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レディブティック2016年1月号
「輝くミセスの華やぎスタイル　新
春の外出着」「イラストを見ながら
一緒に作ろうホームウエア＆エプ
ロン」「冬のアウター」「ちりめん小
物」「手作りしたいバッグ＆ポー
チ」　他計231点。

レディブティックシリーズ№4135
ファスナーつけがいらない

パンツとスカート

エクステリア＆ガーデン2016年冬号
巻頭特集：ガーデンリフォーム
特集：人工芝、ガーデンルーム、ラ
イトアップ、防犯、ペットの庭、雑木
の庭など外構と庭作りのアイデア
満載。

レディブティックシリーズ№4137
改訂版　あみぐるみsweets

パッチワーク教室2016年冬号
特集：好みのスタイルで作るサン
ボンネット・スー
「タイプ別に作るバッグインバッグ」
と新連載「初めてさんのバッグ作り
レッスン」は丁寧な写真解説付き。
特別付録：特製カレンダー

レディブティックシリーズ№4136
和のお飾り

4910175070165　00972 ISBN 978-4-8347-4136-0

人気のワイドパンツやガウチョか
ら定番のタイトスカートまで、ウエ
ストゴムのパンツとスカートを30点
紹介。きれいなシルエットのボトム
スが、ファスナーつけなしで簡単
に作れちゃう！

12月7日 860円 09647-01 12月10日 1080円 69686-35

4910096470167  00796 ISBN 978-4-8347-4135-3

リビングや玄関などに置いておき
たくなるような、ちりめんや古布で
作る十二支やお正月、節分、雛祭
り、端午の節句などの飾り物を紹
介。全て作り方付きで掲載。

12月4日 1050円 17507-01 12月10日 1080円 69686-36

ケーキやパフェ、クッキー、マカロ
ン、ドーナツなどの洋菓子から、た
いやきやお団子などの和菓子、フ
ルーツなどのあみぐるみを編み図
付きで紹介。ストラップやマグネッ
ト、ポーチとして使える作品も掲
載！

12月16日 1300円 12045-01 12月11日 1020円 69686-37

4910120450165  01204 ISBN 978-4-8347-4137-7

レディブティックシリーズ№4134
ニット地で作る大人服

クライ・ムキが提案する、着やすい
ニット地の服。Tシャツ、ワンピー
ス、コートなど流行を程よく取り入
れたデザインで29点掲載。ロックミ
シンを使うので、簡単、スピー
ディーに作れる。

レディブティックシリーズ№4140
便利でかわいい  がま口バッグ

NOW
PRINTING

12月19日 2200円 07893-01 12月12日 1050円 69686-38

風景写真2016年1・2月号
技法特集：ピントのトラブルシュー
ティング
ギャラリー：中西敏貴
「ORDINARY」
特別付録：小冊子「美しい風景写
真100人展作品集」

レディブティックシリーズ№4138
かたちがステキな　和布のバッグ

シンプルなスタイルでもお洒落に
見せてくれる和柄の布を使って、
普段使いにぴったりの、着回しで
きる洋服やエプロンを紹介。チュ
ニックやワンピースなどを9・11・13
号の3サイズ展開で全41点掲載。

充実したハウツーと、講師や読者
からの投稿作品も含めたバリエー
ション豊かな作品が満載！クリス
マスを特集、グリーティングカード
にした実例や、ステンシル&マスク
の活用法、紙1枚で作るハッピー
イースターのミニアルバムなどを
紹介。

レディブティックシリーズ№4139
和布の日常着＆エプロン

4910078930160  02037 ISBN 978-4-8347-4138-4

モダンなデザインのバッグの形や
布地の柄など、若者からご年配の
方々まで幅広く使えるおしゃれな
和布の袋物を紹介。

12月3日 1300円 69686-33 12月15日 1050円 69686-39

ISBN 978-4-8347-4133-9 ISBN 978-4-8347-4139-1

レディブティックシリーズ№4133
We Love スクラップブッキング

ラブメモプラス vol. 4

人気の口金を使ったバッグを紹
介。フォーマルタイプや大きなサイ
ズのものから、スマホやデジカメ
入れにぴったりのポーチなどをわ
かりやすく写真付きで解説。

12月9日 1300円 69686-34 12月15日 1000円 69686-40

ISBN 978-4-8347-4134-6 ISBN 978-4-8347-4140-7

㈱ブティック社　
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レディブティックシリーズ№4141
手づくりのお地蔵さまと縁起物

飾っても可愛い、作っても楽しい、
心癒す小さなお地蔵様と縁起物を
デザイン豊富に紹介。夫婦地蔵や
招き猫、フクロウなど人気のモ
チーフを作り方付きで掲載。

12月17日 1000円 69686-41 12月17日 1300円 62456-52

ISBN 978-4-8347-4141-4 ISBN 978-4-8347-7352-1

ブティックムック№1252
世界の美しい模様塗り絵

世界各国の美しい模様を素敵な
パターンの塗り絵にした1冊。和
柄、中華柄、北欧柄、チロリアン、
ハワイアン、ペルシャ絨毯、イスラ
ムのタイル、フランスやイギリスの
レース、エスニック柄など様々な柄
が楽しめる。

レディブティックシリーズ№4143
ハンドメイドマーケットで売ってみよう！

ハンドメイドマーケットやバザー、
フリーマーケットで販売可能な作
品を集めて紹介。簡単に作れて可
愛いアクセサリーをはじめ、ポー
チ、ベビー＆キッズアイテムなど
の布小物を全て作り方付きで掲
載。

ブティックムック№1254
ディズニーツムツム 巻きずし

異業種に学ぶサロンのリピーター
獲得術、芸能人やトップネイリスト
の作品、アクリルネイル特集、流
行色のオーダーネイルなど、ネイ
ルのエキスパートのための情報満
載！

大人気のディズニーツムツムの
キャラクターが、誰でも簡単に作
れる巻きずしに変身！

ISBN 978-4-8347-4143-8

レディブティックシリーズ№4142
手作りしたい 人気のポシェット

お財布やハンカチなどが入れられ
る、おしゃれで身軽な小さなポ
シェットを紹介。斜めがけにして使
えるから、両手が使えてとっても
便利！普段使いから旅行まで、
色々なシーンで活躍するデザイン
を掲載。

ブティックムック№1253
NAIL TIMES　vol. 4

ISBN 978-4-8347-7353-8

12月19日 980円 69686-42 12月19日 1296円 62456-53

ISBN 978-4-8347-4142-1

12月19日 980円 69686-43 12月19日 1200円 62456-54

ISBN 978-4-8347-7354-5

㈱ブティック社　

レディブティックシリーズ№4147
作って→着回す大人の毎日服

シンプルで作りやすく、着回しやす
い大人服を30点と小物2点を掲
載。着回しやすく、着心地の良い、
トップスとワンピース、パンツなど
をM・L・LLの3サイズで紹介。実物
大の型紙付き。

1月5日

簡単に、本格的な陶器の小物が
作れる！家庭にあるオーブンで焼
ける粘土を使って作る、ボタニカ
ルや北欧、食べものをモチーフに
した、おしゃれな小物を紹介。

12月19日 900円

12月19日 1080円 69686-44

こどもが楽しめる、簡単に折れて
かわいい折り紙が大集合！新幹
線やはたらく車などの乗り物から、
花やスイーツ、果物などを掲載。
いしばしなおこ著。

ISBN 978-4-8347-4144-5

レディブティックシリーズ№4144
オーブン陶土で作るブローチとこもの

1050円

ISBN 978-4-8347-4147-6

69686-46

ISBN 978-4-8347-4146-9

レディブティックシリーズ№4146
こども折り紙あそび

69686-47

ブティックムック№1256
もらってうれしい！食べて美味しい！

友チョコ

クリスマスやバレンタインデーに
ぴったりのチョコレシピが満載！
友だちにプレゼントしたい、おしゃ
れなチョコやおうちで楽しむチョコ
レシピなどを紹介。ラッピングのア
イデアも掲載。

12月19日 980円 62456-56

ISBN 978-4-8347-7356-9


