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レディブティック2016年12月号
型紙＆縫い方付きだから絶対作れ
る！「大人女子のコート」、今着たい
服満載「タウンスタイル」、１つのパ
ターンで2着作れる素敵なジャケッ
ト、エプロン＆割烹着、クリスマス小
物　他。

レディブティックシリーズ№4310
和布ソーイング vol.7

コットンフレンド2016年冬号

ダッフルコートやローブコートなどの
アウターをはじめ、あったか冬スタ
イルを紹介。裏地付きドルマンス
リーブコートの作り方を徹底解説。
大人気、点と線模様製作所の特集
のほか、人気作家のお針箱拝見企
画も掲載。

レディブティックシリーズ№4311
60代からのおしゃれに
作って着回す大人服

4910136251268  00806 ISBN 978-4-8347-4311-1

和柄布の柄を生かして作るウエア
の他、バッグや帽子、ポーチ、端
切れで作るアクセサリー、季節の
お飾りなどを詳しい作り方つきで
掲載。着物をリメイクしたチュニッ
ク、古布を利用したパッチワーク
のポーチも紹介。

11月7日 796円 09647-12 11月7日 944円 69688-10

4910096471263 00796 ISBN 978-4-8347-4310-4

ネイルUP！2017年1月号
表紙：近藤千尋
冬に向けての大人ネイルを大特
集！セルフ派もサロン派も、マニ
キュア派もジェル派も楽しめる、お
しゃれなデザインが満載。

レディブティックシリーズ№4312
ジャンボ針でザクザク！

手編みのこもの

パッチワークの配色を基本から解
説し、多彩な配色例をパターンや
作品例で具体的に紹介している
ので、初めてでもわかりやすい。
バッグとポーチも作り方つきで掲
載。

60代からの大人におすすめした
い、着回しのきく秋冬ウエアを27
点紹介。チュニック、ボトム、ケー
プ、セットアップなどカジュアルか
らフォーマルまで幅広く、着回し例
も満載。

11月7日 806円 13625-12 11月17日 1000円 69688-11

超極太の糸をジャンボ針でザクザ
ク編む、インパクト抜群の小物作
品集。大きな編み目で見やすく、
短時間でできるおしゃれなアイテ
ムを掲載。写真で編み方を詳しく
解説。バッグ、スヌード、ハンド
ウォーマー、ベストなど。

11月22日 537円 07225-01 11月8日 833円 69688-12

4910072250172  00537 ISBN 978-4-8347-4312-8

11月28日 778円 17669-01 11月15日 1204円 69688-13

4910176690171  00778 ISBN 978-4-8347-4313-5

レディブティックシリーズ№4309
手作りのジャイアントペーパーフラワー

パーティーの彩りやテーブルフラ
ワーにぴったりの、インパクト大な
巨大なお花の作り方を紹介。いろ
いろな厚紙を花びらの形に切り、組
み合わせるだけで作れる作品を掲
載。初心者でもわかりやすく、写真
つきで解説。

レディブティックシリーズ№4315
丸小ビーズでキュンと作る　うちのねこ

レディブティックシリーズ№4308
スター・ウォーズメモ折り紙

ビーズfriend 2017年冬号

表紙：森泉　冬にぴったりの、スワ
ロフスキー・クリスタルの豪華できら
びやかなアクセサリーを大特集！
ディズニープリンセスや雪の結晶を
イメージしたアクセサリーのレシピ、
丸小ビーズで作る、かわいいビー
ズドレスなど。

レディブティックシリーズ№4313
改訂版 初心者のための配色レッスン

スター・ウォーズに登場するキャラ
クターをメモ折り紙にアレンジ。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
を掲載。最新作で登場のBB-8も紹
介！いしばしなおこ著

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4314
余り毛糸で編む

あったか＆アイデア小物

ISBN 978-4-8347-4315-9

11月18日 1111円 69688-08 11月16日 926円 69688-14

ISBN 978-4-8347-4308-1 ISBN 978-4-8347-4314-2

丸小ビーズで作るキュートなねこ
モチーフが満載！いろいろな柄や
かわいいポーズをとった本物そっ
くりのねこ達の作り方を紹介。11月5日 1296円 69688-09 11月16日 1111円 69688-15

ISBN 978-4-8347-4309-8

㈱ブティック社　

余った毛糸でデザインする、アイ
デアいっぱいのあったか小物。少
量の糸、異素材を組み合わせて、
5本指のくつ下、プチブランケット、
帽子、犬用ベッドなどを掲載。フェ
ルト底を使ったスリッパの編み方
をわかりやすい写真で解説。
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ブティックムック№1327
世界の童話塗り絵NOW

PRINTING

11月17日 1185円 69688-16 11月16日 1204円 62457-27

ISBN 978-4-8347-4316-6 ISBN 978-4-8347-7427-6

ISBN 978-4-8347-7428-3
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レディブティックシリーズ№4316
乙女のソーイングBOOK10

手作りアイテム8点を使った、甘ロリ
＆ゴスロリコーデの着こなし提案を
はじめ、ロココのプリンセスドレスや
ファーアイテム、双木昭夫デザイン
の少女服、話題の華ロリと軍服ロ
リータなど素敵な服と小物が満載。

レディブティックシリーズ№4317
羊毛フェルトの動物ボンボンマスコット

羊毛フェルトを裂いて、くるくる巻い
て作る動物ボンボンマスコット。ふ
んわりやさしい風合いが羊毛フェル
トならではの仕上がりに。丁寧なプ
ロセス解説つきで、はじめてでもか
わいいマスコットが作れる。ISBN 978-4-8347-4317-3

人気イラストレーター、加藤木麻
莉の描き下ろしによる塗り絵集。
世界と日本の童話をモチーフに、
美しいイラストが満載。巻末にポ
ストカードサイズの塗り絵も収録。

レディブティックシリーズ№4318
指吸快子のスイートなパッチワーク

ピンクやフリル、リボンなど女の子
が好きなものをたくさん取りいれた
可愛いパッチワーク。人気のリュッ
クやバッグ、ポーチなどの小物やお
部屋で使うグッズまで幅広く紹介。
※読み「ゆびすい やすこ」

ブティックムック№1329
こどもマンダラ塗り絵

見ているだけで心がなごむ和モダ
ンの庭実例集。現代住宅にも調
和するモダンな感覚の和風の庭
から伝統的な和風庭園・坪庭ま
で、魅力的な実例を厳選して紹
介。和風向きの竹垣、石、植物な
ど素材のカタログも掲載。

楽しみながら、集中力や想像力が
鍛えられる塗り絵を掲載。動物や
のりもの、かわいい模様などこど
もが喜ぶ図案が満載！

ISBN 978-4-8347-4318-0

レディブティックシリーズ№4321
かんたん楽しい 組紐＆ミサンガ

11月4日 1000円 69688-18

11月17日 1000円 69688-17 11月17日 1389円

11月4日 1389円

11月29日 800円 69688-21

かんたんに美しいパターンが楽し
める、ゼンタングルの本。101パ
ターンの詳しい解説を掲載。ペンと
紙があれば、気軽に楽しめる。

ISBN 978-4-8347-4321-0

㈱ブティック社　

NOW
PRINTING

ブティックムック№1324
切って楽しいイラストぱんレシピ

金太郎飴のように同じイラストが
切っても切っても現れる円柱型の
パン「イラストパン」の作り方レシ
ピ。かわいい動物やフルーツなど
の柄、ユニークな図案満載。

11月29日

映画で話題の「組紐」をクローズ
アップ！組ひもディスクを使って作
る組紐とミサンガを紹介。他、シン
プルなデザインやスポーツ観戦に
ぴったりな作品も掲載。

1000円 62457-24

ISBN 978-4-8347-7424-5

62457-23

ISBN 978-4-8347-7423-8

ブティックムック№1323
ゼンタングル101パターン集

プチブティックシリーズ№628
素敵なフラワーポンポンとハニカムボール

おしゃれなインテリアや小物として
手軽に作れるフラワーポンポンと
ハニカムボールの作り方と実例作
品を紹介。薄い紙やハニカム紙で
簡単に作れるプロセスも掲載。

11月29日 556円 67700-28

ISBN 978-4-8347-6628-8

62457-28

ブティックムック№1328
和モダンの庭

11月28日 907円 62457-29

ISBN 978-4-8347-7429-0


