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ISBN 978-4-8347-8007-9

7月3日

69699-07

巻頭特集は大人気のバラやお花を
秋らしい色合いやデザインでまとめ
た「秋を彩るバラと花」。その他、秋
のペイントの主役「Halloween」や哀
愁漂う日本の原風景をモチーフに
した「秋の風景」を特集。

7月29日 1300円 69699-14

ISBN 978-4-8347-8014-7

69699-06

レミン＆ソランのお洋服の本。気軽
に作れるかわいいデザインをご紹
介。お子様が着せかえしやすいよう
仕立てにもひと工夫。ブラウス、ス
カート、ワンピースなど一年を通し
て楽しめる一冊。

7月9日 1350円

レディブティックシリーズ №8007
ペイントフレンドVol.43

レディブティックシリーズ №8006
ディズニー レミン＆ソラン

着せかえドールBOOK

レディブティックシリーズ №8012
きせかえ折り紙ドールNOW

PRINTING

1300円 69699-05

7月17日

PH明日！

NOW
PRINTING

ソーイング作家　加藤容子が提案
する女の子の夏服を集めた一冊。
初心者でも簡単に作れる作ってあ
げたくなる洋服と小物51点を全て作
り方付き掲載。

NOW
PRINTING

1200円 69698-97

ISBN 978-4-8347-4997-7

4910072250905　00627

ネイルUP！2020年9月号

864円 09647-08

レディブティックシリーズ №4997
アッパッパ・ステテコ・モンペ

リラックスして過ごしたいおうち時間
や猛暑対策に活躍するアッパッパ・
ステテコ・モンペの本。レディースは
M・L・LLの3サイズ、メンズはM・Lの
2サイズ、キッズは90・100・110・
120cmの4サイズ。実物大の型紙付

ちいさくてかわいいフェルトのマス
コットはいかが？この本では人気
の動物やおとぎ話のキャラクター
など種類豊富にご紹介。プロセス
解説付きで初心者の方のはじめ
ての一冊にもおすすめ。

ISBNコード/誌名

ネイリストたちの推しメン＆最強ア
イテム！　フット企画～アートデザ
インに密着。ネイル第７世代が熱
い！発掘次世代ネイルインフルエ
ンサー　リバイバル＆NEWスタン
ダード　クリアカラージェル比較　オ
ンラインセミナーって？

ISBN 978-4-8347-8008-6

69699-09

レディブティックシリーズ №8010
和布でスマホ入れ、ポシェット、リュック

69699-08

1300円

7月17日

69699-10

1200円

レディブティックシリーズ №8008
フェルトのほのぼのマスコット

7月29日

小物を入れるボックスやギフトに
添えるタグ・お手紙など全作品の
折り方を写真で解説しているので
立体工程の説明もわかりやすい。
作って楽しく贈って喜ばれるペー
パー雑貨の魅力にあふれた一
冊。

ISBN 978-4-8347-8010-9

行動範囲が広がり、両手があい
て動きやすい和柄布を使って作る
スマホ入れ、ポシェット、リュックを
ご紹介。セット使いが出来るもの
や1つのかたちで2WAY、3WAYと
かたちが楽しめるデザインも掲
載。

7月15日

レディブティックシリーズ №8009
大人かわいい折り紙ギフト

＆ペーパー雑貨

ISBN 978-4-8347-8009-3

1200円

4910096470808　00864

とじこみ付録　「藍を纏う、夏」「マス
クの次は洋服を縫ってみよう！超
初心者さんも作れるおしゃれ服」
「家族の日常着」「おうち時間を楽し
む布こもの」「体型のお悩み別着こ
なし講座」他　全129点掲載。

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

7月22日 627円 07225-09

7月7日

レディブティック2020年8月号

ISBN 978-4-8347-8013-0

ISBN 978-4-8347-8012-3

7月28日

レディブティックシリーズ №8005
改訂版 女の子に作ってあげたい夏服

1300円

69699-12

ISBN 978-4-8347-8006-2

7月29日 1100円 69699-13

1300円7月3日

ISBN 978-4-8347-8005-5

PH明日！

レディブティックシリーズ №8013
直裁ちかんたんECOバッグ

レディブティックシリーズ №8014
紙バンドで楽しくミニチュアハウス

身近にできる環境保護として手作
りエコバッグを多数紹介。直接布
に線を引いて切って縫うだけでか
んたん。作り方はオールカラーで
わかりやすく解説。ソーイング初
心者にもおすすめ。

シンプルな折り方で学校やお仕事
の制服からスポーツのユニフォー
ムまでいろいろなコスチュームを
再現。色や紙にこだわって自分
そっくりさんを作ってもあそべる
よ。

ミニチュア作品での独特の世界観
が人気を集めている著者が、憧
れのフレンチシャビーや南仏の風
景など海外の家や大正モダンな
印象のデザインを提案した保存版
と言える一冊。
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7月29日

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

1000円

ブティックムック №1510
心がなごむ　和のパズル塗り絵

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7611-9

ブティックムック №1511
ディズニーわくわく迷路ブック

7月16日

ISBN 978-4-8347-7610-2

1300円

ブティックムック №1508
日本語と英語が学べるこどもの絵本ずかん

新装版

ISBN 978-4-8347-7608-9

62459-08

7月16日 1200円

楽しみながら頭の体操が出来るデ
イズニー迷路。ミッキー＆フレンズ
やプリンセス、プーさん、ピクサーな
どの可愛いイラスト迷路とちょっとし
たゲームをたくさん掲載！こどもか
ら大人までみんなで遊べます。

62459-11

1000円 62459-04

家、町、人、季節、食べ物など、こど
もがふれる様々なものをかわいい
イラストで図鑑絵本式に掲載。ネイ
ティブに近い発音で覚える英語も掲
載。

世界の絶景を眺めながら脳をト
レーニングできる本。簡単なものか
ら少し難しいものまで、まちがい探
しをたっぷり46問掲載。眺めるだけ
で頭がよくなる写真も入っていま
す。

ISBN 978-4-8347-7605-8

7月7日 1600円

ブティックムック №1505
増補改訂版 ウッドデッキ＆テラス百科

ISBNコード/誌名

ブティックムック №1504
世界を旅する癒しのまちがい探し

書籍 №K41
和布をいかしたバッグ・小物・飾り物

62459-05

大人気のウッドデッキやテラスの実
例集で、あらゆるタイプを網羅した
一冊。グランピングやプールなど最
新のウッドデッキやサンルーム実
例、お手入れ方法などを加えて増
補改訂版に。

7月6日

数字ごとに決められた色を塗るだ
けで、鮮やかな和の塗り絵が完成
します。一日一枚楽しんで脳が活
性！素敵な和のパズル塗り絵30点
を掲載。

ISBN 978-4-8347-7604-1

62459-10

7月17日 62459-12

7月28日

ブティックムック №1512
すみっコぐらしパズル塗り絵2

人気のキャラクター、すみっコぐら
しのパズル塗り絵第２弾！数字ご
とに決められた色をマスに塗って
いくだけで、かわいいイラストので
きあがり。誰でも簡単に楽しめま
す。

7月6日 1400円

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

1000円

ISBN 978-4-8347-7612-6

書籍

書籍 №K40
手作り超ミニ水族館 ボトリウム 新装版

ISBN 978-4-8347-9041-2

書籍

ISBN 978-4-8347-9040-5

小さなボトルや容器に水草や魚な
どを入れ、美しいミニアクアリウム
を作ろう。たまに水を替えるだけ
で手間いらず！超ミニ水族館で癒
されよう。

1250円

藍、大島紬、銘仙など、和布の色
合いや素材感、柄の組み合わせ
を楽しめるバッグや小物、飾り物
を、日常使いできるものやお部屋
を素敵に飾る小物など全47点。

こものを全82点紹介。すべて手ぬ
いなので思い立った時に気軽に
作れるのも魅力。掲載アイテムは
コースター、ティッシュケース、ピ
ンクッション、ポーチ、ミニバッグ、
がま口など。

書籍 №K42
あまり布で作れる手ぬいの布こもの

新装版

ISBN 978-4-8347-9042-9

書籍

7月9日 1300円


