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NOW
PRINTING

6月29日 1250円 69700-36

ISBN 978-4-8347-8136-6

07893-076月21日

07225-07

韓国ネイル大特集●K-NAIL×J-
NAIL　韓国ネイルと日本ネイルの
合わせ技●フットネイル入門●ナ
チュールネイル（ワンカラー、ワンポ
イント、フレンチを中心としたシンプ
ルなネイルデザイン）他　盛りだくさ
ん。

特集1：全国の滝風景を大特集「滝
が好きなんです！」
特集2：使い方の基本と人気モデル
を一挙紹介「今どきの三脚＆雲台
事情」

6月11日

NOW
PRINTING

627円

ネイルUP！2021年夏号

69700-34

幅広い世代に人気のリカちゃんの
為の手作り服と小物の本。着せ替
えが楽しめる豊富なアイテムをご
紹介。リカちゃんとミキちゃんマキ
ちゃんのお揃い服も掲載。

4910078930719 01909

6月17日 1400円 69700-35

1100円6月7日

4910136250711 01000

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8135
60代からのソーイング vol.7

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8136
リカちゃん着せかえソーイングBOOK3

60代からのおしゃれシニアに向け
た本。夏物中心に、秋、春にも活
躍する若々しいデザイン満載。ブ
ラウス、チュニック、ワンピース、
ボトム、羽織りものに加え、バッグ
やマスクケースなどの小物も。S・
M・Lサイズの実物大の型紙付。

風景写真2021年7・8月号

4910072250714 00627

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8134
手ぬいのハギレ小物PH

5/25

1000円 13625-07

6月4日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

バッグやポーチ、生活雑貨など、
「それ、どこで買ったの？」と聞かれ
ちゃう、ハンドメイド小物をワンラン
クアップさせるテクニックが大集
合！草木染めの手まり、刺し子の
ふきんなど。特別付録：アイロン熱
転写シート＆刺しゅうタグ

表紙手配中
NOW

PRINTING

909円 17507-07

4910175070714　00909

4910088330714 00964

野菜だより2021年7月号

864円 09647-07

パッチワーク教室2021年夏号
特集「夏を彩るシンプルキルト」「ボ
タニカルプリントで作るバッグとポー
チ」「植物を描くステンドグラスキル
ト」「藍のバッグと小物」「ウォーター
カラーキルト後編」他

NOW
PRINTING

4910096470716 00864

とじこみ付録 実物大の型紙付「型
紙アレンジで2着の服」、わかりやす
い縫い方イラスト解説付 たたんで
運べる羽織りもの／かこみ製図で
作る家族の夏服／60代からの装い
／夏の着物をリメイク　他

PH
5/25

ISBNコード/誌名

6月3日 964円 08833-07

6月7日

レディブティック2021年7月号
特集は「自然を感じる心地よい庭
づくり─緑と暮らす」。他にも「夏を
満喫するリゾートガーデン」「アウ
トドアリビング」「休日を１２０％楽
しむガーデン」など盛りだくさんな
一冊。

ISBNコード/誌名

特集は「秋の野菜づくり　施肥のイ
ロハ」。芽出しが難しいと言われる
ニンジンのタネまきワザ「目指せ、
ニンジン発芽率100％」など情報満
載。付録小冊子は「垂直仕立て栽
培」秋冬野菜編。

4910120450714 01227

69700-32

レディブティックシリーズ №8133
いっぱい作りたい　女の子の夏服

12045-07

1300円

6月16日

69700-33

1227円

エクステリア＆ガーデン2021年夏号

6月3日

面倒な型紙がなくても、ちゃんと
服が作れる本。布に直接線を引
いてほとんどまっすぐ縫うだけな
ので、とにかくラク！時短でかん
たんな服作りが叶う一冊。

ISBN 978-4-8347-8133-5

の本ではワンピース、トップス、ス
カート、パンツなどかんたんに作
れて女の子みんなに似合うデザ
インを全49点掲載。

6月3日

レディブティックシリーズ №8132
時短・かんたんワードローブ

ISBN 978-4-8347-8132-8

1150円

ISBN 978-4-8347-8135-9

余り布やついつい買ってしまった
お気に入りの小さな布たちを有効
活用して、手ぬいで気軽に作れる
小物を42点紹介。

ISBN 978-4-8347-8134-2

6月16日

コットンフレンド2021年夏号

1909円
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NOW
PRINTING

6月8日

NOW
PRINTING

手配中

ISBNコード/誌名

1300円

ブティックムック №1548
脳活性ドリル150問 vol.2

ファミリーキャンプデビューに必要
な情報をわかりやすく9つのパート
に分けて紹介！この本があれば初
めての家族キャンプでも安心です。
道具や場所の選び方、テントサイト
に作り方、料理、過ごし方、片付け
方などの情報を掲載。

アイロンビーズを使って、立体的な
ディズニーキャラクターを作ろう！
人気のミッキー・ミニーをはじめ、ア
ナと雪の女王やトイ・ストーリーなど
の人気キャラレシピを多数収録。

6月4日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7649-2

ブティックムック №1549
CAMP

6月30日 1300円

ブティックムック №1546
窓辺de採れたて！ミニ菜園

62459-49

62459-48

69700-38

ISBN 978-4-8347-7646-1

62459-46 開発品

庭や畑、日当たりのよいベランダが
なくても、窓辺で野菜づくりが楽し
める本。ペットボトルや紙パックで
作った栽培容器を利用する方法で
ご紹介。時間や費用をかけずに、
気軽に野菜づくりに挑戦できる内容
の一冊。

全力のおうち遊びが一番の知育に
なるなんて！SNSで8万人から支持
を集める現役ママ「じママ」発信の
アイデアが大集合。0～2才が夢中
になるアイデアを掲載。

PH
5/25

ISBN 978-4-8347-8138-0

6月30日 1000円

レディブティックシリーズ №8138
アイロンビーズで作る

　ディズニー立体モチーフ

レディブティックシリーズ №8137
じママの全力おうち遊び

D39
ペットボトルロケット実験キット 新装版

6月30日 900円

毎日たっぷり楽しめる脳トレの問題
を150問掲載！まちがいさがし、点
つなぎ、計算、漢字など一冊で色々
な問題が楽しめます。監修には有
名な脳科学者の篠原菊紀さんを迎
え、遊びながら脳が活性化するドリ
ルです。

ISBN 978-4-8347-8137-3

ISBN 978-4-8347-7648-5

6月29日

NOW
PRINTING

D37
パズル塗り絵　生き物編

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、塗り終えたら満
足感を得られる。素敵な生き物の
絵を堪能しよう。

1300円 69700-37

ISBNコード/誌名

6月4日 1000円

PH
5/25

PH
5/25

ISBN 978-4-8347-6740-7

1300円

ISBN 978-4-8347-6737-7

開発品

開発品

開発品

D38
クレーンゲーム貯金箱キット 新装版

ISBN 978-4-8347-6739-1

ISBN 978-4-8347-6738-4

6月4日 1000円

6月29日

夏休みの自由工作に最も最適な
組み立てて遊べるクレーンゲーム
の工作キット。お金を貯められる
貯金箱機能付。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。

1000円

付属の材料を使って組み立て、気
圧のしくみを実感できる材料セッ
ト。東京大学の学生による解説
で、気圧の仕組みを楽しく勉強！
掃除機の本体のパーツはすべて
着色済み。

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！

D40
ハンディ扇風機工作キット　新装版


