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ISBN 978-4-8347-4992-2

6月11日

69698-92

おしゃれシニアのためのソーイング
本。夏、秋、春に活躍するトップス、
チュニック、ワンピース、ボトムに加
え、エプロン、エコバッグ、リュック、
アクセサリーなどの小物も掲載。全
50点。詳しい作り方実物大の型紙
付き。

おしゃれのスパイスに欠かすことの
出来ない手作り出来るかたちがス
テキな帽子をデザイン別に紹介。
ベーシックなクロッシェを始め、マ
ニッシュなソフト帽、キャスケット、ベ
レー、ハンチング、キャップ、ターバ
ン風と勢揃い。

6月30日 1400円

レディブティックシリーズ №4992
60代からのソーイング vol.5

レディブティックシリーズ №4991
改訂版 かたちがステキな大人の帽子

6月22日 1300円 69698-99

ISBN 978-4-8347-4999-1

69698-91

69698-96

くすだま折りの花の第一人者・久
保満里子先生の作品から人気の
高い50種類以上の作品を掲載。
伝統的なくすだまから、ポットや置
き飾りなど手軽なアレンジ作品も
紹介。初心者から熟練者まで楽し
めるくすだま折りの花の決定版！

ISBN 978-4-8347-4991-5

6月22日 1200円 69698-98

1400円6月22日

レディブティックシリーズ №4996
花のアップリケとレースモラPH手配中

寺島さん

1909円 07893-07

6月16日

NOW
PRINTING

特集：写真で浴びるマイナスイオン
やつぱり渓流が好き！
ギャラリー：追悼　萩原俊哉
技法：家の近くでも傑作は撮れる
反絶景イズムノ逆襲

1227円 12045-07

4910120450707 01227

4910175070707　00909

パッチワーク教室2020年夏号

964円 08833-07

エクステリア＆ガーデン2020年夏号
特集「おうち時間をもっと楽しく！」
テラスウッドデッキのリビングガー
デンやガーデニングが楽しめるお
庭、子どもが喜ぶ可愛いオブジェな
ど、家族みんなでおうち時間が楽し
くなる素敵な実例を集めた一冊。

PH手配中
武内さん

4910088330707　00964

特集１「秋冬野菜づくり教室」畝の
準備から収穫までをわかりやすい
図解で紹介。特集２「秋冬野菜育苗
術」さらに別冊付録は秋冬野菜の
土づくりとこれ一冊で秋冬の野菜づ
くりがばっちりわかります。

ISBNコード/誌名

6月4日 909円 17507-07

6月3日

野菜だより2020年7月号

香田あおいさん、かたやまゆうこ
さん、伊藤みちよさん、クライ・ム
キさん、坂内鏡子さん、加藤容子
さんなど、人気作家が作る「この
夏着たい服」大特集。ワンピース
からスカート、ブラウスまで、作り
映えする作品が目白押しです！

ISBNコード/誌名

特集「藍のパッチワーク」では藍染
布を使ったバッグやキルトを掲載。
話題のエコバッグや旬の生地で作
る夏バッグも見どころ。

ISBN 978-4-8347-4993-9

69698-94

レディブティックシリーズ №4995
サスティナブルな布こもの

69698-93

1200円

6月15日

69698-95

1300円

レディブティックシリーズ №4993
COTTON FRIEND SEWING vol.4

6月16日

コットン地でつくる浴衣と甚平を中
心に、反物の大人の浴衣やベ
ビーの甚平、女の子に人気の甚
平ドレスなど35点をすべて作り方
つきで掲載。また、着付けや帯結
びを写真で解説。キッズの浴衣＆
甚平とベビーの甚平は実物大の
型紙つき。

ISBN 978-4-8347-4995-3

ハギレを生かしたり不要なものを
再利用してアップサイクルなど賢く
楽しいこもの作品を提案。

6月16日

レディブティックシリーズ №4994
手作りしたい みんなの浴衣と甚平

ISBN 978-4-8347-4994-6

1200円

4910078930702　01909

PH手配中
柳さん

レディブティックシリーズ №4998
すみっコぐらしの刺しゅう図案集

PH手配中
浜口さん

レディブティックシリーズ №4999
改訂版 くすだま折り花百科

大人気キャラクターすみっコぐらし
のちょっぴりシュールでかわいい
ポーズの図案をたくさんご紹介。
１色で刺せる初心者向けの図案
もたくさんあるので刺しゅうを始め
たい方にもおすすめです。ISBN 978-4-8347-4998-4

人気のキルト作家木山春代の新
刊、著者オリジナルの技法である
「モラ」に基本のステッチをプラス
して繊細なレースを重ねたような
効果を出す手法「レースモラ」をふ
んだんに取り入れた重厚感、立体
感あるバッグと小物の本。ISBN 978-4-8347-4996-0

6月22日

風景写真2020年7・8月号

1200円
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6月26日

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

1200円

D18
クレーンゲーム貯金箱キット

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7099-5

D19
ペットボトルロケット実験キット

6月22日

ISBN 978-4-8347-7098-8

1350円

ブティックムック№1507
ユニコーンをさがせ

開発品

開発品

自由研究に大人気のペットボトルロ
ケットの材料と実験の方法と実験
から学べる結果を東大生が解説し
たプリントがセットになったキット。
ペットボトルロケットを組み立てて早
速発射してみよう！ ISBN 978-4-8347-9039-9

書籍

1500円 69699-01

イギリスで75万部、25か国に翻訳
出版された大ヒット作が日本に上
陸！細かいイラストで一筋縄では
見つけることが難しい7頭のユニ
コーンを探してみましょう！

ファッションドール「ブライス」の為の
手作り服と小物の本。一週間の着
回しコーデやワンピース、季節のお
めかし服、小物など。裾フリルワン
ピースとリボンカチューシャのプロ
セス写真解説付。全64点。縫い代
付の実物大の型紙付。

ISBN 978-4-8347-7606-5

6月26日 1300円

ブティックムック№1506
夢と冒険のファンタジー  ディズニー塗り絵

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ №8001
ブライススタイル着せかえソーイングBOOK

D22
Seriaのイラスト用

アルコールマーカー塗り方BOOK

62459-06

アドベンチャー、プレイ、マジック、
ボタニカルとディズニーのなかまた
ちが色々な世界観に登場するとっ
ても楽しい塗り絵。プーさん、プリン
セス、アナ雪、トイストーリー４も登
場！ポストカードサイズの塗り絵も
掲載。

ISBN 978-4-8347-7607-2

62459-07

6月22日 1250円

夏休みの自由工作にも最適な組み
立てて遊べるクレーンゲームの工
作キット。貯金箱機能付き。好きな
景品を入れ、磁石の力で商品を
キャッチして楽しく遊べる。自由に
着色してオリジナルの一台が作れ
るのも魅力。

ISBN 978-4-8347-8001-7

1200円

ISBN 978-4-8347-6720-9

6月23日

6月11日

D20
ハンディ扇風機工作キット

夏の暑さを吹き飛ばすオリジナル
のハンディ扇風機が作れるキット
だよ。パーツすべてにミシン目が
ついているので、台紙からはずす
だけですぐに組み立てられる。好
きなイラストを描いて自分だけの
ハンディ扇風機に仕上げよう！

6月22日 1300円

NOW
PRINTING

カジュアルバッグからお洒落バッ
グ、和柄やエコバッグなど普段使
いに重宝するバッグ164点掲載。
今欲しいが見つかる手作りバッグ
の決定版。

1200円

書籍

D21
ペーパークラフトブック

 カブトムシ クワガタムシ

ISBN 978-4-8347-6722-3

開発品

開発品

開発品

6月26日

ISBN 978-4-8347-6721-6

K39
ミセスのバッグ164点 新装版

6月26日 950円

6月22日

ヘラクレスオオカブトやオオクワガ
タ、ギラファノコギリクワガタなど
人気の10種が作れるペーパーク
ラフトブック。ミシン目入りなので
抜き取って組み立てるだけで、今
にも動き出しそうな超リアルな虫
たちが作れます。

1300円

SNSやネットで話題！100円ショッ
プセリアのイラスト用マーカーを
使った塗り絵の本。マーカーの紹
介や使い方の基礎知識からキャ
ラクターや小物などの塗り方テク
ニックをプロセス解説で紹介。す
ぐに楽しめる塗り絵図案付き。

夏に着たいかんたんに作れて着
心地のよいワンピースとチュニッ
ク。今どきのデザインからベーシッ
クなものまで全48点。4サイズ（7
～13号）の実物大の型紙付き。

K33
かんたんで着心地のよい
ワンピース＆チュニック

ISBN 978-4-8347-9033-7


