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エクステリア＆ガーデン2021年秋号

ミセス向きの上品なデザインを中
心に、ミディ丈のロングベスト、サ
イドをあけたたカジュアルベストな
ど、流行を意識したデザインも。写
真も編み図も見やすい大判サイズ
の一冊。

1227円

800円 07225-10

㈱ブティック社

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№8164
1～3日で編める大人の手編みこもの

やっこを折るという単純な指先運
動で脳を活性化しながら作れる便
利な100アイテムを掲載。だれで
も、かんたんに楽しめる新感覚折
り紙「やっこつなぎ」の世界へよう
こそ！

1300円 69700-65

レディブティックシリーズ№8165
折り紙から生まれる

やっこつなぎの実用アイテム100

9月14日

大人に似合う秋冬の手編みのウ
エアと小物26点。こだわりの糸で
編んだお洒落なデザインが魅力。
ウエアはベストを中心にプルオー
バーや羽織もの、小物は帽子、マ
フラー、アームウォーマーを掲載。

9月6日 1200円

4910120451018　01227
9月16日

レディブティックシリーズ№8151
秋冬　美しい大人の編みもの　vol.2

自宅で過ごす時間が増えて、お庭
や外構を見直してあれこれリ
フォームをしたい！などお考えの
方のために、たくさんのリフォーム
例や施工アイデアをご紹介。

12045-10

982円
ISBN 978-4-8347-8139-7

69700-39

69700-51

ISBN 978-4-8347-8165-6

9月6日

ISBN 978-4-8347-8151-9

レディブティックシリーズ№8139
秋冬＊ミセス 手編みコレクション30

NOW
PRINTING

コットンフレンド2021年秋号

1200円9月28日

1300円

ネイルUP！2021年秋号

ISBN 978-4-8347-8163-2
69700-63

9月10日

13625-10

付録　ハンドメイドの基礎BOOK、
リバティプリント1枚　創刊20周年
記念号　今作りたい、使ってみた
いバッグやポーチ、生活雑貨を詰
め込みました。4910136251015　01050
表紙：泉里香　特別付録：ネイル
デザインカタログ●秋カラーはシ
アーでこなれる●アースなカラーと
ショートなフォルム●ネイルホイル
●秋イベントネイル●神収納●水
彩ネイルの世界

69700-64

4910072251018 00800

１日で編めるミニマフラー、帽子、
ポーチ、２日～３日で編めるスヌー
ド、バッグなど、少ない玉数ででき
る大人に似合うおしゃれなこもの
を５０点掲載。一部写真プロセス
解説付。ISBN 978-4-8347-8164-9

永遠の定番、アラン模様のニット
作品集。伝統的な模様を旬のデザ
インに落とし込んで、今編んで着
たいアイテムを提案。かんたんな
小物から編み応えのあるウェアま
で幅広く掲載。

ディズニーキャラクターがいっぱい
の可愛いフェルトマスコットの本。
ミッキー&フレンズやプリンセス、
ヴィランズ、ピクサーなど掲載。着
せ替えタイプのミッキー&ミニー
も！

9月3日 909円 17507-10 9月2日 1500円 69700-61

革ひもの結び方が30種類！全て
わかりやすくイラスト解説していま
す。その他にも、道具や材料など
基礎がしっかり学べる一冊。革ひ
もを使った、おしゃれなアクセサ
リーの作り方も豊富！

9月7日 900円 09647-10

レディブティックシリーズ№8162
いっぱい作って、楽しもう！
ディズニー フェルトマスコット

69700-62

9月2日

ISBN 978-4-8347-8162-5

レディブティックシリーズ№8163
アラン模様のデイリーニット

ISBNコード/誌名

4910096471010 00900

9月7日 1050円

レディブティック2021年秋号

ISBNコード/誌名

1200円9月2日

ISBN 978-4-8347-8161-8
とじこみ付録　実物大の型紙 実物
大の婦人原型1枚　【ジャケット特
集】初秋～初冬まで着られるジャ
ケット　/ジャケットカタログ/60代
からのジャケット着回し術　他着物
のリメイク　初めての服作りなど。

パッチワーク教室2021年秋号
特集の好きな布と形で作る「ポー
チ＆ケースコレクション」ではバラ
エティ豊かなポーチとケースを掲
載。クリスマスインテリア、ソーイン
ググッズも見どころ。

レディブティックシリーズ№8161
改訂版　レザークラフトの教科書

4910175071018 00909

NOW
PRINTING
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レディブティックシリーズ№8172
エコクラフトで作るかごとバッグと

ミニチュア雑貨　総集編

9月28日

レディブティックシリーズ№8171
60代から作って着たい秋冬服

レディブティックシリーズ№8170
古布で楽しむ 藍染めと大島紬の袋物

お財布、ポーチ、お薬手帳入れな
どバッグ内の小さな袋物から、ミニ
バッグにポシェット＆ショルダー
バッグ、バッグとお揃いで持ちたい
セット感覚の袋物を掲載。

9月27日 1300円 69700-70

ISBN 978-4-8347-8170-0

9月28日

1400円

既刊本から人気のあった作品を厳
選。おうち使いのかごや、おでか
けにぴったりなバッグ、インテリア
に使えるミニチュア雑貨など満載。

デイリーからお出かけまで、さまざ
まなシーンで活躍する秋冬服を型
紙つきでご紹介。チュニック、ワン
ピース、アウター、ボトムなど、
若々しいデザイン満載、S・M・Lの
３サイズ展開。

ISBN 978-4-8347-8172-4
69700-72

1300円 69700-71

ISBN 978-4-8347-8171-7

レディブティックシリーズ№8169
私に似合う、手作りのリュック

高い機能性とおしゃれなデザイン
が人気のリュックを紹介。キッズサ
イズのリュックや、リュックまわりの
小物も掲載。初めての方にも安心
のプロセス写真解説つきで充実し
た一冊。

NOW
PRINTING

ブティックムック№1566
花模様のマンダラ塗り絵

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7667-6

9月16日 1200円 69700-68

ISBN 978-4-8347-8168-7

ISBN 978-4-8347-8169-4

ISBN 978-4-8347-7666-9

900円9月27日 1200円 69700-69

9月28日 1300円

レディブティックシリーズ№8168
おうち時間で編む　毎日のニットこもの

おうち時間に手編みのぬくもりを
取り入れてみませんか？くつした
や角座、ブランケット、はらまきな
ど冬の体をあたためるのにぴった
りなアイテムが盛りだくさん！

少しの布で気軽に作れるポーチを
ベーシックな台形型からきんちゃく
タイプ、バッグ型などデザイン豊富
に紹介。マスクケースの他ポシェッ
トなども掲載した盛り沢山の一冊。

レディブティックシリーズ№8174
便利でかわいいポーチと小物

ISBN 978-4-8347-8167-0 ISBN 978-4-8347-8174-8
9月16日 1000円 69700-67 9月28日 1200円

レディブティックシリーズ№8167
大人のかんたんソーイング

2021-2022秋冬

ワンピース、トップス、ボトム、アウ
ターなど、この秋冬に作って着た
いウエアをご紹介。程よく流行を
取り入れた着やすいデザインで、
初心者から気軽に楽しめる作り方
解説・実物大の型紙付。

NOW
PRINTING

69700-74

流行りの手作りが詰まった一冊！
人気のビーズアクセサリーを掲
載！その他にも、可愛い布小物や
人気作家のプラバン、レジン、刺
繍など様々なハンドメイド作品盛り
沢山。

9月15日 1200円 69700-66

漢字のクイズばかりを集めた脳活
性ドリル。難しい漢字は使用せ
ず、知識というよりひらめき力を
使って問題を解いていく問題を１１
０問掲載。どんどん脳が活性化し
て元気になっていく１冊。

ブティックムック№1567
大人の漢字脳活ドリル

1200円
ISBN 978-4-8347-8173-1

69700-739月28日

規則的なマンダラ模様を色鮮やか
に塗っていく、マンダラ塗り絵。無
心で楽しむことができ、少しずつ色
を塗り、完成した時の達成感が得
られます。美しい図案50点掲載！

9月28日

ISBN 978-4-8347-8166-3

レディブティックシリーズ№8173
ハンドメイド日和vol.13NOW

PRINTING

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№8166
ディズニーのふわもこあみぐるみ

ベースは同じ編み方で、色やパー
ツを替えるだけでいろいろなキャラ
クターが編める。巾着やキーカ
バーといった日常で使える小物な
ども掲載。

62459-66

62459-67


