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12月3日 1150円 69698-22 12月18日 1400円 69698-28

NOW
PRINTING

12月17日

渋くて可愛い色使いの作品作りに
定評のある柴田明美の著書。バッ
グを中心にポーチやタペストリー、
小物入れ、干支の飾りなど41点を
掲載。繊細で手の込んだ作品は、
どれも使いやすくてお気に入りに
なること間違いなし。

フェルトで作った和風モチーフの
ディズニーつるし飾り＆リースの
本。ミッキーや仲間たちが着物など
を着て、お正月や行事などに楽しめ
るつるし飾りに。マスコット単体でも
楽しめるよ。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4927
改訂版　こもの作りの基礎ノート

バッグ・ポーチ・布こもの

気軽にはじめられるこもの作り。
かんたんな形でもいざ取りかかっ
てみたら、わからないことだらけ。
そんな時に役立てて欲しい基礎を
まとめた一冊。プロセス解説付
き。新作を3点追加した改訂版。

12月18日

NOW
PRINTING

特集：全国「日いずるところの風景」
自慢。　特別企画：大反響アンケー
ト企画もう一度聞く「あなたはオーソ
ドックス？」特別付録：美しい風景
写真100人展＋Xtension展を収録
風景写真祭2020。

69698-20

2045円 07893-01

レディブティックシリーズ №4920
ディズニー 　四季を楽しむ

フェルトのつるし飾り＆リース

12月9日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4922
年中使える

手作りの通園通学グッズ2020年版

定番・必須アイテム、手さげバッグ・
くつ入れ・お着替え袋の３点セットと
お弁当セットのほか、人気の布小
物作家がデザインした通園通学
グッズや作っておくと便利なもの、
スモック、エプロンなど全76点を掲
載。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4928
柴田明美

パッチワークで「ヒュッゲ」な暮らし

ISBN 978-4-8347-4922-9 ISBN 978-4-8347-4928-1

履かなくなったジーンズを素敵な
バッグに仕上げてみませんか？
手に持つタイプ、ポシェット＆ショ
ルダー、ミニバッグタイプで展開。
わずかな布であっという間に仕上
がるのでぜひ作ってみてください。

「改訂版　1本の糸から始まる白い
レース編み」に初心者でも編める
小さなドイリーを8点プラスして再
編集した増補改訂版。レース編み
にチャレンジしたい方お薦めの保
存版としてもお得な一冊。ISBN 978-4-8347-4926-7

12月16日

レディブティックシリーズ　№4924
きれいな花モチーフの魔法のタワシ

ISBN 978-4-8347-4924-3

1000円

レディブティックシリーズ №4925
ジーンズで袋物

12月17日12月16日 1227円

4910120450103　01227

アクリル100％の糸で編むことで
洗剤を使わなくても汚れが落ちる
魔法のタワシ。3玉を無駄なく使っ
て4デザインが作れる、花をモチー
フにしたきれいなタワシ52点掲
載。

レディブティックシリーズ　№4923
フェルトで作る すてきなお飾り

ISBN 978-4-8347-4923-6

69698-24

4910175070103　00973

ISBNコード/誌名

12月4日 973円 17507-01

ISBNコード/誌名

12月7日 864円 09647-01

4910096470105　00864

ひな祭り、端午の節句、ハロウィ
ン、クリスマスなど季節のお飾り
はもちろん、干支などの縁起物を
モチーフにしたものをご紹介。フェ
ルトの鮮やかな色使いを楽しみな
がら作ってみましょう！

レディブティック2020年1月号
特別付録　実物大婦人原型　とじこ
み付録　実物大の型紙付　新春の
外出着　わかりやすい縫い方イラス
ト解説付　ストレスフリーの服　着物
のリメイクで愉しむ旅　お正月小物
付録：実物大婦人原型

12月12日 1150円 69698-23

69698-25

ISBN 978-4-8347-4925-0

1100円

1100円

69698-26

1400円

PHあり
手配中

パッチワーク教室2020年冬号
特集「きれいに作れるファスナー
ポーチ」では色々なポーチを掲載
し、ファスナーの付け方を解説。ハ
ウスパターンのキルトも必見。特別
付録：カレンダー

12045-01

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4927-4

エクステリア＆ガーデン2020年冬号

巻頭特集は美しさと住みやすさを
追求した「あこがれのエクステリア
＆ガーデン」　冬に欲しい暖かさを
感じる「ライトアップのフロントガー
デン」　お庭での時間をもっと楽しめ
る「ウッドデッキ＆ガーデン」など素
敵な実例が満載。

69698-27

ISBN 978-4-8347-4890-1

レディブティックシリーズ　№4926
増補改訂版 白いレース編み

ISBN 978-4-8347-4920-5

1100円

12月20日

風景写真2020年1・2月号
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ブティックムック №1486
日本を楽しむ 和のパズル塗り絵

12月16日

ブティックムック №1487
ネイルなんでもランキング2020年版 ネイルに関することをなんでもラン

キングにしました。
12月19日

かわいいディズニーキャラクター
たちのとっても難しいまちがいさ
がし！子供から大人まで誰でもは
まって楽しめます。ミッキー＆フレ
ンズ、プリンセス、プーさん、ピク
サーなどの問題を約30点掲載。

季節の行事やパーティーなどで喜
ばれるかわいい巻きずしの作り方
を掲載。81種類のデザインを載せ
たお得な完全版。すべて写真プロ
セス解説つきで初心者でも安心。
大満足の一冊

62458-87

ISBN 978-4-8347-7587-7

62458-86

12月9日 1500円 62458-85

数字ごとに決められた色をマスに
塗ってイラストを完成。四季や行
事、花など日本を感じるパズル塗り
絵を42点掲載。数字を見つけて指
先を動かして色を塗るので、脳トレ
としても役立ちます。自分のペース
で楽しんでください。ISBN 978-4-8347-7586-0

NOW
PRINTING

1400円

12月19日 900円 69698-30 12月12日

1000円

NOW
PRINTING

-

ブティックムック №1485
コード10個でギター弾き語り
初心者定番曲集2020年版

12月5日

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。米津玄師、DA
PUMP、あいみょん、菅田将暉、サ
カナクションなどの曲を追加。ISBN 978-4-8347-7585-3

ブティックムック №1484
わくわく！すごろく大冒険

楽しいすごろくが31種類入っている
ので、たっぷり遊べる。友達や家族
と話しながら一緒に遊ぶことで、コ
ミュニケーション力を育むアナログ
ゲーム。

ISBN 978-4-8347-7584-6

ISBN 978-4-8347-4930-4

1200円 62458-84

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 №4929
手作りの通園＆通学グッズ

スマホアプリと通信販売で買える人
気のキャラクタープリントを使ったか
わいい通園通学グッズを掲載。手さ
げバッグ、上ばき入れ、お着替袋の
３点セットをはじめ、ボンドで作れる
保育園バッグ、お弁当セットを詳し
い写真解説で紹介。 ISBN 978-4-8347-7588-4

62458-88

NOW
PRINTING

12月19日 1000円 69698-29 12月23日 800円

ISBN 978-4-8347-4929-8

レディブティックシリーズ №4930
増補改訂版　はじめて編む棒針編み

毎日使いたい、おしゃれなニットア
イテムを気軽に編める一冊。棒針
編みが初めてでもトライしやすいよ
うに、写真やイラストで詳しく解説。

ISBN 978-4-8347-9026-9

1200円

NOW
PRINTING

書籍

ブティックムック №1488
とってもむずかしい

ディスニーまちがいさがし

 K26
デコ巻きずし完全版


