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暮らしの中にある、風物詩をデザ
インした四季の作品と、日常のス
ナップ写真をダイアリー風にまとめ
た一冊。

お気に入りの和布や余った和布を
生かして作る和布のアクセサ
リー。ネックレス、ブローチ、イヤリ
ング、指輪、ブレスレット、髪留め、
チャーム、アクセサリーポーチなど
満載。

レディブティックシリーズ№4543
出口むつみのトールペイントダイアリー

㈱ブティック社

12月4日 972円 69690-36 12月18日 1500円 69690-43

ISBN 978-4-8347-4536-8 ISBN 978-4-8347-4543-6

レディブティックシリーズ№4536
好きな和布でアクセサリー

かりたひかり著。オーブン陶土を
使って気軽に作れる陶器アクセサ
リーの作り方を解説。ブローチ作り
をメインに、一部ピアスやリングな
ども掲載。

12月4日 1204円 69690-35 12月14日 1111円 69690-42

ISBN 978-4-8347-4535-1 ISBN 978-4-8347-4542-9

レディブティックシリーズ№4535
We Love スクラップブッキング

ラブメモプラス vol.8

エンベリッシュメント（装飾パーツ）
を自分でつくるための大特集、
ポップでカラフルなアルバム、古い
写真を使ったスクラップなどを掲
載。読者投稿型の楽しい一冊。

レディブティックシリーズ№4542
オーブンでつくる陶器の動物アクセサリー

畳のへりを使って作ったバッグと
小物の本。縫い代の始末がいら
ず、縫いつなぐだけで簡単に作れ
る。軽い使い心地と、趣き深い独
特の風合いが魅力。49点掲載。

12月5日 1111円 69690-33 12月14日 1296円 69690-41

ISBN 978-4-8347-4533-7 ISBN 978-4-8347-4541-2

レディブティックシリーズ№4533
脳活性折り紙全集

考えながら指を動かし、折り紙を
折ることで脳を活性化。実用雑貨
や縁起物の干支、インテリアに使
える花の作品などを大きな文字と
カラーの折り図でまとめた一冊。

レディブティックシリーズ№4541
畳へりで作るバッグとこもの

使い勝手を考えて作ったバッグや
ポーチのほか、クロシェモチーフと
組み合わせたキルト、役立つイン
テリア小物も紹介。かわいくて実
用的な作品が満載。

12月20日 2037円 07893-01 12月14日 1296円 69690-40

4910078930184　02037 ISBN 978-4-8347-4540-5

ISBN 978-4-8347-4539-9

風景写真2018年1・2月号 特集1：初撮り日本列島
特集2：“良い写真”の見極め方
付録：第13回「美しい風景写真100
人展」

レディブティックシリーズ№4540
南久美子の

かわいくてきちんと使えるパッチワーク

エクステリア&ガーデン2018年冬号
巻頭特集：おしゃれな門まわり・駐
車場。
他多様化する宅配ボックス、ライト
アップ、和風の庭、テラスガーデン
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№4539
刺しゅうのある小物

12月4日

素敵な刺しゅうを、がま口やポー
チ、ブックカバー、ミニバッグなど
普段使いの小物に。ブローチや
ターバン、ランチョンマット、フレー
ム飾りなど、実物大の図案ととも
に掲載。

12月16日 1204円 12045-01 12月19日 1204円 69690-39

4910120450189　01204

12月7日 796円 09647-01 12月5日 1000円 69690-37

972円 17507-01

少しの時間と少しの布で作れる
ポーチと小物を73点掲載。台形、
キャラメル型、ぺたんこ型、おうち
型やリュック型のポーチの他、ポ
シェットや巾着、マスクケース、お
守り袋など。

入園入学のための準備はもちろ
ん、ずっと活躍する便利なグッズ
を集めた便利な一冊。必須アイテ
ムの3点セットなどは、写真プロセ
ス解説付きで初心者にも安心。

12月6日 972円 69690-38

ISBN 978-4-8347-4538-2

4910096470181　00796 ISBN 978-4-8347-4537-5

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4538
改訂版 少しの時間でできちゃう

かんたんかわいいポーチとこもの

4910175070189　00972

レディブティックシリーズ№4537
年中使える手作りの通園通学グッズ2018年版

特集：私の好きなサンボンネット・
スー
袖のバッグとちりめんのインテリ
ア。キルトナージュで作る小箱。特
別付録に特製カレンダー。

レディブティック2018年1月号 「綴込み付録実物大の型紙付　新
春の外出着」「裏地付けなしの簡
単アウター」「製図の引き方レッス
ン」など145点掲載。

パッチワーク教室2018年冬号
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けずって描ける美しいディズニー
のスクラッチアートシートが10枚
入ったコレクション。ミッキー＆フレ
ンズ、くまのプーさん、ふしぎの国
のアリス、シンデレラなど。削りや
すい2WAYのオリジナルペンつき。

12月14日 1833円

ISBN 978-4-8347-7081-0

D1
ディズニースクラッチアート

ベストセレクション10

開発品

12月7日 1111円

12月5日 1528円 62457-97

ブティックムック№1402
改訂版　巻きずし

花や動物、季節の絵柄を巻き寿司
で再現。本格的な恵方巻きの作り
方や、太巻きを美味しく食べられる
レシピを寿司屋の大将が解説。12月9日 1204円 62458-02

ISBN 978-4-8347-7502-0

レディブティックシリーズ№4548
田口奈津子

365日かわいく使える 消しゴムはんこ決定版

ブティックムック№1397
ガーデンリフォーム百科

ISBN 978-4-8347-7497-9

田口奈津子著。はんこを彫るテク
ニックといろいろな図案を1000点
以上掲載。見て、彫って、押して楽
しい消しゴムはんこが満載。

使いにくい庭や外構を美しく・暮ら
しやすく・手間のかからない空間
に変身。ありとあらゆるリフォーム
実例約300点。わかりやすくポイン
トを解説。

12月19日 1000円 69690-47

ISBN 978-4-8347-4547-4

69690-48

ISBN 978-4-8347-4548-1

綺麗な色柄で柔らかな手触りのち
りめんを使って、季節に合わせて
楽しめる置物やタペストリー、動物
や花モチーフの小物など59点を紹
介。

レディブティックシリーズ№4547
ちりめんで楽しむ季節のお飾りとこもの

塗り絵で楽しく国旗や国章の由来
と意味を学び、国と地域の正式名
称を覚えられる。大陸ごとに分け
た地図上にも国旗を記載している
ので、国の位置も覚えやすい。子
どもも大人も楽しく学べる。

12月16日 1204円 69690-46 12月6日

レディブティックシリーズ№4546
エコクラフトで作る

かごとバッグと季節の雑貨 総集編
かごバッグ、季節の小物、ミニチュ
ア作品など、幅広いテイストの一
冊。初心者が工作感覚で楽しめる
作品も紹介。

ブティックムック№1410
塗り絵で覚える　世界の国旗

ISBN 978-4-8347-4545-0 ISBN 978-4-8347-7504-4

833円 62458-10

ISBN 978-4-8347-4546-7 ISBN 978-4-8347-7510-5

ブティックムック№1404
永久保存版 NAIL TIMES DIGEST
～ネイルタイムズダイジェスト～

レディブティックシリーズ№4545
ディズニー ぷちかわビーズモチーフ

丸小ビーズを使って、小さくてとっ
ても可愛いディズニーキャラクター
が作れる。飾ったり、ストラップや
チャームとして楽しめる。

12月16日 1000円 69690-45 12月19日 1296円

“インスタ映えする料理”をテーマ
に、簡単に作れて美味しい、これ
までになかった組み合わせで料理
が楽しめる本。家呑みシーンで大
活躍。おつまみ、主食、スイーツな
ど満載！

12月18日 1000円 69690-44 12月19日 833円 62458-03

ISBN 978-4-8347-4544-3 ISBN 978-4-8347-7503-7

レディブティックシリーズ№4544
作ってあげたい通園通学グッズ

手さげバッグ、上ばき入れ、着替
え袋の基本3点セットをはじめ、ボ
ンドで作れる保育園バッグ、お弁
当グッズを紹介。ショルダーバッグ
やスモック、防災ずきんカバーなど
の便利アイテムも。

ブティックムック№1403
バズ飯

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

アートの極意、接客術、キャリアプ
ランニング、アクリルのすべて、フ
レンチの基礎、フットケア、その他
各種アイテムのディープな記事や
サロン、スクール経営、スタッフ教
育などのノウハウが満載。

62458-04

㈱ブティック社


