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春色をまとう
—ファインニット—

新発売の〈リネンナチュール〉をはじめ、清涼感のある夏の手あみ糸をご紹介。

大人気のニット作家、michiyoさんデザインのニットも初めて登場します。

2月25日、3月10日発売

3　編むのが楽しい三角形のストールは、個性豊かなリング模様で。 4　いくつもつくりたくなる、簡単に編めるドライブストール。

1　衿ぐりのピコット、袖口と裾の模様編みがデザインポイント。ナチュラルな着心地が魅力です。

2　フレアシルエットがかわいいベスト。輪に編んだゴム編みのヨークから身頃を編んでいきます。

■リネンナチュール NEW

¥1,404/ 玉　40g/136m　［綿47% リネン37% 
分類外繊維（ 和紙 ）9% レーヨン7% ］　全4 色　
日本製　3 月10 日発売

色番 01

03

02

04

〈リネンナチュー ル 〉は素 材や製 法に

こだわったリネン、コットン、 和紙の3

種類の天然繊維を撚り合わせて作りまし

た。 棒針でもカギ針でも編みやすい太

さと春 夏の清 涼 素 材にはかかせない

さらりとした肌触り、 メランジ調の色合

いに仕上げましたので、お気に入りの

１枚を編んでみてください。

YARN  information

〈プルオーバー〉はメリヤス編みで軽さを出し、裾

と袖口に変わった増し方をする模様編みを入れま

した。 ボレロ感覚でキャミワンピースに合わせた

り、 重ね着を楽しんでいただけたらと思います。 

〈ベスト〉はリネンナチュールならではのシャリ感

を生かし、フレアーが美しく出るデザインにしまし

た。 袖無しでスッキリと仕上げていますが身頃が

円形に広がっているので、腕をほっそり見せる効

果も。 〈ストール〉は夏のシャープさを幾何学模

様のイメージでつくりました。 丸いモチーフをくる

くる回しながら編んでいくのが楽しく、モチーフつ

なぎのような立体的な編み地になります。 日常の

スタイリングに是非合わせてください。

michiyo　レディースニットのオーダーメイド会社やアパレル

にて企画開発に携わった後、 ニッターを経て、1998 年から編
み物専門の作家としての活動を開始。 トレンドをとらえたデザイ
ン性の高さに定評がある。 最新刊「育てるニット　編んで、足
して、あたらしい服」、「ニットのふだん着」シリーズ、「ニット
男子」シリーズ（すべて文化出版局刊）など著書多数。

michiyoさんからのメッセージ

3/10発売
デザイン：michiyo

デザイン：michiyo
3/10発売 3/10発売
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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

ギャザープルオーバー　Z ¥11,340 （リネンナチュール：8コ　RP：404327）

フレアベスト　Z ¥11,340 （リネンナチュール：8コ　RP：404328）

トライアングルクロッシェストール　Z 各 ¥4,320 （リネンナチュール：3コ　RP：404335）

ドライブストール〈リネンナチュール〉　Z ¥2,916 （リネンナチュール：2コ　RP：404340）

リリーラグランカーディガン　Z ¥8,111 （コットンリリー：9コ　貝ボタン13㎜：6コ　RP：404326）

6
7
8
9

ワイドベスト〈ブリエイマージュ〉　Z ¥9,180 （ブリエイマージュ：6コ　RP：404325）

フラワークロッシェバッグ　Z ¥7,128 （プライムレース20：3コ　ファインスケア：0.4m　マーブルベンリー口金24㎝：1コ　RP：404339）　約27 ×34㎝

ワイドベスト〈マーブルコットン〉　Z ¥9,828 （マーブルコットン：9コ　RP：404329）

プルメリアブランケット　Z ¥14,688 （マーブルコットン：8コ　プライムレース20：1 色3コ　1 色2コ　RP：404349）　約95 ×105㎝

＊1〜3 デザイン：michiyo

7　立体感のあるモチーフが優雅なバッグ。裏布つき。5　着心地のいいラグランスリーブの七分袖カーディガン。

8　四角いモチーフのサイドに模様編みをプラスしたベスト。 9　プルメリアの花をモチーフにしたブランケットは、〈 マーブルコットン 〉のかすり染めならではの色変化が魅力的。

6　前後同じ四角い身頃に、肩マチを入れて繋いだベスト。

■プライムレース 20
¥1,188/ 玉　50g/230m　［綿100%（スーピマコットン）］　
全7 色　日本製　発売中
上質なコットンで作った、美しい光沢を持つ20 番の高級レース糸。

01 05 06 07020308色番

■コットンリリー
¥810/ 玉　40g/145m　［ 綿70% リネン15% ラミー15% ］　全5 色　
日本製　2 月25 日発売

■マーブルコットン
¥1,080/ 玉　40g/152m　［綿100%（マスターシード）］　全4 色　
日本製　3 月10 日発売

■ブリエイマージュ
¥1,512/ 玉　40g/176m　［綿45% アクリル36% ポリエステル19%］　
全4 色　日本製　2 月25 日発売
２種のロングピッチのかすり染め糸をリリヤン機で編み上げた、ラメ入り糸。

01 02 03色番

3/10発売

2/25発売2/25発売2/25発売

シルクの光沢とカシミヤのようななめらかさを持つ、メランジ調かすり染め糸。

色番 0708 09

上質な素材をリリヤン機で編み上げた、ナチュラルで軽やかな風合いの糸。

14 01 171015色番
NEW

10
NEW

04
NEW
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3/10発売
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■オーガニックシェイプ
¥864/玉　40g/190m　［綿100%（オーガニックコットン）］　全5色　
日本製　発売中	
オーガニックコットン100%の、シャリ感と優しい風合いの強撚糸。

13 16 111714色番

1、2　立体的なお花のモチーフを編みためてつなぎ合わせるブランケット。ベストには裾におそろいのモチーフを配しています。

5　陽射しをうけて輝くスパンコールが上品な夏のおでかけバッグ。3　さわやかな配色で編む、大小のお花を組み合わせたサークルモチーフのブランケット。

4　	ビーズを編み込んだ小さなモチーフでつくるかわいい口金ポーチ。

1
2
3

ベビーフラワーブランケット　Z	¥9,612	（オーガニックシェイプ：1色7コ　1色2コ　2色各1コ　RP：404347）
ベビーフラワーベスト　Z	¥2,376	（オーガニックシェイプ：2コ　キザミボタン11.5㎜：5コ　RP：404348）
サークルフラワーブランケット　Z	¥9,720　404064　約124×124㎝

4
5

ビーズポーチ　Z	各¥3,888　a（アカ系）：404067　b（ネイビー系）：404068　約10×15㎝
スパンコールバッグ　Z	¥6,480　404066　約29×33×21㎝
＊4、5デザイン：松本かおる

2/25発売

1

2

3

5

4 a

4 b

発売中 発売中

発売中



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

フレンチワンピース　H ¥1,080　700192　Z ¥8,198 （レ ･クルール ･フランセィズ：2.5m　貝ボタン13㎜：1コ）

コットンパールステーションネックレス　Z ¥3,240　460961　約70㎝

ＶネックブラウスⅡ〈七分袖〉　H ¥1,080　700186　Z ¥6,480 （レ ･クルール ･フランセィズ：2m）

4
5
6

ウッドハンドル ･ギャザーバッグ　Z ¥5,530　354691　約25 ×36 ×10㎝　＊ RP：395060 使用

ウッドハンドル F〈ブラウン〉　¥2,916　460740　外寸：約11.5 ×21㎝

シンプルトートバッグL　Z ¥5,811　354693　約28 ×50 ×18㎝　＊ RP：395044 使用

1　フレンチカラーのブーケ柄が映える、初夏まで活躍するワンピース。

2　繊細な質感のコットンパールとメタリックなパーツの組み合わせが新鮮。

3　前後身頃の長さを変え、衿ぐりにゴムを入れた着心地のいい一枚。

4、5　 普 段 使いにちょうどいいサイズのバッグ。

留め具つきのウッドハンドルで。

6　シンプルスタイルに映える、フレンチカラー

のシックなトートバッグ。

レ・クルール・フランセィズ—フランスのアトリエから—

フランスの色とモチーフから生まれた

ファブリックコレクション。

パリ発のシックな花柄で、

洗練された初夏の装いをお楽しみください。

2月25日発売

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 

316008 316009 316010 316000 316001 316002

¥3,240/m　約108cm 幅　［リネン55% 綿45% ］　日本製　
2 月25 日発売

■レ ･ クルール ･ フランセィズ
¥3,240/m　約108cm 幅　［ 綿75% リネン25% ］　日本製　
2 月25 日発売

■レ ･ クルール ･ フランセィズ

リラ（ライラック）とバラの花束を線画タッチで描いた柄。
〈ローズ・エ・リラ　Roses et lilas〉

少ない色数で小輪のバラとハーブを全面に散りばめた柄。
〈エルブ・エ・ローズ　Herbes et roses〉

1

2

3

4、5

6

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。
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1　新デザインのこどものワンピースは、フリルつきのスタンドカラーがポイント。優しい色の小花柄〈 エミリー〉で。

2　ふんわりシルエットのブラウスを初登場の〈リッカルド 〉で。脇のリボンでブラウジングして着こなします。

春色をまとう
—リバティプリント—

初登場の〈リッカルド〉、〈ヨークシャー・ローズ〉をはじめ、

様々な色柄のリバティプリントをご紹介。

初夏まで出番の多いアイテムや小物をご用意しました。

3月10日発売

1

2
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3　小花柄でつくる、収納力がある新デザインのヨークバッグ。 4、5　印象的な形のメガネ型口金ポーチを〈フラッターリング 〉で。

8　シックな色づけの花柄が映える、ホルターネックワンピース。6　花びら風の袖がかわいいブラウスには、爽やかなブルーの花柄をチョイス。 7　コンビネーション柄を効果的に使った、リング持ち手のバッグ。

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

こどものスタンドカラーワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700202　Z ¥4,472 （リバティプリント・タナローン：1.2m　貝ボタン11.5㎜：7コ）

ドルマンギャザーブラウス　H ¥1,080　700154　Z ¥6,696 （リバティプリント・タナローン：2m）

ヨークバッグ　Z ¥3,284　354695　約35 ×34㎝　＊ RP：395061 使用

メガネ型口金ポーチ　Z ¥4,072　a：354699　b：354698　約10 ×18 ×6㎝　＊型紙 ･ つくり方入り

5
6
7
8

メガネ口金マーブル AG〈オフホワイト〉　¥2,052　460965　約18㎝

チューリップスリーブブラウス　H ¥1,080　700194　Z ¥5,120 （リバティプリント・タナローン：1.5m　貝ボタン13㎜：1コ）

リングバッグⅡ　Z ¥4,126　354697　約30 ×44㎝　＊ IS：354142 使用

ホルターネックワンピース〈ボタン〉　H ¥1,080　700094　Z ¥7,118 （リバティプリント・タナローン：2.1m　貝ボタン11.5㎜：1コ）

3

6

7

8
4 a、5

4 b

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

■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

■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ています。

316033 316034 316035

■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

■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

■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

■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

■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

■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

■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

■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

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

■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

■カペル・アンド・ペッパー　Capel&Pepper
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。

316064 316065
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1　13 種類のステッチをマスターできるキュートなデザインのサンプラークロス。色印刷入りです。

はじめての針しごと

手しごと、針しごとが初めての方にもチャレンジしやすいキットをご提案。

シンプルな手法の刺しゅうやパッチワーク、手編みでハンドメイドをはじめましょう。

2月25日発売

1
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3　13 種のリバティプリントを縫いつないでつくる、パッチワークバッグ。

6、7　リバティプリントを使った、携帯ソーイング缶とピンクッションの製品。

リバティプリントを使用した、6 種のパターンをマスターできるサンプラーキルトです。

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）

春からはじめるパッチワークレッスン

1
2
3
4
5
6

サンプラーステッチクロス　Z ¥3,888　354647　約47 ×47㎝

クロスステッチタペストリー〈メルスリー〉　Z ¥4,536　354648　約38 ×30㎝

パッチワークバッグ〈ストリング〉　Z ¥6,480　354650　約23 ×39 ×19㎝

エンブロイダリーケース〈メルスリー〉　Z ¥4,104　354649　約16 ×16㎝　＊持ち手縫製済み　＊ハサミ付き

ミニソーイングケース　Z ¥3,240　354651　約9.5 ×11 ×1㎝　＊ソーイングセット付き

リバティプリント･ソーイング缶　各 ¥1,944　きんちゃく：約11.5 ×9.5㎝　缶：直径約7㎝

パッチワークサンプラー　できあがりサイズ：約51 ×51㎝　

＊〈ピンク〉と〈ブルー〉からお選びいただけます。

＊店内レッスンの詳細は各ショップにお問い合わせください。

7
8
9
10

リバティプリント･ピンクッション　各 ¥864　約8 ×8㎝

刺しゅうワッペン〈メルスリーⅡ〉　¥1,404　460964　3 種 ･3 枚入

刺しゅうワッペン〈メルスリー〉　¥1,620　460884　3 種 ･3 枚入　＊発売中

ピンクッション＆メジャーケース　Z ¥4,104　404315　＊縫製済ピンクッション（中綿）･メジャー付き

＊1、2、4 イラスト：がなはようこ　8、9 イラスト：平野明子

2　シックな手芸屋さんとハンドメイドのシーンや道具をクロスステッチで楽しむタペストリー。

4　刺しゅう用具が収納できる、折りたたみ式のケース。ハサミ

付き。

5　小さなバッグ形の携 帯 用のソーイングケース。 ハサミや糸

などのセット付きでギフトにもおすすめです。

10　カギ針編みでつくるピンクッション &メジャーケースのセット。8、9　レトロな手作り道具のワッペンセット。２種をご用意。

パッチワークの基本を楽しく学べる店内レッスンを、4月10日より順次、
各ショップにて開催いたします。どうぞお楽しみに。

2

4

10

8

9

5

6

7

3
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春色をまとう—贅沢ファブリック—

洗練された上質ファブリックのアイテムで、おしゃれをワンランクアップ。

まるでレースやデニムのようなプリント、快適性にこだわった

機能性素材など、この季節におすすめのファブリックをご用意しました。

2月25日、3月10日発売

314773 316023 315992316143 316024 315993 315994316145 316146

春夏に活躍するウエア向きのリネン素材を、明るいカラーでご用意。 ２色のローン地にリング模様の刺しゅうをボーダー状に施しました。 水彩タッチのフランスの街角を軽やかなローン地にプリントしました。

¥4,104/m　108 ～110cm 幅　［リネン100% ］
日本製　2 月25 日発売

¥4,968/m　110 ～112cm 幅（レース有効幅：約98cm ）　［ 土台布：
綿100% 刺しゅう糸：ポリエステル100% ］　日本製　2 月25 日発売

¥3,456/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　2 月25 日発売　＊イラスト：富丘珠子 

■カラーリネン ■ボーダーフラワーレース ■街角

1　きれいな色のラグランジャケットは、一枚でスタイルが決まるおしゃれなアイテム。 3　大柄が映えるシンプルな形のブラウスは、細めのボトムスで着こなして。

2　立体感のあるレースのブラウスは、どんなボトムスとも相性のいい一枚。

2/25発売 2/25発売

2/25発売

1

3

2



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）

1
2
3
4
5

ラグランジャケット〈ミディアム丈 ･ 七分袖〉　H ¥1,080　700201　Z ¥12,129 （カラーリネン：2.6m　ボタンサラ〈20㎜〉：3 袋）

ボートネックブラウスⅡ〈七分袖〉･ 応用　H ¥1,080　700170　Z ¥6,956 （ボーダーフラワーレース：1.4m）

ドルマンギャザーブラウス〈脇スリット〉　H ¥1,080　700154　Z ¥6,912 （街角：2m）

ロールカラーブラウス　H ¥1,080　700157　Z ¥9,537 （フラワーカラーレース：1.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

イージースカート〈80㎝〉　Z ¥7,496 （ボーダーカラードビー：1.8m　RP：701019）

6
7
8
9
10

スモックブラウス〈半袖〉　H ¥1,080　700171　Z ¥7,712 （フラワーレースプリント：1.7m）

ワイドパンツ　H ¥1,080　700102　Z ¥7,712 （プチリッジサッカー：2.1m）

ノースリーブワンピースⅡ〈ショート丈〉　H ¥1,080　700195　Z ¥10,077 （エンブロイダリーデニムプリント：2.2m　貝ボタン13㎜：1コ）

イージーパンツ　H ¥1,080　700158　Z ¥9,029 （ドライクールツイル〈ボタニカル〉：1.9m）

グラスホルダーネックレス　Z ¥3,024　460970　約50㎝

316106 316107

全面に花の刺しゅうを施した華やかなレース地をオリジナル色で。

¥4,968/m　96 ～98cm 幅　［ 土台布：綿100% 
刺しゅう糸：ポリエステル100% ］　日本製　3 月10日発売

■フラワーカラーレース 

316113 316114

複数の糸を使い、織り方の変化で凹凸と透け感を出した綿素材。

¥3,672/m　約112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製
3 月10 日発売

■プチリッジサッカー

316071 316072 316073

吸湿速乾と接触冷感機能を併せ持つツイル地に植物柄をプリント。

¥4,752/m　約145cm 幅　［ ポリエステル100% ］　
日本製　3 月10 日発売

■ドライクールツイル〈ボタニカル〉

316079
316080

316081
316082

透け感のある生地に本物のようなレース模様をプリントしました。

¥4,536/m　 約145cm 幅（プリント有 効 幅：約138cm ）　
［ ポリエステル100% ］　日本製　3 月10 日発売

■フラワーレースプリント

316088
316089

316090
316091

軽くシワになりにくい素材に、刺しゅう入りデニム柄をプリント。

¥4,536/m　 約136cm 幅（プリント有 効 幅：約130cm ）　
［ ポリエステル100% ］　日本製　3 月10 日発売

■エンブロイダリーデニムプリント

4　上品で華やかなレースのブラウスは、改まったシーンにもおすすめ。 5　シックなボーダー柄のスカートは、シンプルなトップスを合わせて。

7　何通りにも着こなしが楽しめる、ベーシックカラーのワイドパンツ。

9　汗ばむ季節でも快適な素材のイージーパンツは、カジュアルに楽しんで。 10　メガネを掛けられるリングつきのネックレス。

6　軽い着心地のふんわりブラウスは、デイリーに着こなせる一枚です。

8　デニム風プリント地のワンピースは、旅行にもおすすめのアイテム。

316097 316098

ニュアンスカラーのボーダー模様をドビー織りで織り上げた生地。

¥4,104/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製
2 月25 日発売

■ボーダーカラードビー 

3/10発売

3/10発売

3/10発売

3/10発売

3/10発売

3/10発売

2/25発売

4

5

6

7

8

9

10
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1　紅茶を中心に、ロシアンティー、ミントティー、マテ茶など、世界各地のティースタイルをステッチしたクロス。色印刷入りです。

世界のお茶に魅せられて
くつろぎのひと時に欠かせない、

世界のお茶がテーマのコレクション。

クロスステッチなどの刺しゅうやアップリケで

旅するように優雅なティータイムを味わいます。

3月10日発売

桑沢デザイン研究所デザイン専攻科卒。 ラッピング用品メーカー企画室及び、パッケージデザイン会社勤務後、フリーラ
ンスに。 手芸用品、ファンシー雑貨、文具、ラッピング用品のグラフィックデザインを手がけるかたわら、 雑誌、広告、web
などの媒体を中心に、様々なタッチのイラストを描く、イラストレーターとしても活躍中。 プライベートでは友人と「 小間物
問屋 」というユニット名で、陶器のミニチュアやポチ袋の作品展を行っている。

平野明子 Akiko Hirano

ティーといえばイギリスやフランス寄りのデザインをすることが多い中、 今回

は中東やアジアのお茶も仲間入りしたことは、私にとっても新鮮なテーマで

した。 各国のお茶の資料を調べながらの作業は自分もティータイムをして

いる感覚で楽しかったです。 中でもミントティーに強く惹かれてしまい、モ

ロッコ料理店を調べている最中です。 まさにお茶に魅せられてしまいました。

1



12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

ステッチクロス〈世界のお茶〉　Z ¥3,888　354654　約47 ×47㎝

アップリケタペストリー〈ポット&カップ〉　Z ¥6,480　354655　約50 ×50㎝

クロスステッチコースター〈ポット&カップ〉　Z ¥3,888　354657　直径約12㎝　6 枚セット

クロスステッチフレーム〈フラワーティーカップ〉　Z ¥6,480　354288　約37 ×29㎝

5
6
7
8

クロスステッチフレーム〈ポット&カップ〉　Z ¥5,400　354656　約13 ×50㎝

ミニきんちゃく〈ティータイム〉　Z ¥2,834　354700　約15 ×12㎝　＊ RP：395057 使用

刺しゅうワッペン〈ティータイム〉　Z ¥1,728　460971　3 種・3 枚入り

ステッチクロス〈カップコレクション〉　Z ¥3,888　353955　約50 ×40㎝

9
10
11

ステッチクロス〈ティーコレクション〉　Z ¥3,240　353218　約47 ×47㎝

ステッチクロス〈ティーカップ〉　Z ¥3,456　353559　約47 ×47㎝

ステッチクロス〈フラワーティーカップ〉　Z ¥3,888　354286　約47 ×47㎝

＊1、2、4、5、7、8、11 イラスト：平野明子　9、10 イラスト：がなはようこ

2　色印刷入りの土台にオーガンジーのアップリケと刺しゅうで、各国のティーセットを描くタペストリー。

5　世界各地のポット& カップのコレクションをクロスステッチで描きます。

8 〜11　いろいろなデザインのカップ & ソーサーのコレクションを、刺しゅうで楽しむステッチクロス。9 以外は色印刷入りです。

6、7　きんちゃくにワッペンをプラス。ワッペンのみも発売。

3　ティータイムを華やかに演出する、クロススステッチのコースターセット。

4　カップ & ソーサーとポットにお花を添えて、カラフルにクロスステッチ。

2

5

6、7

3

4

8 9 10 11
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1　濃淡２色の刺し子糸で20 種の柄を堪能できる、爽やかな仕上がりのクロス。

刺
し
子
の
あ
る

　
　
　
　

暮
ら
し

モダンな刺し子で暮らしを豊かに演出。

白と青のベーシックカラーに

様々な伝統柄を組み合わせた、

大判クロスや小物をご用意しました。

3月10日発売

1
2

刺し子のクロス　Z ¥8,640　354658　約122 ×100㎝

刺し子のフラットバッグ　Z ¥5,184　354659　約35 ×30㎝

3
4

刺し子のコースター〈リーフ・紺〉　Z ¥3,456　354660　約15 ×11㎝　6 枚セット

刺し子のサンプラークロス　Z ¥8,640　354376　約122 ×100㎝

2　使いやすいサイズのフラットバッグ。マグネットホックつき。 4　31 種類の柄を楽しめる大判のサンプラークロス。3　６種の伝統柄を刺した、葉っぱの立体形コースター。

1

2

3

4



14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）

＊ 2 019 年 1 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

京王百貨店新宿店　03-3342-2111

西武池袋本店　03-6912-7319

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

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

東武百貨店船橋店　047-425-2211

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

SHOP INFORMATION

季節の刺し子 初登場の伝統柄〈篭目〉と〈変わり立涌〉のほか、
店頭では様々な季節の柄をご用意しています。

これからの季節にぴったりな６柄をご提案。ホビーラ
ホビーレならではのカラーリングでお楽しみください。

篭
かご

目
め

　490052　Z ¥1,080　2 月25日発売 変わり立
たて

涌
わく

　490053　Z ¥756　3 月10日発売

メルスリー　492540　Z ¥864　発売中 ティータイム　492505　Z ¥648　発売中

1 2

3 4

452081 495000454795 457308

454438 452075458065

＊できあがりサイズ：約32 ×37㎝

＊3、4 イラスト：がなはようこ

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

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

■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

■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

■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

■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

■タイガー・リリー　Tiger Lily
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。

316158 316159

4月10日（水）発売
リバティプリント
予約受付中！

【NEWS】

♦ 仙 台アエル店 ＆ 神 戸トアロード店　
　アニバーサリーフェア開 催 中
おかげさまで2 月10 日に仙台アエル店は1 周年、神戸トアロード店
は2 周年を迎えました。開店以来、多くの皆さまにご利用いただき、
心より御礼申しあげます。日頃、ご愛顧いただいている皆さまへ感
謝の気 持ちを込めて、アニバーサリーフェアを両 店 舗で開催中で
す。皆さまのご来 店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

仙台アエル店専用のメル
マガに登録しませんか?イ
ベント情報などをいち早く
お届けします。

店舗２階のテーブルでは
ソーイングや手編みのレッ
スンをゆったりとお楽しみ
いただけます。レッスン情
報もメルマガで発信中！

↑仙台アエル店のメル
マガ登 録はこちらから

↑神戸トアロード店の
メルマガ登録はこちら
から

ホビーラホビーレの素材を使った通園通学グッズの写真
を、 インスタグラムに投 稿してみませんか。 応 募 期間は
3 月1日（ 金 ）〜4 月10 日（ 水 ）。 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 稿をお待ちしています。

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。

【 EVENT】

♦ 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. 8 開 催
　〈 # ホビーラの通 園 通 学グッズ 〉

♦ 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。

〈 仙 台アエル店 〉
開催中〜2 月13日（ 水 ）
6,480 円（ 税込 ）以上のお買上げで１回ご参加いただける「アニバー
サリー抽選会 」を行っています！

〈 神 戸トアロード店 〉
開催中〜2 月20日( 水 )
スペシャルな企画をお楽しみください。詳しくは神戸店店頭および専
用メルマガにてご案内しております。

▲コンピューターミシン
　503006 　¥77,760

▲オリジナルミシンⅡ
　5031046 　¥41,040

＊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。

▲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〈きんちゃく型〉

NEW



クロスステッチフレーム〈花日記〉　Z ¥4,968　354653　約18 ×29㎝

ステッチクロス〈花日記〉　Z ¥3,888　354652　約47 ×47㎝

クロスステッチフレーム〈チューリップ〉　Z ¥4,104　354285　約18 ×18㎝

1
2
3

ステッチクロス〈チューリップ〉　Z ¥3,888　354284　約40 ×47㎝

＊1、3イラスト：平野明子　2イラスト：髙野紀子　4イラスト：富丘珠子
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次回『MONTHLY PRESS 3 月号 vol.99 』は 3 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（日）からになります。月2 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 2019 年 1 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　パンジーやひまわりなど、3 月～7 月にかけて咲く花々をクロスステッチで彩り豊かに表現します。

2　多色印刷された16 種類の花たちに刺しゅうを加えて仕上げます。 4　10 種類のチューリップを色印刷とステッチでカラフルに。

3　一面に咲く色とりどりのチューリップをクロスステッチで細密に描きます。

花日記

ダイアリーに花の成長を記すように、

春から夏の庭を彩る花々を

多色刺しゅうで楽しみます。

刺しゅう初心者にもおすすめ。

2月25日発売
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