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さくら—美しい春—

花便りを心待ちにする季節が近づいたら、さくらの手づくりを。

優雅なしだれ桜や水辺のさくらなど、旅情を誘う

魅力的な刺しゅうキットや小物をご用意しました。

春を呼ぶハンドメイドをお楽しみください。

12月20日発売

1　樹形の違う桜の木をクロスステッチしたフレーム。５種の桜を一枚の絵のように楽しめる贅沢なデザイン。

2　ゆれる枝の風情が美しいしだれ桜を、色印刷と刺しゅうで心ゆくまで味わいます。

3　リース型に配した桜を多様なステッチで刺しゅう。ラメ糸やビーズで華やぎを添えて。

4　満開の桜と菜の花をクロスステッチ。背景のグラデーションは色印刷です。
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8　一輪、ひと枝、一本と様々な桜の表情をクロスステッ

チします。

9　繊細に刺し埋めた桜の刺しゅう布を、フープに入れ

て飾ります。

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

クロスステッチフレーム〈桜のある街〉　Z ¥5,400　354565　約13 ×50㎝

ステッチクロス〈しだれ桜〉　Z ¥3,888　354563　約47 ×47㎝

リース〈桜づくし〉　Z ¥3,888　354566　直径約25㎝

クロスステッチフレーム〈桜と菜の花〉　Z ¥5,184　354184　約18 ×29㎝

5
6
7
8

アップリケタペストリー〈桜のある街〉　Z ¥6,264　354564　約36 ×46㎝

フラワーリリヤンボビンリース〈さくら〉　Z ¥4,320　460271　直径約26㎝

フラワーリリヤンボビン　¥3,024　457293　大 : 約7.5㎝ 　小 : 約4.5㎝　＊発売中

クロスステッチフレーム〈さくら〉　Z ¥3,672　353851　約18 ×18㎝

9
10

ししゅうフープフレーム〈さくら〉　Z ¥3,456　354185　直径約18㎝

ステッチクロス〈さくら〉　Z ¥3,888　354182　約47 ×47㎝

＊2、3、5：イラスト：平野明子　9、10：イラスト：髙野紀子

5　アーチを描く桜と小川の情景を、アップリケと刺しゅうで表現。色印刷入りです。

6、7　フラワーリリヤンボビンでつくるお花や桜型フェルトなどで仕上げるリース。

10　桜モチーフのコンビネーション柄を色印刷と刺しゅうで表現。

季節の刺し子 桜の花を連続して刺す〈さくら模様〉、縁起柄とされる〈矢羽根〉が新発売。
早春にふさわしい季節の柄を取りそろえました。

452078

454438 458297 452075

＊できあがりサイズ：約32 ×37㎝

さくら模様　490050　Z ¥864　＊12 月20日発売1 さくらⅥ　492560　Z ¥756　＊発売中2 矢羽根　490051　Z ¥648　＊12 月20日発売3
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うさぎ
大好き
Happy Easter! 
2019

愛らしい姿で人気のうさぎは、春を告げる

イースターのシンボル。

個性的なうさぎたちのハンドメイドを

様々な手法でご紹介。

春を迎える準備やうさぎ好きの方への

贈り物にも喜ばれます。

1月10日発売

1　図鑑のように多種多様なうさぎを描いた色印刷に、部分

的に刺しゅうをプラスして仕上げます。

2　カギ針でふわふわに編み上げる、子うさぎ形のファスナーポーチ。 3、4　うさぎの刺しゅうワッペンがかわいいミニきんちゃく。
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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

ステッチクロス〈うさぎ図鑑〉　Z ¥4,536　354567　約60 ×47㎝

うさぎのポーチ　Z ¥3,672　404242　約8 ×15㎝

ミニきんちゃく〈うさぎ〉　Z 各 ¥2,575　a：354620　b：354619　c：354621　約15 ×12㎝　＊ RP：395057 使用

刺しゅうワッペン〈うさぎ〉　¥1,728　460936　約35㎜　3 種 ･3 枚入

うさぎのペアきんちゃくⅡ　Z ¥2,484　354569　大：約15 ×10㎝　小：約13 ×8㎝　＊大小2コセット

6
7
8

9

ハッピーラビットD　Z ¥3,024　354570　高さ約22㎝

ハッピーラビットE　Z ¥3,024　354571　高さ約22㎝

刺し子〈うさぎとクローバー〉　Z ¥864 （刺し子布 492578　

刺し子糸 452081･454438：各1 カセ）　約32 ×37㎝

クロスステッチフレーム〈うさぎ〉　Z ¥5,400　354568　約13 ×50㎝

10
11
12
13

ステッチクロス〈イースターパーティー〉　Z ¥3,888　354194　約47 ×47㎝

イースターラビット　Z ¥3,240　354197　高さ約22㎝

イースターのリース　Z ¥3,888　354196　直径約24㎝

クロスステッチフレーム〈イースターパレード〉　Z ¥4,752　354195　約18 ×29㎝

＊1、4、8、9、10、12、13 イラスト：平野明子

5　耳と尻尾がキュートな、リバティプリントのペアきんちゃく。

10　森の中の楽しいイースターパーティーの様子を、色印刷とステッチで表現。

9　毛色、耳の形などが異なる9 種のユニークなうさぎをクロスステッチします。

8　２色の糸で仕上げる、うさぎとクローバーがモチーフの新柄。6、7　リバティプリントでつくる、輝く瞳がポイントのラビット。

13　森のうさぎたちのイースターパレードをクロスステッチします。

11　起毛素材でつくる、卵を持ったイースターラビット。 12　フェルトでつくる卵やうさぎを彩りよく飾ったリース。
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ハートコレクション—フラワータイム—
ハッピーモチーフとして人気のハートを花々で表現する刺しゅうアイテム。

ハートフルな花のある暮らしを演出します。ハンドメイドのフラワーギフトにもおすすめです。

12月20日発売

1　12 種の花のリースとハート形のブーケを、色印刷と様々なステッチで華やかに仕上げます。

1
2

ステッチクロス〈フラワータイム〉　Z ¥3,888　354559　約47 ×47㎝

アップリケタペストリー〈フラワータイム〉　Z ¥6,696　354560　約50 ×50㎝

3
4

ステッチミニフレーム〈フラワータイム〉　Z ¥3,456　354562　約13 ×13㎝

刺しゅうワッペン〈クロスステッチハート〉　¥1,296　460935　大：約36 ×30㎜　小：34 ×30㎜　2 種 ･2 枚入

5 クロスステッチフレーム〈フラワータイム〉　Z ¥5,184　354561　約25 ×25㎝

＊1、2、3、5 イラスト：平野明子

2　刺しゅうにリバティプリントなどのアップリケを添えた優雅なタペストリー。 5　ハート形のリースやブーケを繊細にクロスステッチしました。

3　立体感のあるリボン刺しゅうが印象的なミニフレーム。

4　クロスステッチ

風の刺しゅうワッ

ペン。 アイロン接

着できます。
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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）

通園通学コレクションを
2ヶ月に渡ってお届けする
スペシャル企画の第二弾。
これから準備をはじめる
働くママや初心者にも優しい

キットやパーツを豊富に取りそろえました。

発売中

カンタン＆かわいい
ホビーラホビーレの

通園通学

〈保存版〉通園通学スペシャルⅡ
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13　お花やハーブの刺しゅうがかわいいバッグ。12　花や車をクロスステッチしてテープに仕立てます。11　大きな前ポケット付きの着やすいスモック。

通園通学グッズを
つくりましょう！
おすすめファブリックでつくる布小物は、
親切なレシピ付き。お子様と楽しく選びましょう。

1
2
3
4
5
6

レッスンバッグ〈基本形〉　Z ¥2,528 （RP：395001 使用）　約30 ×41 ×4㎝

レッスンバッグ〈口側別布〉　Z ¥3,478 （RP：395002 使用）　約30 ×41 ×4㎝

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㎝

シューズバッグ　〈基本形〉　Z ¥1,750 （RP：395004 使用）　約26 ×22 ×8㎝

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,096 （RP：395006 使用）　約26 ×22 ×8㎝

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㎝

7
8

9

10

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

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㎝

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㎝　 

11
12

13

S：約20 ×14㎝

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　Z 各 ¥3,024　〈花と香水〉354549　〈スポーツカー〉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

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

1
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2

7　持ち手 付きんちゃく袋

持ち手付きで使いやすい

きんちゃく袋。

10　きんちゃく袋セット

新柄３配色でつくる３サイ

ズのきんちゃく袋。8、9　ランチセット

ランチボックス入れはトート

バッグ型ときんちゃく型の２種。

＊レッスンバッグ別売

■キッズ　発売中
¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］
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
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

315732 315733 315734

サーキット場で活躍するスポーツカーをプリント。イラスト：平野明子
〈スポーツカー〉

315746Q
315758C

315759C

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
〈くるま〉

315749Q
315761C

315762C

315738

315741 315742

315739 315740

満天の星空がモチーフのラメ入りプリント。

〈スター〉

315764C

315765C

315726 315727 315728

防汚加工を施した綾織の先染めチェック。

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

NEW 315724

NEW 315725 4026 2122 3620

310911 310912 310913

爽やかな新色がそろった人気素材。バッグの土台布などに最適。

¥1,944/m　106 〜108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製
Q キルティング　¥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

■スラブコットン　発売中

310914Q 310915Q

18811Q 18812Q

315729 315730 315731

香水瓶とジュエリーの柄。シルバーのラメプリント入り。イラスト：平野明子
〈パフューム〉

315743Q 315744Q
315756C

315745Q
315757C

1 〜6　レッスンバッグ・

シューズバッグ

無地、別布使い、キル

ティングの３種類。



08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）

ワッペンやボタンで
楽しく演出！

便利で手軽なワッペンセット

かわいいワッペンやパーツを使えば、
アレンジ簡単。お名前つけグッズもいろいろ。

ワッペンやパーツ選びに迷ったら、人気モチーフをミックスした
セットがおすすめ。自由に配置して接着すれば完成です。

24 ~ 26　清楚なワッペンやレースは、上品な小物づくりに。 37、38　便利な縫製済みバッグ。シューズバッグも各種ございます。27 〜36　テープ類やボタンなど、オリジナルのパーツ類も豊富にご用意。

14 ~ 23　女の子や男の子が大好きなモチーフのワッペンは、アイロンで接着することができます。

14
15
16
17
18
19

アップリケワッペン各種　¥3,456/ 枚

フェルトワッペン各種　¥432〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

マークワッペン各種　¥864/ 袋

ラインワッペン各種　¥648〜 / 袋

おなまえワッペン各種　¥1,080/ 袋

20
21
22
23
24
25

ミニおなまえワッペン各種　¥972/ 袋

リボンモチーフセット各種　¥864〜 / 袋

モチーフレース･アソート各種　¥1,728〜 / 袋

アイロンアップリケ各種　¥1,080〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

レース風ワッペン各種　¥648/ 袋

26
27
28
29
30
31

フラワー刺しゅうワッペン各種　¥918〜 / 袋

持ち手テープ各種　¥648/m

カラーラメ持ち手テープ各種　¥1,404/ 袋

プリント持ち手テープ各種　¥864/m

リネンカラーコード各種　¥162〜 /m

リボンセット各種　¥810/ 袋

32
33
34
35
36
37

ネームテープ各種　¥864/ 袋

ボタンアソート各種　¥1,620/シート

安全ピン〈マーブル〉　¥270/ 袋

移動クリップ各種　¥432/ 袋

タオルワッペン各種　¥1,026/ 袋

レッスンバッグ（製品）各種　¥3,672〜

38
39

シューズバッグ（製品）各種　¥2,916〜

フェルトワッペンセット各種　¥2,808〜 / 袋

通園通学が楽しくなるよう

なキャラクターやモチーフを

提案しています。自分のものが一目でわかるように同じモチーフを

使用するのがおすすめ。ワッペン類はアイロン接着タイプですので

簡単につけられます。レースやリボン、ボタンを組み合わせればア

レンジの幅が広がります。 ぜひお気に入りを見つけてくださいね。 

プランナーからのメッセージ
Message from planner

14

15

22

21

23

20

33

32

34

35

27

28

29

38

39

37　　　　

30

31

36

26

25

24

19

18

17

16

〈バレリーナⅣ〉460478

〈恐竜Ⅳ〉460479〈電車Ⅱ〉460480

〈スポーツカー〉460902

＊レッスンバッグ別売

〈ニーナとともだち〉460462

〈クルマⅡ〉459554

〈ネコ&ウサギⅡ〉460233

〈新幹線〉459555

〈バレリーナⅢ〉460232

〈恐竜Ⅲ〉460231
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ホビーラホビーレオリジナルミシン

通園通学グッズオーダー承り中！

通園通学アイテムの手づくりをバックアップするオリジナルミシンをご紹介。
ちょっとひと手間かけるだけでプロ級の仕上がりが実現する本格的な機種から、
使いやすいコンパクトなものまで、３種類の多機能ミシンをご用意しています。

ホビーラホビーレでは通園通学に必要なグッズのオーダーを承っています。
店内のお好きなファブリックやパーツをお選びいただき、ご指定のサイズでお仕立てします。
型の種類や素材の選び方、トッピングのアイデアなど、スタッフがていねいにアドバイスいたします。

手づくりの幅がぐんと広がるコンピュータミシン！
コンピューターミシン　503006　￥77,760

複雑な糸かけがシンプルに！
ロックミシンⅡ　503106　￥34,560

ソーイング初心者の方にもおすすめ
シンプルデザイン＆カンタン操作！
オリジナルミシンⅡ　503104　￥41,040本体サイズ：幅44cm　奥行き20cm　高さ29.2cm

本体重量：約7.3kg

●模様縫いが充実！ソーイングに便利な縁かがり、ボタンホールなどの縫い目や
　アルファベット、ひらがな文字など284 種類搭載　
●縫い目や作業の状態がひとめでわかる液晶ディスプレイ　
●手元とワークスペース２箇所についた LEDツインライトで、手元が明るい！　
●生地の厚さにあわせて押え金の圧力が調節できる、押え圧力調節ダイヤル付き　
●自動糸調子機能で、厚手から薄地素材まできれいに縫える　
●針穴糸通しガイドつきで糸通しもカンタン！　
●13 種類の便利なアタッチメント付き　
●収納に便利なコードリール式電源コード　
●フットコントローラー、ワイドテーブル、ハードケース付き　
●3 年間保証付き

本体サイズ：幅28.5cm　奥行き28.5cm　高さ29.5cm
本体重量：約5.5kg

●4 色に色分けされた糸道案内でカンタン糸かけ
●伸縮調整ダイヤルつきでフラットな仕上がり
●筒縫いに便利なフリーアーム
●カバーが開いている時は作動しない安全スイッチつき
●手元を明るく照らすライトつき
●地縫いと縁かがりが同時にできる4 本ロック
●手元カバーが開いてお掃除ラクラク
●フットコントローラー、ソフトカバー付き
●1 年間保証付き

本体サイズ：幅38.2cm　奥行き17.5cm　高さ28.5cm
本体重量：約5.5kg

●直線縫い、ジグザグ縫い、ボタンホールなどソーイングの
　基本的な機能を搭載
●自動糸調子機能で厚地から薄地まで、きれいに縫える
●スピードは手元のレバーで調節
●カンタン針穴糸通し器付き
●7 種類の便利なアタッチメント付き
●広いワークスペースで手元が見やすい
●フットコントローラー、ワイドテーブル、ハードケース付き
●3 年間保証付き

材料は店内からお好きなものをお選びいただけます。おすすめ素材に
ついてはご相談ください。
通常のお仕立て期間はご注文日より約５週間です。
ご注文後の変更 ･キャンセルはできません。
ご指定の仕様やサイズが分かる資料がありましたらお持ちください。
仕上がりサイズは手づくりのため0.5〜1cm の差が生じる場合があります。
オーダー可能なアイテムは店舗により異なります。詳しくはスタッフまで
お問い合わせください。

●

●
●
●
●
●

きんちゃく

（裏なし）…￥3,132
（裏つき）…￥3,456

ランチョンマット

（裏なし・裏つき）…￥2,052

カンタンにお名前を入れ
られる刺しゅう機能つき

POINT

わかりやすい
液晶ディスプレイ

POINT

手さげ袋

（裏なし）…￥4,104
（裏つき）…￥4,752

加工代
手さげ袋（裏つき）…￥4,752
ワッペンつけ（手まつり）…￥540

材料代（ヨコ40㎝×タテ30㎝の手さげ袋の場合）
表布…￥972　裏布…¥1,080 　ワッペン…¥1,080

・ワッペンつけ…￥540
  （手まつり・1 枚）

・レースつけ…￥324
  （1 本・〜1mまで）

・ポケットつけ （1 枚）…￥756
・お名前ししゅう…￥1,944
 （１行・材料費込）

くつ袋

（裏なし）…￥4,104
（裏つき）…￥4,752

①アイテムとサイズを決める ②材料を決める ③ご注文 ④完成品お渡し

約5週間

オーダー価格…￥8,424

オーダーアイテム例
トッピング例

手さげ袋（裏つき）
＋

ワッペンつけの
オーダー例 
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SHOP INFORMATION

＊ 2 018 年 11 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

旬の素材でソーイング
春を待つ季節を温かくおしゃれに過ごすための、ファブリックとアイテムをご紹介。

素材の持ち味を生かした簡単ソーイングでお楽しみください。

1月10日発売

3　スウェード地のシンプルなドレスは、着心地のよさが魅力。

1　直線縫いだけで仕上がる、ウールガーゼの軽いストール。 2　落ち感がきれいな裏地つきフレアギャザースカート。

315838 315839 315840

バラがメインの人気柄を上品な光沢とソフトな風合いのスウェード素材に
プリントしました。

¥3,456/m　約110cm 幅　［ ポリエステル100% ］　日本製　
1 月10 日発売

■リバティプリント　シルキーブライトスウェード〈テイタム〉

315833

控えめにラメ糸を織り込んだ、ふんわり軽いウールガーゼ。オリジナルの
チェック柄です。

¥4,968/m　約130cm 幅　［ウール98%　キュプラ2% ］　日本製　
1 月10 日発売

■ラメウールガーゼ

1
2

3

ストール　Z ¥4,839（ラメウールガーゼ：0.8m　ストールピン･スクエア：1コ　RP：701015）

フレアギャザースカート〈裏地つき〉　H ¥1,080　700197　Z ¥7,820 （リバティプリント・

シルキーブライトスウェード：1.7m　ポリエステル裏地2m パック：1コ）

シンプルギャザーワンピース〈七分袖〉　H ¥1,080　700200　Z ¥9,332 （リバティプリント・

シルキーブライトスウェード：2.7m）

1 2

3

【NEWS】

♦ 2019 年 1 月10 日（ 木 ）より
　リバティプリントのご予 約 開 始 !
次 回の「 マンスリープレス1 月号 」（ 1 月10 日より店 頭 配 布 ）にて、 
2 月10 日〜4 月10 日に発売予定の「 2019 年春のリバティプリントコ
レクション 」をご紹介いたします。 掲載商品のご予約は1 月10 日よ
り各ショップにて承ります。どうぞお楽しみに !

【 EVENT】

♦開 催 中 ! 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 . 7
　〈 # 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。 ステキな写真とコメントの投稿をお待ちしております。

♦ 通 園 通 学 手づくり応 援フェア
　開 催 中〜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。

〈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。

▲レッスンバッグ
　〈口側別布〉

シューズバッグ
〈基本形〉▶︎

▲きんちゃく袋セット

ランチセット
〈トート型〉▶︎

▲持ち手付
　きんちゃく袋

＊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。

〈ミシンお試しキャンペーン 〉
はじめてのソーイングにもおすすめのホビーラホビーレオリジナルミシン。 12月20日（木）
から各ショップにてミシンの操作を体験していただけます。 詳細は各ショップまで。
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新・ウールシェイプ

ロングセラーの手編み糸としておなじみのウールシェイプが

リニューアルして１玉40gに。新色のパステルカラーで編む、

ウエアやお花モチーフの小物でお楽しみください。

1月10日発売

1　大小のお花モチーフをつないだブランケットは、4 色のキット用の特別色を加えた10 色使用。優しいパステルカラーでお部屋に春がやってきます。

1

k i t
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1
2

パステルカラーブランケット　Z ¥9,720　404240　約77 ×91㎝

ワイドプルオーバー〈ウールシェイプ〉　Z ¥7,020 （ウールシェイプ：8コ　RP:404248）

3
4

クロッシェストール〈ウールシェイプ〉　Z 各 ¥2,700 （ウールシェイプ：3コ　RP:404250）

パステルカラーバッグ　Z ¥7,776　404241　約26 ×42㎝

3　フラワーモチーフが連続編みで簡単に編める、繊細なストール。 4　キット用特別色を使用したモチーフバッグ。ウッドハンドルがアクセント。

2　ワイドな身頃がポイントの春色ニット。上品な透け感が魅力です。

■ウールシェイプ
¥864/ 玉　40 ｇ /190 ｍ　［ウール100% ］　全7 色　
日本製　1 月10 日発売

色番 01 03

05 06 07

0402

ウー ルは冬の素 材というイメー ジですが、

汗の吸湿、発散性にも優れた、一年中快

適にお使いいただける素 材です。 ウー ル

シェイプはその特性を生かし、ウールに繰

り返し強めの撚りをかけることでシャリ感を

出し、 春夏のウエアとしてもさらりと仕上が

るように作られています。 ウエアから小 物

まで色々なアイテムをお楽しみいただけるよ

う、 2019 年は装いも新たにパステルカラー

の7 色を40g 玉でお届けします。

YARN  information
2

3

4

k i t
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青木和子さんのステッチコレクション

ヴィオラやローズ、旅先で出会った風景や物語をモチーフにした、青木和子さんのステッチコレクション。

大小のフレームや小物、刺しゅうワッペンで春の庭をハンドメイド。

発売中

■刺しゅうワッペン ¥1,080/ 袋　3 枚入　＊デザイン：青木和子

〈ヴィオラ・ピンク〉456837

〈アソートⅠ〉456046 〈百日草〉456045

〈ヴィオラ〉456042 〈ローズ〉456043〈アソートⅡ〉456047

〈デイジー〉456044

繊細な刺しゅうで描かれたミニワッペン。小物やウエアのワンポイントなどに。

7、8　半縫製済みの本体に、ヴィオラのガーランドをステッチします。

4 〜6　ヴィオラの咲く庭を小さなフレームに描きます。

1 〜3　春の庭に欠かせないヴィオラが主役のフレーム。庭の光景や、ボーダー状に群生するシーンを刺しゅうします。

刺しゅうデザイナー。庭を愛し、植物から庭に棲む生き物まで、庭のすべてを
モチーフにして、刺しゅうという形で表現する。 思いがけない素材の使い方
や、新鮮な花の表現に惹かれるファンがいっぱい。趣味はガーデニングと読
書。 「青木和子の刺しゅう　散歩の手帖」「庭の野菜図鑑」「庭の花図鑑」  

「 旅の刺しゅう3　コッツウォルズと湖水地方を訪ねて」 （ 文化出版局 ）、 「 花
のデザインノート」（ 主婦の友社 ）、「 青木和子のステッチライフ」 「 青木和
子の刺しゅうダイアリー　四季を彩る草花とステッチ」（日本ヴォーグ社 ）な
ど多数の著書がある。 また、海外で翻訳版の出版も相次いでいる。

青木和子 Kazuko Aoki

1

2

3

4 5 6

7

8
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1
2
3
4
5
6

ヴィオラのフレーム　Z ¥7,344　351086　約38 ×50㎝

ヴィオラのフレーム〈ピンク〉　Z ¥4,104　351087　約13 ×50㎝

ヴィオラのフレーム〈パープル〉　Z ¥4,104　351088　約13 ×50㎝

ヴィオラのミニフレーム〈ピンク〉　Z ¥2,376　351091　約13 ×13㎝

ヴィオラのミニフレーム〈パープル〉　Z ¥2,376　351092　約13 ×13㎝

ミニフレーム〈ヴィオラのバスケット〉　Z ¥2,376　352035　約13 ×13㎝

7
8
9
10
11
12

ヴィオラのブックカバー〈ピンク〉　Z ¥3,024　351089　約16 ×12㎝　＊本体半縫製済

ヴィオラのブックカバー〈パープル〉　Z ¥3,024　351090　約16 ×12㎝　＊本体半縫製済

フレーム〈ローズガーデン〉　Z ¥7,776　352844　約38 ×50㎝

ミニフレーム〈ローズのバスケット〉　Z ¥2,592　352847　約13 ×13㎝

リース〈ローズガーデン〉　Z ¥3,672　352845　直径約25㎝

ミニケース〈ローズガーデン〉　Z ¥3,024　352849　約14.5 ×10.5㎝

13
14
15
16
17
18

ブックカバー〈ローズガーデン〉　Z ¥3,024　352848　約16 ×12㎝　＊本体半縫製済

ステッチクロス〈コテージガーデン〉　Z ¥5,400　353605　約65 ×47㎝

フレーム〈コテージガーデン〉　Z ¥7,776　353211　約38 ×50㎝

フレーム〈ちいさな仲間たち〉　Z ¥4,320　353606　約13 ×50㎝

バニティポーチ〈Rabbit〉　Z ¥3,672　353216　約10 ×15 ×10㎝

ブックカバー〈Rabbit〉　Z ¥3,240　353217　約16 ×12㎝　＊本体半縫製済

15　英国の湖水地方への旅で出会ったコテージガーデンをモチーフにしたステッチフレーム。

11　リボン刺しゅうで立体的に描いた満開のローズ。キュートなハチもポイント。

12、13　ローズのブーケをミニケースに、ガーランドをブックカバーにステッチ。

17、18　野うさぎが隠れる庭をステッチ。口が大きく開く便利なバニティポーチとブックカバー。

14　ピーターラビットの絵本に描かれた草花や野菜を、図鑑風にステッチするクロス。

9、10　ローズガーデンをテーマにした大小のフレーム。庭を楽しむ気分でステッチしましょう。

16　小さな動物たちと春の草花を繊細なステッチで描きます。

9

10

11

13

15

14

12

16

17

18



早春の
　花散歩
1月10日発売

1　寄せ植えや庭先の草花をクロスステッチ。縁はバイアス仕立てです。

クロスステッチミニタペストリー〈フラワーガーデン〉　Z ¥4,320　354573　約50 ×14㎝

モチーフクロス〈フラワーガーデン〉　Z ¥7,020　354572　約73 ×73㎝

1
2

クロスステッチフレーム〈ガーデンポット〉　Z ¥4,104　354574　約18 ×18㎝

刺しゅうワッペン･ヴィオラ　¥864　460933　約4 ×6.5㎝

3
4

刺しゅうワッペン･アネモネ　¥864　460932　約5 ×5㎝

＊1、3イラスト：平野明子　2イラスト：髙野紀子

5
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次回『MONTHLY PRESS 1月号 vol.97 』は 1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（月）からになります。月12 10
●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 11 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。  

秋植えの球根が咲き始めたら、春はもうすぐ。

花たちがモチーフの刺しゅうキットを

お散歩気分でお選びください。

2　色とりどりの花々が咲き競う春のフラワーガーデンを、多彩なステッチで表現します。

3　クロスステッチの寄せ植えに蝶々のチャームをトッピングしました。

4、5　春の花束をアイロン接着できる刺しゅうワッペンに。

絵本作家。セツモードセミナーを経て、雑誌を中心にイラストレーターとして活躍後、 1983 年に初めての絵本「チャイブスはきょうもごきげん」（講談社刊）を
出版。 「 和の行事えほん」「テーブルマナーの絵本 」「 着物のえほん」 「 折り紙えほん」 「 数え方えほん」（あすなろ書房刊 ）など著書多数。

髙野紀子 Noriko Takano

冬の寒さに飽きてきたころ花屋さんの店先に多くの花苗が並び始め、そこだけはもう春。 昔からあった花に

も新しい色や姿が加わって賑やかです。 モチーフクロス〈フラワーガーデン〉は、そんな花の姿を思い浮

かべながら描きました。 そよ風に揺れる花々を想像しながら刺していただければ、 より生き生きとした作品

に仕上がることでしょう。 春待つ気持ちと共に早春の花の刺しゅうを楽しんでいただけたら嬉しいです。
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■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

全国の
ショップ情報
発信中！


