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レディブティックシリーズ　№4704
心地よい暮らしの手作り服

特集：紅葉前線を追え！関東発・
南へ　「風景写真」的カメラレポー
ト　付録・中綴カレンダー28P

NOW
PRINTING

レディブティック2018年11月号
とじこみ付録　実物大の型紙付
「手作りならではのお洒落セットが
嬉しい服と小物」　「シンプルモダ
ンな和柄の服」　「流行のチェック
柄に挑戦！」「柄合わせLESSON」
他　全151点掲載

風景写真2018年11・12月号

4910096471188　00824 ISBN 978-4-8347-4704-1

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ　№4705
刺しゅう全書

4910078931181 02037

69696-04

2037円 07893-11

刺しゅう日和vol.1～vol.3より作品
を厳選して紹介。フランス刺しゅ
う、クロスステッチ、ビーズ刺しゅう
を掲載。

毎日を心地よく暮らすための手作
りの服を集めた一冊。ワンピース、
チュニック、プルオーバーなど、す
べて作り方付きで全32点掲載。

10月15日 1389円 69695-05

ISBN 978-4-8347-4705-8

ISBN 978-4-8347-4698-3

10月6日 824円 09647-11 10月15日 1111円

レディブティックシリーズ　№4706
パッチワーク折り紙の壁飾り

10月20日

簡単な三角形や四角形を貼り合
わせて作る壁飾り、作ったパター
ンは単独で楽しむのはもちろん、
パッチワークのようにつなぐことが
出来るので大人数での作業にも
ぴったり。

10月2日 1204円 69695-98 10月15日 1389円 69696-06

ISBN 978-4-8347-4706-5

レディブティックシリーズ　№4699
いしばしなおこ　かんたん！こどもの折り紙あそび

いしばしなおこ著書の中から簡単
に作れるものを抜粋して、こども向
けの本に再編集。動物などの生き
物やおままごとに使えるスイーツ
などを掲載。幼稚園や施設の教材
としても使える。

レディブティックシリーズ　№4707
ペットボトルキャップで作るかわいいこもの

レディブティックシリーズ　№4698
人気の巾着バッグ

手作りしたい人気の巾着バッグを
大特集。手に持つタイプ、ショル
ダータイプ、小さな物をまとめる時
に便利なミニタイプなど色々なデ
ザインを紹介。

ペットボトルキャップを使ったかわ
いいこものの作品集。ミニピンクッ
ションやこもの入れ、マグネットや
キーホルダーなど豊富なアイテム
を掲載。全148点作り方付き。

10月2日 1000円 69695-99 10月15日 1000円 69696-07

ISBN 978-4-8347-4699-0 ISBN 978-4-8347-4707-2

レディブティックシリーズ　№4701
かんたん楽しい！手編みの時間vol.4

表紙：蓮佛美沙子。簡単に編めて
今年らしいデザイン満載の秋冬
二ット作品集。ウエアの他に巻きも
の、レッグウエア、バッグなどの小
物も紹介。一部写真プロセス解説
付き、とじこみ小冊子付き。

レディブティックシリーズ　№4708
きれいに仕立てるパッチワークバッグ

雑誌「パッチワーク教室」掲載の中
から、形よくきれいに仕立てること
ができるバッグを収載。5種のバッ
グの仕立て方プロセスやバッグ作
りに役立つコツがたくさん。

10月11日 787円 69696-01 10月16日 1296円 69696-08

ISBN 978-4-8347-4701-0 ISBN 978-4-8347-4708-9

レディブティックシリーズ　№4702
かんたん　おしゃれ！手ぬいで楽しむ大人服

着心地よく手ぬいしやすいパター
ンとそのアレンジで作るブラウス、
チュニック、ワンピース、ボトム、ア
クセサリー、バッグなど30点。
高橋恵美子著。

レディブティックシリーズ　№4709
改訂版　素材をいかして和服のリメイク

着物、羽織、帯などの和服の素材
をいかして素敵な洋服やバッグに
リメイク。丁寧な下準備の方法や
縫い方のポイント解説も掲載。製
図・裁ち合わせ図付きで全57点。

10月11日 1000円 69696-02 10月17日 1111円 69696-09

ISBN 978-4-8347-4702-7 ISBN 978-4-8347-4709-6

10月11日 1296円 69696-03 10月18日 1000円 69696-10

ISBN 978-4-8347-4703-4 ISBN 978-4-8347-4710-2

レディブティックシリーズ　№4703
ペイントフレンドVol.36

ちくちく縫って作る手縫い布小物。
針と糸さえあれば気軽に手作りが
楽しめるのが嬉しい。ポーチやミニ
バッグ、ソーイング小物やマスコッ
トなど、作りたくなるかわいい小物
が満載。

今号のメインテーマは、クリスマス
コレクション。人気作家のそれぞれ
のテーマの絵が季節を彩る。和の
デザインで祝うお正月、ディズニー
のトールペイントなど。

レディブティックシリーズ　№4710
改訂版　手縫いの布こもの

㈱ブティック社
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好評につき第二弾！一日一枚塗
り絵を楽しむだけで集中力・想像
力がアップ！動物や乗り物、模様
などこどもたちが好きな塗り絵が
いっぱい。自由に塗って楽しもう！

62458-46

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ　№4711
改訂版　ふっくらあたたか手編みのおざぶ

人気の高いデザインを中心に45
点掲載。花モチーフ、リフ編み、コ
イル編み、モチーフつなぎなど、気
軽に編めるものから編みごたえの
あるものまで満載！

NOW
PRINTING

ブティック・ムック　№1445
たっぷり楽しむ　ディズニーパズル塗り絵大集合

指示された数字のマス目に色を塗
ると、ディズニーキャラクターが浮
かび上がるパズル塗り絵。ミッ
キー＆フレンズ、プーさん、ピク
サーまでたっぷり65点掲載。

10月18日 1000円 69696-11 10月16日 1000円 62458-45

ISBN 978-4-8347-4711-9 ISBN 978-4-8347-7545-7

レディブティックシリーズ　№4712
和布ソーイングvol.11

和柄布で作る趣のある服やバッ
グ、アクセサリー、飾り物を詳しい
作り方付きで紹介。お出かけ着だ
けでなく古布や着物地を生かした
ウエアや日常着も掲載。

10月29日 1000円 69696-12 10月18日 1000円

ISBN 978-4-8347-4712-6 ISBN 978-4-8347-7546-4

1000円

ISBN 978-4-8347-4713-3 ISBN 978-4-8347-7547-1

ブティック・ムック　№1446
とっても楽しい！こどものマンダラ塗り絵

レディブティックシリーズ　№4713
パッチワーク教室特別号

季節と行事を楽しむパッチワークの贈りもの

干支の飾り、四季の暮らしを楽し
む花と行事のインテリア、12ヶ月
のフレーム、好きな色で作ってあ
げたいバッグなどのテーマを紹
介。自分好みの作品が作れるアイ
デア満載！

ブティック・ムック　№1447
左利き専用　綺麗な字が書けるペン字ドリル

62458-47

パン屋さん、ピクニック、学校、毎
日服、ハロウィン、クリスマス、ウェ
ディングなど、シーンごとのお洋服
を展開。たっぷり楽しめる59作品
掲載。

レディブティックシリーズ　№4714
シルバニアファミリーの着せかえBOOK

左利きの人が使いやすいようにお
手本を書き込み欄の右側に配置。
あっという間にみるみる字が上手
くなる左きき専用のペン字ドリル。

10月29日 1000円 69696-13 10月18日

10月29日 1111円 69696-14

ISBN 978-4-8347-4714-0

69696-15

ISBN 978-4-8347-4715-7

レディブティックシリーズ　№4715
改訂版　和布で作るアクセサリー

レディブティックシリーズ　№4716
余り毛糸で楽しく編む　かわいい小物100点

ISBN 978-4-8347-4716-4

ネックレス、ブローチ、ブレスレッ
ト、チャームや根付け、ヘアアクセ
サリー、重宝なメガネ用のグラス
ホルダーにスカーフ＆ストールと
大人のデザインが勢揃い。

寒い季節に役立つあったかアイテ
ムや、オールシーズン楽しめる
ポーチやアクセサリーなどを余っ
た毛糸で編んでみませんか？靴
下、マフラー、帽子、生活雑貨など
100点掲載。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№4717
改訂版　エプロン全書

カジュアルタイプのエプロンからエ
レガントなデザインのエプロン、カ
バー力の高い割烹着、キッチン小
物までデザイン豊富に140点紹
介。一部詳しい縫い方解説付き。

10月30日 1111円 69696-17

ISBN 978-4-8347-4717-1

10月29日 1100円

10月30日 1111円 69696-16

プチブティックシリーズ №646
改訂版　フェルトで作るかわいいマスコット

パンダやバグ、ねこ、うさぎ、クマ、
イヌなどかわいい動物マスコットを
中心に、くだものや野菜、スイーツ
までデザイン豊富に掲載。すべて
実物大の型紙掲載。

10月18日 630円

ISBN 978-4-8347-6646-2

67700-46


