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ペットボトルをリサイクルした暮ら
しに役立つエコでおしゃれな雑貨
を集めた一冊。ハンギングトレイや
バスケット、ペンケースやキッチン
ラックなど便利なアイテムがいっぱ
い。すべて作り方付き。

1000円 69697-08

手作りエプロンの本。機能的で使
いやすいエプロン、ちょっとそこま
でのお買い物、料理教室などお稽
古事に使えるおしゃれエプロンな
ど37点掲載。実物大の型紙付き。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4808
ペットボトルで作るかわいい便利こもの

5月14日 1111円 69696-99 5月28日

ISBN 978-4-8347-4799-7 ISBN 978-4-8347-4808-6

レディブティックシリーズ№4799
改訂版 毎日エプロンおしゃれエプロン

便利で楽しいアイデアや仕掛けが
詰まった作品が盛りだくさん。著作
権フリーなので作った作品をバ
ザーやハンドメイドマーケットなど
で販売可。

5月7日 1296円 69696-98 5月28日 1389円 69697-07

ISBN 978-4-8347-4798-0 ISBN 978-4-8347-4807-9

レディブティックシリーズ№4798
お花いっぱいのペーパークイリング

カレイドフレーム、ハーバリウム風
などアレンジ作品も紹介。基本
パーツの作り方から応用テクニッ
ク、作品の作り方すべてを写真プ
ロセスで丁寧に解説。

レディブティックシリーズ№4807
主婦のミシン おもしろい仕掛けの布こもの

自宅でできる草木染めレッスン
ブック。初心者でもできるように、
基本的な草木染めから応用まで
わかりやすい写真解説で紹介。染
めたアイテムもたくさん掲載されて
います。

5月7日 1204円 69696-97 5月27日 1111円 69697-06

ISBN 978-4-8347-4797-3 ISBN 978-4-8347-4806-2

レディブティックシリーズ№4797
ハギレで作れる ちょこっと和小物

服や小物を作って余った布、着物
をほどいた布などハギレも様々。
ポーチ、お財布からポシェット、ア
クセサリー、インテリア類とちょこっ
とかわいい和小物を紹介。

レディブティックシリーズ№4806
改訂版 草木染めレッスン帖

人気のケイフ・ファセットファブリッ
クなど素敵な布を使って作る、可
愛いこもの51点。ポーチ、お財布、
メガネケース、アクセサリー、バッ
グの他、エプロン、タぺストリー等
を掲載。

5月28日 778円 17669-07 5月27日 1389円 69697-04

4910176690799　00778 ISBN 978-4-8347-4804-8

ISBN 978-4-8347-4803-1

NOW
PRINTING

ビーズfriend2019年夏号
人気ジュエリー作家、ウタ・オーノ
が提案する素材を活かしたとって
おきジュエリーを紹介。夏にぴった
りのアクセサリーをレシピ付きで掲
載。

レディブティックシリーズ№4804
瀧田裕子 柄を楽しむ布こもの

5月7日

90から120cmサイズの子どもたち
に向けた服とこものを豊富なデザ
インで多数掲載。夏のマストアイテ
ムじんべいやワンピース、帽子な
どをわかりやすい作り方付きで紹
介。

5月23日 537円 07225-07 5月22日 1111円 69697-03

4910072250790　00537

806円 13625-06

ISBN 978-4-8347-4802-4

コットンフレンド2019年夏号

NOW
PRINTING

ネイルUP!2019年7月号
表紙：朝比奈彩　「フットケアを見
直し！最新ペディで艶やかに！」
「クリア感meetsくり抜き＆埋め込
みネイル」「シアー系ジェルネイル
徹底検証」「ネイリストのヘアカタロ
グ」

レディブティックシリーズ№4803
ハンドメイドのかんたん子ども服2019夏

5月7日 824円 09647-06 5月14日 1111円 69697-01

「乙女のソーイングBOOK4～7」よ
り人気のスタイルをセレクト。可愛
くてお洒落なロリータ服がいっぱ
い。S～Lの3サイズで全41点。す
べて作り方付きで一部実物大の
型紙付き。

いろんな種類やポーズがかわい
い「十猫十色」なねこのあみぐるみ
の作品集。うちの子に似ている
にゃんこが見つかるかもしれな
い、ほっこりする一冊。

5月16日 1500円 69697-02

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4802
乙女のソーイングBOOK Best Collection

4910136250698　00806

レディブティック2019年6月号
とじこみ付録　実物大の型紙付
「普段着＆フォーマルウエア」
「みんな着られるフリーサイズの
服」　「太田秀美先生のきれいに
仕立てるポケット」　「かごバッグの
リメイク」　他　全162点掲載

レディブティックシリーズ№4801
十猫十色のあみぐるみ

暑い夏を乗り切る「夏素材のハン
ドメイド雑貨」を特集。タオルやビ
ニール、ラミネートなど、縫いにく
い素材の縫い方講座、便利で楽し
いソーインググッズ紹介など、盛り
だくさんでお届けします。

4910096470693 00824 ISBN 978-4-8347-4801-7

㈱ブティック社
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NOW
PRINTING

魚のさばき方をわかりやすく写真
で解説しています。60種類の魚・
貝を紹介。本誌の巻末には寿司
の作り方や魚を使った美味しい料
理レシピも豊富に掲載していま
す。

5月27日 1800円

ISBN 978-4-8347-9015-3

K15
魚のさばき方大事典 新装版

書籍

書籍

4月30日 900円

ブティックムック№1471
万葉集を書いて学ぶ　ペン字練習帖

万葉集で楽しく学ぶ、書き込み式
ペン字練習帖。万葉集60首を楷
書・行書の両方で練習でき、文字
のワンポイント解説・練習欄も設け
ているのでキレイに書くコツもマス
ターできる。

5月28日 1667円 62458-70

ISBN 978-4-8347-7570-9

62458-71

ISBN 978-4-8347-75716

比較的低予算-150万円以内で実
現したエクステリア（外構）やガー
デン（庭）の成功実例の集大成
版。コストを抑えるアイデアやヒン
トが満載。最新の実例やDIY実例
を追加して改訂。

ブティックムック№1470
改訂版 150万円以内で実現!!

エクステリア＆ガーデン成功実例百科

急な病気や災害、事故など「もし
も」の時のために大切な人たちに
残す自分の情報、金融情報や連
絡先、医療や介護、葬儀やお墓、
保険、配偶者の情報などをしっか
り書き留めておくためのノート。

5月16日 1528円 62458-69 6月1日

ブティックムック№1469
増補改訂版 実用庭木図鑑

庭づくりで人気のシンボルツリー
20種、よく使われる庭木60種を掲
載。実際に庭に植えてある豊富な
写真で植栽の仕方をわかりやすく
解説。これからの新しい庭木の楽
しみ方をプラスして増補改訂。

K14
「もしも」の前に作っておきたい

 エンディングノート

書籍

ISBN 978-4-8347-7568-6 ISBN 978-4-8347-9013-9

900円

ISBN 978-4-8347-7569-3 ISBN 978-4-8347-9014-6

書籍

ブティックムック№1468
ディズニー塗り絵ロジック

ヒントの数字を頼りにマス目を塗る
と、ディズニーキャラクターが現れ
るパズル本。かんたんに解ける問
題から映画のワンシーンを完全再
現したイラストまで。

5月16日 880円 62458-68 5月27日 1300円

5月14日 1000円 62458-67 5月25日 2500円 書籍

ISBN 978-4-8347-7567-9 ISBN 978-4-8347-9012-2

ブティックムック№1467
あなたの年金2019-2020年版

K12
結び大百科 新装版

ミサンガやマクラメのアクセサリー
をはじめ。革ひもやアジアン結び
など様々な用途に使える結びを全
87種類掲載。「ライン結び」を追加
して改訂大きな図解でわかりやす
く解説。

㈱ブティック社

日本を動かした偉人たち312人を
紹介。時代の流れに沿って紹介し
ていくので、それぞれの人物の生
涯を読みながら、日本の歴史をお
さらいできる一冊。

1300円

ISBN 978-4-8347-9016-0

K13
まんがでわかる偉人伝
 日本を動かした312人

K16
超ミニ盆栽 新装版

植物の魅力を指に乗るサイズにま
でぎゅっと閉じ込めた超ミニ盆栽。
作り方をプロセス写真で紹介して
いるほか、豊富なアレンジ例で自
分なりの超ミニ盆栽をすぐにでも
作りたくなる一冊。

6月7日

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

年金のしくみから受給手続きま
で、豊富な図解でポイントがすっき
りわかる。60代のお得な働き方や
夫婦で考える年金のもらい方、も
らい損ね年金の発見方法などの
情報が満載。


