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FAX: 03(3234)2135 (販売部直通） TEL：

※お掛け間違いのないようご注意ください FAX：

レディブティックシリーズ　№8192
改訂版　素敵なつまみ細工

1100円 69700-87

●巻頭特集　秋のコーデを格上
げさせるワンマイルアクセサリー
／冬を彩るアクセサリー／21年
空前のビーズブームを徹底調
査！／いちばん簡単なビーズア
クセサリー教室／きらめきの
オートクチュール他。

1250円

11月17日 69700-931300円

1300円 69700-89

リラックス出来るけれど、カジュ
アルすぎない着心地の良い普
段着。ワンマイルウエアと家仕
事やくつろぎタイムにあったらう
れしい大人世代のぬくもりのあ
る暮らし着を紹介。

㈱ブティック社

11月26日 69700-94

レディブティックシリーズ　№8193
ILEMER WORLDへようこそ！

ハッピードールの着せかえソーイング&ぬい撮り

1300円 69700-88

PH手配中

ISBN 978-4-8347-8188-5 ISBN 978-4-8347-8193-9

11月5日

キャラクターブランド「イルメール」の
人気アイテム、ハッピードールの着
せかえ服と作り方を掲載。カジュア
ル服やルームウェア、ドレスなどバリ
エーション豊富な服がいっぱいで
す！ぬい撮りのテクニックも紹介し
ているので、作った後はお気に入り
の服を着せて、SNSなどにアップし
て楽しもう！

ISBN 978-4-8347-8189-2 ISBN 978-4-8347-8194-6

ニット作家、「ミトン屋」さんが編
む、編み込み模様の手編みのミ
トンとこものの本。森や花、動
物、雪柄などオリジナル柄を用
いたミトン、ハンドウォーマー、
帽子、マフラーなど、身につけた
くなるアイテムが充実。編み図も
見やすい。

1200円 69700-92

レディブティックシリーズ　№8194
ほっこり暖かな日常着

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-8192-2

11月1日

4910176690126 01000 ISBN 978-4-8347-8191-5

17669-01 1300円

ビーズfriend2022年冬号
開くときの楽しみが詰まったポッ
プアップカードは、プレゼントに
もぴったり。1年のさまざまな
シーンで役立つデザインのカー
ドから、プレゼントに添えても喜
ばれそうなデザインのミニカード
まで多数掲載。

羽二重とちりめんで作る花モ
チーフのアクセサリーを中心に
新作を15点加えた改訂版。普段
使いの小さなアクセサリーから
七五三、成人式、ウェディングな
ど特別な日のアクセサリーまで
掲載。

11月16日

初心者でも楽しめる1day レッス
ン。この冬に持ちたいかごバッ
グ、クリスマスのミニチュアの世
界、犬のマスコットなどを掲載。
SNSで発掘した干支の作品な
ど。オールカラーで、わかりやす
い解説と共に見どころ満載!

69700-91

4910096471218 00864 ISBN 978-4-8347-8190-8

11月27日 1000円

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69700-9011月6日 864円 09647-12

レディブティックシリーズ　№8190
みんなの紙バンド雑貨 vol.7

11月5日 1350円

PH手配中

レディブティックシリーズ　№8187
オーブン粘土で作るクレイリング

SNSなどで話題沸騰中の「クレ
イリング」の作り方アイデアを掲
載した一冊。オーブン粘土を
使ったカラフルでかわいい指輪
のアイディアがもりだくさん。全
作品、写真プロセス解説紹介。
特別付録：オーブン粘土3色
セット

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№8191
手作りのかわいいグリーティングカード

レディブティックシリーズ　№8188
手ぬいで着物リメイク ゆったり心地よい服

着物をほどくとできる36cm幅と
18cm幅の布をぬい合わせ、
ゆったりとした着心地のよいリ
ラックスできる服にリメイク。「型
紙を使って作る服」と、型紙を使
わずかんたんな「まっすぐぬい
の服」とこもの全30点掲載。

11月15日

ISBN 978-4-8347-8187-8

レディブティック2021年冬号
●とじこみ付録　実物大型紙付
冬のワードローブ／【冬のアウ
ター特集】美コート／わかりやす
い縫い方イラスト解説付き　はじ
めての冬服作りに挑戦／【60代
からの装い提案】／師走に向け
て作りたいデイリーウエア　他

PH手配中

11月5日

レディブティックシリーズ　№8189
ミトン屋さんの手編みのミトンとこもの
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㈱ブティック社

11月26日 1200円

ISBN 978-4-8347-7674-4

1500円

NOW
PRINTING

69700-98

1400円

NOW
PRINTING

ブティックムック №1574
有機の土づくり　超基本と応用

ISBNコード/誌名

現代の暮らしに合わせた「季節
の移り変わりやイベントを家の
中に飾る事で楽しむ」をテーマ
に、日本のお節句以外でも暮ら
しに溶け込んでいるハロウィン
やクリスマスなども交えて、季節
の飾り物25点掲載。

NOW
PRINTING

69700-95

NOW
PRINTING

11月29日 1500円

ISBN 978-4-8347-7668-3

ISBN 978-4-8347-8197-7

69700-97

11月29日

69700-96

ISBN 978-4-8347-8196-0 ISBN 978-4-8347-7675-1

気軽に楽しめるロリータ服、和
風や中華テイストのデザインを
集めたシノワズリな着こなし、手
作りエプロン、制服など乙女心
をくすぐる魅力いっぱいのテー
マとアイテムを掲載。一部実物
大の型紙付。

レディブティックシリーズ　№8196
気軽に編める靴下とルームシューズ

62459-75

レディブティックシリーズ　№8197
乙女のソーイングBOOK16

11月26日

ブティックムック №1575
ディズニーボールペンイラスト決定版

11月27日1200円

既存のエクステリア＆ガーデン
から記事を抜粋し、外構とお庭
にスポットを当て、災害に負けな
いデザインや工夫を集めた一
冊。現状の家でもやっておきた
い備えも合わせて掲載。

11月29日

ISBN 978-4-8347-8198-4

62459-68

ブティックムック №1568
備えのエクステリア＆ガーデン

レディブティックシリーズ　№8198
60代からのソーイング vol.8

60代からの大人に手作りのお
しゃれを提案する一冊。チュニッ
ク、ワンピース、コート、ボトム、
割烹着、エプロンなど冬、春、秋
に活躍するウエアを網羅。程よく
流行を意識した若々しいデザイ
ン満載。実物大の型紙付。

1400円

美味しくて安全な有機無農薬野
菜をつくるための、土作りと堆肥
づくりの基本を詳しく解説。土に
関するさまざまな情報も掲載し
ているお得な一冊。

ISBN 978-4-8347-8195-3

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ　№8195
季節のしつらい

11月8日

1300円

62459-74

暮らしの定番アイテム、靴下と
ルームシューズの手編み作品を
色々なバリエーションで紹介。靴
下の編み方は写真プロセスでわ
かりやすく解説。

NOW
PRINTING

PH手配中

62459-83

NOW
PRINTING

ブティックムック №1583
この風景がすごい！

風景写真家50人のベストショット395景
「風景写真」特別編集。50人の
写真家たちの目が捉えた珠玉
の日本風景！11月29日 2000円

ISBN 978-4-8347-7683-6

ディズニーのキャラクターたちが
自分で描けるイラスト本。ミッ
キー＆フレンズはもちろん、人
気のキャラクターがいっぱい！
わかりやすい描き順で解説。


