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伝承のお細工物からオリジナル
のデザインまでちりめんの端切れ
で作ったさまざまな巾着をご紹
介。日々の暮らしの中で使った
り、飾ったりして楽しめる作品を34
点掲載。

1111円

大高輝美さんの懐かしいフェルト
のマスコットが復活。大切にしまっ
ていたコロコロ人形、お店屋さん、
おもちゃ箱から、かわいくておちゃ
めな324点が昔のまま再登場。

11月13日 1667円 69696-23

11月19日 1296円 69696-25

ISBN 978-4-8347-4725-6

ISBN 978-4-8347-4718-8

ISBN 978-4-8347-4723-2

レディブティックシリーズ　№4718
みんなの紙バンド雑貨vol.1

11月5日 1296円

紙バンドで作るステキなインテリア
雑貨情報誌。人気作家が提案する
雑貨やかごバッグ、冬かごコーディ
ネート、5ｍでできるちっちゃなか
ご、ミニチュアの世界など盛りだくさ
ん。

レディブティックシリーズ　№4723
復刻版　大高輝美のコロコロ人形

11月28日

ビーズｆriend2019年冬号

巻頭特集　「華やかで美しい　進化
するワイヤージュエリー」「冬が似
合うパールのアクセサリー」「ビーズ
で作るおしゃれな時計」その他、
オートクチュールビーズ刺しゅう、ス
ワロフスキークリスタルのブローチ
など、情報が満載です。

69696-18

778円 17669-01

レディブティックシリーズ　№4719
60代からのソーイングvol.2

従来のシニア向けの服では満足で
きない女性におすすめのソーイン
グ本。程良く流行を取り入れた着や
すいデザイン満載で秋冬ものを中
心に、バッグ、巻きものなどの小物
も紹介。全49点。実物大の型紙2枚
付き。

レディブティックシリーズ　№4725
ちりめんで作るお細工巾着

11月6日 1389円 69696-19

ISBN 978-4-8347-4719-5

NOW
PRINTING

ネイルUP!2019年1月号
表紙：ベッキー　秋冬こそキラピ
カ！最新パーツ＆アイテムで作る
NAIL。　自分好みに染めるベイクド
カラー、　野暮ったいなんて言わせ
ない！トレンドチェック　老けhand急
増中！　難爪カウンセリング他。

11月22日 537円 07225-01

4910072250196　00537

11月14日

1204円13625-12

69696-20

レディブティックシリーズ　№4720
COTTON FRIEND SEWING

4910136251282　00806

ISBN 978-4-8347-4722-5

11月13日

11月13日

レディブティックシリーズ　№4721
和布で楽しむ季節のお飾りとこもの

11月7日 824円 09647-12

4910096471287　00824

69696-21

ISBNコード/誌名

11月7日

1296円

806円

ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティック2018年12月号
とじこみ付録　実物大の型紙付　「3
世代で着られるコート」「縫い方解
説付　チュニックを作ろう」「ハンドメ
イドのクリスマス」「ハギレで作る小
物」　他　全180点掲載

NOW
PRINTING

コットンフレンド2018-2019年冬号
「冬」にぴったりの小物が満載。
ウールやジャガード、キルティング
など、あったか素材を使ったバッグ
やクリスマスのプレゼントにぴった
りの小物など。

レディブティックシリーズ　№4722
ハイミセスの手編みの帽子

「明日着る服を、今日作ろう」が
テーマの40代以上の大人の女性
が今着たい服を作れる本。コート
やあったか素材で作るワンピース
やチュニックなど、これからの季
節に役に立つアイテム満載です。

11月7日

和布で作った置物やつるし飾り、
リース、タペストリー、巾着、根付
けなど、季節に合わせて楽しみた
い心和むデザインが満載。全56
点すべて作り方付き。

ISBN 978-4-8347-4720-1

ISBN 978-4-8347-4721-8
少ない玉数で気軽に編める帽
子。定番のデザインから、人気の
エスカルゴ、キャスケット、キャプ
リーヌなど幅広く掲載。リフ編みや
編みごたえのあるユニークな編み
地まで楽しめる。棒針編みとかぎ
針編みを掲載。

4910176690195　00778

69696-24

ISBN 978-4-8347-4724-9

レディブティックシリーズ　№4724
今すぐ作りたいバッグ＆ポーチ

季刊誌「コットンフレンド」のバッグ
ナンバーより、人気のあったバッ
グやポーチをセレクト。接着芯の
貼り方やマグネットホックの付け
方など、袋物のハンドメイドで知っ
ておきたい基礎知識も掲載。

1111円 69696-22
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67700-47

数字ごとに決められた色を塗るだ
けで色鮮やかな和の塗り絵が完成
します。四季を感じる和の図案が全
部で30点。1日1枚楽しんでくださ
い。

62458-49

ISBN 978-4-8347-7549-5

62458-48

ISBN 978-4-8347-7548-8

ブティックムック　№1448
ジェルネイルBOOK完全版

10月31日

ブティックムック　№1449
四季を彩る和のパズル塗り絵

定番＆トレンドのテクニックをマス
ター！ジェルネイルの基本レッスン
とアートが満載の一冊。新色・新し
い特徴が際立つ主要ジェルメー
カーの商品と一流ネイリストのアー
トを豊富なプロセス解説で紹介。

1389円

11月19日

プチブティックシリーズ　№647
増補改訂版　はなをおる

1111円

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-6647-9

11月19日 1204円 69696-27 11月13日

レディブティックシリーズ　№4727
フェルトで作る　ゆかいな生きもの

気になるゆかいな生きものをフェル
トマスコットに。ハシビロコウやオカ
メインコ、メンダコなどの深海魚や
アルパカなど70作品を掲載。スト
ラップやバッグチャームにして使っ
ても！

787円

かんたんな折り方でバラやあさが
お、椿など折り紙のお花が作れま
す。

1389円 69696-30

1296円 69696-2911月28日

ISBN 978-4-8347-4730-0

ISBN 978-4-8347-4729-4

レディブティックシリーズ　№4729
ディズニーミニチュアドレス

人気のディズニーキャラクターのミ
ニチュアドレスを紹介。手作りトル
ソーやハンガーに着せて飾ったり
22cmサイズのドールに着せて楽し
めるロマンチックなデザインがいっ
ぱい。すべて作り方付き。実物大の
型紙付き。

レディブティックシリーズ　№4730
マルチホールで作る

大人のビーズステッチアクセサリー

ISBN 978-4-8347-4727-0

穴が複数空いたマルチホールビー
ズを使って作る、ビーズステッチの
アクセサリー。糸を通す箇所が多い
ので、繊細で今まで見たことが無い
デザインを掲載します。

11月28日

62458-50

ISBN 978-4-8347-4726-3 ISBN 978-4-8347-7550-1

ブティックムック　№1450
すてきな玄関と門まわり

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ　№4726
ハギレを楽しむ　バッグ＆ポーチ

大ヒットした既刊の「ハギレで作る
かわいい布こもの」のシリーズ本。
バッグとポーチに特化し、人気作家
のいろいろなアイデアを多数掲載。
全作品オールカラー解説。実物大
の型紙付き。

11月19日 1204円 69696-26 11月19日 1667円

その家の「顔」である玄関・門まわ
りの美しく機能的な成功実例を集
めた実例集。テイスト・スタイル別
等全70例掲載。家の外まわりを暮
らしやすくするアイデアが満載。


