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レ・クルール・フランセィズ 
—フランスのアトリエから—
フランス在住のデザイナー、中山久美子ジェラルツさんのアトリエからお届けする、プリントコレクション〈レ・クルール・フランセィズ〉。

みずみずしい感性とエスプリに富んだフランス色の世界をウエアや小物でお楽しみください。

1月25日発売

1　〈ブーケ・ド・ローズ 〉でつくるスプレッド。バイアス仕立ての縁布に施したキルティングがポイントです。

2、3　南仏の伝統技法ブティのきんちゃくとプチケース。マーガレットをモチーフにした柄を詰め糸で立体的に表現します。

フランス在住。ブティ作家・テキスタイルデザイナー・インテリア
デザイナー。 オートクチュールデザイナーを務めた後、自社イ
ンテリアデザインと２０年ほど前よりフランスの伝統技術ブティ
の研究と創作を手がける。 フランスを代表するブティ作家として、
日本をはじめヨーロッパ、アメリカなどでも展示、講演、指導を
行っている。 同時にフランスと日本で出版活動を行う。 「ブティ 
布の彫刻 」（日本ヴォーグ社 ）、「 白の優美 ブティ」（ キルトマ
ニア・文化出版局 ）などがある。

中山久美子ジェラルツ Kumiko Nakayama Geraerts 

 
同じものでもフランスでは綺麗

に見えるとよく聞く。空気が違

う。 その空気の中で歴史が作

り上げた色たち。生活の中に

あふれている「フランスの色」

を折々に感じる。 大好きな布

のデザインをする時には、 皆さんの物作りに「少し

いつもより華やかで、無邪気に優しいフランス好

みを…」と思い、筆を持ちました。
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02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

キルトスプレッド　Z ¥25,920　354629　約144 ×144㎝　＊デザイン：中山久美子ジェラルツ

ブティのプチケース〈セラドンブルー〉　Z ¥3,240　354631　約11.5 ×14㎝　＊デザイン：中山久美子ジェラルツ

ブティのきんちゃくポーチ〈ピンク〉　Z ¥4,104　354630　約11 ×16.5 ×10㎝　＊デザイン：中山久美子ジェラルツ

タックブラウス〈七分袖・裾リボンあり〉　H ¥1,080　700117　Z ¥7,236 （レ ･クルール ･フランセィズ：2.2m　貝ボタン13㎜：1コ）

タックきんちゃくバッグⅡ　Z ¥3,543　354678　約31 ×36 ×12㎝　＊ RP：395021 使用

6
7
8
9
10

リボンヨークブラウス〈七分袖〉　H ¥1,080　700111　Z ¥6,804 （レ ･クルール ･フランセィズ：2.1m）

ウッドハンドル Dトートバッグ　Z ¥4,990　354676　約30 ×38 ×10㎝　＊ RP：395059 使用

ウッドハンドル D〈ブラウン〉　¥2,052　460739　外寸：約11.5 ×21㎝

ハイウエストタックスカート〈70㎝丈〉　H ¥1,080　700190　Z ¥6,156 （レ ･クルール ･フランセィズ：1.9m）

シンプルギャザーワンピース〈半袖 ･ 横地ボーダー柄〉　H ¥1,080　700200　Z ¥9,396 （レ ･クルール ･フランセィズ：2.9m）

4　左裾のリボンでブラウジングを調節できるブーケ柄のブラウス。

5　収納力のある人気のきんちゃくバッグ。スラブコットンの裏布つき。

7、8　新色のウッドハンドルを使用した、おしゃれ

なトートバッグ。

10　繊細なバラの手描きタッチのボーダープリントでエレガントに。

6　前結びのリボンが清楚なブラウスを、野の花を散りばめたプリントで。

レ・クルール・フランセィズはフランス在住の中山久美

子ジェラルツさんとホビーラホビーレのコラボレーショ

ンで生まれたファブリックコレクションです。 フランス

の色やモチーフにインスピレーションを得て、 季節に

合わせたコーディネーションでご提案します。

9　シンプルなトップスと相性の良い、ローズ柄のタック入りスカート。

￥3,240/m　約108cm 幅　［ 綿75% リネン25% ］
日本製　1 月25 日発売 

■レ ･ クルール ･ フランセィズ

315878

315879

315880

一重の野ばらをモチーフにした柄。スモーキーな中間色の３色展開で。
プティ・エグランチン　Petite  églantine

315870

315871

315872

可憐で小さな野の花を散りばめた柄を、甘さを控えた大人カラーで。
フルール・ド・シャン　Fleurs de champ

315886

315887

315888

繊細なタッチで描いた大輪のバラのブーケ柄。ウエアから小物まで。
ブーケ・ド・ローズ　Bouquet de roses

315894

315895

315896

ストライプとバラの片耳ボーダー柄。ボーダーを活かしたウエアに。
ボーディユー・ド・ローズ　Bordure de roses

4

6

9

10

8

7

5



03

バラのある暮らし
バラ愛好家にとって待ち遠しい季節に向けて、バラのある暮らしを刺しゅうでご提案。

刺しゅうが初めての方にもつくりやすいキットや、絵画のようなフレームなどをご用意しました。

1月25日発売

1　ハート形のバラのリースをアクセントに、ピンクとグリーンの濃淡で仕上げるモチーフクロス。写真は縁にレースをトッピングした応用クロスです。

2　立体的なステッチを組み合わせたチャーミングなフレーム。 4　半縫製済みなので、ステッチ後に脇を縫うだけで完成。3　バラが咲きそろうローズガーデンをクロスステッチで繊細に表現します。

1
2

ローズのモチーフクロス･ 応用クロス　Z ¥7,749　354633　約94 ×94㎝

ステッチフレーム〈ローズ〉　Z ¥3,888　354634　約18 ×18㎝

3
4

クロスステッチフレーム〈ローズガーデン〉　Z ¥4,644　354635　約14 ×29㎝

クロスステッチティッシュケース〈ローズ〉　Z ¥1,944　354636　約9 ×12㎝　＊本体半縫製済

＊1〜2 イラスト：髙野紀子　3 イラスト：平野明子
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ねこの住む街—今日、どこ行く？—
街の中で気ままに暮らすねこたちをテーマにしたハンドメイドをご紹介。

お散歩や遊び、日向ぼっこなど、ねこたちの仕草や表情に癒されます。

2月10日発売

1　街をお散歩する８匹のキュートなねこたちをクロスステッチで情景豊かに描きます。

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

クロスステッチフレーム〈ねこの住む街〉　Z ¥5,400　354643　約13 ×50㎝

クロスステッチミニタペストリー〈ねこの住む街〉　Z ¥4,320　354642　約43 ×19㎝

刺しゅうワッペン〈ねこアソート〉　¥1,620　460957　3 種 ･3 枚入

4
5
6

刺しゅうワッペンブローチ〈ねこ〉　Z ¥2,808　460956

ネコのビーズポーチ　Z ¥3,024　404312　約9 ×13㎝

ステッチクロス〈ねこの住む街〉　Z ¥3,888　354641　約47 ×47㎝

7 シマネコのボトルホルダー　Z ¥3,456　404313　大：約18㎝　小：約14㎝

＊1、3 イラスト：平野明子　2、6 イラスト：富丘珠子　

2　洋館の前でくつろぐねこたちをクロスステッチ。 6　色印刷に刺しゅうをプラスして、立体感のある仕上がりに。 7　シマネコのボトルホルダーセット。尻尾や肉球もついてます。

5　ねこの顔をシルバーのビーズで編み込んだ、シッ

クな口金ポーチ。

3　茶トラ、サバトラ、ソックスのねこたちの刺しゅうワッペン。

4　刺しゅうワッペンをフェルトに貼ってつくる、簡単ブローチ。
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S
trawberries

いちごを贅沢に使った、

フォトジェニックな

スイーツをハンドメイド

で味わってみませんか。

パフェやタルト、

ショートケーキなどを、

さまざまなテクニックで

ご堪能ください。

1　フレッシュないちごパフェが並ぶステッチクロス。色印刷入りの土台布を刺しゅうで仕上げます。

2　愛らしい花と実をつけたいちごをクロスステッチします。 3　9 種のいちごパフェをクロスステッチ。かわいいデコレーションを楽しみましょう。

いちごの楽園 1月25日発売
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4　オーガンジーやリバティプリントのアップリケで、タルトづくりのワンシーンを表現。

9　いちごの屋根がユニーク。仕立てるのも楽しい人気のクロスステッチハウス。

10　半縫製済みの本体にスイーツをクロスステッチ。刺しゅう初心者にも。

11　赤い実をたくさんつけたいちごが愛らしい、新柄の刺し子。

12　衿のフリルがポイント。新デザインの子供のワンピースをキュートないちご柄で。

5　フェルトのトッピングがポイントのクロスステッチケーキ。

7　色違いのいちご柄を使用した、スイートなペアポーチ。

6　いちごをたっぷり飾った手編みのパンケーキ形ポーチ。

8　３種のポーチがラミネート１本で出来上がります。

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
5
6

ステッチクロス〈いちごパフェ〉　Z ¥4,536　354624　約60 ×47㎝

クロスステッチミニフレーム〈いちご〉　Z ¥3,456　354626　約13 ×13㎝

クロスステッチフレーム〈いちごパフェ〉　Z ¥5,400　354625　約13 ×50㎝

いちごのアップリケタペストリーⅣ　Z ¥6,264　354628　約36 ×46㎝

クロスステッチケーキ　Z ¥3,672　354627　高さ約8㎝

いちごのポーチ　Z ¥2,808　404014　直径約11㎝

7
8

9
10

ペアのギャザーポーチ　Z ¥2,366　354679　L：約7 ×18㎝　S：約4 ×10㎝　＊ IS：351109 使用

ラミネートのキャラメルポーチ　Z ¥2,171　354680　持ち手付ポーチ：約10 ×10 ×24㎝

ポーチ：約8 ×8 ×15㎝　ペンケース：約5 ×5 ×19㎝　＊ RP：395026 使用

クロスステッチハウス〈いちごのお家〉　Z ¥3,672　354262　約10 ×8 ×6.5㎝

クロスステッチティッシュケース〈いちごスイーツ〉　Z ¥1,944　354264　約9 ×12㎝

＊本体半縫製済

11
12

刺し子〈いちご〉　Z ¥864 （刺し子布：492579　刺し子糸：452073･452077）　約32 ×37㎝

こどものスタンドカラーワンピース〈 長袖 〉　H ¥1,080　700202　Z ¥3,478 （いちご：1.4m　

貝ボタン11.5㎜：7コ）

＊1〜3 イラスト：平野明子　4、11 イラスト：がなはようこ　9 デザイン：内堀久美子

315852 315853 315854 315855

たくさんの実をつけたいちごを全面に描いたかわいらしい柄。ウエアや小物など幅広い用途におすすめ。

￥2,160/m　約114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　1 月25 日発売 
L ラミネート　￥1,728/ 本　105 ～108cm 幅×約50cm 　［ 綿100%（ 表面 PVCコーティング ）］　日本製　1 月25 日発売

■いちご

315861L 315862L 315863L 315864L
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1　ブルー系のリバティプリント35 種を使った、爽やかなパッチワークミニスプレッド。様々な用途に使える90cm 角です。

春色をまとう
—リバティプリント—
春のリバティプリントは、明るい光に映える優しく愛らしい小花柄を数多くそろえました。

パッチワークのアイテムやウエア、小物などで、季節の色を先取りしましょう。

2月10日発売

2　肩にも掛けられるパッチワークバッグは、無地のマチがアクセント。 3　ピンク系スクエアパッチをバイアスに使った、かわいいポーチ。 4　愛らしいフリルカラーの子供ワンピースを、花のハート柄〈メイジー〉で。

1

2

3

4
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11　２種のかわいい小花柄でつくる、大きなリボンつきペアポーチ。

14　大人気の口金ポーチ。２色のシュガー口金がアクセント。

13　春の色と柄でつくりたい３匹の動物たち。贈り物にもおすすめ。

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

パッチワークミニスプレッド　Z ¥19,440　354644　約90 ×90㎝

パッチワークバッグ〈スクエア〉　Z ¥6,480　354645　約25 ×35 ×5㎝

パッチワークポーチ〈スクエア〉　Z ¥3,024　354646　約10.5 ×22 ×4㎝

こどものフリルカラーワンピース〈長袖〉　H ¥1,080　700185　Z ¥4,688 （リバティプリント･タナローン：1.4m）

ラグランギャザーブラウス〈長袖〉　H ¥1,080　700203　Z ¥9,375 （リバティプリント･タナローン：2.8m）

タックトートバッグS　Z ¥1,696　354683　約20 ×30 ×10㎝　＊ RP：395025 使用

スタンドカラーブラウス〈七分袖〉　H ¥1,080　700161　Z ¥5,217（リバティプリント･タナローン：1.5m　貝ボタン13㎜：2コ）

8
9
10
11
12
13
14

こどものアンプルワンピース〈ボートネック･ 七分ギャザー袖〉　H ¥1,080　700136　Z ¥4,450 （リバティプリント･タナローン：1.3m　貝ボタン13㎜：1コ）

タックブラウス〈七分袖・リボンなし〉　H ¥1,080　700117　Z ¥6,459 （リバティプリント･タナローン：1.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

サッシュベルト付スカート〈70㎝丈〉　Z ¥5,800 （リバティプリント･タナローン：1.7m　RP：701016）

ペアのバネ口金ポーチ　Z ¥2,981　354684　大：約9.5 ×13㎝　小：約7.5 ×8.5㎝　＊ IS：352714 使用

ベンリー口金バッグⅡ ･S　Z ¥5,249　354681　約18.5 ×32 ×12㎝　＊ IS：354709 使用

コパン　Z ¥2,571　354688　約16㎝　＊ IS：350803 使用

リバティプリント口金ポーチ　Z 各 ¥2,582　a：354685　b：354687　c：354686　約13 ×15㎝

12　ギャザーたっぷりのバッグは、細い口金持ち手がエレガント。

5　ふんわり感と腰が隠れる後ろ裾がおしゃれな新デザインのブラウス。 6　中央のタックとリボンがポイント。人気柄のタックトートバッグ。

8　お花畑のような新柄〈 イッシー〉のドレスで、春のお出かけを。

10　エレガントに着こなしたい、サッシュベルトつきのスカート。9　衿元のタックがポイントのブラウスを新柄の〈ミニ・パビリオン 〉で。

7　春一番に着こなしたい上品ブラウスを、愛らしい野うさぎ柄で。

5 11
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1　ミニスワッチボックスでつくるバッグ & ティッシュケースセット。 2、3　きんちゃく袋入りの携帯ソーイングセットとピンクッション。３柄をご用意。

2019春のリバティプリントご予約受付中
2月10日（日）発売／予約受付開始1月10日（木）

リバティプリント･タナローン　¥3,348/m
109〜111cm幅　［綿100%］　日本製

■スリーピング・ローズ　Sleeping Rose
皆川明さんとリバティ社のコラボレーション柄。〈 眠れるバラ〉の 
柄名どおりのロマンティックで繊細なデザインの人気柄です。

315917 315918 315919

■ガーデン　Garden（81% 縮小）
2007 年、雅姫さんとホビーラホビーレのコラボレーションで生まれた柄を
リスケールした柄。1900 年代のアーカイブ資料をもとにデザイン。

315930 315931 315932

■セリーヌ　Celine 
繊細な線で描いたスペース感のある中花柄。1996 年に登場して以来、
人気の高い花柄です。華やかな中に落ち着きのある３配色をご提案。

315936 315937 315938

■アーカイブ・ライラック　Archive Lilac （120% 拡大）
2015 年の春夏コレクションで発表されたライラック柄を拡大サイズでご提案。
着こなしやすいベーシックな配色をご用意。

315948 315949 315950

■コットン・テイル　Cotton Tail

■マッジー　Maddsie （89% 縮小）

野うさぎとつる草をモチーフにした、アール・ヌーヴォー調の連続模様が
古典的な柄。淡い地色に春らしく優しい色づけでご提案します。

輪郭線で描いた小さな花を全面に描いたリバティプリントらしい総柄。
ウエアから小物まで様々な用途に使いやすい４配色をご用意。

315926

315943

315927

315944

315928

315945

315929

315963

315961 315962
315960 

315964

315946

■イッシー　Issy
1930 年代のアーカイブ資料を描き直した、花畑をスケッチしたような
リバティプリントらしい花柄。柄に合ったチャーミングな配色で。

315920 315921 315922

■アシュテッド　Ashtead
1994 年春夏コレクションで発表された柄で、ホビーラホビーレ初登場。
小さないちごの実と花を密集して描いた、かわいらしいデザインです。

315933 315934 315935

■ジョセフィンズ・デイジーズ　Josephine’s　Daisies
繊細な植物画で人気の〈ジョセフィンズ・ガーデン 〉のアレンジ柄。
田園風景をモチーフに、繊細な筆致とみずみずしい色彩が魅力です。

315939 315940 315941

■グレースフル　Graceful
バラ、菊、マーガレットを陰影をつけたモノクロで表現したボタニカルプリント。
深い地色に花が浮かび上がる中花柄はウエアにおすすめ。

315951 315952 315953

■ワイルド・フラワーズ　Wild Flowers（150% 拡大）

■ファリンダ　Farinda （83% 縮小）

■ミニ・パビリオン　Mini Pavillion

「 英国野花図鑑 」のイラストをヒントにしたデザイン。
透明感のある繊細な色をつけました。

90 年代に制作されたデザイン。デイジーと
バラの小さな花束をレイアウトしています。

英国の避暑地にある建物の壁紙からヒントを得た
シノワズリ調の植物柄。白地に明るい配色で。

315947

315942

315954

■メイジー　Maisie
1978 年のアーカイブ資料をもとにした初登場の花のハート柄。
ビバルディの春のメロディを思わせる、軽快でかわいらしいデザインです。

315923 315924 315925

リバティプリント ･
ミニスワッチボックス　¥2,268/ 個
約7cm角･16種･64枚入り

リバティプリント ･
カットクロスセット M　¥3,888/ 個
約21×22cm･20種･20枚入り

リバティプリント ･
カットクロスセット　¥10,800/ 個
約17×15cm･91種･91枚入り

1 バッグ&ティッシュケース　Z 各 ¥3,392　a：354689　b：354690　バッグ：約25 ×20㎝　ティッシュケース：約10 ×13㎝　＊ RP：395032 使用 2
3

ソーイング缶　各 ¥1,944　a：502847　b：502848　c：502849　きんちゃく：約11.5 ×9.5㎝　缶：直径約7㎝

ピンクッション　各 ¥864　a：502844　b：502845　c：502846　約8 ×8㎝

1 a

2 a

3 a
3 b

3 c

2 b

2 c

1 b



10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）

3月10日（日）発売／予約受付開始1月10日（木）

4月10日（水）発売／予約受付開始1月10日（木）

リバティプリント･タナローン　¥3,348/m
109〜111cm幅　［綿100%］　日本製

リバティプリント･タナローン ビスポーク柄　¥3,564/m
109〜111cm幅　［綿100%］　日本製

リバティプリント･タナローン　¥3,348/m
109〜111cm幅　［綿100%］　日本製

■リッカルド　Ricardo
アイリスやローザ・グルティノなどのバラ科の植物を自然なタッチで描いた
初登場の柄。〈アガサ〉のタッチをアレンジして制作されました。

316045 316046 316047

■メモリーズ・オブ・レイン　Memories of Rain
皆川明さんとリバティ社のコラボレーション柄。絵の具の雫が落ちたような
図柄が印象的なデザイン。透明感を感じる色付けでご紹介。

316152 316153 316154

■マリーナ・シーフラワー　Marina Seaflower （50% 縮小）
2013年春夏に発売された柄。トレスコ島の木々の葉とスカーフ用の柄を
ベースにデザインされた大柄を使いやすい柄サイズにアレンジ。

316163 316164 316165

■デイビッド・ジョー　David Joe
イラストレーターのジェーン・レイに着目して生まれた柄。
インドの細密画からヒントを得た、二度染めしたような仕上がりが魅力。

316030 316031 316032

■フラッターリング　Flutterring
2016年に発売された幾何学風の柄。たくさんのカイトが大空へ
はためく様子を表現。キラキラ輝くような明るい色をつけました。

316036 316037 316038

■イルマ　Irma （90% 縮小）
筆づかいや鉛筆の筆致までを再現したデジタルプリントの柄。
ユーフォルビア、イベリスなどの花々が幻想的な草原を創り出します。

316051 316052 316053

■デカダント・ブルームス　Decadent Blooms
1989年にインテリア用に製作されたアーカイブ柄をもとにデザインされた柄。
牡丹やバラ、忘れな草がダイナミックな筆致で描かれます。

316057 316058 316059

■ベネディクト　Benedict
1936年のリバティの古典的な花からインスピレーションを受けて
デザインされた柄。当時流行の繊細な輪郭線を再現しています。

316039 316040 316041

■スザンナ　Susanna
2005年の春夏コレクションに初登場した柄。大小様々なひまわりの
モチーフを、繊細に生き生きと描写した個性が際立つ人気柄です。

316155 316156 316157

■ザ・ア−ティスツ・ツリー　The Artist's Tree （115% 拡大）
英国の児童文学「魔法の木」に着想を得たデザイン。アーティストが
アートの制作に使う材料や道具が生えた不思議な木がモチーフ。

316166 316167 316168

■エミリー　Emily
1940年に初めてプリントされたロングセラー柄。ガーデニング愛好家の
庭をイメージして、多彩な花々が密集する情景が描かれます。

316033 316034 316035

■ミセス・ロビンソン　Mrs.Robinson
2009年春夏コレクションの１柄。大胆な大柄でありながら繊細な
線画タッチで人気の花柄を、白地を効果的に生かした配色でご用意。

316042 316043 316044

■エメラルド・ベイ　Emerald Bay
レッドファーンの服のスケッチ画に登場するモチーフをヒントにした柄。
おおらかなハンドペイント柄を、使いやすい深い配色でご提案

316054 316055 316056

■スプリング・ガーデン　Spring Garden （81% 縮小）
1972年にハリー・モア・ゴードンがリバティ社のスカーフのために描いた柄。
春の花々が伸びやかに繊細に表現されたウエア向きの柄。

316060 316061 316062

■ヨークシャー・ローズ　Yorkshire Rose
アーカイブ資料の美しい花柄に着想を得て、
画家ディヴィット・ホックニーが手がけた柄。

316063

■スザンナ・ストライプ　Susanna Stripe
〈スモール・スザンナ〉〈クレア・オード〉〈スナッグ〉をストライプ状に組
み合わせたオリジナルのビスポーク柄。

316048 316049 316050

リバティプリント･タナローン ビスポーク柄　¥3,564/m
109〜111cm幅　［綿100%］　日本製

■ベッツィ・マーサ　Betsy Martha
ロングセラーの人気柄〈ベッツィ〉と〈マーサ〉をミックスして
片耳ボーダー柄にアレンジしたホビーラホビーレのオリジナル柄です。

316160 316161 316162

■カペル・アンド・ペッパー　Capel&Pepper

■タイガー・リリー　Tiger Lily

リバティプリントを代表する柄として長年親しまれてきた〈カペル〉と〈ペッ
パー〉をミックスした、オリジナルのビスポーク柄です。

伝統的な手法で表現した、百合、デイジーなどの花が
流れるようなラインで描かれた植物柄。

316064

316158

316065

316159

ホビーラホビーレオリジナルのファインローンはUVカット加工を施した80番手の綿ロー
ン。自然な光沢とソフトな風合いが特長で、ウエアのほか幅広いハンドメイドにおす
すめです。ホビーラホビーレのファブリックやリバティプリントとコーディネートしやす
いカラーも魅力です。

¥1,944/m　110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　発売中
■ファインローンコレクション

311287 311289 308440

308441 311288 308444

308435 308436310039
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春色をまとう—ファインニット—

バリエーション豊富なホビーラホビーレのサマーヤーンに、グラデーション糸〈カラフルプランタン〉が加わりました。

シンプルな手法で編みあがるウエアや小物でご提案。春色ニットとともにお楽しみください。

1　八角形と四角形のモチーフをつなげたブランケット。キット用の特別色７色を含む10 色でカラフルに編み上げます。

1月25日、2月10日発売

2　前後身頃、袖もまっすぐ編みで仕上げる簡単ニット。

3　一枚あると重宝するカーディガン。裾と袖口の模様編みがポイント。

4　ボタンの留めはずしで、マーガレットにもストールにもなる２way タイプ。

■コットンフィールファイン
￥648/ 玉　25g/160m　［綿100%（エジプト綿）］　全8 色　日本製　2月10日発売
エジプト綿をリリヤン機で編みあげた極細糸。幅広い用途におすすめ。

01 07 05 15 33212730色番

■ウールシェィプ
￥864/ 玉　40g/190m　［ウール100% ］　全7 色　日本製　発売中
ロングセラーのサマーウール糸。シャリ感とドライな風合いが持ち味。

2/10発売

2/10発売 2/10発売

2/10発売

色番01 03 05 06 070402

1

2

3

4
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6　初心者にも編みやすいカギ針編みのストール。色の変化を楽しみましょう。

7　表編みと裏編みだけで格子状の模様を編み上げる簡単ストールです。5　前後同じ編み地を２枚編んではぎ合わせます。編み始めの色をそろえるのがポイント。

8　4 枚の同じ形の編み地をつなぐだけで仕上がる、カギ針編みのセーター。

9　糸を切らない連続モチーフ編みと模様編みを組み合わせたストール。

10　四角い模様編み２枚をとじはぎして完成する、棒針編みのベスト。

11　ガーター編みの本体にカギ針編みで縁飾りを編みつけた、涼しげなストール。

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）

■カラフルプランタン NEW

■コットンパルフェ ■ツイードパピエ

￥3,672/ 玉　150g/600m　
［ 綿50% アクリル50% ］　全4 色　
トルコ製　1 月25 日発売

￥1,080/ 玉　50g/240m　［ 綿95% ポリエステル5% ］　全6 色　イタリア製　1 月25 日発売 ￥1,188/ 玉　40g/105m　［ 綿38% 分類外繊維（ 美濃和紙 ）24% レーヨン20% アクリル10%
ポリエステル8% ］　全5 色　日本製　2 月10 日発売

色番 01

03 04

02

〈 カラフルプランタン 〉は人気の

〈 プランタン 〉の素 材の柔らか

さはそのままに、 超ロングピッチ

とショートピッチで色が変わる２

種類の絣染めした糸を組み合わ

せ、 よりカラフルで楽しい糸にな

りました。 糸の編み始めを糸玉

の内側から又は、外側から取り

出すかにより作 品の出 来 上がり

のイメージが変わります。

YARN  information

1
2
3
4
5
6

カラフルモザイクブランケット　Z ¥28,080　404311　約128 ×128㎝

フィールクロッシェカーディガン　Z ¥7,236 （コットンフィールファイン：11コ　RP：404324）

フラワークロッシェカーディガンKids　Z ¥5,400 （ウールシェイプ：5コ　貝ボタン13㎜：5コ　IS：404350）

クロッシェマーガレット〈ウールシェイプ〉　Z ¥6,243 （ウールシェイプ：5コ　キザミボタン13㎜：14コ　RP：404334）

スクエアベスト〈カラフルプランタン〉　Z ¥7,452 （カラフルプランタン：2コ　RP：404321）

セミサークルストール　Z ¥3,780 （カラフルプランタン：1コ　RP：404332）

7
8
9
10
11

プランタンストール〈カラフルプランタン〉　Z ¥3,780 （カラフルプランタン：1コ　RP：403987）

クロッシェラグランセーター　Z ¥7,668 （コットンパルフェ：7コ　RP：404322）

モチーフクロッシェストール　Z ¥3,348 （コットンパルフェ：3コ　RP：404333）

スクエアベスト〈ツイードパピエ〉　Z ¥8,424 （ツイードパピエ：7コ　RP：404323）

ガーターストール〈ツイードパピエ〉　Z ¥3,672 （ツイードパピエ：3コ　RP：404338）

2/10発売

1/25発売

1/25発売

1/25発売

1/25発売

5

6

7

8 9 10
11

色番 01 03 0502 0706
NEW NEW

色番 01 03 04 0502
NEW NEW

ピッチの異なる２種のかすり染めを組み合わせた、ドライな肌ざわりのコットン糸。

和紙とツイード状のネップヤーンを撚った、軽やかな清涼感が魅力の糸。
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春色をまとう—上品ファブリック—

シンプルなシルエットに映える、ハイクオリティなファブリック。

最高級のフランスリネン、品のある光沢と質感、優しいフラワーエンブロイダリーなど、

春のエレガントなおでかけスタイルとともにご紹介します。

1月25日、2月10日発売

315970 315971 315972

繊細なお花のリースを一面に刺しゅうした、軽やかなコットン素材。

￥5,184/m　112 ～114cm 幅（レース有効幅：98 ～100cm）　
［ 土台布 ･ 刺しゅう糸上糸：綿100% 刺しゅう糸下糸：ポリエ

ステル100%］　日本製　2 月10日発売　＊デザイン：富丘珠子

■エンブロイダリー〈フラワーリース〉

315978 315979 315980

ビオラやデイジーなどの花を、薄手コットンに伸びやかに刺しゅう。

￥5,184/m　112 ～114cm 幅（レース有効幅：98 ～100cm）　
［ 土台布 ･ 刺しゅう糸上糸：綿100% 刺しゅう糸下糸：ポリエ

ステル100%］　日本製　2 月10日発売　＊デザイン：富丘珠子

■エンブロイダリー〈ブルーム〉 

315986

控えめにラメを織り込んだ、春夏向けの薄手ツイード。

￥3,672/m　 約132cm 幅　［ ポリエステル72% 
レーヨン26% ナイロン1% ポリウレタン1% ］
日本製　2 月10 日発売

■ストレッチラメツイード

4、5　フラワーリリヤンボビンでつくる、シックなリボンコサージュ。

1　改まった席にも活躍する、シルエットの美しいフレンチワンピース。

2　清楚な刺しゅう地のブラウスは、春のワードローブの決定版。 3　刺しゅう素材の軽いはおりものは、旅にも重宝するアイテム。

6　適度な張りと上品な光沢を持つタフタ素材のふんわりスカート。 7　上品なラメ感のあるツイードスカートは、出番の多いアイテム。

2/10発売

2/10発売

2/10発売

2/10発売

2/10発売

2/10発売

1

2 3

6

7

5

4

316016 316017

タフタ地に４種のアラベスク模様を織り出します。

￥6,912/m　 約110cm 幅　［ 綿61% ポリ
エステル36% レーヨン3% ］　日本製　
2 月10 日発売

■アラベスクジャカード 
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＊ 2 018 年 12 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

SHOP INFORMATION

1
2
3
4
5
6

フレンチワンピース　H ¥1,080　700192　Z ¥16,686 （アラベスクジャカード：2.4m　貝ボタン13㎜：1コ）

スタンドカラーブラウス〈七分袖〉　H ¥1,080　700161　Z ¥10,563 （エンブロイダリー〈フラワーリース〉：2m　貝ボタン13㎜：2コ）

ラペルカーディガン〈七分袖・ショート丈〉　H ¥1,080　700193　Z ¥9,332 （エンブロイダリー〈ブルーム〉：1.8m）

リリヤンフラワーコサージュ　Z ¥1,944　460955　約7.5㎝　＊フラワーリリヤンボビン別売

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

イージースカート〈65㎝丈〉　Z ¥10,476 （アラベスクジャカード：1.5m　RP：701002）

7
8
9
10
11
12

フレアギャザースカート〈裏地付き〉　H ¥1,080　700197　Z ¥8,187 （ストレッチラメツイード：1.7m　ポリエステル裏地2m パック：1コ）

ラグランジャケット〈七分袖・ショート丈〉　H ¥1,080　700201　Z ¥9,008 （スラブカルゼツイード：1.7m　高瀬ボタンサラ〈20㎜〉：2 袋）

セミタイトスカート〈60㎝丈･ウエストベルトたて地〉　H ¥1,080　700131　Z ¥6,696 （スラブカルゼツイード：1m　ポリエステル裏地2mパック：1コ）

ラグランジャケット〈長袖・ショート丈〉　H ¥1,080　700201　Z ¥11,081 （サフィラン フレンチリネン：1.8m　黒蝶ボタンサラ〈20㎜〉：2 袋）

高瀬ボタン サラ〈20㎜〉　¥465　460951　2 個入

黒蝶ボタン サラ〈20㎜〉　¥486　460952　2 個入

8、9 　春を小粋に演出する、フレンチリネンの七分袖ジャケットとツイードのスカートをセットアップで。

10　上質なリネン素材の長袖ショート丈ジャケットは、比翼仕立ての新型デザイン。前を閉じればすっきりとした着こなしに。

11、12　上質な素材にマッチする天然

の貝ボタン。光沢が魅力。

315902 315903

仏老舗リネン紡績メーカーの最高級リネンをオリ
ジナルカラーでご用意しました。

￥5,616/m　 約140cm 幅　［リネン
100% ］　日本製　1 月25 日発売

■サフィラン フレンチリネン

315911

スラブ糸のたて糸とラメ入りのよこ糸でざっくり織
り上げた綾織りのツイード。

￥4,752/m　 約140cm 幅　［ ポリエステ
ル55% 綿45%］　日本製　1月25日発売

■スラブカルゼツイード
1/25発売

1/25発売
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【NEWS】

♦ 結 果 発 表！2018 ホビーラホビーレ　
　インスタグラムフォトコンテストvol.6
　〈 ＃ホビーラの毛 糸 〉
インスタグラムフォトコンテスト
v ol.6 の受 賞 者が決 定しました。 
たくさんのご応 募、ありがとうご
ざいました。 皆様からの投稿は
インスタグラムの「＃ホビーラの
毛糸 」でご覧いただけます。

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1 月31日（ 木 ）まで。 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。

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。

♦閉 店のご案 内
長年ご愛顧いただきました、名古屋三越星ヶ丘店は、1 月22日（火）
をもちまして閉店させていただくことになりました。 16 日（ 水 ）より感
謝セールを開催いたします。ご来 店お待ちしております。

【 EVENT】

♦ 好 評 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vol .7
　〈 ＃ホビーラのこどもニット〉

♦ 通 園 通 学 手づくり応 援フェア　開 催 中〜3 月31日（日 ）

〈ミシンお試しキャンペーン 〉
シンプルなデザインと使いやすさが人
気のホビーラホビーレのミシンを使っ
て、 基本操作を無料体験してみませ
んか。詳細は各ショップまで。

〈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。

＊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。

◀
m
a
r
i
p
o
s
i
t
a
n
様

◀
y
u
l
i
c
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h
様

◀
l
e
r
i
t
a
k
a
様

▲コンピューターミシン
　503006 　¥77,760

▲レッスンバッグ〈口側別布〉、
　シューズバッグ〈底側別布〉

▲ランチセット〈トート型〉

▲オリジナルミシンⅡ
　503104 　41,040



こども 日の
五月の空を力強く泳ぐ、躍動感のある

鯉のぼりをモチーフにしたハンドメイド。

刺しゅうとスパンコールなどのトッピングでお楽しみください。

2月10日発売

クロスステッチフレーム〈鯉のぼり〉　Z ¥4,968　354640　約29 ×18㎝

ステッチクロス〈端午の節句〉　Z ¥3,888　354637　約50 ×40㎝

クロスステッチミニタペストリー〈鯉のぼり〉　Z ¥4,320　354639　約50 ×14㎝

1
2
3

ミニタペストリー〈鯉のぼり〉　Z ¥3,672　354638　約42 ×18㎝

刺し子〈こどもの日〉　Z ¥1,080 （刺し子布：492580　刺し子糸：452077･454795･457904）　約32 ×37㎝

＊2、4イラスト：髙野紀子　5イラスト：がなはようこ

4
5

MONTHLY PRESS  vol.97 2019 年 1 月10 日発行  発行人／岸川健介  ©HOBBYRA HOBBYRE CO.2019  発行／株式会社ホビーラホビーレ  TEL 0570-037-030（代）

次回『MONTHLY PRESS 2 月号 vol.98 』は 2 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（木）からになります。月1 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 12 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。  

■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！

1　２匹の鯉を縁起の良い滝登り風にデザイン。クロスステッチで緻密に表現します。

2　風に揺れるつるし飾りがモチーフ。色印刷の土台にステッチと煌くトッピングで仕上げます。 3　お節句モチーフのつるし飾りをクロスステッチ。

4　色印刷と刺しゅう& スパンコールで鯉のぼりを表現。

5　こどもの日をモチーフにした新柄の刺し子。
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