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ディズニーキャラクターがいっぱ
いのフェルトで作った、つるし飾り
とリースを紹介。季節のイベントの
作品も掲載。インテリアとして飾っ
て楽しめる。

1月19日 1296円 69688-39 1月28日 1000円 69688-46

ISBN 978-4-8347-4339-5 ISBN 978-4-8347-4346-3

レディブティックシリーズ№4338
和布で作るシックな日常着＆エプロン

エコクラフトで作る、季節の飾りを
紹介。お正月やひな祭り、端午の
節句に飾りたいつるし飾りの作り
方を掲載。

シックにもカジュアルにも楽しめる、
色柄も豊富な和布を使って作る、お
しゃれな日常着とエプロンを紹介。
チュニック、ベスト、サロンエプロ
ン、かっぽう着などを9・11・13号の3
サイズで掲載。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4344
フェルトで作る

ディズニーつるし飾り&リース

1月17日 1000円 69688-38 1月28日 1000円 69688-44

ISBN 978-4-8347-4338-8 ISBN 978-4-8347-4344-9

1月17日

レディブティックシリーズ№4337
直線縫いのかんたんこもの

まっすぐ切って、まっすぐ縫うだけで
作れるかんたんで可愛いこものを
紹介。ポーチ、ポシェット、ショル
ダーバッグ、リュックサック、スマホ
ケース、ボトルカバー、クッションカ
バーなど役立つこものが満載。ISBN 978-4-8347-4337-1

簡単に折れるパーツを組み合わ
せて作るユニット折り紙。パーツ
の数や、色使い、紙の材質によっ
てさまざまな作品を作ることがで
きる。ガーランドやオーナメントな
どのインテリアにしても楽しめる。

フェルトを使ったマスコットを紹
介。かわいい動物たちや、ちょっと
変わった珍しい生きもの、物語や
イベントをモチーフにしたものなど
幅広く掲載。バッグチャームや
キーホルダーにしても楽しめる。ISBN 978-4-8347-4343-2

レディブティックシリーズ№4339
柴田明美　あなたに届けたいキルト

人気キルト作家、柴田明美がお届
けする素敵な作品を紹介。かんた
んに作れておしゃれなバッグやタペ
ストリーなど、魅力あふれる作品を
掲載。

レディブティックシリーズ№4346
エコクラフトで作る つるし飾り

1000円 69688-42

ISBN 978-4-8347-4336-4 ISBN 978-4-8347-4342-5

907円 69688-37 1月28日 1000円 69688-43

レディブティックシリーズ№4343
カワイイ！がいっぱいフェルトのマスコット

フェルトで作ったつるし飾りを紹
介。季節のお飾り、動物モチー
フ、花モチーフなど和テイストのデ
ザインを集めた1冊。玄関やリビン
グに飾って楽しめる作品を23点掲
載。

1月23日 537円 07225-03 1月19日 1000円 69688-41

レディブティックシリーズ№4336
ペイントフレンド Vol.29

巻頭は季節のテーマ「嬉しいお雛
様」。心に残る童話を特集。そのほ
か、「花のワルツ」と題し、人気の花
モチーフを様々な表現で特集。シェ
リー・ネルソンのノスタルジックペイ
ンティングも掲載。

レディブティックシリーズ№4342
ユニット折り紙の世界

1月11日 1111円 69688-36 1月26日

パッチワークの伝統パターンを
1,050種掲載。この本1冊で製図の
仕方と縫い代の倒し方がわかる。
キルト作りに役立つパターンの並
べ方の実例集を追加した改訂
版。

1月7日 796円 09647-02 1月19日 1528円 69688-40

4910096470273 00796

ネイルＵＰ！2017年3月号
SNS映えする、フォトジェニックなネ
イルを大特集！そのほか、春を先
どりする2017年のトレンドカラー、大
人気のミラーネイル、本当に使いや
すいネイルパーツなど、おしゃれを
楽しむネイル情報が満載。

レディブティックシリーズ№4341
フェルトで作る 和のつるし飾り

4910072250370 00537 ISBN 978-4-8347-4341-8

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティック2017年2月号 「実物大の型紙付　春まで着られる
大人服」「裏地なしのかんたんアウ
ター」「こども服＆通園通学グッズ」
他　全235点。

レディブティックシリーズ№4340
改訂版パッチワークパターン集1050

ISBN 978-4-8347-4340-1
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1月28日 556円 67700-30

ISBN 978-4-8347-6630-1

62457-41

ブティックムック№1341
日本の風景と街並の塗り絵BOOK

作りおきできるお弁当のおかずが
350点以上！1か月のレシピをわ
かりやすい表にまとめて紹介した
り、メインになるおかずを素材ごと
に掲載。

日本全国の世界遺産や名所など
を、クリエイティブな視点で素敵な
塗り絵に仕上げた1冊。ご当地名
物や遺跡、伝統的な建物、情緒
豊かな街並などを表現した塗りご
たえのあるイラストが満載。

1000円 62457-39

ISBN 978-4-8347-7439-9

69688-51

ISBN 978-4-8347-4351-7

レディブティックシリーズ№4351
毎日使いたい

エコアンダリヤのバッグと帽子

2月6日 1000円

NOW
PRINTING

ブティックムック№1339
モダンフラワー塗り絵

美しくてかわいい花の模様が満
載！好きな画材を使って自由に
塗っていくことで、リラックスでき、想
像力を養うことができる。1月17日

大人の女性が若々しく着こなせる、
春夏のニットを紹介。まっすぐ編む
だけのシンプルなデザインから、編
地にこだわった美しい作品まで27
点掲載。ほどよく流行を取り入れ
た、カーディガン、プルオーバー、ベ
スト、ストールなど。

1月28日 1000円 69688-50

薄くて軽い、サラサラした手ざわり
の夏にぴったりな糸、エコアンダリ
ヤを使ったバッグと帽子を紹介。
トートバッグやクラッチバッグ、つば
が広く日よけに役立つ帽子の作り
方を掲載。

ISBN 978-4-8347-4350-0

1月28日 1000円 69688-48 1月28日 1204円

レディブティックシリーズ№4349
厳選！53点 和布で作る袋もの

人気の高い和布で手作りバッグを
楽しみたい方にオススメの1冊。普
段使いに重宝するカジュアルなバッ
グから、おでかけにぴったりのお
しゃれなデザインまで幅広く掲載。
53点全て作り方付き。

NOW
PRINTING

プチブティックシリーズ№630
ディズニーキャラクターの

プラバンアクセサリー

ISBN 978-4-8347-7441-2

レディブティックシリーズ№4350
5歳若く見える大人の手編み春夏

1月28日 972円 69688-49

オーブントースターで焼くだけで簡
単にアクセサリーが作れる！プラ
バンを使った、ディズニーキャラク
ターのブローチなど、かわいいア
クセサリーを掲載。

ISBN 978-4-8347-4349-4

レディブティックシリーズ№4348
スター・ウォーズふせん切り絵

ふせんに図案を重ねて、カッターで
切って作るふせん切り絵にスター・
ウォーズが登場！ダース・ベイダー
やストームトルーパー、ヨーダなど
エピソード7までのキャラクターを掲
載。

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4348-7

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4347
和布で作るポシェット

和布を使ったおしゃれなポシェット
を紹介。お財布やハンカチなどを入
れるのにぴったり。普段使いはもち
ろん、旅行などいろいろなシーンで
大活躍するデザインが満載！

NOW
PRINTING

1月28日 907円 69688-47 1月19日 1111円 62457-40

ISBN 978-4-8347-4347-0 ISBN 978-4-8347-7440-5

ブティックムック№1340
作りおきでおいしいお弁当おかず


