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実物大の縫い代付き型紙が付録
に付いているので、すぐできるの
がうれしい！ボストンタイプのバッ
グやリュック、ポシェットや巾着と
ポーチをいろいろなデザインを掲
載。

ISBN 978-4-8347-8045-1

10月13日

レディブティックシリーズ №8039
リフ編みのあったかこもの

1050円

69699-45

オールシーズン着こなしを楽しめ
るシャツワンピースを集めた一
冊。定番のシャツカラーからバン
ドカラー、スキッパータイプ、異素
材使いやシアー素材のものなど。
シャツワンピース22点と小物2点
を掲載。

ISBN 978-4-8347-8040-6

10月13日 1000円 69699-46

1200円10月1日

ISBN 978-4-8347-8039-0

レディブティックシリーズ №8046
モチーフ編みの冬こもの

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8047
長く楽しむシャツワンピース

かんたんに編める形を中心に、幅
広い年代の作品を掲載した秋冬
ニットの本。編みごたえのある伝
統柄、気軽に編めるこものもあ
り、初心者からヘビーユーザーま
で楽しめる。わかりやすい編み物
の基礎BOOK付。

誌名/ISBNコード

巻頭特集はイチゴ「章姫、宝交早
生」今回はプランターでおいしく栽
培できる方法を伝授。「最高の耕し
方」では耕す畑と耕さない畑、それ
ぞれに合う野菜や土づくりについて
の考え方が学べる。別冊付録「菜
園手帳2021」付。

ISBN 978-4-8347-8042-0

69699-43

レディブティックシリーズ №8044
改訂版 ゆったり着られる大人服

69699-42

1300円

10月9日

69699-44

900円

レディブティックシリーズ №8042
かんたん楽しい！手編みの時間vol.6

10月13日

巻頭特集は「クリスマス」上品でせ
いひつな作品から、にぎやかでか
わいいクリスマスまで幅広く特
集。人気作家の作品が当たるクリ
スマスプレゼント企画も！第二特
集は「新春を描く」と題したお正月
テーマ。

ISBN 978-4-8347-8044-4

ゆったり着られるけど、ただ大き
いだけじゃない、シルエットにもこ
だわった大人服を紹介。トップス、
ワンピース、ベスト、ボトムなど全
３０点。実物大の型紙付。

10月13日

レディブティックシリーズ №8043
ペイントフレンドVol.44

ISBN 978-4-8347-8043-7

1350円

4910096471102　00864

とじこみ付録　実物大の型紙付　端
境期に役立つ　着回し力のある服」
袖つけなし、裏なし「簡単羽織りも
の」　かこみ製図で作る　エフォート
レススタイル、大島紬の着物をリメ
イク　グレーヘアに似合うトップス
他147点

誌名/ISBNコード

10月2日 991円 08833-11

10月7日

レディブティック2020年11月号
NOW

PRINTING

レディブティックシリーズ №8045
改訂版　縫い代つき型紙ですぐできる！

バッグ＆ポーチ

1300円 69699-39

10月20日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

お花みたいな編み地が人気のリフ
編みの小物の本。秋冬にお出かけ
に役立つマフラーや手袋だけでな
く、ルームシューズなどおうちでの
時間を充実させてくれるアイテムも
掲載。はじめての方にもおすすめ
の一冊。

NOW
PRINTING

1909円 07893-11

4910078931105 01909

4910088331100　00991

野菜だより2020年11月号

864円 09647-11

風景写真2020年11・12月号 特集１「これからが撮り時！秋の残
り香」特集2「風景写真家たちの
ハードディスク事情」特集3「第21回
前田真三賞受賞作品開催」

PH手配中
武内さん

おしゃれはトレンドよりも着心地の
良さを大切にしたい。そんな女性に
おすすめしたいお洋服と小物を掲
載。素肌に心地よいコットンや麻、
着心地はゆったりしたものにこだ
わって。既刊の本に新しい作品を３
点増やした改訂版。

かぎ針を使い、丸＆四角、連続、
花、多角形の４つのモチーフのカ
テゴリーに分けて展開。ポーチ、
バッグ、マフラー、ショール、円
座、ルームシューズ、あみぐるみ
など全38点掲載。

レディブティックシリーズ №8040
改訂版　こだわりのある手作り服NOW

PRINTING

90～120cmサイズの秋冬子ども服
と小物を豊富なデザインで掲載。定
番テーマに加え、レミン＆ソランと
のお揃い服やノスタルジックな雰囲
気の服、今必須のマスク関連グッ
ズなどもご紹介！

10月21日 1400円 69699-47

ISBN 978-4-8347-8047-5

10月5日 1150円

レディブティックシリーズ №8041
ハンドメイドのかんたん子ども服

2020-2021秋冬

10月5日

69699-41

69699-40

ISBN 978-4-8347-8046-8

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-8041-3
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10月8日 1300円

数々の受賞作品を生んだ、全国
の有名ガーデンデザイナーエクア
ライブ」の施工実例集第8弾。「こ
んなお庭がほしい！」を実現させ
た、全国約50の実例を厳選！【永
久保存版】

1300円

日常生活にもなじむバッグや雑貨
を集めました、初心者でもチャレ
ンジしやすいデザインがたくさん。
持ち手をバンブーなどに変えて高
級感を出したり、また、紙ラタンを
使用したバッグはふっくらしてお
しゃれです。

秋冬に着たい、かんたんで着心
地のよいワンピース、チュニック、
トップス。今どきのデザインから
ベーシックなものまで全49点。4サ
イズ（7～13号）の実物大の型紙
付。

K48
秋冬に着たい

ワンピース・チュニック・トップス

ISBN 978-4-8347-9048-1

10月13日

お気に入りの布で作りたい、バッ
グとポーチ119点を掲載。作りや
すく、使いやすいおしゃれなアイテ
ムを厳選しています。1300円

レディブティックシリーズ №8053
使い勝手のいい、エプロンと小物

使い勝手にこだわったエプロンと小
物の本。家事にぴったりのデザイン
から、ワンピース感覚で着られるお
しゃれなエプロンまで。メンズとキッ
ズのエプロンも掲載。

10月21日 1400円

ISBN 978-4-8347-8049-9

69699-49

10月23日 1000円

寒い季節でも元気なこどもたちのた
めのニットこもの集。気軽に編めて
かわいいアイテムがいっぱい。90-
120ｃｍサイズのキッズ向け。

ISBN 978-4-8347-8048-2

1400円

ISBN 978-4-8347-8053-6

69699-53

42459-17

NOW
PRINTING

誌名/ISBNコード

レディブティックシリーズ №8048
今すぐ作りたいビーズリング

K47
新装版　エコクラフトで作る

和風のかごバッグと小物入れ 総集編

10月21日

10月23日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

書籍

ブティックムック№1517
EXALIVE Vol.8

ISBN 978-4-8347-9047-4

書籍

家時間を楽しくしてくれるインテリア
や収納グッズ、歳時記キルト、来年
の干支である丑（ウシ）の作品、普
段使いのバッグを掲載。楽しく使え
るユニークポーチも見どころ。

ISBN 978-4-8347-9049-8

書籍

NOW
PRINTING

900円 69699-48

毎日着けたくなるディズニーのかん
たん手作りマスクの本。立体、プ
リーツ、四角の3タイプを紹介。子供
から大人までみんなで楽しめる。
ミッキー＆フレンズ、プリンセス、ピ
クサーなど掲載。

韓国のアイドルや若者に大流行！
ちょっと懐かしいデザインのビーズ
リングやアクセサリーをいっぱい掲
載！初心者の方でも安心して作れ
るのでたくさん作って、ファッション
にプラスして楽しもう！

10月29日

ISBN 978-4-8347-7617-1

K49
バッグ＆ポーチのベストBOOKNOW

PRINTING

10月23日

NOW
PRINTING

PH手配中
(坂部さん）

誌名/ISBNコード

1000円

レディブティックシリーズ №8050
こどものニットこもの

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-8051-2

レディブティックシリーズ №8051
キルトと過ごすくつろぎの時間

10月27日

ISBN 978-4-8347-80505

1050円

レディブティックシリーズ №8049
かんたん！かわいい！
ディズニー 手作りマスク

69699-50

69699-51


