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12045-10 944円

907円 69687-89

69687-86

9月8日 907円 69687-87

9月16日 1204円

おばあちゃま世代に似合う、少
ない玉数で編めてコーディネー
トのポイントになるこものを48点
掲載。1～3玉で編めるミニストー
ルや帽子、4～7玉で編めるゆっ
たりとしたスヌードやストール、
ケープなどを紹介。ISBN 978-4-8347-4282-4 ISBN 978-4-8347-4289-3

レディブティックシリーズ№4282
ディズニーツムツム ボンボンマスコット

レディブティックシリーズ№4289
1～3玉で編める大人世代の手編みこもの

9月27日 833円 69687-82 9月8日

毛糸のボンボンでディズニーツ
ムツムキャラクターのマスコット
が作れる。糸の巻き方や色の選
び方でいろいろなキャラクターを
表現。基本の作り方を写真でわ
かりやすく解説。初めてでも楽し
める。

レディブティックシリーズ№4281
アンデミルミルで編むあったかニットこもの

ハマナカの「アンデミルミル」を
使ったおしゃれなニットこものを
紹介。マフラーやバッグ、帽子、
ハンドウォーマー、レッグウォー
マー、スヌードなど初心者でも簡
単にできるアイテムが満載！

レディブティックシリーズ№4288
ふっくらかわいいディズニーの立体刺しゅう

880円 69687-81 10月4日 69687-88

4910072251167 00537 ISBN 978-4-8347-4287-9

9月23日

ISBN 978-4-8347-4281-7 ISBN 978-4-8347-4288-6

9月8日

ディズニーキャラクターの立体刺
しゅうを紹介。スタンプワークと
いう、詰め物をしたり浮かせたり
する技法を使って躍動感たっぷ
りのキャラクターたちの刺しゅう
が楽しめる。

かぎ針編みの円座、角座、ルー
ムシューズを中心におうち小物
を36点掲載。人気のリフ編みや
コイル編みなど、注目の編み地
の作品も満載！

NOW
PRINTING

ネイルＵＰ！2016年11月号

表紙：吉川ひなの
秋冬のアート特集、テイスト別デ
ザイン、マニキュアからジェルま
でネイルアートのHow Toとデザ
インが満載。上品なパールネイ
ルや職業別ネイルの特集も掲
載。

レディブティックシリーズ№4287
手編みであったかおうちこもの

537円 07225-11

1204円

4910120451063 01204 ISBN 978-4-8347-4286-2

エクステリア＆ガーデン2016年秋号
巻頭特集：室内とひとつづきの
庭
そのほか、和モダン、南欧風、
ナチュラルガーデンなど人気の
庭を特集。外構と庭づくりのアイ
デア満載。

レディブティックシリーズ№4286
フォトジェニックな手編みのベビーニット

写真に撮りたくなるような、かわ
いい手編みのベビーウエアやこ
ものを紹介。プルオーバーや前
あきベストなどのウエアから、ス
タイ、帽子、おくるみなどのこも
のに加え、壁飾りやモビールな
ども掲載。

9月8日

こどもと一緒に作って遊べる折り
紙が満載！すべての作品の折
り方を詳しく解説しているので、
初心者でも簡単に作れる。

4910096471065 00796 ISBN 978-4-8347-4283-1

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69687-839月7日 796円 09647-10

レディブティック2016年10月号
「実物大の型紙付　旅がもっと楽
しくなる手作りの服」「イラストで
わかりやすく解説　ハンドメイド
の服で楽しむ秋」「もっと知りた
い　接着芯のこと」「秋のホーム
ソーイング」他　計183点。

レディブティックシリーズ№4283
こどもと一緒に遊べる折り紙

9月8日 972円
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手軽にアレンジできる草花を中
心にしたミニ盆栽の作り方、飾り
方、管理方法などを写真と豊富
な実例で詳しく解説。9月15日 1204円 62457-17

ISBN 978-4-8347-7417-7

ブティックムック№1317
ちいさな盆栽

一つの型紙から作る服、ワン
ピース、ロングジレ、かんたん
コート、直線裁ちの服、改まった
日のおしゃれ服、セットアップの
服、バッグなどを実物大の型紙
と詳しい作り方の解説付きで紹
介。

1000円 69687-91

ISBN 978-4-8347-4291-6

レディブティックシリーズ№4291
手編みのかんたんこもの82

9月12日 907円

ISBN 978-4-8347-4295-4

10月6日

90～120cmサイズのキッズに作
りたい旬のデザインの服やこも
のを紹介。簡単で作りやすいス
カートやパンツに加え、ハロウィ
ンの仮装グッズなどかわいいア
イテム満載！

NOW
PRINTING

69687-90

レディブティックシリーズ№4295
ディズニーハンドメイドパーティーBOOK

レディブティックシリーズ№4293
ディズニーキャラクター
手編みのキッズ帽子

69687-93

ミッキー&ミニー、ディズニープリ
ンセス、プーさん、チェシャ猫、ニ
モなど人気のキャラクターたちを
モチーフにしたかわいい手編み
の帽子の編み方。全て編み方
付き。

ISBN 978-4-8347-4292-3

レディブティックシリーズ№4292
ハンドメイドのかんたん子ども服

2016-2017秋冬

69687-92

9月13日

簡単で時間をかけずに作れるア
イテムを82点紹介。ハンドウォー
マーやマフラー、バッグなどを掲
載。オールカラーで編み方ペー
ジも見やすく、初心者にもおすす
め。

9月15日 1111円

ISBN 978-4-8347-4294-7

レディブティックシリーズ№4294
minne HANDMADE LIFE BOOK vol.4

ISBNコード/誌名

国内No.１のハンドメイドマーケッ
ト「minne」のファンブック第4弾！
イベント出展のための攻略マ
ニュアル、話題のハンドメイドレ
シピ、人気作家の密着レポート
など情報満載。作る人、売る人、
買う人も楽しめる一冊。

9月26日

ISBN 978-4-8347-4293-0

9月26日 907円 69687-94

972円

1000円 69687-95

ディズニーのキャラクターやモ
チーフを楽しいパーティーグッズ
にアレンジ！ミッキー&フレンズ、
プーさん、プリンセスなどディズ
ニーの世界観を取り入れたアイ
テムが満載。ISBN 978-4-8347-4290-9

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4290
大人のかんたんソーイング

2016-2017秋冬

レディブティックシリーズ№4297
手作りで楽しむ おばあちゃまの秋冬服

チュニックやジャケット、裏地の
ないコートなど着やすくておしゃ
れな秋冬服。作りやすいデザイ
ンを33点掲載。10月4日

レディブティックシリーズ№4296
和布で楽しむ飾り物

972円 69687-97

ISBN 978-4-8347-4297-8

10月3日 1000円 69687-96

ISBN 978-4-8347-4296-1

現代の洋風住宅に映える、和布
使いのインテリア小物を提案。
壁のわずかなスペースを活かし
た掛け物や吊し物、額絵タイプ、
ドア飾り、心なごむ置物など、絣
や大島などの古布を使ったモダ
ンで素敵な小物を掲載。


