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5月14日 1150円 69698-85

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

5月22日

人気ソーイング作家、伊藤みちよに
よるリバティプリントを使った大人服
のソーイングブッグ。さりげなくお
しゃれに着こなせるリバティプリント
の服が作れます。Ｓ～ＬＬの4サイ
ズの実物大型紙付き。

レディブティックシリーズ　№4989
折って使える！実用折り紙百科 新装版

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №4985
ハンドメイドのかんたん子ども服2020夏

とびきりかわいい９０～１２０ｃｍの
子ども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の
パンツ、ワンピース、帽子のわかり
やすい写真プロセス付。

ISBN 978-4-8347-4985-4

作りやすくて着やすい夏服の本。
ワンピース、パンツ、スカート、ブ
ラウス、ジャケットそれぞれ1型ず
つの計5型の基本パターンから
様々なデザインを展開していく。
ソーイングの講師もつとめている
著者ならではの解説。

箱、お皿、ぽち袋、ラッピングなど
あらゆるアイテムを網羅した実用
折り紙本の決定版115点掲載。折
り図や文字も大きくて見やすいの
で、子どもからシニアまで幅広く
楽しんでいただけます。ISBN 978-4-8347-4989-2

5月21日

レディブティックシリーズ　№4987
今日も明日も、シンプルワンピース。

ISBN 978-4-8347-4987-8

1200円

レディブティックシリーズ　№4988
5つのパターンでアレンジ

シンプルな大人服

5月22日5月23日 627円

4910072250707　00627

気軽に作れて楽に着られるシンプ
ルなワンピースの本。永く付き合
えるワンピースを多数紹介。SML
の3サイズ、型紙2枚付。

レディブティックシリーズ　№4986
便利な折り紙こもの

ISBN 978-4-8347-4986-1

69698-87

4910136250605　00900

ISBNコード/誌名

5月7日 900円 13625-06

ISBNコード/誌名

5月7日 864円 09647-07

4910096470709　00864

器、箱、ケース、ギフトラッピング、
ポチ袋、箸袋など折ってから使え
る小物をたっぷり紹介。すべての
折り方を写真で解説しているので
わかりやすい！包装紙やクラフト
ペーパーでも楽しめるかわいいア
イテムが大集合。

確認
を！

レディブティック2020年6・7月合併号

とじこみ付録　実物大の型紙付
「わかりやすい縫い方イラスト解説
付　前後、表裏4通り着られる服」
「グレーヘアに似合う　巻き物アレ
ンジ」「フォーマルウエアに着物をリ
メイク」「エコバッグ」他　全168点

5月18日 1300円 69698-86

69698-88

ISBN 978-4-8347-4988-5

1300円

1400円

69698-89

1500円 69698-90

NOW
PRINTING

コットンフレンド2020年夏号

人気ファブリックCOTTON+STEEL
の新柄布地の付録付き。人気企画
「はぎれで作る便利な小物」をはじ
め、「ハンドメイドで夏を迎える準
備」など本格的なソーイングシーズ
ンに向けて、手作りをバッグアップ
する企画が満載です。

07225-07

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4990-8

ネイルUP！2020年7月号

夏ネイルいろいろ！（マット、シャー
ベットカラー、クリアネイル、ボタニ
カル、ボヘミアン、大理石、シェル、
凹凸、ホイル、フィルムなど）フット
ネイル、発掘次世代ネイルインフル
エンサー、最新！美白＆ＵＶ予防
講座など。

NOW
PRINTING

5月28日

ビーズfriend2020年夏号

特別付録 スワロフスキー・クリスタ
ル見本帖 Vol.2　夏におすすめのト
レンドを取り入れたアクセサリーを
紹介。ネックレスやブレスレット、
ウッドやシェルなど夏素材を使った
アクセサリーも。その他マクラメなど
情報が満載です。

69698-84

1000円

4910176690706　01000

17669-07

レディブティックシリーズ №4984
リバティプリント、私の着こなし

5月12日

天然石のフレーミング作品をメイ
ンに、簡単に作れるブレスレット
やブローチなどのマクラメアクセ
サリーを掲載。フレーミングが簡
単にできるプリネル付き！作品は
商用利用OKです。

5月25日

レディブティックシリーズ №4990
天然石のマクラメアクセサリーNOW

PRINTING

ISBN 978-4-8347-4984-7

1400円
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血には何の役割がるのかな？お
子様から聞かれて困ることもある
かもしれない体の「どうして？」に
ついて学んでみましょう。ふりがな
を振っているので、お子様だけで
も読める絵本です。

ISBN 978-4-8347-9035-1

5月22日 1545円 62459-03

どうしてうんちが出るのかな？お子
様から聞かれて困ることもあるかも
しれない体の「どうして？」について
学んでみましょう。ふりがなを振っ
ているので、お子様だけでも読める
絵本です。

書籍 №K35
なんでおしっこが出るの？

どうしておしっこががまんできない
のかな？お子様から聞かれて困る
こともあるかもしれない体の「どうし
て？」について学んでみましょう。
ふりがなを振っているので、お子様
だけでも読める絵本です。

1000円

書籍 №K34
なんでウンチが出るの？

公的年金制度の基礎から年金の
増やし方・得するもらい方まで、年
金入門の決定版。「いつまで働
く？」「いつからもらい始める？」な
ど年金の知りたい事がすべて分か
る一冊。

書籍1000円

ISBN 978-4-8347-9034-4

ISBN 978-4-8347-7602-7

書籍

NOW
PRINTING

5月27日

NOW
PRINTING

5月27日

5月14日 1300円 62459-01 5月27日

ISBN 978-4-8347-7603-4

バラ園のプロが教える、本当に必
要な栽培のテクニックから、選りす
ぐりのバラ120品種を掲載した一
冊。育てたバラをもっと楽しむため
のアフターガーデンも合わせてご
紹介。

5月27日 1000円

ISBN 978-4-8347-7599-0

一日一枚塗り絵を楽しむだけで、
集中力・想像力がアップ！動物や
乗り物、模様などこどもたちが好き
な塗り絵がいっぱい。自由に塗って
楽しもう！楽しい塗り絵図案60点
掲載。

書籍

ブティックムック №1501
改訂版 プロが教える バラのすべて

どうして涙はしょっぱいのかな？
お子様から聞かれて困ることもあ
るかもしれない体の「どうして？」
について学んでみましょう。ふりが
なを振っているので、お子様だけ
でも読める絵本です。

1000円 62459-02

1100円

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7601-0

ブティックムック №1502
あなたの年金2020-2021年版

ブティックムック №1503
増補改訂版　sol×solの多肉植物

サボテンを育てよう

5月14日

多肉植物の育て方を属ごとに解
説。かわいく寄せ植えしたり、鮮や
かに育てたり、この一冊あれば多
肉植物を網羅できる！品種を追加
した増補改訂版。

書籍 №K36
なんでなみだが出るの？

1000円

書籍 №K37
なんでちが出るの？

ISBN 978-4-8347-9036-8

書籍5月8日 62458-99

NOW
PRINTING

ブティックムック №1499
とことん遊べる！こどもマンダラぬり絵60

ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名

どうして怖い夢を見るのかな？お
子様から聞かれて困ることもある
かもしれない体の「どうして？」に
ついて学んでみましょう。ふりがな
を振っているので、お子様だけで
も読める絵本です。

書籍 №K38
どうしてねむるの？

ISBN 978-4-8347-9037-5

ISBN 978-4-8347-9038-2

書籍1000円5月27日


