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春色をまとう—エブリディニット—
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1　底から細編みでぐるぐる編んでいく、丸いシルエットのバッグ。

6　モチーフつなぎと細編みで完成する、使いやすいトートバッグ。

4　カラフルなポケットと、持ち手のステッチがアクセント。

3　1 本の糸から生まれる色の変化が楽しいハット。バッグとお揃いで。

8　ネット編みが涼しげなバッグは、新色の黒を使ってシックに。

5　丸いモチーフ2 枚をマチでつなげたショルダータイプのバッグ。

2　立体的なお花モチーフが、ぐるりと咲きみだれるカラフルなバッグ。

7　ナチュラルな糸にラメがキラリと光る、上品なシンプルハット。

春色をまとう
—エブリディニット—

毎日使いたくなる、かわいくて、実用的なニット。

ザクザク編めるラフィスの仲間、リネンやコットンの

レーシーニットで、季節のおしゃれを提案します。

3月20日、4月10日発売

■ラフィスグランパレット
¥1,134/ 玉　40g/62m　［ 分類外繊維（ 和紙 ）100% ］　
全8 色　日本製　3 月20 日発売

色番 01 0305 0402

■ラフィスグラン
¥864/ 玉　40g/62m　［分類外繊維（和紙）100%］　
全8 色　日本製　3 月20 日発売
ラフィア風糸として人気のラフィスを極太タイプに仕上げた甘撚り糸。

03 05020708色番

ラフィスグランに多色かすり染めを施した極太タイプの糸。色の変化が魅力。
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■シャイニーラフィス
¥1,134/ 玉　40g/90m　［ 分類外繊維（ 和紙 ）95% ポリエス
テル3% ナイロン2% ］　全3 色　日本製　4 月10 日発売

色番 01 0302

ラフィスに上質なラメを撚り合わせて、華やかさをプラスしました。
NEW



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
6
7

バルーンバッグ　Z ¥8,046 （ラフィスグランパレット：7コ　RP：404049） 　約30 ×42㎝（口幅約32㎝）

パレットモチーフバッグ　Z ¥8,046 （ラフィスグランパレット：7コ　RP：404341）　約31 ×30 ×8㎝

パレットハット　Z ¥4,644 （ラフィスグランパレット：4コ　RP：404343）

パレットポケットバッグ　Z ¥8,424 （ラフィスグラン：5コ　ラフィスグランパレット：2コ　本革持ち手 ･ 細50㎝：1 組　RP：404342）

クロッシェラウンドバッグ　Z ¥6,156 （ラフィスグラン：5コ　本革持ち手 ･ 細50㎝：1 組　RP：404346）　約30 ×30 ×5㎝

モチーフトートバッグ　Z ¥7,560 （ラフィスグラン：1 色4コ　1 色2コ　ラフィスグランパレット：2コ　RP：404048）　約24.5 ×39 ×16㎝

シャイニーハット　Z ¥3,510 （シャイニーラフィス：3コ　RP：404345）

8
9
10
11
12
13

シャイニーバッグ　Z ¥5,454 （シャイニーラフィス：3コ　ウッドハンドル丸12㎝：1コ　RP：404344）　約31 ×34㎝

カラフルアネモネブランケット　Z ¥10,800　404317　約100 ×126㎝

リネンフレアセーター　Z ¥6,761 （ファインリネン：7コ　RP：404331）

ラフィスセーター　Z ¥5,292 （ラフィス：6コ　RP：404330）

ファインクロッシェストール　Z ¥3,348 （コットンフィールファイン：5コ　RP：404336）

クロッシェワイドストール　Z ¥2,571 （クロッシュコットン：6コ　RP：404337）

9　人気のアネモネモチーフをキット用の特別色で、カラフルに編みつなぎます。

10　レーシーな模様編みに脇マチを入れた A ラインのセーター。

13　軽やかで上品な台形のストール。11　糸のハリ感と軽やかさを活かした、シンプルなセーター。 12　初夏の装いが華やぐストールは、程良いボリューム感が魅力。

■ファインリネン
¥951/ 玉　40g/160m　［リネン100% ］　全4 色　日本製
4 月10 日発売
シルクのような光沢とドライな肌ざわりが魅力のリネン糸。

06 100704色番

■クロッシュコットン
¥411/ 玉　25g/200m　［ 綿100% ］　全9 色
日本製　発売中
コーマ糸が原料の極細タイプの強撚糸。編み上がりの清涼感が魅力。

01 38 10 28 1431 3234 24色番

■ラフィス
¥864/ 玉　40g/95m　［ 分類外繊維（ 和紙 ）100% ］　全7 色
日本製　3 月20 日発売
マニラ麻を原料にした細幅のテープを甘撚りにした並太タイプの糸。

08 13 05 04170215色番

■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　発売中
細いエジプト綿をリリヤン機で編み上げた極細タイプの糸。

01 30 15 3307 0527 21色番

4/10発売
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3/20発売
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1　リースやサシェなど、ラベンダーのある暮らしをクロスステッチで優雅に描きます。

2　ラベンダーや季節の花々が咲くガーデンを彩り豊かに刺しゅうするクロス。 4、5　ラベンダーの刺しゅうワッペンが爽やかなミニきんちゃく。ワッペンのみも発売。

3　半縫製済みの本体に、２種のラベンダーをボーダー状にクロスステッチします。

ラベンダー便り

爽やかな香りと、様々な効能を持つハーブとして

親しまれているラベンダーで、

暮らしを彩るハンドメイドをお届け。

ラベンダー柄のファブリックも登場です。

3月20日発売

1

2

3

4、5



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

クロスステッチタペストリー〈ラベンダー〉　Z ¥4,536　354662　約38 ×30㎝

ステッチクロス〈ラベンダーガーデン〉　Z ¥3,888　354661　約47 ×47㎝

クロスステッチティッシュケース〈ラベンダー〉　Z ¥1,944　354664　約9 ×12㎝　＊本体半縫製済

ミニきんちゃく〈ラベンダー〉　Z ¥2,694　354703　約15 ×12㎝　＊ RP：395057 使用

刺しゅうワッペン〈ラベンダー〉　Z ¥1,296/ 袋　460976　2 種・2 枚入

6
7
8

9

クロスステッチフレーム〈ラベンダー畑〉　Z ¥4,104　354663　約18 ×18㎝

クロスステッチフレーム〈ラベンダー〉　Z ¥3,888　353964　約14 ×29㎝

ロールカラーブラウス　H ¥1,080　700157　Z ¥9,429 （エンブロイダリー〈ラベンダー〉：

1.8m　貝ボタン13㎜：1コ）

クロスステッチミニタペストリー〈ラベンダーポット〉　Z ¥4,320　354300　約50 ×14㎝

8　ラベンダー色のブラウスは、エレガントな雰囲気が魅力。

6　紫の濃淡で一面のラベンダー畑を美しく表現したクロスステッチフレーム。

7　憧れのラベンダーガーデンをクロスステッチ。フレームもラベンダーカラーで。

9　ラベンダーとハーブのクロスステッチで初夏を演出。 10　ラベンダーやミモザなど爽やかな香りのハーブをステッチする大判のクロス。

11　半縫製済みの本体に、ラベンダーとハーブをステッチ。

12　ラベンダーの寄せ植えをクロスステッチで表現します。

316120 316121 316122

優しい肌ざわりの綿ローンにラベンダー柄の刺しゅうを施しました。

¥5,184/m　約113cm 幅（レース有効幅：約103cm）　［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　3 月20 日発売　＊デザイン：平野明子

■エンブロイダリー〈ラベンダー〉 
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モチーフクロス〈ラベンダー〉　Z ¥6,912　353962　約120 ×90㎝

ブックカバー〈ラベンダー〉　Z ¥3,240　353967　約16 ×12㎝　＊本体半縫製済

クロスステッチミニフレーム〈ラベンダー〉　Z ¥3,456　354301　約13 ×13㎝

＊2 イラスト：富丘珠子　5、6、7、9、12 イラスト：平野明子　

　10、11 イラスト：髙野紀子
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6、7　上品なローズ柄でつくる口金バッグ。4　シーズンレスで活 躍するプリントバッグ。ソフトレザーの持ち手つき。 5　糸にビーズを通してから、カギ針で編む涼しげな３連ネックレス。

1　ドライな質感が夏にぴったりのプリントワンピース。きれいなシルエットが魅力です。

2　着心地の良い綿麻プリントのワンピースは、はおりものをプラスして秋まで楽しめます。

3　上品な光沢感が魅力のイージーケア素材のフレンチワンピースは、夏のマストアイテム。

春色をまとう—爽やかファブリック—
陽射しが強くなってきたら、涼しさと爽やかさのあるこだわりのファブリックの出番。

さらりとした質感、ほどよい透け感、様々な白いレースのトップスで装う、初夏のワードローブです。

3月20日、4月10日発売

316128 316129 316130

ざっくりとしたほどよい厚みの綿麻地に大小のドット柄をプリント。

¥3,024/m　約110cm 幅　［ 綿75% リネン25% ］　日本製　
3 月20 日発売

■ドットクロス

316217 316218 316219

接触冷感、吸水速乾、UV 加工の機能性を併せ持つ、リネン風の素材。

¥4,104/m　約130cm 幅　［ ポリエステル100% ］　日本製　
4 月10 日発売

■ドライクールライクリネン

316199 316200 316201

しなやかな綿麻地に単色のローズ柄をプリント。

¥3,024/m　約108cm 幅　［ 綿86% リネン14% ］　日本製　
4 月10 日発売

■エレガントローズ

3/20発売1：
4/10発売2、3：

3/20発売 4/10発売 4/10発売

1 2 3
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8　ローン地のギャザーブラウスは、袖のスカラップ刺しゅうがポイント。 9　ホルターネックの刺しゅう地のブラウスで、夏のおしゃれを演出して。

10、11　様々なシーンに着こなせる、ふんわりギャザーのブラウス。

13　白いレースのブラウスは、大人のカジュアルスタイルの定番です。

12　裾のリボンでブラウジングして着る、ドルマンスリーブのブラウス。

14　シアー感が上品なプリント地でつくる、新デザインの七分袖ブラウス。

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）

316191
316192

316193

綿ローンに片耳ボーダーの花柄刺しゅうを施しました。

¥3,672/m　 約108cm 幅　［ 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　4 月10 日発売

■ボーダーエンブロイダリー〈フラワー〉

316183
316184

316185

シャリ感のある生地に涼しげな配色の小花柄をプリント。

¥3,024/m　 約108cm 幅　［ 綿85% ラミ ー
15% ］　日本製　4 月10 日発売

■プチフラワーサークル

316209

花柄の刺しゅうで埋めて、 全面に
自然なシワを出したレース地。

¥4,104/m　94 ～97cm 幅
（レース有効幅：約84cm ）　
［ 土台布 ･ 刺しゅう糸上糸：

綿100% 刺しゅう糸下糸：綿
59% ナイロン35% ポリウレ
タン6% ］　日本製　4 月10
日発売

■綿ワッシャーレース〈ドローイングフラワー〉

光沢のある糸でネックレス柄を刺しゅうしたワッシャー地。

316207

¥6,264/m   約97cm幅（レー
ス有効幅：約83cm ）　［ 土
台布：綿89% リネン11% 刺
しゅう糸上糸：レーヨン70% 
リネン30% 刺しゅう糸下糸：
綿59% ナイロン35% ポリウ
レタン6% ］　 日本 製　4 月
10 日発売 

■綿麻ワッシャーレース〈ネックレス〉

UVカット加工を施した80 番手の
綿ローン。ホビーラホビーレのオ
リジナルファブリック。

308435

¥1,944/m   110~112cm 幅
［綿100%］　日本製　発売中

■ファインローン

つる植物をモチーフにした刺しゅうを施した綿麻ワッシャー地。

316208

¥5,184/m　約97cm幅（レ
ース有効幅：約83cm）　［ 土
台布：綿89% リネン11% 刺
しゅう糸上糸：レーヨン70% 
リネン30% 刺しゅう糸下糸：
綿59% ナイロン35% ポリウ
レタン6% ］　 日本 製　4 月
10 日発売

■綿麻ワッシャーレース〈クライミングプラント〉

雪のようなカット部分とストライプ
模様を組み合わせました。

316211

¥2,808/m　 約110cm 幅　
［ 綿100% ］　 日本 製　4 月

10 日発売

■ホワイトドビー〈スノーカット〉

適度なハリとコシのあるコットンに
幾何学模様を刺しゅう。 316210

¥3,888/m　 約110cm 幅
（レース有効幅：約100cm ）　
［ 土 台 布 ･ 刺しゅ う糸： 綿

100%］　日本製　4 月10日
発売

■綿レース〈エスカリエ〉

1
2
3
4
5
6
7

ボックスワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700115　Z ¥6,351 （ドットクロス：2.1m）

シンプルギャザーワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700200　Z ¥7,560 （エレガントローズ：2.5m）

フレンチワンピース　H ¥1,080　700192　Z ¥9,947 （ドライクールライクリネン：2.4m　貝ボタン13㎜：1コ）

シンプルタックバッグⅡ　Z ¥4,666　354702　約24 ×33 ×12㎝　＊ RP：395038 使用

クロッシェビーズネックレス　Z ¥2,916　460977　約80㎝

ベンリー口金バッグⅡ ･L　Z ¥6,567　354704　約22 ×40 ×12㎝　＊ IS：354709 使用

ベンリー口金 & 革持ち手　¥3,024　460958　約24㎝ ･ 持ち手長さ約40㎝

8
9
10
11
12
13
14

ラグランギャザーブラウス〈半袖〉･ 応用　H ¥1,080　700203　Z ¥6,977 （ボーダーエンブロイダリー〈フラワー〉：1.9m）

ホルターネックブラウス〈ボタン〉･ 応用　H ¥1,080　700094　Z ¥6,632 （綿ワッシャーレース〈ドローイングフラワー〉：1.6m　貝ボタン11.5㎜：1コ）

ギャザーネックブラウス･ 応用　H ¥1,080　700143　Z ¥5,282 （綿麻ワッシャーレース〈クライミングプラント〉：0.7m　ファインローン：0.8m　貝ボタン13㎜：1コ）

ギャザーネックブラウス･ 応用　H ¥1,080　700143　Z ¥6,038 （綿麻ワッシャーレース〈ネックレス〉：0.7m　ファインローン：0.8m　貝ボタン13㎜：1コ）

ドルマンギャザーブラウス〈裾リボン〉　H ¥1,080　700154　Z ¥5,616 （ホワイトドビー〈スノーカット〉：2m）

フレンチブラウス　H ¥1,080　700192　Z ¥5,541 （綿レース〈エスカリエ〉：1.4m　貝ボタン13㎜：1コ）

ラグランギャザーブラウス〈七分袖〉　H ¥1,080　700203　Z ¥7,560 （プチフラワーサークル：2.5m）

4/10発売

4/10発売

4/10発売 4/10発売

4/10発売

4/10発売
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1　坂の上まで続く、あじさいの小道をクロスステッチ。多彩な花の色を楽しみます。

あじさい散歩

風情あるあじさいの季節を暮らしに取り入れてみませんか。

あじさいの名所を巡るハンドメイドキットや、

刺しゅうのファブリックなど魅力的なアイテムをお届けします。

4月10日発売

4　リバティプリントでつくる、あじさいカラーのペアきんちゃく。 5　両側面に同じあじさいの刺しゅうを施した口金ポーチ。

2　ガクあじさいや柏葉あじさいなど、様々なあじさいが色印刷された土台布を刺しゅうします。 3　リバティプリントのアップリケにオーガンジーを重ねてステッチ。スパンコールで雨を表現。

あじさいの花は色とりどり、たくさん集まってまあるい

形が楽しい雰囲気。 ともすると憂うつになりそうな梅

雨時にその華やかな存在で、私たちを元気づけてくれ

る。 元気な女性や、家族団欒、そんな花言葉もあ

るそうです。 最近は、あじさいの鉢植えは母の日ギフトにも人気です。 こ

のタペストリーも、作って、飾って、皆さまを元気づけられたら嬉しいです。

ウエダ アートスタジオ主宰。 女子美術大学芸術学部　芸術学科で造形学を専攻し基礎
デザインを中心に美術全般を学ぶ。 布や糸を主とした素材づかいで布あそびを提案。 TV、
雑誌、講習会などで国内外で活躍。 作品はヒーリングアートとしてホテルや医療施設で
飾られている。 「ウエダアートスタジオ」「上田葉子アートキルトスクール」主催。  著書に

「 上田葉子のファブリックワーク」（日本ヴォーグ社 ）がある。

上田葉子 Yoko Ueda

2 3

1

4

5

デザイン：上田葉子
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8　シックなグレー地のチュニックは、シンプルなボトムスに合わせて。

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）

6　新鮮な色づけの刺しゅうブラウスは、トレンド感を演出できる一枚。 7　優しい色のあじさい柄がかわいいフラットバッグ。

12、13　煌くパーツがポイント。雨上がりのあじさいを表現したクロスステッチフレーム。

9　細やかなクロスステッチで、品種や色合いの違う5 種のあじさいを表現。

14　表情豊かなてるてるぼうずを刺し子で楽しみます。 15　雨の日のキーアイテムをカラフルなクロスステッチで。

10、11　アイロン接着できる刺しゅうワッペンをティッシュケース

にプラス。

1
2
3
4
5
6

クロスステッチフレーム〈あじさいの丘〉　Z ¥4,968　354670　約29 ×18㎝

ステッチクロス〈あじさいの丘〉　Z ¥3,888　354669　約47 ×47㎝

ファブリックタペストリー〈あじさいⅢ〉　Z ¥6,912　354672　約50 ×50㎝

あじさいのペアきんちゃくⅣ　Z ¥2,376　354673　大：約10 ×10㎝　小：約8 ×8㎝

くちがねポーチ〈あじさい〉　Z ¥3,456　354671　約12 ×16.5 ×4㎝

フレンチブラウス　H ¥1,080　700192　Z ¥7,355 （北の模様帖〈ajisai〉：1.4m　貝ボタン13㎜：1コ）

7
8

9
10
11

本革持ち手のミニバッグ　Z ¥4,580　354707　約31 ×24 ×6㎝

ノースリーブワンピースⅡ〈チュニック丈 〉　H ¥1,080　700195　Z ¥8,392 （北の模

様帖〈ajisai〉：1.6m　貝ボタン13㎜：1コ）

クロスステッチフレーム〈あじさい〉　Z ¥4,536　353974　約13 ×50㎝

ティッシュケース〈あじさい〉　Z ¥2,711　354708　約9 ×13㎝　＊ RP：395056 使用

刺しゅうワッペン〈あじさい〉　Z ¥1,728/ 袋　460978　3 種・3 枚入

12
13
14

15

クロスステッチフレーム〈あじさいの小径〉　Z ¥4,536　354304　約18 ×29㎝

クロスステッチミニフレーム〈雨上がり〉　Z ¥3,456　354305　約13 ×13㎝

刺し子〈てるてるぼうず 〉　Z ¥864 （ 刺し子 布：492581　 刺し子 糸：457165　

460518）　約32 ×37㎝

クロスステッチフレーム〈雨の日〉　Z ¥3,672　353975　約18 ×18㎝

＊1、2、11、15イラスト：平野明子　3デザイン：上田葉子　14イラスト：がなはようこ

316174 316175 316176 316177

２色の糸であじさいを刺しゅうした薄手のコットンを使いやすい４色で。

¥5,184/m　112 ～114cm 幅（レース有効幅：100 ～102cm ）　［ 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　4 月10 日発売

■北の模様帖〈ajisai〉

6

7

8

9

10、11

12

13
14

15

北の模様帖は「 点と線模様製

作所」を主宰する岡理恵子さん

とホビーラホビーレが共同で企

画 ･ 開発した、 生活を楽しむた

めのファブリックコレクションです。
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4　小花のグラデーション柄〈 ベッツィ・マーサ 〉が映える初夏のドレス。1　個性的な花柄〈 マリーナ・シーフラワー〉のドレスが、華やかな夏スタイルを演出。

2　袖の小さなフリルがポイントのワンピースは、愛らしいボーダー柄が効果的。

3　新デザインの半袖ブラウスは、カジュアルな着こなしで軽やかに。

1
2

フレアドレス　H ¥1,080　700175　Z ¥8,370 （リバティプリント・タナローン：2.5m）

こどものブラウジングワンピース〈ノースリーブ･ウエストゴムなし〉･ 応用　H ¥1,080　700188　Z ¥3,986 （リバティプリント・タナローン：1.1m　

貝ボタン11.5㎜：1コ）

3
4

ラグランギャザーブラウス〈半袖〉　H ¥1,080　700203　Z ¥7,701 （リバティプリント・タナローン：2.3m）

ノースリーブワンピースⅡ〈ショート丈〉　H ¥1,080　700195　Z ¥6,869 （リバティプリント・タナローン：1.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

春色をまとう—リバティプリント—

ノースリーブや半袖の季節には、大きな花柄やボーダー柄を活かした

シンプルスタイルが魅力的。親子コーディネートもおすすめです。

4月10日発売

1

3

4

2

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

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。

316162316161316160



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　シンプルなフォルムが美しいキッチンツールをクロスステッチします。 2　ニュアンスカラーの色づかいが新鮮なクロスを刺しゅうで仕上げます。

1 クロスステッチフレーム〈マイキッチン〉　Z ¥5,400　354675　約13 ×50㎝　＊イラスト：がなはようこ 2 ステッチクロス〈マイキッチン〉　Z ¥3,888　354674　約47 ×47㎝　＊イラスト：がなはようこ

マイキッチン

憧れの北欧スタイルのキッチンを刺しゅうで

楽しむハンドメイド。おしゃれでモダンなツールが

並んだ、お気に入りのマイキッチンを仕上げます。

4月10日発売

季節の刺し子
色の変化が魅力のぼかし糸を使った新柄
〈柿の花〉や季節の柄を多数ご用意しています。

柿の花Ⅱ　490054　Z ¥1,080　3 月20日発売

変わり花刺し　490042　Z ¥1,080　発売中

1

2

459946
：2 束

452078

454438

452079

＊できあがりサイズ：約32 ×37㎝　

SHOP INFORMATION

1

2

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 ＊ 2 019 年 2 月現在のもので、変更される場合
がございます。

【NEWS】

♦ホビーラホビーレ公 式アプリ新 登 場！
　ダウンロードキャンペーン実 施 中
最新のおすすめ商品やショップニュース、
クーポンなどホビーラホビーレの情報が
ギュッとつまった公 式アプリができまし
た。4 月5 日（ 金 ）までダウンロードキャ
ンペーンを実 施しています。期 間中は
アプリ限 定 のお 得 なクー ポンを配 信！
ぜひご利 用ください。

♦予告！2019 春夏オーダーキャンペーン
　4 月1 日（ 月 ）〜5 月31 日（ 金 ）
この春 夏、最 新のオリジナルファブリックが続々発 売。お好
きな型紙を選んで、あなただけの特別なウエアをオーダーし
てみませんか。詳しくは各ショップおよびオンラインショップ
にて、4 月1日（ 月）よりご案内いたします。どうぞお楽しみに。

【 EVENT】

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4 月10 日（水）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
をお待ちしています。

♦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 中
　〈 # ホビーラの通 園 通 学グッズ 〉

〈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。

♦ 通 園 通 学 手づくり応 援フェア　3 月31 日（ 日 ）まで！
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をお揃え
しています。手づくりのご相談やオーダーについても、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

〈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。

▲コンピューターミシン
　503006 　¥77,760

▲オリジナルミシンⅡ
　503104 　¥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。

♦ 4 月10 日（ 水 ）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
4 月号 」（４月10 日より店
頭 配 布 ）にて、5 月10 日
〜7 月10 日に発 売 予 定の

「 夏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4 月10 日より各ショップ
にて承ります。どうぞお楽
しみに！

今すぐ
ダウンロード



ステッチクロス〈レモネード〉　Z ¥3,888　354665　約47 ×47㎝

クロスステッチミニフレーム〈レモン〉　Z ¥3,456　354667　約13 ×13㎝ 

1
2

レモンのポーチ　Z ¥2,808　404316　直径約11㎝

クロスステッチフレーム〈レモン〉　Z ¥4,968　354666　約18 ×29㎝

3
4

コースター〈レモン〉　Z ¥3,456　354668　約11 ×11㎝　6 枚セット

＊1、5イラスト：髙野紀子　2、4イラスト：平野明子

5

MONTHLY PRESS  vol.99 2019 年 3 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 4 月号 vol.100 』は 4 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3 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 2 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　乾いた喉をひんやりリフレッシュ。レモネードのレシピを描いたクロスをシンプルステッチで。

2　レモンの花と実をクロスステッチしたミニフレームは、手軽に楽しめる人気サイズです。

3　カギ針で編む、おいしそうなレモンタルトのポーチ。 5　夏の毎日に欠かせない、おもてなしにも活躍する刺しゅうのコースター。4　レモンの樹の下でくつろぐ午後のひと時を、クロスステッチのフレームに。

1

2

3

5

4

レモンの
樹の下で
初夏の風を運ぶ、

爽やかでフレッシュなレモンを

テーマにしたハンドメイド。

簡単な刺しゅうや手編みで、

お楽しみいただけます。

3月20日発売

1

2


