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レディブティック2013年1月号 「実物大の型紙付　手作りコートに
挑戦」「おしゃれな簡単服」「あった
かアイテム」「ちりめん小物」「冬の
帽子」計233点。

レディブティックシリーズ№3510
つるし飾りとお細工もの

和布で作る桃の節句や端午の節
句のつるし飾りや、春や秋の七草
のお細工物など14点紹介。全て作
り方付き。12月7日 830円 09647-01 12月13日 990円 69680-10

4910096470136    00790 ISBN 978-4-8347-3510-9

トミカ＆プラレール才能発掘シールえほん
入園前まで身につけさせたい基本
的な事柄や交通ルールをシールを
使って、親子で楽しく学べる。入園
入学に便利なオリジナル通販ブッ
クも。

レディブティックシリーズ№3511
大人かわいい切り紙図案集 2

折り紙を「折る→切る→開く」の手
順で簡単に作れる切り紙を紹介す
る図案集の第2弾。手持ちの材料
で気軽に楽しめる。大人かわいい
図案やモビールなど多数紹介。

12月7日 670円 03908-01 12月13日 950円 69680-11

4910039080132  00638 ISBN 978-4-8347-3511-6

画像あり

エクステリア＆ガーデン2013年冬号
巻頭特集：リフォームガーデン他
リゾートガーデン、ナチュラルガー
デン、ウッドデッキ、テラス、パーゴ
ラのある暮らし、和風の庭などす
てきな庭作りのアイデア満載。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3512
人気のパッチワークデザイン

普段使いのバッグやポーチをはじ
め、キッチン、インテリア小物まで
過去に人気のあった作品を厳選し
て幅広く紹介。12月15日 1260円 12045-01 12月13日 990円 69680-12

4910120450134  01200 ISBN 978-4-8347-3512-3

NOW
PRINTING

風景写真2013年1・2月号 口絵：「和」Sense of Japan
付録：第8回美しい風景写真100人
展など

レディブティックシリーズ№3513
モールで作る動物園のなかまたち

ロングモールを巻いて作る小さな
動物たち。モールは自由自在に曲
がるので簡単に作れる。手のひら
に乗るサイズのライオン、パンダ、
キリン、ゾウなど。プロセス解説付
き。

12月19日 2100円 07893-01 12月14日 840円 69680-13

4910078930139  02000 ISBN 978-4-8347-3513-0

NOW
PRINTING

カラオケONGAKU 2013年2月号
表紙：新春演歌まつり(長良グルー
プ)
特集：藤あや子25周年の記事、グ
ランドチャンピオン大会の模様など

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3514
くすだま折りのかわいい花 くすだま折りで作る季節のお花を

紹介。つるし飾りやフラワーポッ
ト、リース、花束などが作れる。12月20日 890円 12513-02 12月15日 990円 69680-14

4910125130239  00848 ISBN 978-4-8347-3514-7

ISBN 978-4-8347-3515-4

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3508
シェイプド・ペヨーテステッチで作る

ディズニーのビーズモチーフ＆ストラップ

人気の技法“シェイプド・ペヨーテス
テッチ”を使って作るディズニーの
モチーフとストラップの本。かわい
いディズニーキャラクターの作品
が100点以上掲載。ミッキー＆ミ
ニーのビーズキット付き。

画像あり

レディブティックシリーズ№3515
和布で作る牛乳パックの小物

レディブティックシリーズ№3516
今からでも間に合う 通園の袋もの

簡単に作れる小さな布箱や引き出
し、収納ケース、お裁縫箱、キッチ
ンやリビングまわりで使える暮らし
の小物まで紹介。基本の布箱の作
り方を写真解説でくわしく掲載。

12月6日 1260円 69680-08 12月18日 945円 69680-15

ISBN 978-4-8347-3508-6

12月11日 990円 69680-09 1月4日 840円 69680-16

ISBN 978-4-8347-3509-3 ISBN 978-4-8347-3516-1

レディブティックシリーズ№3509
フェルトを使った季節の飾りもの

㈱ブティック社　

手さげバッグ、上履き入れ、お弁
当袋、コップ袋や斜め掛けバッグ、
ナップサックなど可愛いプリント生
地を使った袋物を66点掲載。シン
プルな形で初心者ママにも安心。

NOW
PRINTING

お正月、ひな祭り、クリスマスなど
季節に合わせたフェルトの飾り物
とつるし飾り。玄関やリビングに
ちょこっと飾れる手軽さが魅力。

NOW
PRINTING
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レディブティックシリーズ№3517
ペイントフレンド Vol. 13

巻頭特集は『バレンタイン』。人気
連載は「ピーターパン」。季節の
テーマとしてひなまつりを特集。ま
た、リクエストの多い「猫」も紹介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№1056
ネイルアレンジBEST BOOK

既刊のネイルUP！から厳選した
珠玉のネイルデザインと初心者で
もわかりやすいテクニックを網羅。
サロンでオーダーする時も自分で
デザインを選ぶのにもオススメ！

1月4日 990円 69680-17 1月4日 1050円 62454-56

ISBN 978-4-8347-3517-8 ISBN 978-4-8347-7156-5

NOW
PRINTING

ブティックムック№1050
はじめてでも作れるおいしいお菓子

初心者でも作れるように、大きいプ
ロセス写真解説付き。女の子が大
好きなケーキ、チョコ、クッキー、プ
リン、ババロアなどが作れる。

ブティックムック№1057
とびっきりかわいい チョコお菓子

友達とのチョコ交換や大好きな彼
にとっておきの手作りチョコを！簡
単なものから本格的なものまでこ
れ1冊あれば安心。12月4日 1260円 62454-50 1月4日 880円 62454-57

ISBN 978-4-8347-7150-3 ISBN 978-4-8347-7157-2

NOW
PRINTING

500円 67700-06

ISBN 978-4-8347-7151-0 ISBN 978-4-8347-6606-6

NOW
PRINTING

ブティックムック№1051
大集合！ミラクルすごろくランド

大きく開いて遊べる観音開きのす
ごろく。昔話、電車、サバンナ、ドロ
ボウ、山登り、海賊、忍者、タイム
マシンなどバリエーション豊富。特
大綴じ込みすごろく付き。

プチブティックシリーズ№606
勝負チョコと友チョコNOW

PRINTING

楽しい創作絵かき歌が満載。いき
もの、花、童謡とわらべうた、乗り
物、季節の行事や風物いろいろ、
食べ物のほか、途中で別の絵に
変身する絵かき歌などを紹介。

ブティックムック№1052
改訂版　楽しくあそべる絵かきうた120曲

簡単な友チョコから、ちょっと凝っ
た勝負チョコまで手作りできる。み
んなと差をつけたいときに！12月6日 1260円 52454-51 1月4日

12月6日 945円 62454-52

ISBN 978-4-8347-7152-7

62454-53

ISBN 978-4-8347-7153-4

ブティックムック№1053
増補改訂版　重曹＆クエン酸の活用知恵袋

NOW
PRINTING

ブティックムック№1054
改訂版　はじめての手作りお菓子 クッキー

＆ケーキ

ISBN 978-4-8347-7154-1

ナチュラル素材の重曹とクエン酸
でお家をピカピカに。水まわりの
キッチン、トイレ、洗面所、風呂や
リビングに大活躍。油汚れ、水垢、
におい等に効果抜群。

はじめてでも作れるクッキーや
ケーキ。初心者でも安心な、作り
方写真が大きく見やすい仕様。女
の子が大好きなスイーツがいっぱ
い。

㈱ブティック社　

ブティックムック№1055
巻きずし

作って・見て楽しい、食べておいし
い巻きずしの本。花や動物、季節
のものなどの絵柄を巻き寿司で再
現。巻末には、恵方巻きや太巻き
を美味しく食べられるレシピを寿司
屋の大将が解説。

12月18日 1050円 62454-55

ISBN 978-4-8347-7155-8

12月11日 840円

12月15日 945円 62454-54


