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㈱ブティック社

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№4936
和布のエプロンとかっぽう着

1200円 69698-31

表紙：宇野　実彩子　とことん花
柄を極める！ボタニカルネイル
のデザイン標本　可愛いが止ま
らない！2020的ピンクネイル
肉食ネイル　ベージュ色をメー
カー別に比較など充実の一冊。

1月23日 627円

ISBN 978-4-8347-4933-5

レディブティックシリーズ　№4933
大人かわいいハギレこもの

1月17日 1000円 69698-33

お気に入りの余った布地をいか
して作る、身の回りのこものか
ら、生活まわりのお家こものまで
大人の布こものを展開。

レディブティックシリーズ　№4932
ペイントフレンドVol.41

巻頭特集は「バレンタインの贈り
もの」。気持ちを込めた手描きの
贈りものはいかが？その他、春
らしさを先取りした「花のペイン
ティング」「おひなさま」「イース
ター」も特集。ペイントフレンドで
春準備を始めましょう。

レディブティックシリーズ　№4937
改訂版 カワイイ！がいっぱい

フェルトのマスコット

1350円 69698-32 1月21日 69698-371100円

ISBN 978-4-8347-4932-8 ISBN 978-4-8347-4937-3

1月8日

身近な手芸材料、フェルトを使っ
たマスコット集。おなじみの動物
や珍しい生き物のほか、物語や
人気のイベントをテーマにしたも
のなど幅広く掲載。全93点。

定番のデザインから前掛けタイ
プ、エプロンドレス、外にも着て
行けるかっぽう着など、毎日の
家事や暮らしが楽しくなるもの
が満載。エコバッグやアームカ
バー、ターバン風キャップ等の
小物も掲載。

1月21日 1200円 69698-36

ISBN 978-4-8347-4931-1 ISBN 978-4-8347-4936-6

1月15日

4910072250301 00627 ISBN 978-4-8347-4935-9

07225-03 1450円

ネイルUP!2020年3月号
レディブティックシリーズ　№4935

縫い代つき型紙で
かんたんソーイング

縫い代がついた型紙で縫い代
幅が一定なので、印つけをする
ことなく、その幅で縫うだけで作
れます！　アイテムはプルオー
バーやチュニック、ワンピースな
ど今どきデザインを集めました。

1月21日

出掛けるときに持って行きたい
バッグやポーチ、家の中でほっ
とする場所を作ってくれるリビン
グやキッチンのこものなど、かん
たんに作れて素敵なデザイン56
点を紹介4910096470204　00824 ISBN 978-4-8347-4934-2

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69698-341月7日 864円 09647-02

レディブティックシリーズ　№4934
毎日使いたい　手作りバッグとこもの

1月17日 1200円

レディブティック2020年2月号
とじ込み付録　実物大の型紙付
き　冬素材VS春素材　わかりや
すい縫い方イラスト解説付　チュ
ニックを作ろう 着物をコートにリ
メイク　ホームウェア＆あったか
グッズ　メンズの服と小物

レディブティックシリーズ　№4931
フェルトで作る 四季の和花

フェルトを切って、貼って、ちょっ
と縫うだけで四季折々の和花を
作ることができる。リアルな花は
もちろん、つるし飾りやフレーム
飾り、くす玉飾りなど、デザイン
展開が豊富。一部プロセス写真
解説付き。

NOW
PRINTING

69698-35
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考える力と指先を動かす作業が
同時に鍛えられる「折り紙」はま
さに脳トレにぴったりの手芸で
す。バラエティに富んだテーマの
作品をたっぷり集めているの
で、楽しみながら脳を活性化で
きます。

㈱ブティック社

1月21日 1100円

ISBN 978-4-8347-7589-1

891円

レディブティックシリーズ　№4938
改訂版 脳活性折り紙全書

レディブティックシリーズ　№1489
ディズニー　脳トレ点つなぎ

井上さん手配中

レディブティックシリーズ　№4941
島津冬樹の段ボール財布の作り方

名取さん手配中

69698-41

話題の段ボールアーティスト島
津冬樹が、段ボール財布の作り
方を公開！長財布や折り財布を
はじめコインケースやカードケー
スなどの作り方を掲載。すぐに
財布が作れるオリジナル段ボー
ルの付録つき

1200円 69698-39

ISBN 978-4-8347-4939-7

レディブティックシリーズ　№4939
増補改訂版 手作りしたい

女の子のドレス

ISBN 978-4-8347-4940-3

レディブティックシリーズ　№4940
暮らしを彩る小さな布絵キルト

69698-40

1月23日

特別な日に着せてあげたいハン
ドメイドの女の子のドレス。作り
やすいシンプルなものから
フォーマルドレス、お姫様みたい
なドレスまで幅広いデザインが
楽しめる一冊。100、110、120、
130ｃｍの4サイズ展開。

季節の移り変わりを教えてくれ
る草花や年中行事の１コマな
ど、身近で何気ない風景をアッ
プリケキルトで表現した著者独
特の作品を全42点紹介。図案
は全てとじ込み付録の実物大の
型紙に掲載。

NOW
PRINTING

69698-38

NOW
PRINTING

1月27日 1350円

ISBN 978-4-8347-4942-7

レディブティックシリーズ　№4942
トールペインティング

 季節のデザインBOOK

ISBNコード/誌名

渡部さん手配中

季節を彩るデザインを集めた
トールペイントのデザイン集。バ
レンタイン、イースター、ハワイ
アン、ハロウィン、クリスマス、テ
ディベアの6章に合わせた作品
をピックアップ。季節を感じなが
らペイントを楽しめる一冊。

1月29日

ISBN 978-4-8347-4941-0

1月29日 1600円 69698-42

1500円

数字を見つけて、点をつなぐだ
けでかわいいディズニーのキャ
ラクターのできあがり！ミッキー
＆フレンズやプーさん、プリンセ
ス、クラッシックキャラクターなど
約60点を掲載。こどもから大人
まで楽しめます！ISBN 978-4-8347-4938-0

ISBNコード/誌名

東宮さん手配中

レディブティックシリーズ　№1490
改訂版 すてきな玄関・門まわり・駐車場

62458-891月29日

1月29日 1400円 62458-90

ISBN 978-4-8347-7590-7

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
を集めた一冊。テイスト・スタイ
ル別など全71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。


