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3月11日 1150円 69698-57 3月26日 1200円 69698-63

3月23日

新生児から1歳半前後のベビーの
手作り服の本。肌着、2ｗａｙロン
パース、セレモニーセット、ワン
ピース、オーバーオール、はかま
スタイルなど作り方を写真で詳し
く解説。全43点掲載。

飾って、置いて、吊るして、使ってと
身近にあるだけで心がホッと和む、
和布使いの飾り物。壁や窓辺を
飾ったり、玄関ホールやリビングに
置いて楽しめるもの等様々。特別
付録ふくろうの縁起吊るし飾りキッ
ト付き。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4962
新定番　手ぬいで作って

長く着たい大人服

線の重なりがなく見やすい、写し
やすい、使いやすい実物大の型
紙を使った基本と応用で作る服を
23点紹介。アイテムはチュニック、
ワンピース、ブラウス、コート、
バッグ、アクセサリーなど。手ぬい
作家　高橋恵美子著。

3月26日69698-56

1227円 12045-04

レディブティックシリーズ №4956
なごみの和飾り

3月5日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4957
フェルトでつくる

ハンドメイドのおままごとセット

フェルトで手作りのおままごとセット
が作れる一冊。ケーキ屋さん、ク
レープ屋さん、パン屋さんなど。人
気のお店屋さんごっこができる作
品がいっぱい。手先を使ってものづ
くり、想像力を働かせてごっこ遊
び、お子様の知育にぴったり。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4963
手作りのかわいいベビー服

ISBN 978-4-8347-4957-1 ISBN 978-4-8347-4963-2

既刊の「コットンフレンド　キッ
ズ！」から、人気のあった春夏向
けの作品をセレクトし、さらに、ベ
ビーグッズもプラスした総集編。
キッズウエアのサイズは100～
130ｃｍまでの4サイズ展開。

布描き用マーカーで染めてそのま
わりをかんたんなステッチで刺
しゅうするダイ・ステッチワークの
楽しさを、たっぷりと紹介した一
冊。エレガントな普段使いの小物
を37点掲載。基礎テクニックを写
真で詳しく解説。ISBN 978-4-8347-4961-8

3月17日

レディブティックシリーズ　№4959
エコアンダリヤで編む

 晴れの日のバッグ＆帽子

ISBN 978-4-8347-4959-5

1150円

レディブティックシリーズ №4960
コットンフレンド キッズ＆ベビー！

3月23日3月23日 627円

4910072250509 00627

特別な日に使いたくなるデザイン
がたくさん！春夏にぴったりのラ
フィア風の糸「エコアンダリヤ」。
人気のベージュ系のカラーだけで
なくコーディネートの主役になるよ
うなカラフルなバッグと帽子を掲
載。

レディブティックシリーズ　№4958
改訂版 手作りワンピース手帖

ISBN 978-4-8347-4958-8

69698-59

4910175070400 00909

ISBNコード/誌名

3月4日 909円 17507-04

ISBNコード/誌名

3月6日 900円 09647-04

4910096470402 00900

面倒なファスナーつけがなく、気
軽に作りやすいワンピースの本。
ゆったりとしたサイズ感で、体型
を気にせずにストレスフリーに着
られるワンピースを多数掲載。

レディブティック2020年4月号

●旬のトップス　●わかりやすい縫
い方イラスト解説付　和柄の普段
着　●1枚の着物をムダなくリメイク
●帯をバッグにリメイク●写真プロ
セス解説付　ポケットの縫い方　他
付録：ボタニカル柄カットクロス付
き。

3月13日 1100円 69698-58

69698-60

ISBN 978-4-8347-4960-1

1400円

1200円

69698-61

1200円 69698-62

NOW
PRINTING

パッチワーク教室2020年春号
特集「私の好きなバスケットパター
ン」アップリケで描く季節のフラワー
リース　作りませんか？トラディショ
ナルキルト　大切な人へのパッチ
ワークの贈り物　他　パターンレッ
スンなど盛りだくさんの一冊。

07225-05

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4962-5

ネイルUP！2020年5月号
「おねぇネイリストをフィーチャー！」
「セルフネイラー特訓シーズン！」
「カラーリキッドの使いこなし」他ネ
イルパウダー大特集、スポーツネ
イルなど。

4910120450400 01227

レディブティックシリーズ　№4961
染めと刺しゅうで楽しむ

ダイ・ステッチワーク

ISBN 978-4-8347-4956-4

1300円

3月16日

エクステリア＆ガーデン2020年春号
巻頭特集「花と緑、自然と暮らす
ナチュラルガーデン」「家族と楽しむ
プレイガーデン」「リビングガーデ
ン」など春の日差しに包まれてお庭
で楽しく過ごせる素敵な実例が満
載。
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ブティックシリーズ №1494
とってもたのしい！めいろ
まちがいさがし　えさがし

遊びながら考える力がぐんぐん伸
びる！『めいろ まちがいさがし えさ
がし』の本。なかさこかずひこさん
のかわいいイラストでこどもたちが
夢中になってあそびたくなるとって
おきのゲームブック。

3月17日 1000円

ISBN 978-4-8347-7593-8

ISBN 978-4-8347-4967-0

一坪でできる野菜づくりの本。栽
培の基本や31種類の野菜の作り
方を丁寧な写真解説とイラストで
わかりやすく紹介。ハーブの育て
かたや困ったときの対処法など
も。

枠内に書かれている番号と同じ
シールを探して貼ることによって
作品を完成させる。数字を確認し
ながら丁寧に貼っていくことで、集
中力が鍛えられ、脳を活性化す
る。楽しいシールブック！

62458-94

ISBN 978-4-8347-7594-5

62458-93

3月28日 1000円 62458-92

過去最強の難しさ！君はこれを解
けるか？つい挑戦したくなる難問ま
ちがいさがしを42問掲載！家族や
友達とチャレンジしてみよう。脳も
活性すること間違いなし！

3月28日 1500円 69698-65 3月2日

709円

ブティックシリーズ №1493
　　　　　ヤバいくらいムズかしい

まちがいさがし

レディブティックシリーズ №4967
ハンドメイド日和vol.10

流行りの手作りが詰まった一冊。
巻頭特集はお花特集！レジンや刺
しゅうなどで作ったアクセサリーや
アイテムがいっぱい。付録：すぐに
使えるパターンペーパー付き。

NOW
PRINTING

3月3日

1200円 69698-67

NOW
PRINTING

ブティックシリーズ №1492
正しくきれいに書ける

ひらがな練習帳

3月28日

文字の形やえんぴつの動きをわか
りやすく表現し、大きな見本をつけ
た書き込み式、こども向けのひらが
な練習帳。お手本を重ねて自分の
文字がチェックできる付録付き。

ISBN 978-4-8347-7592-1

世代問わず楽しめるシンプルなメン
ズウエアを集めた一冊。シャツ、
テーパードパンツ、パーカー、ブル
ゾンなど着回しやすいデザインを掲
載。一部作品は詳しい写真解説付
き。Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬの4サイズ、実物大
の型紙付き。ISBN 978-4-8347-4965-6

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4965
スタンダードなメンズ服

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4964
すずまち流　やさしいつまみ細工

羽二重とちりめんで作る美しい髪
飾り、アクサセサリー、季節の小物
の作り方を初心者でもわかりやす
い写真解説で紹介。身に着けて
飾って楽しめるつまみ細工の魅力
満載。 ISBN 978-4-8347-9027-6

K27
一坪でできる野菜づくり 新装版

ISBNコード/誌名

書籍3月28日 1200円 69698-64 3月16日 1400円

ISBN 978-4-8347-4964-9

K30
脳トレシールパズル

開発品

ISBN 978-4-8347-9030-6

1500円


