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レディブティックシリーズ№3926
和布が素敵なバッグとこもの

1月14日 1080円09647-02

レディブティック2015年2月号 「実物大の型紙付　ミセスの街
着」「60代からのお洒落提案」
「母と娘で着回せる服」「こども服
と通園通学グッズ」他　計259
点。

1月14日

和柄プリントの布、着物や帯の
端切れ、古布などを使った素敵
な小物全69点を作り方付きで掲
載。バッグを中心に様々なアイ
テムをデザイン豊富に紹介。

4910096470259  00796 ISBN 978-4-8347-3926-8

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69684-261月7日 860円

1400円

4910072250356  00537 ISBN 978-4-8347-3927-5

ネイルＵＰ！2015年3月号
表紙：石田ニコル
新春から早春に向けてのネイル
大特集！定番のフレンチネイル
特集、バレンタイン特集、芸能人
のネイルや詳細テクニックなど
が満載。

レディブティックシリーズ№3927
かわいい！フェルトマスコット

フェルトで作る小さな動物のモ
チーフと着せかえで楽しめる人
形を全て作り方付きで紹介。十
二支をモチーフにしたマスコット
も掲載。

結びの連続で作るタティング
レースの繊細で可愛いアクセサ
リーと小物を多数紹介。初めて
でも作れるわかりやすい写真プ
ロセス付き。sumieの著書より抜
粋した人気作品の厳選レシピ
集。

ライフスケープ
(風景写真1月号増刊)

自然を見つめる人の写真誌。
動物・植物、自然に息づく生命。
彼らを育む自然。その自然に連
なる人の生き方。自然を感じた
い全ての人に捧げる1冊。

レディブティックシリーズ№3928
かわいい手しごと

タティングレースのこものたち

1500円 07894-01

69684-29

4910078940152  01389 ISBN 978-4-8347-3928-2

1月20日

ISBN 978-4-8347-3905-3 ISBN 978-4-8347-3929-9

1月14日

渋くて可愛い色使い、使いやす
くて魅力的な作品作りで定評の
ある柴田明美。世界でたったひ
とつ、自分だけのパッチワーク
のバッグやこものが作れる本。
魅力溢れる作品37点を掲載。

1月26日

巻頭は「早春の花便り」。好評連
載Girl's storyは「アルプスの少
女ハイジ」。LET'S TRY!!ではス
テンシルを採り上げる。前号より
始まった海外情報も人気。

レディブティックシリーズ№3905
かぎ針編みのビーズのがま口

かぎ針編みで作るビーズのがま
口の本。特別付録にドット柄の
がま口が作れる材料キット付き
で、作り方を徹底的にプロセス
解説。ビーズも丸大ビーズのみ
を使用し、作りやすい！

レディブティックシリーズ№3929
柴田明美　世界でたったひとつ

あなただけのパッチワーク

1700円 69684-05 1月22日

レディブティックシリーズ№3925
ペイントフレンド Vol. 21

レディブティックシリーズ№3930
脳活性折り紙全書

1月9日 1200円 69684-25

指先を動かして脳を活性化でき
る作品を掲載。伝承折りの鶴、
箱やぽち袋など実用折り紙、動
物などが折れる。詳しい解説つ
きで初心者でも簡単。リハビリや
介護予防にも。ISBN 978-4-8347-3925-1 ISBN 978-4-8347-3930-5

1月23日 580円 69684-27

1月20日 900円 69684-28

69684-30

㈱ブティック社　

07225-03 990円

1080円
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1500円 62455-90

ISBN 978-4-8347-7290-6

1月24日 850円 62455-89

ISBN 978-4-8347-7289-0

ブティックムック№1190
すてきな門まわり・駐車場実例集

家の顔ともいえる外構(門まわ
り・駐車場)の、美しく機能的な成
功実例を集めた総集編。全100
点。新築・リフォームもあり、家
の外まわりの施工実例の決定
版。

1月26日

NOW
PRINTING

ブティックムック№1189
楽天レシピの大人気おかず 120

約100万点のレシピが投稿され
ている楽天レシピの中から閲覧
者が作っておいしい！と思った
レシピを120点に厳選した1冊。

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№3931
はじめてのデコナップ＆デコポッジ

1月8日 1300円 62455-87

大人気の「アナと雪の女王」や
最新映画「ベイマックス」、ミッ
キー、ミニーなどディズニーキャ
ラクターをモチーフにしたアイシ
ングクッキー、チョコ、カップケー
キなどを紹介！この本でしか作
れないスイーツが満載。ISBN 978-4-8347-3931-2

人気の高いベスト、1枚で決まる
プルオーバー、上品なカーディ
ガンなどのウエアに加えて、小
物までアイテム豊富に紹介。全
作品編み方付。29点掲載。

2月3日

ISBN 978-4-8347-3934-3

2月3日 1050円 69684-37

1080円

2月3日 1080円

ISBN 978-4-8347-3937-4

レディブティックシリーズ№3937
M・Lサイズが選べる

5才若く見えるおばあちゃまのニット春夏

ISBNコード/誌名

ISBN 978-4-8347-3933-6

レディブティックシリーズ№3933
手ぬいでできる

かわいいベビー服とこもの

69684-33

2月3日

1つのハンコをいくつも捺してパ
ターンを楽しむ図案集。ワンポイ
ントに1つ捺しても可愛いし、沢
山捺して包装紙やメモ、手紙な
どの雑貨を作ることも出来る。
(A5判148×210mm)

初めてのママでも作りやすいベ
ビードレスから普段着るお洒落
服、帽子、スタイなど役立つ小
物を紹介。サイズは新生児～
80cm展開。

69684-31

ブティックムック№1187
とっておきのディズニースイーツ

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3934
素敵なウォールステッカー

69684-34

壁に貼ってインテリアを楽しむ
ウォールステッカー。オリジナル
キャラクターのウォールステッ
カーを多数掲載。工夫を凝らし
た作品たちは一見の価値あり。

ペーパーナプキンを使ったデコ
アイデアの一冊。布、ガラス、レ
ザー、プラスチックなど色々なも
のにペーパーナプキンを貼っ
て、お洒落で可愛い小物や飾り
ものの作り方を詳しく紹介。

980円 69684-32

ISBN 978-4-8347-3932-9

レディブティックシリーズ№3932
消しゴムはんこパターン

1月26日 1080円

ISBN 978-4-8347-7287-6

㈱ブティック社　


