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㈱ブティック社　

シンプルなパーツを組み合せる
立体パズルのような折り紙。
パーツを「折る」という指先の運
動と考えながら組み上げるとい
う「思考」によって、楽しみながら
脳を鍛えられる。つがわみお著

8月3日 1111円 69695-63 8月23日 1111円 69695-69

ISBN 978-4-8347-4663-1 ISBN 978-4-8347-4669-3

手紙やメモの折り方アイデアが
詰まった一冊。学校やオフィスで
のちょっとしたお手紙がかわいく
変身。ふせんやマスキングのア
イデア、イラストなど盛りだくさ
ん。mizutama著

8月3日 1111円 69695-62 8月23日 1111円 69695-68

ISBN 978-4-8347-4662-4 ISBN 978-4-8347-4668-6

レディブティックシリーズ№4662
暮らしを楽しむ手作り服

素材にこだわった着やすい服
と、小物をご紹介。心地良い暮
らしを大切にする人におすすめ
したい一冊。

レディブティックシリーズ№4668
改訂版　おりがみ手紙BOOK

8月28日 778円 17669-10 8月23日 1204円 69695-67

4910176691086　00778 ISBN 978-4-8347-4667-9

レディブティックシリーズ№4663
心地良い暮らし着

かっぽう着とエプロン、ふだん
着、甚平と作務衣、はおり物と
はんてん。日々の暮らしの中で
役立つ、快適な家周りの生活
着。シンプルで作りやすい素敵
なデザインを紹介。

レディブティックシリーズ№4669
脳を鍛えるユニット折り紙

ビーズfriend2018年秋号

はじめて作る特別な日のアクセ
サリー、連載　ビーズとわたしの
素敵な関係、秋のおでかけコー
デとビジューアクセサリーなど。
また、ハロウィン仕立てにした
ディズニーツムツムのモチーフ
など。

レディブティックシリーズ№4667
和布で作るパッチワークのバッグ

フックのついたかぎ針のような棒
針で編む「アフガン編み」。コー
スターからバッグ、ポーチ、マフ
ラー、ブランケットまでかわいい
アイテムを一冊の作品集に掲
載。詳しい写真解説付き。

8月20日 1898円 07893-09 8月23日 1389円 69695-66

4910078930986　01898 ISBN 978-4-8347-4666-2

風景写真2018年9・10月号 巻頭特集：2号連続企画 紅葉前
線を追え! 《北海道・東北編》、
ギャラリー他

レディブティックシリーズ№4666
アフガン編みのこもの

藍布や紬、銘仙などの和布で作
るパッチワークのバッグの本。
使いやすいトートバッグやポ
シェットの他、お揃いのポーチや
お財布、スマホケースも数点紹
介。全28点掲載。

袋物、バッグ内の小物、アクセ
サリー、インテリアや生活の場
面に大人が欲しい手作りの和小
物を紹介。8月7日 806円 13625-09 8月23日 1000円 69695-65

4910136250988　00806 ISBN 978-4-8347-4665-5

あまり布で作るこもの全76点掲
載。ティッシュケース、コース
ター、ピンクッション、ポーチ、ミ
ニバッグ、がま口、きんちゃく、ベ
ビーグッズなど、すべて手縫い
で作れる。

8月7日 824円 09647-09 8月18日 1000円 69695-64

4910096470983　00824 ISBN 978-4-8347-4664-8

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティック2018年9月号
とじこみ付録　実物大の型紙付
3世代で着られるおしゃれ服、今
日作って明日着る　１Dayソーイ
ング、読者の疑問、質問をズバ
リ解決！洋裁Q＆A　他　全142
点掲載。

レディブティックシリーズ№4664
あまり布で作れる手ぬいの布こもの

コットンフレンド2018年秋号
はぎれのアイデア50と題して、お
気に入りのハギレで作れるカワ
イイ布小物を大特集。 バッグ作
りの基礎テクニック講座をはじ
め、人気作家の旬の小物、ウエ
アも満載。

レディブティックシリーズ№4665
作ってみたい大人の和小物
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㈱ブティック社　

全国のネイルサロン発の最新ネ
イルデザインがずらりとそろった
デザインブック。カラーやテイス
ト、シーン別にとりそろえた数々
のネイルはもちろん、テクニック
や地域のサロン情報も満載。

8月29日 1600円 69695-73 8月30日 1111円 62458-38

ISBN 978-4-8347-4673-0 ISBN 978-4-8347-7538-9

1日1問、60日間で1冊が楽しめ
る脳トレ、間違い探しの本。昭和
レトロ調のイラストでシニアの方
にもおすすめ。2枚の絵を見比
べて、遊びながら間違いを探そ
う。

8月29日 1250円 69695-72 8月30日 1204円 62458-37

ISBN 978-4-8347-4672-3 ISBN 978-4-8347-7537-2

レディブティックシリーズ№4672
乙女のソーイングBOOK13

ハロウィンの服、はじめてでも作
れる簡単ソーイング、お嬢様の
コーディネート手帖、キッズソー
イング、スチームパンクなど豊富
なテーマを掲載。すべて作り方
付き、一部実物大の型紙付き。

ブティックムック№1437
脳トレ！まちがいさがし60

8月29日 907円 69695-61 8月29日 1500円 62458-41

ISBN 978-4-8347-4661-7 ISBN 978-4-8347-7541-9

レディブティックシリーズ№4673
白樺風テープで作る　暮らしを楽しむかご

白樺のような風合いで水で洗え
るのが特徴の樹脂製テープ
「Timb.(ティム）」で作る収納かご
の本。作り方すべて写真プロセ
ス解説付き。Timb.テープ3.1m巻
の付録つき。

ブティックムック№1438
全国ネイルサロンオーダーBOOK

2018-2019年版

レディブティックシリーズ№4661
今編みたいニット秋冬2018-2019

旬ニット、伝統柄のニット、羽織
もの、シンプルニット、エイジレス
ニット、ファミリーニット、帽子や
バッグ、マフラー、おざぶ、ルー
ムシューズなど。保存版手編み
の基礎BOOK付き。

ブティックムック№1441
改訂版庭づくりのアイデア300

魔法のタワシ作品集の中から、
人気作品を抜粋して再編集した
作品集。キッチンやバスルーム
など気になる汚れを落としてくれ
るアクリル毛糸で編んだ作品が
いっぱい。

8月23日 1389円 69695-70 8月30日 1204円 69695-75

ISBN 978-4-8347-4670-9 ISBN 978-4-8347-4675-4

レディブティックシリーズ№4670
3Dグリーティングカード

紙で再現できる限界の立体カー
ド。乗り物、幾何学模様などの
テーマで、繊細な立体カードが
作れる本。詳しい写真解説付
き。全作品型紙つき、巻末には
そのまま切って使える図案付録
も。

レディブティックシリーズ№4675
毎日ピカピカ！魔法のタワシ大集合

豊富な施工実例をもとに、庭・門
まわり・ガレージ・ウッドデッキな
どシーン別に庭木・草花の選び
方・活かし方を写真解説。はじめ
て庭づくりする方向けのアイデ
アが満載。

8月23日 1500円 62458-35 8月30日 1296円 69695-74

ISBN 978-4-8347-7535-8 ISBN 978-4-8347-4674-7

ブティックムック№1435
ナチュラルガーデンスタイル

人気のナチュラルガーデンをス
タイル別に分けた実例集。イン
グリッシュガーデン、北欧風、南
欧風、リゾート風、雑木風などあ
らゆるスタイルを網羅。全600点
掲載。

レディブティックシリーズ№4674
和布でちくちくミニチュアのお着物

レディブティックシリーズ№4686
改訂版手作りしたい　人気のポシェット

お財布やハンカチなどが入れら
れる、おしゃれで身軽な小さなポ
シェットを紹介。普段使いから旅
行まで、いろいろなシーンで活
躍するデザインを掲載。

和布のはぎれを手縫いして作
る、ちいさな着物やドールハウス
の本。飾っても、ドールに着せて
も楽しめる。詳しい写真プロセス
解説付きで、着物初心者でも安
心。

8月22日 1111円 62458-34 8月29日 1000円 69695-86

ISBN 978-4-8347-7534-1

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

ブティックムック№1434
飛び出す！驚き！トリックアート塗り絵

塗り絵でトリックアートが楽しめ
る本。巻頭にあるプロセスの通
りに塗り進めれば、誰でもトリッ
クアートが描けるようになる一
冊。

ISBN 978-4-8347-4686-0
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レディブティックシリーズ№4678
はじめて作る小さな手まり

直径2cmの手まりの作り方をわ
かりやすい写真解説付きで紹
介。花模様、紙風船、風車など
伝統的な模様の美しい手まりが
作れる。ネックレスやピアスなど
のアクセサリーにできるアレンジ
方も掲載。

8月31日 1250円 69695-78

ISBN 978-4-8347-4678-5

㈱ブティック社　

レディブティックシリーズ№4680
ラトビアの伝統模様で編むすてきなミトン

ラトビアの伝統的なパターンに
基づいて、50デザインのステキ
なミトンの編み方を紹介。独特な
形と豊富な色を使用して作り上
げる模様のミトン、指なし手袋や
リストウォーマーの編み方を掲
載。すべて編み方図付き。

8月31日 1574円 69695-80

ISBN 978-4-8347-4680-8

ディズニーの人気キャラクターた
ちのポストカード塗り絵、たっぷ
り50枚入り。オシャレな切手風デ
ザインのシールつき。かわいい
箱は小物入れとして使っても！

8月31日 1111円 69695-77 9月3日 1500円

ISBN 978-4-8347-4677-8 ISBN 978-4-8347-7087-2

レディブティックシリーズ№4677
フェルトのおままごと

作って遊んで楽しめるフェルトの
おままごとの本。食べ物やお店
やさんなど女の子が大好きなア
イテムをたくさん集めました。見
ているだけでも可愛い一冊。

D7
物語を紡ぐ

ディズニーポストカード塗り絵50

開発品

8月31日 1111円 69695-76 8月31日 1407円 62458-40

ISBN 978-4-8347-4676-1 ISBN 978-4-8347-7540-2

レディブティックシリーズ№4676
和服のリメイクベストセレクション

着なくなった和服をリメイクして
着回しできる洋服や小物、アク
セサリーに。製図付き、わかりや
すい作り方説明つきで紹介。

ブティックムック№1440
EXALIVE Vol.6

ブティックムック№1439
レトロで懐かしい昭和塗り絵

塗り絵を楽しみながら、脳がいき
いき！懐かしい昭和30年代を
テーマにした塗り絵。みんなでテ
レビをみたり、縁側のシーン、ミ
シンなど思い出に浸りながら
塗ってみては？

数々の受賞作品を生んだ、全国
の有名ガーデンデザイナーエク
アライブ」の施工実例集第6弾。
「こんなお庭がほしい！」を実現
させた、全国約50の実例を厳
選！【永久保存版】

8月31日 1389円 69695-71 8月31日 1204円 62458-39

ISBN 978-4-8347-4671-6

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4671
手作りのポップアップカードBOOK

お祝いの日にふさわしいデザイ
ンから、季節ごとの様々なデザ
インを掲載。分かりやすいプロセ
ス解説。
鈴木孝美著

ISBN 978-4-8347-7539-6


