


2015年10月30日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-1205-0)
(JAN4560363341548)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

105 小花特集1 可憐な小花
2002年発刊の「フランス刺繡と
図案105 可憐な小花」の新装版
です。
小花をテーブルウェア、クッショ
ン、バッグなど身近な作品にあし
らいました。清楚で可憐な小花の
ハーモニーをお楽しみください。

2001年06月20日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0203-7)
(JAN4560363340107)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

103 地刺し特集7 美しい配色と模様
戸塚刺しゅうならではの美しい
配色と模様を描き出す地刺し
の特集です。スリッパ、バッグ、
マットを中心にタペストリー、
クッションなどいろいろな模様で
彩られた作品を多数集めました。

戸塚刺しゅうを特徴づける多彩なステッチで、
幅広い図案と作品アイテムを網羅しています。
刺しゅう中級者から上級者まで楽しんでいた
だける、戸塚刺しゅうの代表的なシリーズです。

フランス刺繡と図案

117 花とリボン
美しく咲く花々に優雅で躍動感
のあるリボンをあしらった作品
をまとめました。様々な手法で
表現された花とリボンの作品を
満載しています。

2006年01月30日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0217-4)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

2007年09月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0222-8)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

2007年05月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0221-1)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

2008年05月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0224-2)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

2007年01月30日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0220-4)
(JAN4560363340602)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

120 特集 野の花2 華やかに集う
清楚で控えめな姿が魅力の野
の花を、盛り沢山に集めて華や
かにデザインしました。ページ
をめくるごとに、バラエティー豊
かに表現された野の花をお楽
しみいただけます。

121 バッグ特集
人気の手作りバッグの特集です。
おしゃれに装う素敵なバッグ
を、バラエティー豊かに多数掲
載しています。

122 花と透かし模様 
透かしの効果が美しい、ハーダ
ンガーワークやドロンワーク、
アジュール刺しゅうなどに、可
憐な花の刺しゅうを組み合わ
せた、おしゃれで軽やかな作品
を満載しています。

124 花と蝶
花から花へとひらひらと舞う蝶や
ファンタジックで夢のある蝶な
ど、様々な蝶の姿を、いろいろな
素材やステッチで表現しました。
美しい姿で人の心を魅了する蝶
と花々の魅力あふれる作品をお
楽しみください。

2009年0１月３0日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0226-6)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

126 フラワーアレンジメント2
美しく華やかな、フラワーアレン
ジメントの特集です。刺しゅう
で描く花々の魅力を存分に味
わっていただける一冊です。

新装版

2016年11月20日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-1202-9)
(JAN4560363341685)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

102 バラの特集5 
2001年発刊の「フランス刺繡と
図案102 バラの特集5」の新装版
です。豪華な大輪のバラ、小さく
優しげなバラ…人々を魅了して
やまないバラの花を色彩豊かに
刺しゅうで表現しました。

新装版

2009年09月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0228-0)
(JAN4560363340077)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

128 立体的な表現
「立体的な刺しゅうの表現」を
テーマに、カットワークやスタ
ンプワーク、また、面白い素材
を貼り付けたり、額装で奥行き
を出したものなど、前衛的な感
覚の作品をまとめました。

2006年05月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0218-1)
(JAN4560363340381)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

118 風景特集5 花と緑の刺しゅう絵
旅先で受けた感動や喜び、心に
残る情景を思い浮かべながら、
ステッチを重ね、絵を描くよう
に刺しゅうしました。魅力いっ
ぱいの刺しゅう絵を、暮らしの
中でお楽しみ下さい。

2008年02月10日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0223-5)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

123 小物特集7
ポーチやハンカチなどの定番 
小物の他にも、立体的な刺しゅ
うのコサージュや、便利なエコ
バッグなどのニューアイテムも
紹介。すぐに作りたくなる楽し
い刺しゅうの小物を47アイテ
ム141点掲載しています。

2008年09月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0225-9)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

125 地刺し特集11 小花模様
人気の地刺し特集ですが、従来
とは趣向を変え、地刺しと可憐
な小花模様の新鮮な組み合わ
せの作品を満載しています。

2009年05月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0227-3)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

127 花のガーデン
ガーデンをテーマに、可憐な花
たちが彩りをそえた魅力あふ
れる作品を集めました。多様な
スタイルのガーデンを美しい
刺しゅうの表現力でお楽しみ
下さい。

2010年01月30日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0229-7)
(JAN4560363340183)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き
　(一部参考作品につき、図案のみ)

129 戸塚刺しゅうコレクション1
斬新な図案、新しい技法、緻密な
ステッチ…あえて細かくテーマを
絞らずに、戸塚刺繍の美しさを表
現している作品を、大きく見やす
い写真で紹介しています。戸塚刺
繍の今がわかる一冊です。



2013年09月20日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0240-2)
(JAN4560363341098)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

140 贈りたい花 飾りたい花2
大切な思いをこめて贈りたい花…
やすらぎの時を求めて飾りたい花…
毎日の暮らしに彩りと香りを添
えて、心豊かな時をつくる「花」を
多彩に表現しました。

2014年05月25日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0242-6)
(JAN4560363341173)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案無し)
★全点図案／解説付き

142 地刺しで作る素敵な小物
地刺しの美しい配色と模様の
世界に、可愛らしい小花の模様
をプラスし、素敵な小物の作品
に表現しました。初心者の方も
十分にお楽しみ頂ける内容で
す。

2013年01月30日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0238-9)
(JAN4560363340954)
★Ａ4変型判／104頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

138 花とハーダンガーワーク

2010年05月20日  初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0230-3)
(JAN4560363340275)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

130 美しい和花
和花(日本の花)をテーマに、優雅
に咲き誇る大輪の花や、ひっそり
と咲く山野草を、写実的に、生き
生きと刺しゅうで表現しています。
四季を彩る花の魅力をたっぷりと
お楽しみいただける一冊です。

2011年01月30日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0232-7)
(JAN4560363340411)
★Ａ4変型判／88頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

132 地刺し特集12 美しい連続模様
シンプルな刺し方と配色を生
かした、連続模様が美しい作品
を掲載しています。配色を変え
て、自分好みの作品を気軽にお
楽しみいただける、初心者の方
にもお薦めの一冊です。

2011年09月20日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0234-1)
(JAN4560363340503)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

134 花の画集2 
季節の思い出とともに描かれ
た花々を作品にあしらいまし
た。美しく咲き誇る花の魅力を
お楽しみください。

2012年05月20日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0236-5)
(JAN4560363340718)
★Ａ4変型判／104頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

136 小物特集8 素敵な贈り物
新築や転居のお祝いにぴったり
なwelcomeボードや額、スリッ
パ、出産祝いにスタイやおひな様、
鯉のぼりの額、母の日や誕生祝い
にポーチやバッグ等、贈り物に最
適な小物を93点集めました。

人気のハーダンガー刺繍の特集
です。伝統を活かした繊細な作品
から、混ざり糸を使用したり、花の
刺しゅうをあしらった華やかな作
品等、ハーダンガー刺繍の素晴ら
しさを味わって頂ける一冊です。

2015年01月30日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0244-0)
(JAN4560363341319)
★A4変型判／96頁（別紙図案付き）
★全点実物大図案／解説付き

144 バラの特集7 
人気のバラの特集、第7弾です。
額や時計、クッション、テーブル
クロスなどの豪華な作品を満
載し、刺しゅうならではのバラ
の魅力をたっぷりとお楽しみ頂
ける一冊です。

2013年05月20日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0239-6)
(JAN4560363341029)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

139 野の花3
可憐に咲く野の花を、バラエテ
ィー豊かに多数掲載していま
す。さまざまに表現された野の
花の魅力をお楽しみ下さい。

2014年01月30日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0241-9)
(JAN4560363341142)
★Ａ4変型判／104頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

141 暮らしを彩る インテリア特集
暮らしの中に刺しゅうの彩りを
添えるインテリアの特集です。
マットやスリッパ、チェスト、テー
ブルセンターやクッションなど、
バラエティー豊かなアイテムが
満載です。

2014年09月20日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0243-3)
(JAN4560363341272)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

143 野菜特集
いろどり豊かな野菜が、自由な
発想とアイデアで楽しい作品に
なりました。バッグを中心に、 
テーブルセンターやクッション、
額などの作品を掲載していま
す。

2010年09月20日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0231-0)
(JAN4560363340312)
★Ａ4変型判／88頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

131 バラの特集6
世界中の人々に愛され、刺しゅ
うの題材として最も親しまれて
きたバラの花を多彩に表現しま
した。刺しゅうならではのバラ
の魅力をたっぷりとお楽しみ頂
ける華やかな一冊です。

2011年05月30日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0233-4)
(JAN4560363340442)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

133 小花特集2
刺しゅうの題材として人気が高く、
誰からも愛される可憐な小花模様
の作品を集めました。比較的簡単
なステッチを使用し、丁寧に解説し
た作品も多数掲載して、経験の浅
い方にもお楽しみ頂ける内容です。

2012年01月30日　初版
定価：本体2,200円＋税
(ISBN978-4-7672-0235-8)
(JAN4560363340657)
★A4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き
　(一部参考作品につき、図案のみ)

135 メルヘン 素敵な夢物語
可愛らしい少女や妖精、花に囲
まれた小動物や鳥、微笑ましい
ピエロなど…大人になっても誰
もが心の片隅に持ち続けたい
夢とファンタジーの世界を、美
しい刺しゅうで描きました。

2012年09月20日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0237-2)
(JAN4560363340909)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

137 風景特集6 花に囲まれて
可憐で美しい花いっぱいの風
景を刺しゅうで描きました。
額を中心に、お部屋を飾る素敵
な作品を満載しています。

2015年05月25日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0245-7)
(JAN4560363341449)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点実物大図案／解説付き

145 バッグとおしゃれな装い小物
バッグやポーチ、パラソル、スカー
フなど、装い小物の特集です。
ハンドメイドのバッグや小物で、
個性的なおしゃれをお楽し     
み下さい。
 



2017年10月30日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0252-5)
(JAN4560363341777)
★A4変型判／104頁（別紙図案付き）
★全点図案／解説付き
　(一部参考作品につき、図案のみ)

152 風景特集7 すてきな街角・花風景 
かわいいお家や花咲く街角な
ど、刺したくなる、飾りたくなる
風景の作品を集めました。風景
刺しゅうの楽しさを存分に感じ
ていただける、楽しい一冊です。

2015年09月20日　初版
定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0246-4)
(JAN4560363341500)
★Ａ4変型判／104頁(別紙図案付き) 
★全点図案／解説付き

146 小花特集3
色使いやステッチの変化によっ
て様々な表情を見せる小花の
刺しゅうをテーブルクロス、額、
時計などの作品にあしらいまし
た。可憐な小花の刺しゅうの魅
力をお楽しみ下さい。

2016年05月20日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0248-8)
(JAN4560363341609)
★Ａ4変型判／128頁(別紙図案付き)
★全点図案付き
　(刺しゅう解説は未掲載)

148 戸塚刺しゅう写真集 
刺しゅう愛好家の皆様にぜひ
ご覧頂きたい、斬新な図案、美
しい配色、効果的な技法の作品
を集めました。解説は掲載して
おりませんので、写真をご制作
のヒントにされたり、図案をア
レンジしたり、オリジナル作品
の参考にもお薦めです。

2017年01月30日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0250-1)
(JAN4560363341692)
★A4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き　　　　
　　　

150 地刺し特集13
戸塚刺しゅう伝統のカウントス
テッチ、美しい配色と模様が人
気の「地刺し」の特集です。人気
のクッションや、マット、テーブ
ルセンターから、プレゼントに
最適なポーチやバッグなど、手
作りの暖かさがあふれる作品
が満載です。 2017年05月30日　初版

定価：本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0251-8)
(JAN4560363341739)
★Ａ4変型判／96頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

151 メルヘン 花とかわいい仲間たち
かわいらしい子どもたちや動
物などを、クッション、タペスト
リー、額などにあしらって、夢あ
ふれる作品にまとめました。楽
しい気持ちが広がるメルヘン
の世界をお楽しみ下さい。

2016年01月30日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0247-1)
(JAN4560363341562)
★Ａ4変型判／104頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

147 和風特集2
『和』をテーマに、季節を感じる
ものから伝統的な和の図柄ま
で、額やタペストリーなど多彩
な作品を紹介しています。お部
屋やちょっとした空間を和風に
演出するのに重宝しそうな作
品が満載です。

2016年09月25日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0249-5)
(JAN4560363341647)
★Ａ4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

149 花のデザイン2
『花』をテーマに、デザイン化し
た図案を、色使いやステッチに
変化をつけて、様々に表現した
作品を掲載しています。モダン
な装いを演出するテーブルウェ
アやクッション、パラソルなど…
魅力あふれる花々をお楽しみく
ださい。

2018年10月20日　初版
定価 : 本体2,400円+税
(ISBN978-4-7672-0254-9)
(JAN4560363341883)
★Ａ4変型判／104頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き

154 花とハーダンガーワーク２
伝統的なハーダンガーワーク
に花々をあしらいました。テー
ブルクロスや額等の豪華な作品
からコースター、ピンクッション
等の小物まで様々な作品を掲
載しています。

2018年4月20日　初版
定価 : 本体2,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0253-2)
(JAN4560363341821)
★A4変型判／112頁(別紙図案付き)
★全点図案／解説付き
　(一部参考作品につき、図案のみ)
★一部転写用図案付き

153 花の画集 3 彩りの花世界
チューリップ、あじさい、ひまわ
り、そしてバラ・・・美しい花々を
刺しゅうで描きました。華やか
に咲き誇る花々の魅力をお楽
しみ下さい。

2019年4月10日　発刊予定
定価 : 本体2,400円＋税（予価）
★A4変型判

155 クッション特集 （仮題） 

2019年10月10日　発刊予定
定価 : 本体2,400円＋税（予価）
★A4変型判

156 特集名 未定



4つのステッチでできる かんたん ライン刺しゅう

2007年07月15日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5003-8)
(JAN4975857675649)
★A5判／オールカラー34頁
★全点図案／解説付き

4つの基本のステッチを使っ
た、かわいい線刺しの刺しゅう
をブックカバー、ペンケース、  
ピンクッション、キッチンクロス
などにあしらいました。初心者
の方にも最適な一冊です。

クロス･ステッチ8

2016年08月20日　初版
定価 : 本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5009-0)
(JAN4560363341630)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

動物、スイーツ、フルーツ、花、家、
風景など、いろいろ使えてかわ
いいモチーフが大集合！仕立て
いらずの刺しゅう用半製品を使
って刺しゅうをすれば世界にひ
とつだけのオリジナルグッズが
あっという間に出来上がります。

刺しゅうの第一歩としておすすめの、手軽な
ミニ本シリーズです。簡単なステッチのみを使
用していますので、気軽にお楽しみいただけ
ます。

ミニ本シリーズ

2003年12月15日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5001-4)
(JAN4975857673805)
★A5判／オールカラー30頁
★全点解説付き

刺しゅう用のステッチテープを
使った、クロスステッチの本で
す。 ベビー、キッズ、キッチン用
品など、初心者の方にも刺せる
かわいい作品を掲載していま
す。手作りのプレゼント用にも
最適です。

テープに刺しゅう！かんたん クロス･ステッチ

麻テープと抜きキャンバスで楽しむ かんたん クロス･ステッチ2

2005年12月15日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5002-1)
(JAN4975857674581)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

人気シリーズの第2弾です。ナ
チュラルな風合いが魅力の「刺
しゅう用麻テープ」と、布目の数
えにくい布にも手軽にクロスス
テッチが出来る、「抜きキャンバ
ス」を使ったかわいい小物を集
めました。

初心者の方にもすぐ刺せる、ク
ロスステッチのワンポイントと
ボーダーの模様を集めました。
かわいい小物と使いやすいモ
チーフを、計152点掲載してい
ますので、オリジナルの作品作
りに手軽にお使い頂けます。
2009年08月20日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5004-5)
(JAN4560363340060)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

クロス･ステッチ3 いろいろ使える152パターン
ワンポイントとボーダーの かんたん

シンプルでおしゃれな かんたん クロス･ステッチ4

2011年08月20日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5005-2)
(JAN4560363340497)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

初心者にもおすすすめの、かん
たんクロス・ステッチシリーズ 
第４弾です。シンプルで大人っ
ぽい「大人かわいい」作品を中
心に、人気のカラフルな作品も
加え、バラエティー豊かに紹介
しています。

初心者にもおすすすめの、かん
たんクロス・ステッチシリーズ 
第５弾です。使いやすい刺しゅ
う用テープを使い、動物、お花、
風景等、バラエティー豊かに紹
介しています。

2012年08月20日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5006-9)
(JAN4560363340886)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

クロス･ステッチ5 かわいいモチーフ70パターン
テープに刺しゅう！ かんたん

かわいいミニ額 かんたん クロス･ステッチ6

2013年08月20日　初版
定価：本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5007-6)
(JAN4560363341081)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

人気のかんたんクロス・ステッチ
シリーズ 第6弾です。かわいらし
い赤ずきんちゃんや人魚姫、おひ
な様や金太郎、マトリョーシカ、ク
リスマス等を、プレゼントにもぴ
ったりのミニ額に仕立てました。

かんたん クロス･ステッチ9 （仮題） 

2019年7月10日　発刊予定
定価 : 本体580円＋税（予価）
★A5判

入園・入学のこどもたちのための  かんたん クロス･ステッチ7

2015年01月30日　初版
定価 : 本体580円＋税
(ISBN978-4-7672-5008-3)
(JAN4560363341302)
★A5判／オールカラー34頁
★全点解説付き

かわいい子どもたちの入園入学
準備にぴったりな、おなまえ、イ
ニシャル、ワンポイント模様等の
作品を集めました。クロスステッ
チ初めてママにもおすすめの、や
さしい作品がいっぱいです。

いろいろ 使える！
かわいいモチーフ大集合  かんたん

刺しゅう初心者向けに、ステッチ等の基本を
わかりやすく解説しています。

基礎のシリーズ

2012年03月20日　初版
定価：本体1,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0613-4)
(JAN4560363340671)
★B5変型判／56頁
★全点実物大図案／解説付き

刺しゅうの最もポピュラーで基
本的なステッチをわかりやすく解
説し、可愛らしいワンポイント刺
しゅうを沢山集めました。刺しゅ
う初心者の方や、小さな刺しゅう
を楽しみたい方におすすめです。

刺しゅうのい･ろ･は 
基礎のステッチ

くわしいステッチの刺し方＆
楽しいワンポイント刺しゅう

2009年07月20日　初版
定価：本体1,500円＋税
(ISBN978-4-7672-0597-7)
(JAN4560363340121)
★B5判／72頁
★全点図案／解説付き

カットワーク、ドロンワーク、ハー
ダンガーワーク、アジュールの基
本的な手順を、写真と図解で紹
介しています。既刊の『改訂版 基
礎のステッチ』と本書の二冊で､
刺しゅうの基本をマスターでき
ます。

はじめての透かし模様 
基礎のステッチ

～カットワーク･ドロンワーク･
ハーダンガーワーク･アジュール～

2003年10月20日　初版
定価：本体1,300円＋税
(ISBN978-4-7672-0553-3)
(JAN4560363340480)
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

改訂版 基礎のステッチ
刺しゅうの基本ステッチをわか
りやすく丁寧に図解した、「基
礎のステッチ」の改訂版です。
刺しゅう初心者の方におすす
めします。



2011年10月25日　初版
定価：本体1,400円＋税
(ISBN978-4-7672-0609-7)
(JAN4560363340510)
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

カラフルな地刺し、かわいい小花
の他、シンプルカラーや楽しい動
物など、バラエティー豊かに掲載
しています。今すぐ作りたい！プ
レゼントしたい！そんな作品が満
載で、初心者の方にも最適です。

ポケットティッシュケース3 
楽しい！かわいい！

今すぐ作りたい
作品＆サンプル100

刺しゅうでつくろう！
たのしい作品80点ポケットティッシュケース4 作りたい！贈りたい！楽しい作品80点

2008年04月20日　初版
定価：本体1,400円＋税
(ISBN978-4-7672-0586-1)
(JAN4560363341357)
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

図案を写さず手軽に始められ
る地刺しの作品を中心に、可愛
らしいクロスステッチの作品、
人気のリネンで手づくりしたお
洒落な作品など、バラエティー
豊かな作品を掲載しています。

2014年04月20日　初版
定価：本体1,400円＋税
(ISBN978-4-7672-0634-9)
(JAN4560363341166)
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

カラフルな地刺し、かわいい小
花、クロスステッチの作品等、初
心者向けの作品がいっぱいです。
また、刺しゅう経験が豊かな方に
も楽しんで頂ける、ヒーダボーや
オーガンジー等を使った本格的
な作品も掲載しています。

ポケットティッシュケース5

2012年11月25日　初版
定価：本体1,700円＋税
(ISBN978-4-7672-0622-6)
(JAN4560363340930)
★AB判／72頁
★全点図案／解説付き

花のイニシャル刺しゅう2
好評シリーズの第2弾です。
ハーブや四季の花々をあしらっ
たイニシャルを中心に、お祝い
等のメッセージ文字も掲載して
います。心を込めたプレゼント
や小物作りにお役立て下さい。

2011年04月20日　初版
定価：本体1,600円＋税
(ISBN978-4-7672-0607-3)
(JAN4560363340435)
★AB判／68頁
★全点実物大図案／解説付き

リネンにハーブの花刺繍2
好評のシリーズ第２弾です。愛
らしく、清楚な魅力が人気のハー
ブの花を、ナチュラルな風合いの
リネンに刺しゅうしました。簡単
なステッチと丁寧な解説付きで、
初心者の方にもおすすめの一冊
です。

おしゃれな刺しゅう小物5 作品&サンプル90
刺すだけでOK

2011年03月30日　初版
定価：本体1,400円＋税
（ISBN978-4-7672-0606-6）
（JAN4560363340428）
★B5判／76頁
★全点実物大図案／解説付き

人気シリーズの第５弾です。ポ
ケットティッシュケース、ポーチ、
バッグやクリスマスグッズ等、プ
レゼントにも最適な作品とサン
プルを90点掲載しています。

おしゃれな刺しゅう小物7 （仮題） 
刺すだけでOK

2019年6月10日　発刊予定
定価 : 未定
★B5判

おしゃれな刺しゅう小物6 作品&サンプル80
刺すだけでOK

2013年03月25日　初版
定価：本体1,400円＋税
（ISBN978-4-7672-0626-4）
（JAN4560363340985）
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

大好評シリーズ第6弾。刺したら
すぐに使える、刺しゅう用半製
品を使った小物集です。ポケッ
トティッシュケース、ポーチ、バッ
グやベビースタイ等の、かわい
い作品とサンプルを80点掲載
しています。

2003年03月20日　初版
定価：本体1,400円＋税
(ISBN978-4-7672-0550-2)
(JAN4560363341326)
★B5判／64頁
★全点実物大図案／解説付き

12の基本ステッチで刺す やさしい野の花刺しゅう
清楚な中にいきいきとした力強
さをもつ野の花の魅力を、とて
もやさしいステッチで表現しま
した。バッグやクッション、時計
など幅広いアイテムを多数掲載
しています。

2005年06月15日　初版
定価：本体1,500円＋税
(ISBN978-4-7672-0565-6)
(JAN4560363340015)
★AB判／64頁
★全点図案／解説付き

Sweet＆Lovely クロスステッチ
刺しゅうの第一歩としてとても
親しみやすく、気軽にはじめる
ことができる「クロスステッチ」
の本です。ひとつのステッチで
簡単に作品作りが楽しめます。

2014年08月25日　初版
定価：本体1,800円＋税
(ISBN978-4-7672-0637-0)
(JAN4560363341241)
★AB判／80頁
★全点図案／解説付き

花と果物のクロスステッチ2
色鮮やかな花と果物のクロスス
テッチの作品を集めました。かわ
いらしいマカロンポーチ、ブック
カバー等の小物から、フラワーア
レンジメントや、花風景の額等の
本格的な作品まで、バラエティー
豊かに掲載しています。

2008年11月20日　初版
定価：本体1,800円＋税
(ISBN978-4-7672-0591-5)
(JAN4560363341715)
★AB判／80頁
★全点図案／解説付き

花と果物のクロスステッチ
美しい花とみずみずしい果物
をクロスステッチで刺しゅうし
ました。フラワーリースや花風
景の額、花模様のテーブルセン
ター、花と果物のクッションや
手軽に作れるかわいい小物を
掲載しています。

クロスステッチのシリーズです。
クロスステッチは図案を写す必要がないので、
初心者の方でも気軽にお楽しみいただけま
す。

クロス ステッチ

刺しゅう初心者だけれど、少しレベルアップ
したいという方におすすめの本です。様 な々
作品作りをお楽しみいただけます。

初心者向け単行本

2007年04月20日　初版
定価：本体1,500円＋税
(ISBN978-4-7672-0578-6)
(JAN4560363340268)
★AB判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

リネンにハーブの花刺繍
人気のナチュラルな風合いのリ
ネン(麻布)に、可憐なハーブの
刺しゅうをあしらった作品をま
とめました。ハーブの優しい表
情を簡単なステッチで表現して
います。

花のイニシャル刺しゅう
アルファベットのサンプラーを
中心に、野の花や四季の花々を
あしらったイニシャルを集めま
した。自分のマークに、贈り物
に・・・、いろいろなシーンでお楽
しみいただけます。

2005年03月20日　初版
定価：本体1,600円＋税
(ISBN978-4-7672-0563-2)
(JAN4560363341050)
★AB判／72頁
★全点図案／解説付き







刺しゅう作品にかかせない、地刺しやドロ
ンワークなどのパターンを、種類別に掲載
しています。

パターン集

2004年02月20日　初版
定価：本体1,500円＋税
(ISBN978-4-7672-0554-0)
(JAN4560363340237)
★B5判／64頁
★全点解説付き

布糸を抜かず、刺しゅう糸を強
めに引くことで出来る繊細な模
様を、142パターン紹介してい
ます。

アジュールパターン集

2006年01月30日  初版
定価：本体1,600円＋税
(ISBN978-4-7672-0568-7)
(JAN4560363340367)
★B5判／64頁
★全点解説付き

2点組み、3点組みの作品制作の
際に参考にしていただける、布、
糸それぞれの色違いのパターン
を掲載しています。

2012年06月15日　初版
定価：本体1,600円＋税
(ISBN978-4-7672-0617-2)
(JAN4560363340725)
★B5判／64頁
★全点解説付き

様々な地刺しを組み合わせて、
小布をはぎ合わせて作るパッチ
ワークのように見せるパターン
を紹介しています。色や配置を
変えたり、パターンを繰り返した
り、アイデア次第でいろいろな作
品作りにお使いいただけます。

地刺しパターン集5 使いやすいカラーバリエーション154点 地刺しパターン集6 刺しゅうで楽しむパッチワーク模様

2010年01月30日　初版
定価：本体680円＋税
(ISBN978-4-7672-5102-8)
(JAN4560363340206)
★A6判／64頁
★全点解説付き

刺しゅうミニBOOK 地刺しのパターン2
少し大柄なものや、かわいい花
模様等、地刺しの小物等にその
まま使っていただけるパターン
を集めました。

2010年01月30日　初版
定価：本体680円＋税
(ISBN978-4-7672-5101-1)
(JAN4560363340190)
★A6判／64頁
★全点解説付き

刺しゅうミニBOOK 地刺しのパターン1
布目をひろいながら様々な模様
を作る「地刺し」のパターン集で
す。花の花弁や人形の洋服など
の図案の中を刺しうめるのに使
いやすい細かい模様を、ポケッ
トサイズの一冊にまとめました。

2007年11月20日　初版
定価：本体2,500円＋税
(ISBN978-4-7672-0582-3)
★Ａ4変型判／64頁
★全点実物大図案／解説付き

ニードルレースパターン集
ニードルレースワークは布をす
くわずに、糸と針でレース状に
刺しうめていく技法です。レー
ス模様の美しいパターンの数々
をご紹介しています。作品作り
のお役に立ちます。

2008年07月20日　初版
定価：本体1,600円＋税
(ISBN978-4-7672-0588-5)
(JAN4560363341333)
★B5判／80頁
★全点図案／解説付き

刺しゅうパターンブック かわいい小花
風景刺しゅうに最適なごく小さな
花、アレンジメント用の小花や地
刺しなど、用途に合わせてお使い
頂ける小花のパターンブックで
す。各々の花の表情を表現するの
に最適なステッチを使った作品
を多数紹介しています。

2006年04月20日　初版
定価：本体1,500円＋税
(ISBN978-4-7672-2107-6)
(JAN4560363341340)
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

刺しゅうモチーフ集7 花図鑑
簡単なステッチで刺した立体
感のある花のモチーフ集です。
実物大の写真と丁寧な解説
で、初心者の方にもおすすめの
一冊です。

すぐ使える

2018年12月10日　発刊予定
定価 : 本体1,500円＋税（予価）
★B5判／72頁
★全点実物大図案／解説付き

新装版 刺しゅうモチーフ集7 花図鑑
すぐ使える

選んですぐ使える、実物大写真のモチーフ集。
簡単なステッチで、小物づくりにすぐに役立
ちます。

刺しゅうモチーフ集










