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レディブティック2022年早春号

とじこみ付録　実物大型紙付
超簡単でおしゃれ！　絶対作れ
る今どき服／［60代の装い］シン
プル服／かこみ製図で作る　ウ
チソト服／和柄布の洋風服／小
物で彩る歳時記〜節分・ひなま
つり〜など

S
レディブティックシリーズ　№8209

これから私が持ちたいバッグ

お洒落なデザインや使い勝手の
よい形などこれから作りたい
バッグやポシェット、ショルダー
バッグ、手さげタイプなど。すべ
て作り方付。実物大の型紙付。

S

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69701-131月7日 864円 09647-02

レディブティックシリーズ　№8213
ちりめんで作る

かんたん、かわいい、つるし飾り

1月25日 1500円

レディブティックシリーズ　№8214
ビーズステッチアイテム大集合

針と糸でビーズをつなぐ「ビーズ
ステッチ」。かわいらしいモチー
フから、おしゃれなアクセサリー
まで。シェイプドステッチとペヨー
テステッチの作品30点以上。

1月17日

つるし飾りの人気作家、矢島佳
津美の新著。伝統的なつるし飾
りを、現代風にアレンジ！作りや
すく、かわいらしく表現。くす玉
飾り、ちりめん細工なども掲載、
全14作品、モチーフ46種。写真
プロセス解説付。

69701-14

4910096470228　00864 ISBN 978-4-8347-8213-4

ISBN 978-4-8347-8209-7 ISBN 978-4-8347-8215-8

1月11日

ISBN 978-4-8347-8206-6 ISBN 978-4-8347-8214-1

69701-06 1350円

レディブティックシリーズ　№8206
帯で作る大人のバッグ

ISBN 978-4-8347-8210-3

1月11日

招き猫やだるま、フクロウ、カエ
ル、十二支など縁起の良いモ
チーフを揃えたあみぐるみ本。
置物、吊るし飾り、ストラップ、が
ま口などのかわいい小物をご紹
介。初心者の方にもうれしい
オールカラー解説。

1月24日 1200円 69701-15

S
レディブティックシリーズ　№8210

ペイントフレンドVol.48

ページ数を大幅に増やしてリ
ニューアル！初心者向け作品
の掲載や、著名な先生と教室を
取材をしたコーナーなど、すべ
てのペインターにとっての「読み
たい！」がきっと見つかる誌面
にパワーアップ！

1500円 69701-10

ISBN 978-4-8347-8212-7

手作りするなら、コーディネート
次第で日常からお出かけまで着
回しができ、そして着心地の良
い手作り服が嬉しい。大人世代
に向けて、作りやすさも考えたシ
ンプルで着回しやすい服を23点
掲載。

㈱ブティック社

S
レディブティックシリーズ　№8212

作って着回す大人服

1月17日 1300円 69701-12

1400円

柳さん手配中

浜口さん手配中

レディブティックシリーズ　№8215
改訂版　縁起もののあみぐるみ

1300円 69701-09

使わなくなってしまった帯をバッ
グにリメイク。トートバッグやショ
ルダーバッグ、リュックなど、カ
ジュアルからお洒落なタイプま
で計34点をご紹介。

1月17日
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1月25日 1250円 書籍

ISBN 978-4-8347-9057-3

K57
和布のアクセサリー

パステルカラーでふわふわした
雰囲気のディズニーキャラク
ターの塗り絵図案がいっぱい。
見本を参考にしながら楽しく塗ろ
う！

ブティックムック №1588
コロンとかわいい 癒しのディズニー塗り絵

1月28日1200円

レディブティックシリーズ　№8217
増補改訂版　かぎ針編みモチーフ130

ブティックムック №1584
増補改訂版

すてきな玄関・門まわり・駐車場

1月28日

69701-16

ISBNコード/誌名

コサージュやアップリケとしての
アレンジが楽しめる立体モチー
フと、マルチカバーや壁飾りなど
にアレンジしやすい方眼模様編
みを、既刊本に計22点プラスし
て再編集。見やすく使いやすい
一冊。

すてきなお庭づくりに欠かせな
い庭木。人気のある品種から果
樹やハーブ、斑入りなどさまざま
な庭木を多数掲載。さらに剪定
方法も詳しく解説。あなたの庭
づくりの参考になる一冊。

NOW
PRINTING

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68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。

ほんの少しのハギレでもなかな
か手放せないお気に入りの古布
を、いつも身につけて楽しめる
アクセサリーとしてデザイン豊富
に提案。人気のブローチ、
チャーム、ネックレスなど106点
を全て作り方つきで掲載。

ISBNコード/誌名

ミシンですぐに作れる布こもの
の本。使い勝手の良いバッグや
リュック、ポシェット、ポーチ、お
うちこものまでかわいいアイテム
が充実。

ISBN 978-4-8347-8216-5

写真の中から、変なところを見
つけられるかな？違和感の正体
をつきとめて、脳を活性化させよ
う。子どもから大人まで脳をト
レーニング！認知症予防にも。

1月24日

ISBN 978-4-8347-7685-0

62459-86

ブティックムック №1586
新感覚！脳トレBOOK

違和感をさがせ！

ブティックムック №1585
改訂版　世界の童話塗り絵

1300円

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7688-1

69701-17

ISBN 978-4-8347-8217-2

62459-88

1月28日

1100円

62459-87

1月11日 1500円

ISBN 978-4-8347-7686-7

ISBN 978-4-8347-7684-3

62459-84

1月26日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ　№8216
ミシンでさくっと作れる！

かんたん＆かわいい布こもの

ブティックムック №1587
庭木図鑑　新装版

㈱ブティック社

1月27日 1200円

ISBN 978-4-8347-7687-4

1500円

東宮編集長手配
中

62459-85

1100円

人気イラストレーター、加藤木麻
莉さんの描き下ろしによる塗り
絵集に新作6作品を追加。世界
と日本の童話をモチーフに、美
しいイラストが満載。巻末にポス
トカードサイズの塗り絵も収録。


