥2,808 （キッズ〈スター〉：1.3m）

クロスステッチテープ〈花と香水〉　Z ¥3,024　354549　（できあがり参考サイズ）

L：約7 ×41㎝　S：約7 ×22㎝　各2 枚分　＊バッグ別売　＊イラスト：平野明子

ランチセット〈トート型〉　Z ¥2,414 （RP：395011 使用）　ランチボックス入れ：約18 ×29

×12㎝　 コップ入れ：約17 ×15 ×6㎝ 　ランチマット：約40 ×40㎝

きんちゃく袋セット　Z ¥3,408 （RP：395007 使用）　L：約37 ×28㎝ 　M：約28 ×23㎝ 　

S：約20 ×14㎝

フェルトワッペンセット各種　¥2,808〜 / 袋

7
8
9
10
11
12
13

14

マークワッペン各種　¥864/ 袋

ラインワッペン各種　¥648〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

フェルトワッペン各種　　¥432〜 / 袋

おなまえワッペン各種　¥1,080/ 袋

ミニおなまえワッペン各種　¥972/ 袋

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,096 

（RP：395006 使用）　約26 ×22 ×8㎝

レッスンバッグ〈口側別布〉　Z ¥3,478

15
16
17
18
19
20
21
22

 （RP：395002 使用）　約30 ×41 ×4㎝

移動クリップ各種　¥432/ 袋

リネンカラーコード各種　¥162〜 /m

カラーラメ持ち手テープ各種　¥1,404/ 袋

持ち手テープ各種　¥648/m

プリント持ち手テープ各種　¥864/m

ボタンアソート各種　¥1,620/シート

ネームテープ各種　¥864/ 袋

リボンモチーフセット各種　¥864/ 袋

23
24

25
26
27
28

タオルワッペン各種　¥1,026/ 袋

レッスンバッグ〈基本形〉・ワッペン&レースつき　
Z ¥5,228 （RP：395001 使用）　約30 ×41 ×4㎝

フラワー刺しゅうワッペン各種　¥918〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

モチーフレースアソート各種　¥1,728〜 / 袋

こどものアンプルワンピー ス　H ¥1,080　700136　

Z ¥4,029 （チェックコレクション〈オーバーチェック〉：

1.3m　貝ボタン13㎜：1コ）

For
Girls

1

3

4

＊レッスンバッグ・シューズバッグ別売

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

23

20 21

22

17
18

19

16

24

25

26

27

28

5

2

女の子が大好きなリボンやフラワーなど
愛らしいモチーフのアイテムをラインナップ！

後ろ側には
ワンポイントが
入ります



08

30　かぶりタイプのスモックは着るのも着せるのもラクチン。

31　テープはレッスンバッグ、シューズバッグとも両面につけられます。

29　持ち手つきでフックにかけやすいきんちゃく袋。

33　くるま柄のきんちゃく袋セットで、おかたづけを楽しい時間に。32　楽しいお弁当タイムのための、きんちゃく袋型のランチセット。

34 〜41　各種ワッペンは男の子の大好きなモチーフが揃っています。 44 ~ 50　オリジナルの便利パーツが、カンタン手づくりをお手伝い。42、43　ペアでつくってあげたい、チェックと無地の配色がポイントのバッグ。

51　基本のレッスンバッグにフェルトワッペンセットをトッピング。 53、54　 一枚仕立てのキルティングバッグは、初心者にもおすすめ。52　自由にレイアウトできるのが楽しいフェルトワッペンセット。

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

29
30
31

32

33

34

持ち手付きんちゃく袋〈基本形〉　Z ¥2,744 （RP：395008 使用）　約34 ×30㎝

こどものスモック〈長袖〉　H ¥1,080　700134　Z ¥2,808 （キッズ〈スター〉：1.3m）

クロスステッチテープ〈スポーツカー〉　Z ¥3,024　354550　（できあがり参考サイズ）

L：約7 ×41㎝　S：約7 ×22㎝　各2 枚分　＊バッグ別売　＊イラスト：平野明子

ランチセット〈きんちゃく型〉　Z ¥2,657 （RP：395010 使用）　ランチボックス入れ：

約18 ×29 ×12㎝　コップ入れ：約17 ×15 ×6㎝ 　ランチマット：約40 ×40㎝

きんちゃく袋セット　Z ¥3,408 （RP：395007 使用）　L：約37 ×28㎝　M：約28 ×

23㎝　S：約20 ×14㎝

アイロンアップリケ各種　¥1,080/ 袋

35
36
37
38
39
40
41
42

ラインワッペン各種　¥648〜 / 袋

おなまえワッペン各種　¥1,080/ 袋

フェルトワッペン各種　¥432〜 / 袋

ミニおなまえワッペン各種　¥972/ 袋

マークワッペン各種　¥864/ 袋

アップリケワッペン各種　¥3,456/ 枚

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

レッスンバッグ〈口側別布〉　Z ¥3,478 

（RP：395002 使用）　約30 ×41 ×4㎝

43

44
45
46
47
48
49
50

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,096 

（RP：395006 使用）　約26 ×22 ×8㎝

持ち手テープ各種　¥648/m

プリント持ち手テープ各種　¥864/m

移動クリップ各種　¥432/ 袋

リネンカラーコード各種　¥162〜 /m

ネームテープ各種　¥864/ 袋

ボタンアソート各種　¥1,620/シート

タオルワッペン各種　¥1,026/ 袋

51

52
53

54

レッスンバッグ〈基本形〉･フェルトワッペンセットつき　

Z ¥5,768 （RP：395001 使用）　約30 ×41 ×4㎝

フェルトワッペンセット各種　¥2,808〜 / 袋

キルティングのレッスンバッグ　Z ¥2,312 

（RP：395014 使用）　約29 ×41 ×4㎝

キルティングのシューズバッグ　Z ¥1,988 

（RP：395015 使用）　約26 ×22 ×8㎝

For
Boys

＊レッスンバッグ・シューズバッグ別売

29

30

31

34
35

36

37

38

39
40

42

43

44

45

46

47

48

53

54

51

52

4950

41

32 33

男の子のためのカッコイイ乗りものや恐竜
などをモチーフにしたアイテムが大集合！
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315729 315730 315731

香水瓶とジュエリー柄のプリント。シルバーのラメプリント入り。イラスト：平野明子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈パフューム〉

314721 314723

女の子が大好きなリボンとハートをプリントしたキュートで愛らしい柄。

¥1,944/m　約110cm 幅　［綿100%］　日本製　発売中
■プチモチーフコレクション〈リボン＆ハート〉

314731 314732 314733

男の子が夢中になる乗り物を、線路や道路と一緒に表現しました。イラスト：平野明子

¥1,944/m　約110cm 幅　［綿100%］　日本製　発売中
■キッズプリント〈のりもの〉

314726 314727 314728 314729

カラフルな手描き風のドットを全面に散らした柄。

¥1,944/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　発売中
■プチモチーフコレクション〈ドット〉

310911

4026 2122 3620

310912 310913

NEW 315724 NEW 315725 

特別な染色により片面は均一に、もう片面は手染め風のかすれがあるのが特徴の定番ファブリック。

¥1,944/m　106 〜108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　発売中
（ NEW のみ11 月20 日発売 ）

■スラブコットン

312414

311004 311005 312415 311006 311007 312416

防汚加工を施した、先染めのベーシックなギンガムチェック。

¥2,160/m　約112 〜114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製 発売中
■チェックコレクション〈チェック〉

311000 311001 312413 311002 311003

防汚加工を施した、先染めのベーシックなストライプ。

¥2,160/m　約112 〜114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製 発売中 
■チェックコレクション〈ストライプ〉

Q キルティング　 ¥3,240/m　106 〜108cm 幅　［ 表裏生地 : 綿100%　中綿 : ポリエステル100% ］　日本製　11 月20 日発売
C キルティングカットパック　 ¥1,620/ 個　106 〜108cm 幅×約50cm パック　［ 表裏生地 : 綿100%　中綿 : ポリエステル100% ］　日本製　11月20日発売

Q ¥3,024/m　約104 〜106cm 幅　［ 表裏生地 : 綿100%　中綿 : ポリエステル100% ］　日本製　11 月20 日発売
■スラブコットンキルティング

■キッズキルティング

〈パフューム〉 〈スポーツカー〉 〈くるま〉 〈スター〉

315743Q

310914Q 310915Q 18811Q 18812Q

315744Q
315756C

315745Q
315757C

315746Q
315758C

315759C 315749Q
315761C

315762C 315764C 315765C

315732 315733 315734

サーキット場で活躍するスポーツカーを全面にプリントしました。イラスト：平野明子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈スポーツカー〉

315726 315727 315728

防汚加工を施した綾織の先染めチェック。ホビーラホビーレオリジナルのチェック柄です。

¥3,024/m　約112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■チェックコレクション〈オーバーチェック〉

315735 315736 315737

ポップでカラフルな自動車を並べたプリント。イラスト：平野明子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈くるま〉

315738 315741 315742315739 315740

満天の星空がモチーフのラメ入りプリント。

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈スター〉

通園通学のグッズにおすすめ！
ホビーラホビーレのファブリックコレクション

ホビーラホビーレのファブリックコレクションは、なんと言っ

てもカラーコーディネーションが魅力。 プリントやチェック

は無地のスラブコットンとマッチするよう、色と柄サイズにとことんこだわりました。 女の子は「お

しゃれ♪ 」、男の子は「 かっこいい！」がテーマ。可愛くなり過ぎないようにモチーフを繊細に描

きました。 リアリティを追求した〈スポーツカー〉の車内にはドライバーが乗っていたりするので、

ぜひ探してみてください。 手づくりの通園通学グッズがお子様の心に残るものになりますように。

プランナーからのメッセージ
Message from planner
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春色のリバティプリントでハンドメイド
Handmade with spring color Liberty print

新シーズンのためにご紹介するリバティプリントは、

ホビーラホビーレのビスポーク柄を含めた14柄38種。

人気のバッグやポーチ、ウエアのほか、

パッチワークのサンプラーやキルトもご提案。

春一番のハンドメイドを始めましょう。

12月10日発売

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）
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Coordination with Season's  materials

5　スタンドカラーブラウス〈 長 袖 〉

4　バケットバッグⅢ

3　シンプルトートバッグ L1　タックギャザースカート

花柄〈 マジカル・ブーケ 〉の

スカートで、春を感じる装いを。

2　こどものブラウジングワンピース

肩のフリルがポイントのワンピース

を、 明るいグレー 地の小 花 柄〈 ス

タッカート〉で。

6　スタンドカラーワンピース

モダンな花柄で作る新型ワンピース

は、 はおりものとしても着こなせる

デザイン。

3 a

4 a 4 b

3 b

3 c
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9　タックが印象的なトートバッグを、爽やかなパッチワーク柄で。8　２種の人気柄で作る、リボンがかわいいバネ口金ポーチセット。

10　３柄のお花をアソートにした、アイロン接着できるアップリケ。

13　女の子が大好きなティアードスカートを元気色のプリントで。

7　後ろ衿ぐりのギャザーがポイント。ひまわり柄のブラウス。

12　春色のプリント３柄を使って、小さな３匹の動物をつくります。

 15　肩にもかけられる人気のバッグ。ラメ持ち手がアクセント。

11　楽しい新柄〈 スタジオ 〉と無地を組み合わせたアローバッグ。

14　すっきりしたシルエットの七分袖ワンピースは、上品な春の一枚。

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

1
2
3
4
5
6
7
8

タックギャザースカート　H ¥1,080　700147　Z ¥4,860 （リバティプリント･タナローン：1.5m）

こどものブラウジングワンピース　H ¥1,080　700188　Z ¥3,629 （リバティプリント･タナローン：1.1m　貝ボタン11.5㎜：1コ）

シンプルトートバッグL　Z 各 ¥5,811　a：354605　b：354606　c：354607　約28 ×50 ×18㎝　＊ RP：395044 使用

バケットバッグⅢ　Z 各 ¥4,104　a：354611　b：354610　約28 ×17.5㎝　＊ IS：353521 使用

スタンドカラーブラウス〈長袖〉　H ¥1,080　700161　Z ¥5,897 （リバティプリント･タナローン：1.7m　貝ボタン13㎜：4コ）

スタンドカラーワンピース〈衿フリルなし･ 長袖〉　H ¥1,080　700199　Z ¥11,308 （リバティプリント･タナローン：3.1m　貝ボタン13㎜：13コ）

Ｖネックブラウス〈長袖〉　H ¥1,080　700186　Z ¥6,804 （リバティプリント･タナローン：2.1m）

ペアのバネ口金ポーチ　Z 各 ¥2,916　a：354616　b：354617　L：約9.5 ×13㎝　S：約7.5 ×8.5㎝　＊ IS：352714 使用

9
10
11
12
13
14
15

タックトートバッグS　Z 各 ¥1,664　a：354613　b：354612　約20 ×30 ×10㎝　＊ RP：395025 使用

リバティプリント･アイロンアップリケ〈フラワー L〉　¥1,080　460931　約60㎜　3 枚入

アローバッグS　Z 各 ¥3,500　a：354614　b：354615　約20 ×27 ×10㎝　＊ RP：395045 使用

コパン　Z ¥2,571　354618　約16㎝　＊ IS：350803 使用

こどものティアードスカート　Z ¥3,024 （リバティプリント･タナローン：0.9m　RP：701001）

シンプルギャザーワンピース〈七分袖〉　H ¥1,080　700200　Z ¥8,748 （リバティプリント･タナローン：2.7m）

サンデーバッグⅡ　Z 各 ¥4,234　a：354608　b：354609　約24 ×40㎝　＊ IS：353518 使用

7

10

13

14

9 a

11 b

11 a

15 a

15 b

12

9 b

8 b

8 a
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1
2

クリブキルト　Z ¥19,440　354551　約130 ×95㎝

パッチワークサンプラー　Z ¥4,860　354552　約39 ×39㎝

3 フラットポーチ〈ログキャビン〉　Z ¥3,024　354553　約16 ×21㎝

1　優しい色合いのリバティプリント16 種でつくるクリブキルト。９種類のパターンを組み合わせました。

2　4 種のパターンをつないだパッチワークキルト。初心者にもつくりやすいサイズです。 3　前面にログキャビンのパターンをパッチワークしたフラットポーチ。

1

2

3
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SHOP INFORMATION

＊ 2 018 年 10 月現在のもので、変更される場
合がございます。

SHOP LIST

【東北】

盛岡川徳店　019-622-6155

仙台アエル店　022-262-4550

【関東】

柏髙島屋店　04-7148-2166

そごう千葉店　043-245-2004

東武百貨店船橋店　047-425-2211

アトレ吉祥寺店　0422-22-2098

伊勢丹立川店　042-525-2671

小田急百貨店町田店　042-732-3125

横浜ロフト店　045-465-2759

横浜髙島屋店　045-313-4472

たまプラーザ店　045-903-2054

【甲信越】

新潟伊勢丹店　025-241-6062

【東海】

静岡伊勢丹店　054-251-7897

名古屋三越星ヶ丘店　052-781-3080

ジェイアール名古屋タカシマヤ店　052-566-8472

松坂屋名古屋店　052-264-2785

【北陸】

香林坊大和店　076-220-1295

富山大和店　076-424-1111

【関西】

阪急うめだ本店　06-6361-1381

大阪髙島屋店　06-6631-1101

近鉄あべのハルカス店　06-6629-3770

阪急西宮ガーデンズ店　0798-64-1248

神戸トアロード店　078-381-7291

京都髙島屋店　075-221-8811

【中国】

天満屋岡山本店　086-225-5329

そごう広島店　082-511-7688

福屋広島駅前店　082-568-3640

【九州】

ＪＲ博多シティ店　092-413-5070

福岡岩田屋店　092-723-0350

伊勢丹浦和店　048-834-3165

そごう大宮店　048-783-3078

自由が丘店　03-6421-2309

銀座店　03-6274-6526

日本橋髙島屋店　03-3271-4564

日本橋三越本店　03-3231-3570

日本橋三越本店クチュリエール　03-3231-5586

京王百貨店新宿店　03-3342-2111

西武池袋本店　03-6912-7319

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

2019早春のリバティプリントご予約受付中
12月10日（月）発売／予約受付中

リバティプリント･タナローン　¥3,240/m
約109~111cm幅　[綿100%］　日本製

■アルパイン ･ デイジー
1992年にリバティ社のためにデザインされた柄。ラフに束ねられた
デイジーが描かれた柄を、春向けの優しい色付けでご用意。

315790 315791 315792

1月10日（木）発売／予約受付中

リバティプリント･
シルキーブライトスウェード　¥3,456/m
約110cm幅　[ポリエステル100%］　日本製

■テイタム
リバティ社のアーカイブを基に1955年に誕生した、
バラがメインのブーケ柄。

315838 315839

315840

■ファリンダ
1994年にデザインされ、1998年の春夏コレクションに初登場。
デイジーとバラの小さな花束を配した愛らしい柄。

315786 315787 315788

■パッチワーク ･ ストーリーズ
リバティプリントの人気柄を集めて、パッチワークのヘキサゴンパターン
風に構成した2018年春夏の柄。4配色をご用意。

315809 315810 315811 315812

■スタジオ
2019年春夏の新柄。芸術家のスタジオに
着想を得たデザインを多彩な画材で表現。

315815

■ナンシー・アニマル
花とフルーツがモチーフの〈ナンシー・アン〉と、愛らしい動物柄
〈ファーガス〉のバンビを組み合わせたカンバセーショナル柄。

315779 315780 315781

■ローズ ･ ザンジー（70% 縮小） 
アーカイブに収められていた19世紀の本の中にあった版を基にした柄。
ペン画タッチのイングリッシュローズを優しい３色でご提案。

315800 315801 315802

■フェリシテ（60% 縮小）
1933年リバティ社のためにデザインされて以来、愛され続けている
ロングセラー柄。様々な用途に使いやすい4配色でご提案。

315782 315783 315784 315785

■フローラル ･ ワルツ
2019年春夏の新柄。手描きの繊細な小花
柄と幾何学模様を組み合わせたデザイン。

315796

■サンフラワー ･ ブルーム
2018年春夏柄。アーカイブを基に、少ない色数で描かれた、
シンプルなひまわりの連続模様。

315806 315807 315808

■マジカル ･ ブーケ
2018年春夏コレクションの柄。絵画のような名作ギャラリーで出会う
華やかな中花柄。ウエアから小物まで使える３配色。

315793 315794 315795

リバティプリント･タナローン　ビスポーク柄　¥3,456/m
約109~111cm幅　[綿100%］　日本製

■カペル・アンド・ペッパー
人気柄〈カペル〉と〈ペッパー〉を合わせた
ホビーラホビーレのビスポーク柄。

315817315816 315818

■スタッカート
1970年にデザインされた柄が、新配色で2018年春夏に登場。
1930年代のリバティプリントを彷彿とさせるスタイリッシュな花柄。

315803 315804 315805

■スプリング ･ オーチャード
2019年春夏の新柄。英国の果樹園をモチーフ
にした柄を、水彩の技法で繊細に描いています。

315813 315814

■ワイルド･フラワーズ（150% 拡大）
『英国の花図鑑』のイラストから着想を得て、
様々な植物を忠実に表現した柄です。

315798 315799

【 EVENT】【NEWS】

♦ 通 園 通 学 手づくり応 援フェア
　11 月20 日（ 火 ）〜3 月31 日（ 日 ）
お子様の通園通学のご準備に必要なファブリックや材料キット、アップリケワッペンなど、 かわいい
アイデアがいっぱいのアイテムをお揃えしています。 手づくりのご相談はもちろん、バッグなどのお
仕立てもオーダーにて承っておりますので、 どうぞお気軽にスタッフまでお問い合わせください。

♦ 2018 オータムフェア　
　開 催 中〜11 月30 日（ 金 ）

♦開 催 中 ! 2018 ホビーラホビーレ 
　インスタグラムフォトコンテストv o l . 6
　〈 # ホビーラの毛 糸 〉
ホビーラホビーレの〈 毛糸 〉を自由に使った、ステキな写真をイ
ンスタグラムに投稿してみませんか。 応募期間は11 月30 日（ 金 ）
まで。投稿お待ちしております。

♦ 小 田 急 百 貨 店 町 田 店ホビーラホビーレ
　移 転リニューアルオープン
10 月3 日（ 水 ）5 階フロアへ 売
場を移転し、装いも新たにオー
プンいたしました。店内では手
編みや刺しゅうなど各 種レッス
ンも開 催しております。皆 様の
ご来店をスタッフ一同、笑顔で
お待ちしております。

♦ 最 新 版 ｢ベビーカタログ｣
　無 料 配 布 中 !
ベビーのためのハンドメイドキットなどをご紹
介している、 ｢ ベビーカタログ ｣ を店頭にて無
料配布しております。 ホームページの WEB カ
タログでもご覧いただけます。 ぜひご利 用く
ださい。

♦ 予 告 ! ホビーラホビーレ
　インスタグラムフォトコンテストvol .7 開 催
　〈 # ホビーラのこどもニット〉
ホビーラホビーレの毛 糸を使ったこど
もニットの写真を、 インスタグラムに投
稿してみませんか。ベビーのニットも大
歓 迎 ! 応 募 期間は12 月10 日（ 月）〜
2019 年1 月31日（ 木 ）。 詳 細は各 店
頭POP、公式ホームページをご覧くだ
さい。

〈レシピプレゼント〉
レッスンバッグなど対象アイテムの用尺分の生地をお買い上げの方に、
レシピ（ 作り方シート）をプレゼントいたします。

〈 手 編み大 好きキャンペーン 〉
上 質な素 材 感と洗 練された
カラーリングをお楽しみいた
だけるオリジナル手編み糸が
続々登場! 着分の手編み糸を
お買い上げの方に、マフラー
や帽子などのおすすめレシピ
をプレゼントしております。

〈 体 験レッスン 〉
初めての方にも簡単におつくりいただけるアイテムで体
験レッスンを開催中です。 この秋、手編みにチャレンジ
してみませんか。

〈 オーダー承ります 〉
店頭でアイテムをお選びいただき、ご指定のサイズでお仕立ていたします。
 お名前刺しゅうやアップリケなどのトッピングについてもご相談ください。

ショップではたくさんのレシピをご用意しております。また、一部プレゼント対象外のデザインがございます。詳しくはスタッフへおたずねください。

質感とカラーリングにこだわった手編み糸が勢ぞろい！

期間中、着分の手編み糸をお買い上げいただいた方に

レシピ(編み図 )をプレゼントしております。

手編み大好き !
キャンペーン

10.1（月）-11.30（金）

レシピ 
プレゼント

＊ご案内のショップイベントにつきましては、一部行っていない店舗がございます。
詳しくは各ショップにお問合わせください。

▲左／パレットマフラー & キャップ Kids
　右／ガータースヌード〈ウォーミーグラン〉

▲レッスンバッグ
　〈口側別布〉

持ち手付
きんちゃく袋▶︎

◀︎シューズバッグ
　〈基本形〉

ランチセット
〈トート型〉▶︎

きんちゃく袋セット▶︎



ハンドメイドで冬じたく
—おでかけニット—

着心地やシルエット、

細かいディテールにこだわったデザインで注目される、

兵頭良之子さんがお届けする、さくら色のおでかけニット。

包み込むようなモヘヤの優しさをお楽しみください。

12月10日発売

1　２色の糸で２段ごとに色を替えて編む、ふんわり軽やかなマフラー。 2、3　繊細なリーフ模様が魅力のカーディガンは、身頃と袖を続けて編んでいきます。色が美しい茶蝶貝ボタンで。

モヘヤドロップマフラー　Z ¥4,428 （モヘヤシフォン：2 色各2コ　RP：404257）

リーフ模様のカーディガン　Z ¥11,880 （モヘヤシフォン：9コ　茶蝶貝ボタン（15㎜）：1 シート　IS：404264）

1
2

茶蝶貝ボタン（15㎜）　¥1,620　460930　約15㎜　7 個入

＊1、2デザイン：兵頭良之子

3

MONTHLY PRESS  vol.95 2018 年 11 月10 日発行  発行人／岸川健介  ©HOBBYRA HOBBYRE CO.2018  発行／株式会社ホビーラホビーレ  TEL 0570-037-030（代）

次回『MONTHLY PRESS 12 月号 vol.96 』は 12 月10日発行です。
どうぞお楽しみに！

掲 載 商 品 の ご 予 約 受 付 開 始 は 、一 部 を 除 き 日（土）からになります。月11 10

■オンラインショップは発売日・予約開始日が、店舗とは異なることがございます。詳しくはホームページをご覧ください。

LINE@ Instagram shop
Instagramfacebook

●ご予約・ご注文につきましては、最寄りのショップ店頭またはお電話でお問い合わせください。ご予約の数量には限りがございます。
●商品名、コード、価格、発売日、商品のサイズ、仕様・デザインなどは 2018 年 10 月現在のもので、変更が生じる場合がございます。
ご了承ください。●ウエアは大人 M サイズ、子ども 100㎝サイズの価格です。ウエアの材料価格には付属品が含まれています。●ニット
の材料セットには編み図と付属品が含まれています。子どもは 100㎝サイズの価格です。●つくり方シート〈レシピ〉は無料ダウンロー
ドできます。詳しくはホームページをご覧ください。●完成品オーダーを承っています。各ショップにお問い合わせください。●印刷
物のため、写真は実際の色と異なる場合がございます。●本誌掲載のものを複製、転載することを禁じます。  

■モヘヤシフォン
¥1,080/ 玉　20g/120m　［ モヘヤ80%　シルク20% ］　全12 色　日本製　発売中
モヘヤとシルクのみから作った糸。美しい色と上品な光沢が魅力。
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幼少から洋裁をはじめ手芸に目覚め、短大卒業後、文化服装学院カッティング
専門科、ファッションデザイン専攻科で学ぶ。 大手アパレル会社でデザイナーと
して活躍後、独立。ニットを中心にデザイン、企画、制作を手がけている。 著書
に「 兵頭良之子のスローライフニット」(日本ヴォーグ社 )、 「 ハンドニットのワード
ローブ 」「 ハンドニットでコーディネート」( 文化出版局 ) などがある。

兵頭良之子 Yoshiko Hyodo

モヘヤは軽くて着心地がよい素材なので、カーディガンはゆったりと

着られるドルマンスリーブにしました。 大人っぽく上品に着ていただ

けると思います。 マフラーは、春先の装いにぴったりな花をイメージ

できる柄を選んでデザインをしました。 近年モヘヤの人気が高まって

きていますので、ぜひこの機会に編んでみてください。 幅広い年代

の方に手編みを楽しんでいただけたら嬉しいです。

兵頭良之子さんからのメッセージ

全国の
ショップ情報
発信中！


