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㈱ブティック社

レディブティックシリーズ№4850
今編みたいニット秋冬2019-2020

人気「はぎれで作れる小物アイデ
ア」「バッグ作りに欠かせないパー
ツ類のきれいな付け方講座」「人
気ブランド布地の新柄紹介」など
秋のハンドメイドを応援する企画
が揃っています。

PH手配中

4910096470990 00824 ISBN 978-4-8347-4850-5

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4851
エコクラフトの基礎

4910136250995 00806 ISBN 978-4-8347-4851-2

NOW
PRINTING

レディブティック2019年9月号
とじこみ付録　実物大の型紙付
「晩夏から秋に作りたい服」　「今
日作って明日着て出かけよう！
1Dayソーイング」　「はぎれで作る
小物」　他全156点掲載。

NOW
PRINTING

作品を作りながら、紙バンドの基
礎から応用までじっくり学べる初心
者から上級者まで必見の保存版。
分かりやすい編み地一覧で、一見
難しく見える編み地も理解できる
ようになる。

シンプルで編みやすいデザインか
ら、編んで楽しい編み地など幅広
く掲載。メンズ、キッズ、エイジレス
で着られる二ット、帽子や巻きも
の、バッグなど小物も充実。全71
点。

8月3日 1500円 69697-51

8月7日 824円 09647-09 8月26日 926円 69697-50

806円 13625-09

コットンフレンド2019年秋号

NOW
PRINTING

ビーズfriend 2019年秋号
巻頭特集　「トレンドアクセ50」秋に
おすすめのトレンドを取り入れたア
クセサリーを約50点紹介。「丸小
ビーズ＆デリカビーズ特集」などわ
くわくするビーズ情報が満載。

NOW
PRINTING

4910176691093　01000

レディブティックシリーズ№4852
増補改訂版 パッチワークの基礎BOOK

8月7日

パッチワーク初心者が覚えておき
たいパターンの縫い方から作品の
仕立て方までを写真でわかりやす
く解説した基礎本。かわいくて実用
的な作品を掲載。

8月28日 1000円 17669-10 8月17日 1111円 69697-52

ISBN 978-4-8347-4852-9

NOW
PRINTING

風景写真 2019年9・10月号 特集「紅葉撮影、令和の味わい
方」「福田健太郎の秋」「栄馬智太
郎/勝山正人」

PH手配中

レディブティックシリーズ№4853
心地よい毎日服

素材、シルエット、肌触りなどにこ
だわった、毎日を心地良く過ごせ
る手作りの服と小物を35点掲載。
ラフなシルエットでいて品の良さも
感じられる大人に似合うスタイル。

8月20日 1898円 07893-09 8月17日 1204円 69697-53

4910078930993　01898 ISBN 978-4-8347-4853-6

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4847
バッグ＆ポーチ ベストレシピ

S3854「お気に入りの布で作るバッ
グ」とS4444「お気に入りの布で作
るバッグ＆ポーチ」から人気のあ
る作品を抜粋しまとめました。バッ
グ＆ポーチのレシピ本、決定版で
す。

PH手配中

レディブティックシリーズ№4854
改訂版 ふっくらかわいい立体刺しゅう

立体感を出す刺しゅう、スタンプ
ワークを初めてでも楽しめるようわ
かりやすく写真付きで解説。実物
大の図案の他に、ポーチやブック
カバーなどに刺した作品も紹介。

8月2日 1204円 69697-47 8月17日 1204円 69697-54

ISBN 978-4-8347-4847-5 ISBN 978-4-8347-4854-3

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4848
kazakkaの布あそび

ハギレでたのしむ布こもの

ハギレを使ったリメイクアイデア全
74点掲載。著者ならではのポップ
でスタイリッシュな布あそびを紹介
する一冊。きんちゃく、ポーチ、
コースター、着せ替えぬいぐるみ
など。

PH手配中

レディブティックシリーズ№4855
著作権フリーの作って売れる

かわいい布こもの

バッグ・ポーチ・インテリア雑貨・ベ
ビー小物などの布小物のレシピが
いっぱい！すべての作品が商用フ
リーなのでバザーやフリマなどで
売りたいものを探している人にお
すすめの一冊。

8月2日 1204円 69697-48 8月20日 1111円 69697-55

ISBN 978-4-8347-4848-2 ISBN 978-4-8347-4855-0

8月2日 1204円 69697-49 8月22日 1389円 69697-56

ISBN 978-4-8347-4849-9 ISBN 978-4-8347-4856-7

レディブティックシリーズ№4849
色と模様を楽しむ 刺し子の小物

ひなまつり、端午の節句、クリスマ
ス、お正月などの行事を楽しむ小
物や、桜、金魚、モミジなど季節感
あふれるモチーフの小物などを掲
載。

NOW
PRINTING

刺し子の定番、ふきんだけでなく
ポーチやバッグ、コースター、ブ
ローチなど日々の暮らしの中で
使って楽しめる小物を紹介。一部
ポイントプロセス解説付き。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4856
改訂版 四季の小物
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レディブティックシリーズ№4865
トールペインティング
和のデザインBOOK

レディブティックシリーズ№4869
ディズニーツムツム

ちょこっとメモ折り紙あそび more!

ベストセラー「ディズニーツムツム
ちょこっと折り紙あそび」に待望の
続編！ソフィアやパイレーツ・オ
ブ・カリビアンの仲間など折り紙初
登場のキャラクターを含め、50種
類の折り方を紹介。

8月29日

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4857
脳活性手芸

指先を使って楽しく作品を作りな
がら脳を活性化させることのでき
る手芸作品の作り方を掲載。フェ
ルト、布、毛糸、折り紙など色々な
ジャンルの手芸を載せている。

㈱ブティック社

NOW
PRINTING

ブティックムック№1479
増補改訂版 エクステリア＆ガーデン百科

8月22日

ISBN 978-4-8347-7579-2

お正月、端午の節句、ひな祭りな
ど日本の伝統行事を題材にした作
品から、季節を問わず楽しめる和
花の作品まで、ペイントフレンド掲
載の人気作品が集結。

69697-65

桜、バラ、サギ草、胡蝶蘭、ポイン
セチアなど季節の花の作品をたっ
ぷり掲載。立体的な花の作品を、
鉢植え風にかざったり、花瓶に入
れて飾ったりすると華やか。

8月22日 1111円 69697-57 8月29日 1204円 69697-64

ISBN 978-4-8347-4857-4 ISBN 978-4-8347-4864-2

PH手配中

レディブティックシリーズ№4858
改訂版 余った和布で何作る？

残った和柄布、着物の古布やハギ
レなどを上手く使って作った和小
物をご紹介。ポーチ、バッグから生
活小物、アクセサリー、部屋を飾る
インテリア小物まで、デザイン豊富
にラインナップ。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4864
改訂版 花の立体折り紙

8月23日 1000円 69697-58 8月29日 1600円

ISBN 978-4-8347-4858-1 ISBN 978-4-8347-4865-9

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4859-8 ISBN 978-4-8347-4866-6

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4859
改訂版 エコクラフトで作る

ちっちゃな仲間たち

余ったエコクラフトで作れる！愛ら
しい表情の動物たちをまんまるマ
スコットで表現。四季を楽しみ飾り
物、干支のマスコットなど、プレゼ
ントにもぴったりな作品のかわい
いデザインが満載。

レディブティックシリーズ№4866
着物のリメイク

NOW
PRINTING

ウェルカムボードやガーランド、席
札やアクセサリーをはじめ、ウエ
ディングに欠かせないアイテムの
作り方を掲載。自分らしく、かつ
リーズナブルにDIYを楽しめる。プ
レ花嫁の参考になる一冊。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4860
花嫁DIY

レディブティック掲載の着物リメイ
ク作品を厳選してまとめた一冊。
プルオーバー、チュニック、スーツ
などアイテム別に掲載。アイデア
や困った時の対処法などもご紹介
しています。

8月23日 1111円 69697-59 8月29日

8月23日 1204円 69697-60

ISBN 978-4-8347-4860-4

69697-61

ISBN 978-4-8347-4861-1

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4861
ドールサイズのミニチュアバッグ

レディブティックシリーズ№4862
発表会の手作りコスチューム

ISBN 978-4-8347-4862-8

お部屋に飾ったり、バッグチャーム
にしたり、ドールにコーディネートし
てもかわいいミニチュアバッグの
本。小さいのに本格的なデザイン
が満載。すべて作り方付き。

劇遊び、オペレッタ、ダンスなど発
表会のコスチュームを演目ごとに
掲載。ハロウィンやクリスマス会の
イベントにお薦めのかんたんな服
や小物も紹介。すべて作り方付
き。

PH手配中

レディブティックシリーズ№4863
改訂版 加藤礼子サンボンネット・スーの

アップリケキルト

ほっこり、愛らしい姿で人気のサン
ボンネット・スー。キルトを中心に、
バッグやポーチなどの小物を掲
載。針仕事をしていたり、遊んでい
たりと、ほのぼのとしたサンボン
ネット・スーが楽しめる。

8月29日 1389円 69697-63

ISBN 978-4-8347-4863-5

8月26日 1111円

8月29日 1204円 69697-62

和布使いの素敵なバッグをデザイ
ン豊富にご紹介。手提げタイプ、
2WAYバッグ、ポシェット＆ショル
ダーバッグ、リュックサック、大きめ
サイズのバッグなどメンズも持てる
形を掲載。

8月29日 1111円

ISBN 978-4-8347-4868-0

レディブティックシリーズ№4868
改訂版 かたちがステキな和布のバッグ

新築からリフォームまでエクステリ
ア（外構）やガーデン（庭）の施工
実例ベストセレクション。アウトドア
ライフを満喫するアイデアが満載。
最新のエクステリア事情を入れて
増補改訂。

1667円

ISBN 978-4-8347-4869-7

69697-68

62458-79

69697-66

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

1111円

1204円 69697-69


