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10月15日 1300円 69697-92 10月28日 1300円 69697-98

NOW
PRINTING

10月28日

ちょっとおもしろい編み地や色使
い、フォルムで編んでみたくなる。
今の気分にあったデザインや着こ
なしやすいサイズ感で着たくなる。
そんなニットを集めた作品集。

余った和布やお気に入りの古布な
どを活かして作るアクセサリー。
ネックレスを始め、ブローチ、イヤリ
ング、指輪、メガネホルダー、髪留
め、チャーム、アクセサリーポーチ
と満載。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4897
和布で作りたい暮らし小物

暮らしに役立つ和布使いの小物
の本。玄関まわりの飾り物やリビ
ング、ダイニング＆キッチンなどお
部屋を素敵に彩るインテリア小物
が満載。

10月28日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4890
ハンドメイドのかんたん子ども服

2019-2020秋冬

90～120ｃｍサイズの子どもたちに
向けた秋冬服と小物を豊富なデザ
インで71点掲載。1dayソーイング、
リンクコーデやかんたんに作れてか
わいい小物や注目のゆめかわ小
物なども紹介した充実の一冊。

69697-91

1150円 69697-90

レディブティックシリーズ №4891
改訂版 好きな和布でアクセサリー

10月15日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№4892
編み地に注目！ワンダーニットこもの

ちょっとひねった注目の編み地を7
種類掲載。（バブルステッチ・ドミノ
編み・スタークロッシェ・ブリオッシュ
編み・リバーシブル編み・クロコダイ
ル編み・プランドプーリング）わかり
やすいポイントプロセス解説付きで
初心者にも安心の一冊。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4898
編みたいニット、着たいニット

ISBN 978-4-8347-4892-5 ISBN 978-4-8347-4898-7

手ぬいで着物をおしゃれなコート
にリメイクする高橋恵美子著の新
刊。１ほどかず元の形を生かして
作る２まっすぐ裁って縫う。３型紙
を使ってきれいに作る。３つの方
法でこものを含めて27点掲載。

機能性、デザイン性を考慮した今
のファッションになじむバッグを紹
介。ポーチなどの小物も含む全35
点。一部プロセス解説付き。縫い
代つき型紙ですぐに作り始められ
るのも魅力。新宮麻里著。ISBN 978-4-8347-4896-3

10月16日

レディブティックシリーズ　№4894
改訂版 直裁ちで作る

ハンドメイドこもの

ISBN 978-4-8347-4894-9

1100円

レディブティックシリーズ №4895
手ぬいでおしゃれに！
着物をコートにリメイク

10月24日10月7日 1200円

ISBN 978-4-8347-4889-5

直裁ちだからかんたんに作れる。
普段使いのバッグ、バッグの中を
整理するのに役立つポーチ類、お
家で使えるキッチンこものやクッ
ション、おしゃれなアクセサリーな
どを掲載。

レディブティックシリーズ　№4893
ペイントフレンドVol.40

ISBN 978-4-8347-4893-2

69697-94

4910078931198　01909

ISBNコード/誌名

10月19日 1909円 07893-11

ISBNコード/誌名

10月7日 824円 09647-11

4910096471195　00824

巻頭特集「Merry Christmas!」プ
ラークに描く定番の作品から、マト
リョーシカやリース型ウッドに描く
作品まで。その他「お正月と縁起
物」も特集。ディズニーペイントは
プレゼントにもぴったりな「小物と
雑貨に描く」作品を掲載。

レディブティック2019年11月号
とじこみ付録　実物大の型紙付　あ
なたはどちらが好み？無地vs柄
かんたん今どきワンピース　着物か
ら帽子とバッグへリメイク　他　全
144点掲載。

10月10日 1300円 69697-93

69697-95

ISBN 978-4-8347-4895-6

1400円

1150円

69697-96

1100円

NOW
PRINTING

風景写真2019年11・12月号
特集：オーソドックスに撮る秋
ギャラリー：紅葉正統派の粋に酔う
技法：オーソドックスと個性は矛盾
するか？ガイド：まだまだ撮れる紅
葉ガイド

69697-89

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4897-0

レディブティックシリーズ №4889
ハギレで作るかんたんパッチワークこもの

布合わせを楽しみたい人にぴったり
のバッグやポーチ、インテリア雑
貨、お裁縫道具など種類豊富に掲
載。すべての作品がオールカラー
解説付き。

69697-97

ISBN 978-4-8347-4890-1

レディブティックシリーズ　№4896
縫い代つき型紙ですぐ作れる

大人が持ちたいバッグNOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4891-8

1100円

10月9日
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ブティックムック №1481
BTS K-POP KING

10月29日

ブティックムック №1482
和風の庭百科

純和風の庭から最新の和モダンの
庭・坪庭までありとあらゆるタイプの
和風の庭実例を一挙掲載。和風の
庭の素材も網羅。この一冊で癒さ
れる空間が実現できます。

10月29日

手帳やカードに書いて使えるいろ
いろなデザインのアルファべットを
55パターン紹介。書き方のコツ、
配置の仕方などを詳しく解説、そ
のままなぞれる練習帳です。

2～4さいのなぞりおえかきの本。
いろいろな線や形、たべもの、の
りもの、どうぶつなどの絵をなぞっ
て、、楽しみながら育脳に役立ち
ます。水性ペンで描いて、ティッ
シュで消せる、練習ページ付き。

62458-82

ISBN 978-4-8347-7582-2

62458-81

10月29日 1000円 69698-03

BTSの結成から、辿ってきた道のり
や現在の活躍、この先の目標まで
グループの魅力やコンセプトを詳し
く解説。個性豊かな7人のメンバー
紹介もたっぷり掲載している。メン
バーの写真も数多く掲載。三つ折り
のポスター＆カード付き。ISBN 978-4-8347-7581-5

NOW
PRINTING

1500円

10月29日 1050円 69698-01 10月25日

1200円

NOW
PRINTING

-

レディブティックシリーズ №4903
クリスマスのハンドメイドBOOK

10月29日

雑誌「コットンフレンド」のバックナン
バーから人気のあったクリスマス作
品のみを抜粋したベストセレクショ
ン本。クリスマスに作って、飾って、
贈りたくなる小物を39点掲載。ブッ
クインの実物大型紙や、詳しい作り
方写真解説も魅力です。ISBN 978-4-8347-4903-8

レディブティックシリーズ №4902
切り紙あそび大全集175

桜まあちの切り紙を175点掲載。盛
りだくさんの内容でお得な一冊。花
や動物、四季のモチーフなど、身の
回りで活用できるかわいい図案を
掲載。切って開くだけで簡単なの
で、子どもから大人まで楽しめる。
切り紙を使ったアレンジも紹介。ISBN 978-4-8347-4902-1

ISBN 978-4-8347-4901-4

1300円 69698-02

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ №4899
写真解説でわかるユニット折り紙

シンプルなパーツをのりも糸も使わ
ずに組み合わせ、見栄えのする作
品を作るユニット折り紙の本。掲載
作品の折り方と組み方はすべて写
真で解説しているので、立体の工
程や組み合わせの工程の立体感
や奥行きがわかりやすい。 ISBN 978-4-8347-9024-5

NOW
PRINTING

10月28日 1200円 69697-99 10月3日 1600円

ISBN 978-4-8347-4899-4

レディブティックシリーズ №4901
パッチワーク教室特別号

四季の暮らしに寄り添うパッチワーク

季節の暮らしを彩るインテリアや
バッグが満載。行事や四季の花、
旬の食物をモチーフにした作品を
はじめ、季節感のあるバッグを掲
載。一冊で一年間楽しめる。

ISBN 978-4-8347-9025-2

1200円 書籍

K24
アルファベット練習帳

 K25
2～4さいのなぞりおえかき大集合！

新装版

書籍


