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ISBNコード/誌名

4910088330516 00964

4月20日 1909円

野菜だより2021年5月号

レディブティック2021年5月号

実物大の型紙付「着回し自在！
セットアップを作ろう、」【5・6月号
連続企画】写真プロセス解説付
定番シャツを作ろう、60代・グレー
ヘア マスク時代のアイメイク、端
午の節句小物　他

レディブティックシリーズ№8111
happyknittingmama／

ハピママのかぎ針編みレッスン

4910096470518　00864

4月2日 964円 08833-05

ISBNコード/誌名

1200円4月13日

ISBN 978-4-8347-8111-3

夏野菜のガッチリ収穫を応援する
５月号。特集は「日当たり大研
究」。野菜の生長に欠かせない光
との関係を学び野菜が喜ぶ環境
づくりをご紹介。

4月7日 864円 09647-05 4月8日 1400円 69700-11

人気YouTuberハピママ著。かんた
んなモチーフから、ポーチやバッ
グ、ストールや帽子まで、かぎ針
編みで作るかわいい小物とその編
み方を紹介。

ISBN 978-4-8347-8112-0

レディブティックシリーズ№8113
ビーズで作るマスクストラップ

巻頭特集は夏に向けて描きたい
「Hawaiian wind」で、家にいながら
ハワイ旅行気分を味わって。季節
感満載のテーマが盛りだくさん！

ISBN 978-4-8347-8114-4

韓国発！日本でも大人気のマスク
ストラップ。ちょっと外したいときや
食事のときに便利です。いろいろ
なファッションに合わせられるデザ
インがいっぱい。材料キット付き
で、すぐ作れるのも嬉しい！

すみっコたちが魔法のタワシに
なって登場！アクリル100%の糸で
編んだタワシは、洗剤なしで汚れ
を落とす優れもの。手にはめて洗
うパペット型や、飾っても楽しめる
あみぐるみ風のデザインなど。

69700-12

4月13日

1200円
ISBN 978-4-8347-8106-9

69700-06

レディブティックシリーズ№8116
若山雅子　幸せになれるキルトNOW

PRINTING

ちょっとしかないお気に入りのハ
ギレで作る生活に役立つこものの
作り方や柄の合わせ方など参考
にして、さぁかわいいこものを作り
ましょ！

1300円

レディブティックシリーズ№8105
大人の小さめバッグ

レディブティックシリーズ№8112
すみっコぐらしのかんたん魔法のタワシ

NOW
PRINTING

風景写真2021年5・6月号

1350円4月13日

1000円

野菜だより　5月号増刊
夏野菜づくり　超基本とコツのコツ

　2021年版

ISBN 978-4-8347-8113-7
69700-13

NOW
PRINTING

和布を使ったおしゃれ着と日常服
やこもの集。着物リメイク、帯リメイ
ク、藍染の布を使った暮らし着や
古布使いのバッグを充実。全８５
点掲載。実物大型紙と詳しい作り
方解説付。

4月6日 1050円

ISBN 978-4-8347-8105-2
4月13日

レディブティックシリーズ№8109
和布ソーイングvol.16

パッチワーク、和布、布バッグデザ
イナーとしていろいろな手芸分野
で活躍している２０名の作家さん
たちに大人世代が持ちたい小さめ
で使いやすいバッグを提案しても
らいまとめた素敵な一冊本。

69700-05 1600円 69700-15

NOW
PRINTING

69700-14

ISBN 978-4-8347-8115-1

NOW
PRINTING

1000円 08834-05

前作「こだわりパターンで作る 毎
日着られる大人服」から、さらにク
ローゼットを充実させる手作り服
の提案。ブラウス、ワンピース、ス
カート、パンツ、アウターまで、全２
１着をご紹介します。

人気作家が提案する雑貨やかご
バッグ、レーシー編みのかごバッ
グ、収納かご1 day レッスン、夏に
持ちたいシルバー＆ゴールドか
ご、ミニチュアの世界、カメの親子
の起き飾りなどを掲載。

69700-17

4月21日

レディブティックシリーズ№8117
みんなの紙バンド雑貨vol.6

1500円

1300円 69700-10

ISBN 978-4-8347-8117-5ISBN 978-4-8347-8109-0

4910088340515 01000

レディブティックシリーズ№8106
柄合わせで遊ぶ　便利なハギレこもの

69700-09 1350円

レディブティックシリーズ№8114
ペイントフレンドVol.46

4月22日

07893-05

特集１「潤いの季節を表現する」
特集２「風景の極意」

4910078930511 01909

4月6日

定期誌「野菜だより」の増刊。初心
者の方でも簡単に有機無農薬で
夏野菜が作れる基本とコツを既刊
の「野菜だより」から記事を抜粋し
てまとめた一冊。

レディブティックシリーズ№8110
60代から作って着たい春夏服

レディブティックシリーズ№8115
作り続けたい 大人のワードローブ

4月21日

一部の作品は作り方を動画で見
ることができ、材料キットも買え
る。ポーチやコインケース、エコ
バッグなどパッチワーク初心者で
も作れる小物などデザイン豊富に
掲載。

69700-164月13日

4月26日 1200円 69700-18

カプセルトイなどでも人気！もんと
みさんの石粉粘土で作るもっちり
とした動物が作れる本。猫や犬、
ペンギン、パンダなど見てるだけ
でも癒されます。作り方は写真プ
ロセス解説で掲載。

ISBN 978-4-8347-8116-8

ISBN 978-4-8347-8118-2

4月26日

レディブティックシリーズ№8118
もんとみさんが石粉粘土でつくる
手のひらサイズのもっちり動物

ISBN 978-4-8347-8110-6

おしゃれな60代以上の方のため
のソーイング本。デザインバリエー
ション豊富なブラウス、チュニック、
ワンピース、ボトムなどを、実物大
の型紙つきでご紹介、全45点。S・
M・Lの３サイズ展開。

NOW
PRINTING

㈱ブティック社
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NOW
PRINTING

D35
3Dパズル塗り絵　名画編

Color by Numbers

数字に従って決まったマスを塗っ
ていくだけで、立体的で本格的な
絵が浮かび上がるパズル塗り絵。
大きなサイズで名画を堪能しよう。4月20日 1300円 開発品

ISBN 978-4-8347-6735-3

キラキラかわいいパーツで楽しく
作れる腕時計キット。デザインは2
本分作る事ができ、余ったパーツ
でブレスレットや指輪を作ったり、
楽しさ無限大！

D34
楽しくつくろう！キャンディ&ゼリーウォッチ

㈱ブティック社

62459-43

ブティックムック №1543
カジュアルに楽しむ手のひら盆栽NOW

PRINTING

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

62459-44

在宅ワークの合間やティータイム
など、日常生活のふとした瞬間に
楽しむことができる「手のひら盆
栽」はいかがでしょうか？作り方や
お手入れの仕方まで丁寧に解説
した一冊。

4月27日 1000円 69700-19 4月14日 1400円
ISBN 978-4-8347-8119-9 ISBN 978-4-8347-7643-0

4月27日 1400円 69700-21 4月26日 1500円

レディブティックシリーズ№8121
はじめて作るペーパーフラワー

伸縮性のあるクレープペーパーを
使用したリアルな紙の花を紹介。
ガーベラ、チューリップ、バラ、アジ
サイなど14種の花の作り方を写真
とともに解説。

NOW
PRINTING

D36
神秘のタロット塗り絵BOOK

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№8119
大人のかんたんソーイング2021夏

この夏作って着たいワンピース、
チュニック、ボトム、セットアップな
ど、作り方解説・実物大の型紙付
で69点ご紹介。程よく流行を取り
入れた着やすいデザイン満載。

部屋を彩る観葉植物との暮らし方
と、育て方、楽しみ方を紹介した一
冊。メジャーな品種から珍しいもの
まで集めた図鑑も掲載。

NOW
PRINTING

ブティックムック№1544
INTERIOR GREEN  インテリアグリーン

ISBN 978-4-8347-8121-2 ISBN 978-4-8347-7644-7

魅力的でミステリアスなタロット
カード。塗り絵を通してモチーフや
カラーの意味を知り、タロットと親
しもう。占い初心者がもっとタロット
の世界について知れる一冊。

4月5日 1300円 62459-38

4月6日 1200円

ISBN 978-4-8347-7638-6

ISBN 978-4-8347-6736-0
開発品

ISBN 978-4-8347-7639-3

ISBN 978-4-8347-6733-9

NOW
PRINTING

ブティックムック№1539
おしゃれに飾るベランダ菜園

畑がなくてもベランダで野菜づくり
が楽しめちゃう！広さや角度、隣
人とのお付き合いなど、暮らし方
に合わせて野菜づくりが楽しめる
方法と、野菜の育て方40種類をご
紹介。

あり

D33
楽しく貼って脳トレ！ シールパズル

開発品

NOW
PRINTING

3,500枚以上のシールを、枠内に
書かれている番号を探して貼るこ
とによって、手先が細かな動きを
するので集中力が鍛えられ、脳を
活性化することができる。

4月6日 1300円 62459-39

4月20日 1300円

ブティックムック№1538
改訂版　まんがと写真で徹底解説！

野菜を100種類作ろう！

トマトやホウレンソウなどの定番野
菜から、近年注目されているヤー
コンやウコンなどの健康に良い野
菜まで全100種の作り方に、おす
すめのハーブの育て方を加えて再
編集。

4月13日

NOW
PRINTING

ブティックムック№1540
マンガと図解、写真でまるわかり

プランター菜園をはじめよう

マンションのベランダや、小さなお
庭でも野菜づくりを楽しむことがで
きるプランター菜園。マンガを読み
ながら、写真、イラストを駆使した
楽しく、くわしく、そして何よりわか
りやすい一冊。

4月13日 1300円 62459-40

ISBN 978-4-8347-7640-9

ISBN 978-4-8347-7642-3
62459-42

1300円 62459-41

ISBN 978-4-8347-7641-6

NOW
PRINTING

ブティックムック №1542
道ばたの小さな草花図鑑

4月13日

NOW
PRINTING

ブティックムック№1541
改訂版　野菜のかんたん水耕栽培

ISBN 978-4-8347-6734-6
開発品2000円4月26日

1300円

お散歩や通勤・通学の時に見つけ
られる、小さくてかわいい草花たち
をイラストで紹介している一冊。著
者はＳＮＳで人気の一日一種さ
ん。持ち歩けるコンパクトなＢ６サ
イズ。

かんたんで、汚れない、病気にか
かりにくく、省スペースで育ってお
いしい水耕栽培！身近な用具で
育てられる方法や、本格的な水耕
栽培装置の作り方など加えて再編
集した一冊。


