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レディブティックシリーズ№4518
おしゃれな紙で作るちょこっと小箱

11月16日 1000円

69690-25

レディブティック2017年12月号 「綴込み付録実物大の型紙付
エイジレスな装い」「かんたんに
作れるセミフォーマルウェア」「冬
本番あったら嬉しい！あったか
グッズ＆服」など192点掲載。

ネイルＵＰ！2018年1月号
表紙:シシド・カフカ
大人の女性のためのモチベー
ションが上がるネイルを提案。カ
ラー迷子にならないための配色
理論とオリジナルカラー、カラー
ミックスの作り方を徹底解説。

市販のお洒落な紙やキレイな包
装紙、自宅にある紙を使用して、
伝承折りの箱を集めた本。作品
制作は折り紙作家のいしばしな
おこ氏を起用。素敵な折り紙付
き。4910096471270 00796 ISBN 978-4-8347-4518-4

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69690-1811月7日 796円 09647-12

コットンフレンド2017-2018年冬号
クリスマスを楽しむハンドメイドを
はじめ、この冬作りたいあったか
素材の小物やバッグが盛りだく
さん。人気コーナー、ファスナー
付け徹底解説も。12ヶ月を彩る
裁縫箱カレンダー付き。

レディブティックシリーズ№4525
これからのシニア世代の服

流行にとらわれることなく、快適
で心地よいシニア世代のスタイ
ルを提案。60～80代の女性が日
常楽しめる、品良く素敵なデザイ
ンの服と小物を掲載。

11月6日

07225-01

4910072250189 00537 ISBN 978-4-8347-4526-9

11月22日

4910136251275 00917 ISBN 978-4-8347-4525-2

4910176690188 00778 ISBN 978-4-8347-4527-6

11月28日

ノースリーブやドルマンスリー
ブ、フリル袖をはじめ、チュール
切替、カシュクールワンピ、シャ
ツワンピなど今すぐ着たい旬の
デザインが満載。S・M・Lの3サイ
ズ。実物大型紙付き。

ほどいた着物の生地をそのまま
まっすぐ使って、型紙を使わず
手ぬいでワンピース、チュニッ
ク、ブラウス、ジャケットなどウエ
アに簡単リメイク。バッグやス
トールなど全26点掲載。高橋恵
美子著

11月7日 1000円 69690-26

ビーズfriend 2018年冬号
表紙:菊川怜
特集:スワロフスキー・クリスタ
ル。シマー・エフェクト、冬の新色
の使い方講座。冬の装いに合わ
せたアクセサリー。5人の作家が
作る冬のアクセサリー。

レディブティックシリーズ№4527
ファスナーつけなしで作るワンピース

778円 17669-01 11月15日 69690-271000円

レディブティックシリーズ№4493
ペーパー芯をおしゃれにリメイク

ナチュラルモチーフと小物

レディブティックシリーズ№4528
誰でも作れるソーイングBook秋冬

11月15日 1000円 69689-93 11月15日

トイレットペーパーやラップの芯
など、日常たまってしまう材料を
輪切りにしてつなぐことで、美し
い壁掛けモチーフやリース、小
物を入れるボックスなどさまざま
なグッズを作れる。詳しい作り方
解説付き。

秋冬シーズンにオススメのチュ
ニックやコート、ケープなど、お
しゃれなアイテムを51点掲載。
作り方をカラーのイラストでわか
りやすく解説しているので誰でも
簡単に作れる。ISBN 978-4-8347-4493-4 ISBN 978-4-8347-4528-3

11月7日 917円

69690-28

13625-12 1000円

レディブティックシリーズ№4526
まっすぐ手ぬいで着物をリメイク

537円

1111円

㈱ブティック社
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ISBN 978-4-8347-7499-3

11月28日 880円 62457-98

ISBN 978-4-8347-7498-6

数字ごとに決められた色を塗っ
ていくだけで塗り絵が完成する、
ディズニーパズル塗り絵の新
刊。24色セットの色鉛筆で一冊
楽しめる。

ブティックムック№1399
だいしゅうごう！しんかんせん・とっきゅう

こどもたちが大好きな、かっこい
い新幹線と電車の写真がいっぱ
い！電車の特徴なども覚えられ
る。11月28日

ブティックムック№1398
みんな大好き ディズニー パズル塗り絵

796円 62457-99

62457-8211月4日

69690-34

1185円

ホワイトニング、オーラルケアを
誰もが実践できる新感覚の本。
芸能人が実践する歯磨き粉や
歯ブラシの選び方、口臭ケア、ス
テイン(シミ)対策、関連クリニック
ガイドなど美しい歯にするための
ノウハウを詰め込んだ一冊。ISBN 978-4-8347-4529-0

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4534
ちりめんで作る 干支と季節の飾りもの

ISBNコード/誌名

ちりめん細工・つるし飾りの人気
作家、矢島佳津美が教える干支
と季節の飾り物。十二支をはじ
め、正月、桃の節句、季節の植
物などさまざまな飾り物を紹介。
全作品写真プロセス解説付き。

11月16日

ISBN 978-4-8347-4532-0

11月28日 1296円

69690-29

11月15日 1204円

ISBN 978-4-8347-4534-4

ISBN 978-4-8347-4531-3

レディブティックシリーズ№4531
エコクラフトで作る かわいいミニチュア雑貨

69690-31

11月15日

いろいろな人気作家たちが考案
した、アイディアいっぱいのポー
チが大集合。ありそうでなかった
楽しいデザインが盛りだくさん！
写真プロセスで分かりやすく解
説。

ひとつで飾っても可愛いものか
ら、組み合わせて飾りたいセット
アップまで、見ているだけでわく
わくするものばかり！作り方は
全て写真プロセス解説付きで、
初心者でも気軽にトライできる。

レディブティックシリーズ№4532
乙女のソーイングBOOK12

69690-32

人気の“ものがたりのお洋服”は
「不思議の国のアリス」からアリ
ス、時計うさぎ、ハートの女王の
着回し服を提案。すべて作り方
付き。一部実物大の型紙付。

1000円 69690-30

ISBN 978-4-8347-4530-6

レディブティックシリーズ№4530
アイディアいっぱい！

おもしろポーチ大集合！

907円

レディブティックシリーズ№4529
改訂版 ほっこりあたたか
手編みのルームシューズ

ブティックムック№1382
美歯Navi

足元を暖かく包んでくれるルー
ムシューズをデザイン豊富に39
点掲載。直角に編める簡単くつ
したの編み方を写真プロセスで
丁寧に解説。かぎ針編み、棒針
編みの両方を楽しめる一冊。

㈱ブティック社

11月15日 972円

ISBN 978-4-8347-7482-5

こどもたちが大好きな、働くくるま
の写真がいっぱい！消防車や
パトカー、クレーン車など。車の
特徴や役割も紹介。11月28日 796円 62458-01

ISBN 978-4-8347-7501-3

ブティックムック№1401
だいしゅうごう！はたらくくるま


