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心地よい暮らし着、お出かけ着、
着物リメイクで作る服、帯リメイク
のバッグ、古布使いのこもの、端
切れで作るアクセサリー、家事が
はかどるエプロンと割烹着、季節
や干支のお飾り、手作りマスク、
エコバッグなど。ISBN 978-4-8347-8058-1

11月6日

ビーズfriend2021年冬号

1100円

ISBN 978-4-8347-8059-8

人気作家が提案する雑貨やかご
バッグ、おしゃれな素材を使った
冬かごの提案、大人気のミニチュ
ア作品、作家の紙バンド収納術、
初心者でも楽しめる1dayレッスン
などを掲載。わかりやすい解説と
共に見どころ満載！

ISBNコード/誌名

大人気ファブリック「リバティ・プリン
ト」大特集。付録の「ＬIBERTY
FABRICS HANDMADE BOOK」では
リバティの魅力徹底解剖、永久保
存版。最新のマスク、人気のエコ
バッグが勢揃い！

ISBN 978-4-8347-8055-0

69699-56

レディブティックシリーズ №8057
nekogaoの刺繍ブローチと小物

69699-55

1200円

11月5日

69699-57

1350円

レディブティックシリーズ №8055
みんなの紙バンド雑貨　vol.5

11月5日

初心者にも編みやすい方眼編み
やチャレンジしたいパイナップル
編みなどの素敵なドイリーを新た
に"マスクケース"加えて再編集。
プチドイリーや布使いの作品、さら
にテーブルクロスなどの大作まで
のおしゃれな作品満載。

ISBN 978-4-8347-8057-4

猫のボディに刺繍を施したブロー
チが人気のnekogaoさんの初の著
書。見ているだけで癒やされるネ
コブローチや、新作の小物の作り
方を掲載。写真プロセス解説付。

11月5日

レディブティックシリーズ №8056
増補改訂版　爽やかに彩るレース編み

ドイリー・テーブルセンター＆小物

ISBN 978-4-8347-8056-7

1300円

4910096471201　00900

とじこみ付録　実物大の型紙付 「3
世代で着まわせる服」、普段にも着
たくなるおしゃれな割烹着、かこみ
製図で作るシーン別師走の日常
着、着物のリメイク-憧れのコート、
クリスマスの飾りもの他

ISBNコード/誌名

11月7日 1000円 13625-12

11月7日

レディブティック2020年12月号
NOW

PRINTING

レディブティックシリーズ №8058
和布ソーイングvol.15NOW

PRINTING

1000円 17669-01

11月21日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

巻頭特集「冬のおでかけアクセ50」
特集「デリカビーズで作るアクセサ
リー」「きらめく氷雪の世界 Winter
アクセサリー」「スワロフスキー・クリ
スタル特集」　「ビーズクロッシェの
がまぐち」他、楽しいアクセサリーの
情報が満載です。

表紙手配中 表紙手配中

627円 07225-01

4910072250110　00627

4910136251206　01000

コットンフレンド2020-2021年冬号

900円 09647-12

ネイルUP!2021年1月号
「ギャラクシーネイルのすべて」「今
年のジュエリーはアクセサリーネイ
ル（誕生石）があればいい！」「ハー
ドクリアジェル」「あつまれ！どうぶ
つのネイル」「冬ペティ」他

表紙手配中

69699-58

着物をほどいて布にもどすことな
く、元の形や縫い目を生かして服
にする、人気手ぬい作家高橋恵
美子さんのリメイク集。縫うところ
が少なく短時間で簡単にできるお
洒落なワンピース、チュニック、
セットアップ、コート、ベストなど。

ISBN 978-4-8347-8052-9

11月7日 1200円 69699-59

1050円11月27日

4910176690119　01000

レディブティックシリーズ №8059
和布で作る　縁起がいい飾りもの

レディブティックシリーズ №8060
手ぬいでかんたん！

ほどかずそのまま着物をリメイク

毎年発生する自然災害、突然沸
き起こる新型ウイルスの流行。そ
んな時こそ、縁起のいい飾りもの
で、運気をアップさせては。置きも
の、タペストリー、根付けなど、趣
のある和布で作った40点。すべて
縫い代つきの型紙ですぐ作れる。

レディブティックシリーズ №8052
ハギレのアイデア

ISBN 978-4-8347-8054-3

11月9日 1300円 69699-60

ISBN 978-4-8347-8060-4

69699-5211月4日

69699-54

部屋に飾っておくだけでほっこりと
するおなじみの縁起物、季節のお
飾り、人気のかわいい動物たちの
あみぐるみを集めた1冊。見やすい
大きな編み図で全62点掲載。

雑誌「コットンフレンド」のバックナン
バーから、人気のあったハギレで作
る小物のみ抜粋したベストセレク
ション本。作って、飾って、贈りたく
なる小物を掲載。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。

11月4日 1200円

レディブティックシリーズ №8054
大きな編み図が見やすい

心和むあみぐるみ
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ブティックムック№1509
ディズニーマジカルパズル塗り絵

ISBN 978-4-8347-9050-4

ISBN 978-4-8347-7609-6

11月18日 1200円

11月30日

数字ごとに決められた色を塗って
いくだけで塗り絵が完成するディ
ズニーパズル塗り絵の新刊。24色
セットの色鉛筆で一冊楽しめま
す。お子様から大人まですべての
方におすすめ。

余った布で楽しめるポーチ、デイ
リーこもの、手作りマスク、ミニ
バッグ＆ポシェット、素敵な生活こ
もの、髪飾りとアクセサリー、ちい
さな布で作れるアイデアなどかわ
いいこものがいっぱい！

11月30日 1000円

1400円

ISBN 978-4-8347-8068-0

11月16日

表紙手配中

レディブティックシリーズ №8068
60代からのソーイングvol.6

秋冬春に活躍するトップス、チュ
ニック、ワンピース、ボトム、アウ
ターに加え、かっぽう着、エコバッ
グ、マスクなどの小物も掲載。全
50点。人気テーマ「着回し提案」も
充実。詳しい作り方付。実物大の
型紙付。

1100円 69699-62

ISBNコード/誌名

69699-67

69699-66

69699-63

ISBN 978-4-8347-8064-2

69699-64 書籍

かわいいニットこものを編みなが
ら、冬じたくを始めませんか？ちょっ
としたお出かけの時間が楽しくなる
手袋やマフラー、ニットバッグなど
かわいいデザインがたくさん。

家事や作業をするときに、さっと着
られて便利な割烹着を作り方付で
掲載。エプロンドレスのようなおしゃ
れなデザインを多数紹介。 69699-68

69699-09

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-8063-5

11月16日 1300円

レディブティックシリーズ №8063
改訂版　和を楽しむパッチワーク

バッグと暮らしの手作り

レディブティックシリーズ №8062
改訂版　暮らしに寄り添う

手作りのかっぽう着

K50
余り布で何つくる？新装版

11月27日 1300円

人気作家が作る「この冬作ってきた
い服」大特集。アウターからパン
ツ、ブラウス、ワンピースまで作り映
えする作品が目白押しです！

ISBN 978-4-8347-8062-8

ISBN 978-4-8347-8066-6

11月17日

表紙手配中

ISBNコード/誌名

1200円

レディブティックシリーズ №8066
COTTON FRIEND SEWING vol.5

新生児から90ｃｍサイズのベビー
のための服とこものをデザイン豊富
に71点掲載。作品はミシンで作るも
のの他に、手縫いで作れるものも
紹介。

和布をつないだパッチワークバッグ
やポーチ、インテリアを掲載。紬や
藍布のシックな作品から華やかな
ちりめんの小物まで楽しめる。新た
に和布を生かした作品を追加。

表紙手配中

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-8067-3

レディブティックシリーズ №8067
改訂版　手作りしたいベビー服＆こもの

11月27日 1100円

レディブティックシリーズ №8064
手編みのかわいい冬こもの


