
RICH MORE PRESS  vol.19
リッチモアプレス　vol.19
リッチモアの最新情報をお届けします

新商品情報やシーズンテーマなど

リッチモア公式ホームページを

ご利用ください。 http://www.richmore.jp

使用糸☆ラパ　C/#7-1.9 玉
使用針☆ハマナカアミアミ手あみ針　特長 4本針 8号、6号
糸代☆￥1,680（税別）

ラパのシンプルキャップ

作品 № CRM-225

使用糸☆フォセッタ＜プリント＞　C/#103 - 4 玉
使用針☆ハマナカアミアミ手あみ針　
玉付 2本針 11 号、片かぎ針 8/0 号
糸代☆￥2,720（税別）

フォセッタ＜プリント＞の三角ショール

作品 № CRMU-145

ラパ
30ｇ玉巻（約 90ｍ）
綿 90％、ナイロン 10％
￥840（税別）
棒針 6～ 7号　標準ゲージ 19 目 25 段

フォセッタ＜プリント＞
30ｇ玉巻（約 72ｍ）
綿 100％

￥680（税別）

棒針 5～ 6号　標準ゲージ 16 目 27 段

レースの小冊子好評発売中！
「リッチモアアクセサリーパーツ」
ウェア 8点、ウェア小物 3点、
インテリア雑貨 5点、アクセサリー etc 掲載☆
品番：H630-500　　価格：￥500（税別）
2016/1/13（水）発行

♪アクセサリパーツに新柄登場♪

ベストアイズ 127 号（夏号）
2016/2/20（土）発刊分には
アニマルレース 3作品掲載。

ラパはリオデジャネイロ歴史地区のラパの街の色合いを表現した糸です。
アルコス・ダ・ラパ（水道橋）と交差するメン・ジ・サー通り沿いに見られる
ウォールアートから抽出した色彩を 2つのスライバーに振り分けてプリントし、
かけ合わせたもので、サンバやショーロのリズムに満ちた熱気あふれる

ラパの色彩を楽しんでいただけます。
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ラパのシンプルキャップ
●使用糸　ラパ　c/#7 - 1.9 玉
●使用針　ハマナカアミアミ手あみ針　特長 4本針 8号、6号
●ゲージ　模様編み　17.5 目 33.5 段が 10cm角
●出来上がり寸法　頭まわり 52cm、深さ 27cm
●編み方　糸は 1本どりで、別糸くさりの作り目より編み始めます。
　　　　   トップは図を参照して減目し、最後は残った目に糸を通してしぼります。
　　　　    別糸をほどいて拾い目し、2目ゴム編みを編み、2目ゴム編み止めします。
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フォセッタ〈プリント〉の三角ショール

○使用糸　フォセッタ＜プリント＞ c/# 103 - 4玉

○使用針　ハマナカアミアミ手あみ針

　　　　　玉付き２本針11号、片かぎ針8/0号

○ゲージ　メリヤス編み 11目22段が10cm角

○出来上がり寸法　幅約136cm、長さ66.5cm

CRMU-145

目の増し方

○編み方　

糸は1本どりで編みます。輪から編み出す作り目

より編み始め、最後は伏せ止めます。縁編みを編

みます。スチームアイロンをあてて、編地を整え

ます。
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