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NOW
PRINTING

4910096470198　00824 ISBN 978-4-8347-4733-1

12月4日 972円

12月7日

レディブティックシリーズ　№4733
新・棒針編みの基本

特集：はぎれ使いのパッチワーク
春待ちバッグ、シチュエーション別
テーブル小物　四季の花を描く
アップリケキルト、初心者さんでも
作れる簡単ミシンキルトなど

とじこみ付録　実物大の型紙付
睦月の装いダイアリー　あったか
ホームウエア＆おしゃれエプロン
お正月小物　和の暮らし着　他
全196点掲載

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ　№4734
We Loveスクラップブッキング

ラブメモプラスvol.10

4910175070196　00972

17507-01

ISBN 978-4-8347-4734-8

パッチワーク教室2019年冬号

レディブティック2019年1月号

824円 09647-01

大切な写真を素敵にデコレーショ
ンするスクラップブッキングの定期
ムック第10弾。「紙1枚で作るシ
リーズ」記念日レイアウトなど、真
似したくなるアイデアがいっぱいの
楽しい一冊。

基本から解説。必要な用具、糸、
編み図の見方、編み目記号、編み
方、とじはぎなどを写真プロセスと
イラストで詳しく紹介。中級者も
困った時に役立つ充実の内容160
ページ。

12月6日 1204円 69696-34

12月4日 1111円 69696-33

NOW
PRINTING

エクステリア＆ガーデン2019年冬号
巻頭特集　美しく暮らしやすい玄
関・門まわり・駐車場、他フロント
ガーデン、心地良い庭など冬の庭
を楽しむ特集号。地震に強いエク
ステリアなど外構と庭づくりのアイ
デア満載

レディブティックシリーズ　№4735
牛乳パックで作る布箱とこもの

牛乳パックとハギレで作る布箱と
こものを掲載。かわいい＆おしゃ
れを凝縮した、もらって嬉しいとっ
ておきの人気アイテムを集めまし
た。

12月15日 1204円 12045-01 12月6日 1000円 69696-35

4910120450196　01204 ISBN 978-4-8347-4735-5

NOW
PRINTING

風景写真2019年1・2月号 特集：何度でも行きたくなる冬風景
別添小冊子：第14回美しい風景写
真100人集　風景写真×20人展

レディブティックシリーズ　№4736
今の気分で着たい服

流行を程良く取り入れたワンピー
ス、トップス、ボトム、アウターをご
紹介。定番のデザインでも色や素
材選びで今風に仕上げた全26点。
詳しい作り方付き。実物大の型紙
付き。

12月19日 2037円 07893-01 12月13日 1296円 69696-36

4910078930191　02037 ISBN 978-4-8347-4736-2

レディブティックシリーズ　№4728
たっぷり楽しむ　ハンドメイド小物219

レジン、プラバン、刺しゅうから手
縫い、編み物まで20種類以上の
ジャンルの作品を200点以上掲
載。ジャンルにとらわれず、おしゃ
れな小物が作りたいあなたに贈る
決定版。

レディブティックシリーズ　№4737
気軽に編めちゃう

どんぐり帽子とかわいい帽子

どんぐり帽子やピクシーハット、麦
わら風の帽子など、編みやすくて
おしゃれな帽子の作品集。キッズ
やベビーがより一層かわくなっちゃ
うデザインを多数掲載。

12月14日 1204円 69696-28 12月13日 1000円 69696-37

ISBN 978-4-8347-4728-7 ISBN 978-4-8347-4737-9

レディブティックシリーズ　№4731
ゆったり着られるシニア世代の服

きつい、腕があげにくい、丈が短く
て気になる部分が見えてしまう、
長時間着ていられないなど、そん
な気持ちを感じず気分良く着られ
る、シニア世代に似合うデザインを
紹介。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№4738
手作りワンピースが好き

シンプルなものから手のこんだも
の、お出かけ着からリラックス感の
あるものまで、色々なデザインを
集めたワンピース好きの為の一
冊。全36点。実物大の型紙付き。

12月4日 1296円 69696-31 12月13日 1111円 69696-38

ISBN 978-4-8347-4731-7 ISBN 978-4-8347-4738-6

12月4日 1111円 69696-32 12月14日 1204円 69696-39

ISBN 978-4-8347-4732-4 ISBN 978-4-8347-4739-3

レディブティックシリーズ　№4732
年中使える手作りの通園通学グッズ

2019年版

色がきれいで切ったり、縫ったりが
ラクに楽しめるフェルトで素敵なつ
るし飾りを。季節感のあるもの、動
物モチーフ、インテリア向けのエレ
ガントなデザインなど39点掲載。

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。

レディブティックシリーズ　№4739
フェルトで作りたい

きれい色のつるし飾り

㈱ブティック社
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開発品
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開発品
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書籍
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1833円

ISBN 978-4-8347-4742-3

㈱ブティック社

K3
まんがでわかる日本の行事12か月

1620円

ISBN 978-4-8347-7091-9

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№4741
手作り通園通学グッズ

手さげバッグ、上ばき入れ、着替
え袋の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
グッズを詳しい写真解説で紹介。

ISBN 978-4-8347-7090-2

ふくろうと7つの縁起飾りで福を呼
ぶ、つるし飾りの材料キット。詳し
い作り方説明書が付いているの
で、初心者の方でも安心です。お
部屋のインテリアとして楽しく作っ
てください。

D10
ふくろうの縁起つるし飾りキット

12月5日

ISBN 978-4-8347-9003-0

K2
大集合！めいろ・まちがいさがし・

えさがし82
子どもの考える力を伸ばすような
めいろ・まちがいさがし・えさがしを
たっぷり82点紹介。楽しんで遊ぶ
うちに考える力がみるみるアップ。12月5日

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ　№4740
人気の変な生き物と

絶滅動物折り紙あそび

変な生き物と絶滅動物。見た目が
怖い深海魚など、いしばし先生ら
しい可愛いキャラクターとなって再
現。それぞれの生き物データーも
書いてあるので、折りながら特徴
を学べる本。

D9
プログラミング＆データ構造ボードゲーム

コンピューターサイエンスの考え
方や発想のヒントとなる芽を育む
ボードゲーム。楽しく遊びながら論
理的思考力、コミュニケーション
力、問題解決力を培うことができ
ます。

12月15日 1111円 69696-40 12月13日 1380円

ISBN 978-4-8347-4740-9 ISBN 978-4-8347-7089-6

12月18日 1000円 69696-41 12月17日

草花、観葉、エアプランツなど約80
種のプリザーブドメーキングを基
礎からわかりやすく解説。自作の
花材でハーバリウム、グリーンイン
テリアなどを作って楽しむ作品約
70点掲載。

D11
ハーバリウムキット

ISBN 978-4-8347-4741-6

ブティック・ムック　№1451
改訂版　コード10個でギター弾き語り

　初心者定番曲集

62458-51

ISBN 978-4-8347-7551-8

花が浮遊する素敵なインテリア
「ハーバリウム」が作れるキット。
高さ16ｃｍの四角いしっかりとした
ビンに、あじざいやかすみ草、装
飾を入れてお洒落な仕上がりに。
買ってすぐ作れます！

昔ママが歌った懐かしい童話か
ら、今のこどもに人気の曲まで全
140曲をかわいいイラストと一緒に
楽しめる本。見やすい楽譜と、手
遊び、絵描き歌などの解説つき。
親子で長く楽しめる一冊。

12月18日 1574円 69696-42 12月17日

レディブティックシリーズ　№4742
プリザーブドフラワーBOOK

62458-52

ISBN 978-4-8347-7552-5

初心者向けのギター基礎講座や
ギターコード一覧があるので、練
習にぴったり。最新のヒット曲から
定番の曲をギターコード10個のか
んたんアレンジで掲載。安室奈美
恵の曲を追加。

NOW
PRINTING

ブティック・ムック　　№1452
改訂版ゼンタングル

12月13日 1389円

NOW
PRINTING

ブティック・ムック　　№1453
すみっコぐらしパズル塗り絵

ISBN 978-4-8347-7553-2

アメリカで大人気！絵を描くことが
苦手でも大丈夫。簡単なパターン
を繰り返し描くだけで、自由自在に
アートが完成！わかりやすいプロ
セスで全177パターンを解説。

人気キャラクターすみっコぐらしの
パズル塗り絵です。数字ごとに決
められた色をマスに塗っていくだ
けでかわいいイラストの出来上が
り。誰でも簡単に楽しめます。

D8
ディズニースクラッチアート
プレミアムコレクション10

削って描けるカラフル・キラキラで
美しいスクラッチアートが10枚入っ
たコレクション。細部、極細部でも
きれいに削りやすい2WAYのオリ
ジナルペン付き。

1000円 62458-53

12月11日 1833円

ISBN 978-4-8347-7088-9

12月18日 1556円

12月18日

12月5日 1500円

ISBN 978-4-8347-9001-6

K1
こどものうた絵本140曲

12月5日 1250円

ISBN 978-4-8347-9004-7

1300円

伝統的な日本の行事を1か月ごと
に章立てて紹介。漫画で楽しく雑
学を身につけることができる一
冊。巻末には日本人の食事につ
いての特集を掲載。

1300円

ISBN 978-4-8347-9002-3

書籍

K4
百人一首

百人一首を漫画でわかりやすく解
説。歌の意味のほか、歌人の紹介
や言葉の意味、百人一首にまつ
わる雑学などをたっぷり紹介。


