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アート・クラフトの各分野の第一線で活躍するアー
ティストの作品グラビア写真集。ワンポイントレッ
スンの掲載。増刊号は個人作品集や作り方などバリ
エーションに富んだ内容で、クラフトを楽しむ全て
の方のためのアート誌。

（増刊号は主に個人作品集、本号は複数作家の作品掲載、巻末記事掲載
無い号もあり）

手作り創作服のプロを目指す人へ贈る、
第一線作家 30 名の実例集。創作服とは
一般アパレルとは異なる主に 1 点もの手
作り作品のこと。手紡ぎ、フェルト、藍染、
泥染、墨染、漆染、裂織、刺子、古布、ニット、
手織、様々な技法の作品約 100 点掲載。
巻末記事として、刺子・藍染・ロウケツ
染め・手描染・歴史や技法解説、タイや
インドネシアの工房取材、 百貨店催事の
コラム、教室運営のコツやファッション
ショー開催の例など、作家の背景を知る
とともに、プロの創作服作家を目指す人
には重要な情報掲載。

「ボロシリケイト」とは、耐熱ガラスでパ
イレックスと呼ばれる。このガラス素材
に魅せられたアーティストたちがいる。
強度や自由性から、様々な造形物が創作
されるが、特にマーブル・アクセサリー
を中心に掲載。 レンズ効果や光を演出す
る模様は、人を魅了してやまない。 アメ
リカで誕生したこのアートは、日本人アー
ティストの手によって独自に進化し、世
界から注目されている。日本におけるボ
ロアートの創成期に躍動する ３８名の日
本人アーティストを、ここに記録する。

vol.1  ドールハウス（完売）

vol.2  和布服
vol.3  ビーズアート
vol.4  とんぼ玉
vol.5  ラッピング＆ペーパークイリングアート（完売）

vol.6  タティングレース
vol.7  アート表装
vol.8  タティングレース 花
vol.9  ドールハウスⅡ
vol.10  裂織  SAKIORI
vol.11  ボロシリケイト・ガラス
vol.12  ドールハウス百貨店
vol.13  アート表装Ⅱ
vol.14  人形
vol.15  ドールハウス　我が街 ! ニュータウン
vol.16  ドールハウス名作劇場
vol.17  創作服の作家たち～織編染縫～

CreAtorクリエイター

現代のアートシーンを切り取る

A4変型／48～88頁／1,200～2,500円＋税

▶編集者のイチ押し本

C r e A t o r 本 号 各1,800円＋税

増刊 01　古布・染・織の創作服～上田ミチヨ作品集

増刊 02　マダム姜のテディベア
増刊 03　中山富美子のモラでつづる源氏物語
増刊 04　つるし飾りの作り方 入門・初級編

増刊 05　ホリ・ヒロシ人形千夜一夜
増刊 06　斉藤正子ビーズアクセサリー作品集Ⅱ
増刊 07　ヤスアカノきもの de モード作品集（完売）

増刊 08　つるし飾りの作り方 中級・上級・応用編

増刊 09　おしゃべりなモラ 中山富美子の世界

増刊 10　池田りん WORKS　泥草染め
増刊 11　森小夜子人形作品集 心の翼をひろげて
増刊 12　手織りテキスタイル 東京アートセンター

増刊 13　Espoir 煌めくビーズ織りの世界 豊田里子
増刊 14　中山富美子の世界～旅するモラ 実寸型紙付

増刊 15　ヤスアカノきもの de モード作品集Ⅱ
増刊 16　木下幸子ドールハウス＆ミニチュア 　
増刊 17　古布ものがたり～過去から未来へ藤元永美子作品集

C r e A t o r 増 刊 1,200円～2,500円＋税

ご用命は書店もしくは、お電話・メール・上の FAX注文用紙にて

版元：株式会社亥辰舎いしんしゃ

クリエイター vol.11
ボロシリケイト・ガラス

クリエイター vol.17
創作服の作家たち～織編染縫～
オールカラー 64 頁　1,800 円 + 税

オールカラー 80 頁　1,800 円 + 税　後半に作家テクニック記事掲載

TEL.075-644-8141　FAX.075-644-5225
info@ishinsha.com

今までプロ作家たちが秘密にしていた技を初公開。マニアックだけ
れど、一歩進んだドールハウスを作りたいとき、役に立つ本です。
LED の取り扱い／植物のリアルな作り方／シリコンの型取り／ミニ
チュアドールのドレス／籘椅子の作り方／リアルなギター／熱帯魚
の水槽／一軒家をいちから作る　etc…

ドールハウス教本
B5判／オールカラー72～80頁／ 1,800円＋税

昭和通商店街（ドールハウス教本 vol.6）

がむしゃらに生きたあの時代を
ドールハウスで表現

vol.1
「パリの街角」

vol.2
「アニバーサリー

あなたの大切な一日」

vol.3
「わたしの憩いの場所

空間を演出する」

好評刊行中 !

vol.4
「モンマルトルの丘」

著：本澤敏夫

別冊

「ミニチュア探偵物語」
vol.5「男の隠れ家」

著：小島隆雄
別冊「彼に作ってあげたい

人気の料理レシピ」

Pick up!

昭和の商店街をテーマに、懐かしいアイテムから、格をあ
げる技まで約 30 種類の作家ノウハウを公開。掲載された作
品の部分やミニチュアを元に制作者がテクニックを紹介。
プロが何気なく行っている作業も注目。

ドールハウス作りを楽しんでいるけれど、
　　何だか物足りなくなったときに読む本です。

ご用命は書店もしくは、お電話・メール・横の FAX注文用紙にて

ドールハウス教本 vol.1 パリの街角
ISBN978-4-904850-34-3 冊

ドールハウス教本 vol.5 男の隠れ家
著：小島隆雄　ISBN978-4-904850-76-3 冊

ドールハウス教本 vol.2 アニバーサリー
ISBN978-4-904850-38-1 冊

ドールハウス教本 vol.6 昭和通商店街
ISBN978-4-904850-38-1 冊

ドールハウス教本 vol.3 わたしの憩いの場所
ISBN978-4-904850-46-6 冊

ドールハウス教本別冊 彼に作ってあげたい人気の料理レシピ
ISBN978-4-904850-62-6 冊

ドールハウス教本 vol.4 モンマルトルの丘
著：本澤敏夫　ISBN978-4-904850-68-8 冊

ドールハウス教本別冊 ミニチュア探偵物語
ISBN978-4-904850-74-9 冊

クリエイター1 ドールハウス
ISBN978-4-904850-13-8 冊

クリエイター10 裂織 SAKIORI
ISBN978-4-904850-41-1 冊

クリエイター2 和布服
ISBN978-4-904850-14-5 冊

クリエイター11 ボロシリケイトガラスアート
ISBN978-4-904850-45-9 冊

クリエイター3 ビーズアート
ISBN978-4-904850-19-0 冊

クリエイター12 ドールハウス百貨店
ISBN978-4-904850-54-1 冊

クリエイター4 とんぼ玉
ISBN978-4-904850-20-6 冊

クリエイター13 アート表装Ⅱ
ISBN978-4-904850-56-5 冊

クリエイター5 ラッピング & ペーパークイリングアート
ISBN978-4-904850-26-8 冊

クリエイター14 人形
ISBN978-4-904850-65-7 冊

クリエイター6 タティグレース
ISBN978-4-904850-31-2 冊

クリエイター15 ドールハウス 我が街 ! ニュータウン
ISBN978-4-904850-67-1 冊

クリエイター7 アート表装
ISBN978-4-904850-35-0 冊

クリエイター16 ドールハウス名作劇場
ISBN978-4-904850-77-0 冊

クリエイター8 タティグレース花
ISBN978-4-904850-36-7 冊

クリエイター17 創作服の作家たち〜織編染縫
ISBN978-4-904850-82-4 冊

クリエイター9 ドールハウスⅡ
ISBN978-4-904850-39-8 冊

クリエイター増刊9 おしゃべりなモラ 中山富美子の世界
2,000 円＋税　ISBN978-4-904850-40-4 冊

クリエイター増刊1 古布・染・織の創作服
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-15-2 冊

クリエイター増刊10 池田りん WORKS 泥草染め
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-43-5 冊

クリエイター増刊2 マダム姜のテディベア
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-24-4 冊

クリエイター増刊11 森小夜子人形作品集 心の翼をひろげて
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-44-2 冊

クリエイター増刊3 中山富美子のモラでつづる源氏物語
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-27-5 冊

クリエイター増刊12 手織りテキスタイル
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-47-3 冊

クリエイター増刊4 つるし飾りの作り方入門・初級編
1,200 円＋税　ISBN978-4-904850-29-9 冊

クリエイター増刊13 煌めくビーズ織りの世界 豊田里子
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-49-7 冊

クリエイター増刊5 ホリ・ヒロシ人形千夜一夜
1,429 円＋税　ISBN978-4-904850-30-5 冊

クリエイター増刊14 中山富美子の世界〜旅するモラ
2,000 円＋税　ISBN978-4-904850-60-2 冊

クリエイター増刊6 斉藤正子ビーズアクセサリーⅡ
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-32-9 冊

クリエイター増刊15 ヤスアカノきもの de モードⅡ
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-72-5 冊

クリエイター増刊7 ヤスアカノきもの de モード
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-33-6 冊

クリエイター増刊16 木下幸子ドールハウス＆ミニチュア 
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-85-5 冊

クリエイター増刊8 つるし飾りの作り方中級・上級・応用編
1,800 円＋税　ISBN978-4-904850-37-4 冊

クリエイター増刊17 古布ものがたり藤元永美子作品集
2,500 円＋税 　ISBN978-4-904850-88-6 冊

◉ご注文表 必要冊数をご記入

◉情報通信欄 必須項目

下の点線で切り取り、必要冊数と右欄ご記入の上、

FAX.075-644-5225
もしくは、メール info@ishinsha.com
最寄りの書店までご注文ください。
株式会社亥辰舎いしんしゃ　〒 612-8438 京都市伏見区深草フチ町 1-3  TEL075-644-8141  FAX075-644-5225　http://www.ishinsha.com

クリエイター本号、ドールハウス教本は 1,800 円＋税

完売

完売

完売

完売

重版

重版

3 刷

重版

重版

重版

お名前

ご住所（〒　　　　　-　　　　　　　　）

お電話

番線（書店さま用） ご担当者 通信欄

ご注文日
月　　　日
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クリエイター vol.11
ボロシリケイト・ガラス

クリエイター vol.17
創作服の作家たち～織編染縫～
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今までプロ作家たちが秘密にしていた技を初公開。マニアックだけ
れど、一歩進んだドールハウスを作りたいとき、役に立つ本です。
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がむしゃらに生きたあの時代を
ドールハウスで表現

vol.1
「パリの街角」

vol.2
「アニバーサリー

あなたの大切な一日」

vol.3
「わたしの憩いの場所

空間を演出する」

好評刊行中 !

vol.4
「モンマルトルの丘」

著：本澤敏夫

別冊

「ミニチュア探偵物語」
vol.5「男の隠れ家」

著：小島隆雄
別冊「彼に作ってあげたい

人気の料理レシピ」

Pick up!

昭和の商店街をテーマに、懐かしいアイテムから、格をあ
げる技まで約 30 種類の作家ノウハウを公開。掲載された作
品の部分やミニチュアを元に制作者がテクニックを紹介。
プロが何気なく行っている作業も注目。

ドールハウス作りを楽しんでいるけれど、
　　何だか物足りなくなったときに読む本です。

ご用命は書店もしくは、お電話・メール・横の FAX注文用紙にて



お名前

ご住所（〒　　　　　-　　　　　　　　）

お電話

十二支の神々たち

かわいい十二支たち

こころの京風景

イレブンガールズコレクション

1,000 円 + 税　ポストカードサイズ／ 12 枚綴り　2017 年 1 月発刊
著者：ホリ・ヒロシ　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-58-9

　 「刺し子〜 To the sky 〜」　工房のむら刺子写真集
1,800 円＋税　A4 変型／ 48 頁　2011 年 1 月発刊著者：工房のむら　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-11-4

　 「ホリ・ヒロシ吉祥うさぎ」　2011 年の干支　うさぎのポストカード
952 円＋税　ポストカードサイズ／ 16 枚綴り　2010 年 11 月発刊　著者：ホリ・ヒロシ　ISBN978-4-904850-09-1

　 「ペーパークイリング」　くるくるまいて、アートができた
1,714 円＋税　A4 変型／ 64 頁　2010 年 7 月発刊
著者：（社）全日本ギフト用品協会　発行：亥辰舎　発売：メディアパル　ISBN978-4-89610-764-7

1,000 円 + 税　ポストカードサイズ／ 12 枚綴り　2017 年 1 月発刊
著者：ホリ・ヒロシ　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-59-6

1,000 円 + 税　ポストカードサイズ／ 12 枚綴り　2010 年 11 月発刊
著者：ウエタニサダオ　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-12-1

952 円＋税　ポストカードサイズ／ 12 枚綴り　2011 年 8 月発刊
監修：與倉豪　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-16-9

ホリ・ヒロシ人形ポストカードブック

ホリ・ヒロシ人形ポストカードブック

京都の木版画家が残した名作がポストカードに

11 人の若手女子 ARTIST 作品ポストカードブック

ポストカードブック

完売／品切れ

◉情報通信欄 必須項目

番線（書店さま用） ご担当者通信欄

ご注文日 月　　　日

下の点線で切り取り、必要冊数と情報欄ご記入の上、FAX.075-644-5225
もしくは、メール info@ishinsha.com、最寄りの書店までご注文ください。
株式会社亥辰舎いしんしゃ　〒 612-8438 京都市伏見区深草フチ町 1-3  TEL075-644-8141  FAX075-644-5225　http://www.ishinsha.com

◉ご注文表 必要冊数をご記入

コード タイトル 注文数 価格 ISBN

00 懐妊の聖母 ある児童養護施設の記録 冊 1,429 円＋税 9784904850008

01 新編 知覧特別攻撃隊 特攻隊員の
写真・遺書・遺詠・日記・記録・名簿 冊 952 円＋税 9784904850015

02 ワックスモデリングの実際 新装版 冊 3,500 円＋税 9784904850022

04 戦乱の邪馬台国 失われた航跡 冊 1,429 円＋税 9784904850046

05 球体関節人形～大竹京×山岸伸 冊 2,800 円＋税 9784904850053

06 球体関節人形制作 基礎編 冊 1,800 円＋税 9784904850060

07 妙の身ととのえ体操　骨盤と肩甲骨の
動きで健康になる97 の方法 冊 1,429 円＋税 9784904850077

08 天然石のエンサイクロペディア 冊 3,800 円＋税 9784904850084

09 「ホリ・ヒロシ吉祥うさぎ」 完 売 952 円＋税 9784904850091

10 野末園子ビーズアートの世界～shiny shiny 冊 1,800 円＋税 9784904850107

11 「刺し子～ To the sky ～」 完 売 1,800 円＋税 9784904850114

12 こころの京風景 冊 1,000 円 + 税 9784904850121

16 イレブンガールズコレクション 冊 952 円＋税 9784904850169

17 80 歳 そのときがスタート。 
古布作家「ヤスアカノ」という生き方 冊 1,429 円＋税 9784904850176

18 I am 舞踏派
写真家 三村博史 × 舞踏家 今貂子 冊 1,500 円＋税 9784904850183

21 椎葉佳子のとんぼ玉 HANA kazari 冊 1,800 円＋税 9784904850213

22 宝石 Q＆A 冊 1,800 円 + 税 9784904850220

23 インディアンの森 冊 952 円＋税 9784904850237

25 T シャツリメイクコンテスト 冊 457 円＋税 9784904850251

28 「裏桜」奥田倉之写真集 　 冊 2,200 円＋税 9784904850282

42 ほらっできたよ! かんたん 
UVレジンのアクセサリー 冊 800 円＋税 9784904850428

48 あなたならどうする！《スカーフ編》 冊 926 円＋税 9784904850480

50 「琥珀」宝石のほんシリーズ Vol.1 冊 1,800 円 + 税 9784904850503

51 よろい編みで作る帽子とこもの 冊 880 円＋税 9784904850510

52 ノンアート コスプレフォトグラフィ 冊 1,500 円＋税 9784904850527

コード タイトル 注文数 価格 ISBN

53 ビーズ刺しゅうとステッチで作る
中山富美子のビーズバッグ 冊 1,800 円＋税 9784904850534

55 ハーフバイアス裂織 冊 1,800 円＋税 9784904850558

57 グルーデコMILI DESIGN BOOK 冊 1,800 円＋税 9784904850572

58 十二支の神 た々ち 冊 1,000 円 + 税 9784904850589

59 かわいい十二支たち 冊 1,000 円 + 税 9784904850596

61 七宝　大和順作品集　無限の譜 冊 4,800 円＋税 9784904850619

63 「翡翠」宝石のほんシリーズ vol.2 冊 1,800 円 + 税 9784904850633

64 凛として生きて 冊 1,500 円＋税 9784904850640

66 手紡ぎ note 糸のデザイン200 パターン
～ Spinning Yarn 　 冊 1,800 円＋税 9784904850664

69 ブルトン編みで作るアクセサリーと小物 冊 1,000 円 + 税 9784904850695

70 カツラスタイル 冊 1,000 円 + 税 9784904850701

71 ラ メルヘン・テープのデザインノート 冊 1,800 円＋税 9784904850718

72 バリ島服飾文化図鑑 冊 1,800 円 + 税 9784904850725

75 PRACTICAL WAX MODELING 冊 4,300 円＋税 9784904850756

78 ホリ・ヒロシ人形 風姿花伝 冊 1,389 円 + 税 9784904850787

79  バーナーワーク教本 vol.1
～とんぼ玉・グラスアートのレッスン 冊 1,000 円 + 税 9784904850794

80 未来が微笑みかける生き方
～ AI 時代の自給自足 冊 1,800 円 + 税 9784904850800

81 BASIC WAX MODELING 冊 3,200 円＋税 9784904850817

83 Layers レイヤーズ コスプレフォトグラフィ 冊 1,500 円＋税 9784904850831

86 ビーズアクセサリー教本 冊 1,000 円＋税 9784904850862

87 家紋クロッシェ 冊 1,000 円＋税 9784904850879

762 上枝敏秀の世界＆スーパーテクニック 冊 2,857 円＋税 9784896107623

764 ペーパークイリング 完 売 1,714 円＋税 9784896107647

本表の見方…書影紹介欄の左上の■内の数字が、本表のコード番号に対応します。コードは小さな数字から並んでいます。
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16



ノンアートコスプレフォトグラフィ

Layersレイヤーズ コスプレフォトグラフィ

I am 舞踏派　写真家 三村博史 × 舞踏家 今貂子

「裏桜」奥田倉之写真集 　

ホリ・ヒロシ人形 風姿花伝 

球体関節人形～大竹京×山岸伸

球体関節人形制作 基礎編

グルーデコ MILI DESIGN BOOK

ラ メルヘン・テープのデザインノート

バーナーワーク教本 vol.1～とんぼ玉・グラスアートのレッスン

椎葉佳子のとんぼ玉 HANA kazari

ビーズ刺しゅうとステッチで作る 中山富美子のビーズバッグ

野末園子ビーズアートの世界～ shiny shiny

 ビーズアクセサリー教本

ほらっできたよ! かんたん UVレジンのアクセサリー

七宝　大和順作品集　無限の譜 

上枝敏秀の世界＆スーパーテクニック

BASIC WAX MODELING

あなたならどうする！《スカーフ編》

PRACTICAL WAX MODELING

T シャツリメイクコンテスト

ワックスモデリングの実際 新装版

手紡ぎ note 糸のデザイン 200 パターン～ Spinning Yarn

ハーフバイアス裂織

ブルトン編みで作るアクセサリーと小物

家紋クロッシェ～かぎ針編みのデザインの提案

よろい編みで作る帽子とこもの

インディアンの森

「翡翠」宝石のほんシリーズ vol.2 

「琥珀」宝石のほんシリーズ Vol.1

天然石のエンサイクロペディア

宝石 Q＆ A

バリ島服飾文化図鑑

新編 知覧特別攻撃隊 特攻隊員の写真・遺書・遺詠・日記・記録・名簿

戦乱の邪馬台国 失われた航跡

未来が微笑みかける生き方～ AI 時代の自給自足

凛として生きて

80 歳 そのときがスタート。古布作家「ヤスアカノ」という生き方

懐妊の聖母 ある児童養護施設の記録

妙の身ととのえ体操　骨盤と肩甲骨の動きで健康になる97の方法

カツラスタイル

1,500 円＋税　A4 変型／ 70 頁　2016 年 2 月発刊
監修：ユッーキー 　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-52-7

1,500 円＋税　A4 変型／ 70 頁　2019 年 4 月発刊
監修：HEBU 　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-83-1

1,500 円＋税　B5 判／ 80 頁　2011 年 8 月発刊　著者：三村博史
発行：楽楓堂　発売：亥辰舎　ISBN978-4-904850-18-3

2,200 円＋税　A4 変型横版／ 112 頁　2013 年 3 月発刊
著者：奥田倉之　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-28-2

1,389 円 + 税　A4 判／ 48 頁　2018 年 10 月発刊
著者：ホリ・ヒロシ　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-78-7

2,800 円＋税 A4 変型／ 72 頁ハードカバー　2010 年 9 月発刊
著者：大竹京（人形） 山岸伸（写真） 発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-05-3

1,800 円＋税　A4 判／ 36 頁　2010 年 9 月発刊
著者・監修：大竹京　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-06-0

1,800 円＋税　B5 変型／ 64 頁　2016 年 9 月発刊
著者：ASAMI　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-57-2

1,800 円＋税　B5 変型／ 64 頁　2018 年 9 月発刊
著者：中野和美　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-71-8

1,000 円 + 税　B5 判／ 42 頁　2018 年 11 月発刊
発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-79-4

1,800 円＋税　B5 判／ 64 頁　2012 年 5 月発刊
著者：椎葉佳子　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-21-3

1,800 円＋税　A4 変型／ 72 頁　2016 年 3 月発刊
著者：中山富美子　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-53-4

1,800 円＋税　B5 判／ 64 頁　2011 年 1 月発刊
著者：野末園子　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-10-7

1,000 円＋税　B5 判／ 84 頁　2019 年 9 月発刊
発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-86-2

800 円＋税　B5 変型／ 24 頁＋キット　2014 年 12 月発刊
著者：La Cachette Fumu Fumu  発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-42-8

4,800 円＋税　AB 版上製本／ 96 頁　2017 年 3 月発刊
著者：大和順　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-61-9

2,857 円＋税　A4 判／ 96 頁ハードカバー　2010 年 4 月発刊
著者：上枝敏秀　発行：亥辰舎　発売：メディアパル　ISBN978-4-89610-762-3

3,200 円＋税  B5 ／ 116 頁  19 年 4 月発刊
ISBN978-4-904850-81-7
著者：Hiroshi Tsuyuki
発行：日本宝飾クラフト学院　発売：亥辰舎

926 円＋税 B5 判／ 32 頁＋はなごむ付録
2015 年 7 月発刊 著者：横田尚子 発行：亥辰舎 
ISBN978-4-904850-48-0

4,300 円＋税  B5 ／ 156 頁  18 年 8 月発刊
ISBN978-4-904850-75-6
著者：Hiroshi Tsuyuki、Yoko Ohba
発行：日本宝飾クラフト学院　発売：亥辰舎

457 円＋税 A5 判／ 48 頁 
2012 年 7 月発刊 著者：地球屋 発行：亥辰舎 
ISBN978-4-904850-25-1

3,500 円＋税　B5 判／ 152 頁　2010 年 4 月発刊　ISBN978-4-904850-02-2
著者：露木宏・大場よう子　発行：日本宝飾クラフト学院　発売：亥辰舎

1,800 円＋税　A4 変型／ 72 頁　2017 年 8 月発刊
著者：吉岡よう子（金の羊）　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-66-4

1,800 円＋税　A4 変型／ 48 頁　2016 年 8 月発刊
著者：榊原順子  発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-55-8

1,000 円 + 税　B5 判／ 42 頁　2018 年 1 月発刊
監修：岸本好永　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-69-5

1,000 円 + 税　B5 判／ 42 頁　2019 年 10 月発刊
監修：岸本好永　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-87-9

880 円＋税　B5 判／ 34 頁　2016 年 1 月発刊 
監修：岸本好永  発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-51-0

952 円＋税　B5 判／ 24 頁ハードカバー　2012 年 8 月発刊
著者：森田誠二　絵：梁川友世　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-23-7

1,800 円＋税　B5 判／ 80 頁　2017 年 3 月発刊
著者：飯田孝一　発行：亥辰舎 ISBN978-4-904850-63-3

1,800 円＋税　B5 判／ 80 頁　2015 年 11 月発刊
著者：飯田孝一　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-50-3

3,800 円＋税　A5 判／ 528 頁　2011 年 1 月発刊
著者：飯田孝一　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-08-4

1,800 円 + 税　B6 判／ 208 頁　2012 年 6 月発刊
著者：飯田孝一　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-22-0

1,800 円 + 税　B5 判／ 96 頁　2018 年 7 月発刊
著者：武居郁子　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-72-5

952 円＋税　A5 判／ 144 頁　2010 年 3 月発刊
編者：高岡修　発行：ジャプラン　発売：亥辰舎　ISBN978-4-904850-01-5

1,429 円＋税　B6 変型／ 272 頁　2010 年 6 月発刊
著者：野村篤史　表紙絵：皇なつき　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-04-6

1,800 円 + 税　A5 判／ 96 頁　2019 年 1 月発刊
著者：森孝之　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-80-0

1,500 円＋税　B6 判／ 254 頁　2017 年 6 月発刊
著者：山口厚子　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-64-0

1,429 円＋税　B6 変型／ 172 頁　2011 年 9 月発刊
著者：赤野安　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-17-6

1,429 円＋税　B6 判／ 256 頁　2010 年 1 月発刊
著者：野村篤　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-00-8

1,429 円＋税　B5 判／ 64 頁　2010 年 10 月発刊
著者：阿波連妙子　発行：亥辰舎　ISBN978-4-904850-07-7

1,000 円 + 税　B6 判／ 118 頁　2018 年 4 月発刊
著者：豆蔵　発行：ゼブラ出版　発売：亥辰舎　ISBN978-4-904850-70-1

人気の写真家とコスプレイヤー総勢 70 名の共演するアートコスプレ写真集

日本の POP カルチャー爆発！　コスプレフォト150 点以上掲載。

人間内面の表現芸術「舞踏」の迫力に圧倒される

何気ない生活風景の片隅、東北大震災の悲痛な風景の中にも桜はいた

ホリ・ヒロシ 40 周年記念公演公式ブック

アイドル写真家山岸伸の人形写真集

球体関節人形を作ろう

グルーデコのアクセサリー作品集。人気講師 ASAMI 第一弾

エレガントな女性専用のクラフト！

とんぼ玉作家の競演

日本初のとんぼ玉個人作品集

ビーズのステッチと刺繍のバッグ写真集。作り方 6 点解説

世界の Sonoko Nozue 

有名ビーズ作家 39 名のレシピ集！！

UV レジン キット付き

大和順の集大成

七宝作家上枝敏秀のスーパーテクニックついに解禁

「ワックスモデリングの基本」の英語版

スカーフ１枚とはなゴムでつくるお
しゃれな装いの提案書

「ワックスモデリングの実際新装版」の英語版

誰でも簡単にオリジナルの T シャツ
作れるよ！という参考・提案書

ワックスモデリングの技法書

あの「金の羊」がついに上梓。手紡ぎサンプル 200 種類＋紡ぎ方の技法集

裂織の新しい技法。イメージを覆す軽くしなやかで柔らかい織地技法と作品集。

新しい編み物！

日本の伝統文様の美。新たな可能性が見えた！

編み模様が鎧の小札のように見えるかぎ針編みの新しい編み方

インディアンが教えてくれる。全てのものは繋がっている。なにげない日 に々ありがとう

日本の国石に翡翠が決定！

これが琥珀だ！

125 種類の天然石解説と約 1500 種類の石名索引掲載。天然石資料の決定版

いまさら人に聞けない、なんだそうだったんだの 50 問。

インドネシア・バリ島。現地でも希少な伝統衣装を圧巻の図版数で収録

自爆テロと一緒にしてほしくない。この世はあまりにも命を粗末にしている

新説　邪馬台国。歴史書から読み解く太古のロマン。

自然循環型生活からの提言

おぞい女だ！　昭和を生きた女性の物語。これはあなたのお話です

古布リメイクのブーム起こしたある女性の物語

福祉という激動の昭和史と人々の物語

自分でできる健康管理メソッド

電車での読書は危険。吹き出します

重版

重版
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NEW

3 刷
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