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11月19日 1300円 69686-25

寒い冬の足元を温めてくれる、
手編みのルームシューズとくつ
下を掲載。まっすぐ編めるデザ
インや、ユニークな編み地のも
のまで、編んで楽しいデザイン
が満載！ISBN 978-4-8347-4115-5 ISBN 978-4-8347-4127-8

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4115
花の立体切り紙

レディブティックシリーズ№4127
手編みのあったかルームシューズ

11月19日 1080円 69686-15 11月25日

NOW
PRINTING

ビーズfriend 2016年冬号

表紙・片瀬那奈　冬の定番コー
ディネートに合わせるコスチュー
ムジュエリーを大特集。メタリッ
クパーツやイヤーアクセサリー、
2016年の干支の申モチーフな
ど、冬を楽しむビーズ情報が満
載！

レディブティックシリーズ№4126
手編みのどんぐり帽子

840円 17669-01 11月25日 69686-26

4910072250165  00537 ISBN 978-4-8347-4125-4

11月21日

4910176690164  00778 ISBN 978-4-8347-4126-1

11月28日

頭のてっぺんのとんがりがポイ
ントの、かわいいどんぐり帽子。
気軽に編めるキッズとベビーに
ぴったりのデザイン満載！

詰め物をしたり、浮かせたりして
立体感を出す刺しゅう、スタンプ
ワークをわかりやすく写真付き
で解説。実物大の図案の他に、
ポーチやブックカバーなどに刺し
た作品も紹介。

NOW
PRINTING

ネイルＵＰ！2016年1月号

表紙：マギー　冬に向けての大
人ネイルを大特集！70年代風
ネイル、パーツの上手な使い
方、ブログが話題の後藤真希が
教えるネイル、キャラネイルな
ど。　　　　　　　　　　　綴込み付
録：A2ポスターサイズのカレン
ダー

レディブティックシリーズ№4125
ふっくらかわいい立体刺しゅう

580円 07225-01

4910136251251  00806 ISBN 978-4-8347-4124-7

コットンフレンド2015-2016年冬号

手作りだから楽しめる冬のあっ
たか小物から、簡単おしゃれな
ウエア＆アウターまで、詳しいレ
シピ付きで紹介。人気の着回し
コーディネート企画や旬の素材
提案など盛りだくさんの内容で
お届け。

レディブティックシリーズ№4124
ハイミセスの手作り服

ハイミセス世代に向けた手作り
ソーイングのスタイルブック。服
種別、テーマ別に展開した総計
140スタイルを掲載。製図は文化
式・ドレメ式の他、初心者の方も
作れるよう、かこみ製図の作品
も巻頭で紹介。

11月7日

色々なタイプの余った毛糸でデ
ザインしたニット小物の作品集。
少量の糸、異素材を組み合わせ
たルームシューズや毛糸のパン
ツなど44点掲載。人気のハンド
ウォーマーの編み方をわかりや
すい写真で解説。4910096471256  00796 ISBN 978-4-8347-4123-0

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69686-2311月7日 860円

レディブティック2015年12月号 「お洒落上手は欲しい服を着回
し力で選ぶ」「和服のリメイク講
座」「手作りのクリスマスオーナ
メント」「あったかウエア＆小物」
他　計236点。

11月9日870円

レディブティックシリーズ№4123
余り毛糸で編むニット小物

11月10日 1000円09647-12

980円

花びらの形に紙を切って作る、
立体の花を紹介。作った花をコ
サージュやブローチ、ラッピング
のアクセントなどに使うアイデア
も掲載。
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人気のテーマ「バラと花」を国内
の著名な作家が描いた一冊。全
作品に写真解説と描き方付き。

1280円 69686-29

ISBN 978-4-8347-4129-2

レディブティックシリーズ№4129
乙女のソーイングBOOK 8

11月25日 1620円

ISBN 978-4-8347-7350-7

11月28日

通園通学小物の基本の手さげ
バッグ、くつ入れ、お着替え袋と
お弁当セットの作り方を写真で
解説。揃えておきたいアイテム
を季節ごとに紹介しているほ
か、簡単に作れるパンツも掲
載。1年を通して役立つ1冊。

NOW
PRINTING

69686-28

ブティックムック№1250
かんたんに焼ける！

かわいいキャラクターのちぎりパン

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4132
夢があふれるディズニー切り絵

69686-32

ミッキー＆フレンズやプーさん、
アリス、ピーター・パン、ピノキ
オ、ライオン・キング、スティッ
チ、アラジン、シンデレラなど、
数々の名作を世界観あふれる
素敵な切り絵にした1冊。全作品
図案付き。

ISBN 978-4-8347-4131-5

レディブティックシリーズ№4131
年中使える手作りの通園通学グッズ

2016年版

69686-31

11月28日

童話をイメージした「ものがたり
のお洋服」をはじめ、ゴシックス
タイル、和ロリィタ、プラバンアク
セ、ロゼット、注目のタッセルア
クセなど豊富なテーマを掲載。
全て作り方付き。一部実物大の
型紙付き。

NOW
PRINTING

11月28日 1080円

ISBN 978-4-8347-7349-1

ブティックムック№1249
サンリオキャラクターの
かわいいなぞりおえかき

線をなぞるだけで、ハローキティ
やマイメロディ、ぼんぼんりぼ
ん、リトルツインスターズ、シナ
モロールなどの可愛いキャラク
ターが描ける！親子で自由に描
けるページもたっぷり。3歳～6
歳向け。

11月28日

ISBN 978-4-8347-4132-2

11月28日 1080円 62456-49

1080円

62456-50

ひつじのショーン、リサとガス
パール、すみっコぐらしなどの可
愛いキャラクターが、人気のちぎ
りパンになって登場！おもてなし
や子供たちのパーティーにも喜
ばれる、美味しくて楽しいパンが
満載。ISBN 978-4-8347-4128-5

ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

ブティックムック№1251
スターウォーズ ボールペンイラスト

レディブティックシリーズ№4128
トールペイントで描くバラと花

1000円

11月28日 1200円 62456-51

ISBN 978-4-8347-7351-4

スターウォーズに登場する、
ルークやレイア姫、R2-D2、ダー
スベイダー、ストーム・トルー
パー、ヨーダなどが色々なタッチ
で描ける。


