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帳合・番線印
ご担当者名

発売日 本体 雑誌コード TEL:
FAX:

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

FAX: 03(3234)2135 (販売部直通）※お掛け間違いのないようご注意ください

ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

4910088330912 00964

8月20日 1909円

野菜だより2021年9月号

ISBNコード/誌名

1100円8月17日

ISBN 978-4-8347-8154-0
秋冬野菜づくりを大応援！おいしい
有機のニンニクづくり／超図解 タネ
のまき方、苗の植え方／キャベツ
「富士早生」はもっとおいしくなる！
／みんなのアイデア！秋冬野菜の
苗づくり 他

雑
誌

レディブティック2021年9月号

とじこみ付録:実物大の型紙付 　エ
イジレスで着られる季節の変わり目
に役立つ服。／わかりやすい縫い
方イラスト解説付き1DAYソーイング
／人気の素材別かこみ製図で作る
服／60代の装い提案 他

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№8154
おうちでいちご狩り!?

フェルトのかわいいごっこ遊び

4910096470914　00864

ディズニーのかわいいかごバッグと
チャームを提案。オールカラーで作
り方を写真で解説。初心者でも作れ
る簡単でおしゃれでキュートなデザ
インばかり。ISBN 978-4-8347-8157-1

初心者でも手作りしやすい巾着タイ
プのポーチ。1枚でまっすぐ縫って作
るシンプルなものから、裏布つき、マ
チつきなど使いやすくておしゃれな
デザインを詳しいプロセス解説で掲
載。

身近な素材の牛乳パックを利用し
た、小物入れに最適な箱や収納
グッズ、インテリア小物など暮らしの
中で役立つ小物や、キッズスツール
や絵本ラックなど子ども用の小物も
掲載。

8月6日 864円 09647-09 8月16日 1300円 69700-54

いちご狩りや魚釣り、ケーキ屋さん
やパン屋さんなどの定番のごっこ遊
びのおもちゃをフェルトでたくさんご
紹介。子供達のお部屋での遊びに
活用しましょう！

8月3日 964円 08833-09

レディブティックシリーズ№8155
牛乳パックで作る暮らしの中の小物

69700-55

8月31日

ISBN 978-4-8347-8155-7

レディブティックシリーズ№8156
かんたんに作れてかわいい!

巾着ポーチとバッグ

NOW
PRINTING

69700-57

ISBN 978-4-8347-8158-8

S

1000円 17669-10

NOW
PRINTING

風景写真2021年9・10月号

1300円8月31日

1300円

ビーズfriend2021年秋号

ISBN 978-4-8347-8156-4
69700-56

8月27日

07893-09

NOW
PRINTING

秋冬に編んで着たい手編みのウエ
アをシンプルで編みやすいデザイン
から、編んで楽しい編み地など幅広
く掲載。帽子や巻きものなどの小物
や、メンズ、キッズ、作品も紹介。

8月31日 1000円

4910088340911　01000
8月31日

レディブティックシリーズ№8152
今編みたいニット秋冬2021-2022

秋冬野菜を有機・無農薬でおいしく
つくるための5つのポイント/今から
育てる！秋冬野菜人気の12種の育
て方/収穫は来春！越冬野菜人気5
種の育て方/有機・無農薬の家庭菜
園 畑づくりのワザ

08834-09

1300円
ISBN 978-4-8347-8122-9

69700-22

69700-52

秋冬野菜づくり
超基本とコツのコツ　2021年版

レディブティックシリーズ№8159
こぎん刺しで作る暮らしのこもの集NOW

PRINTING

かぎ針編み初心者でも編めるよう
に、基本から解説。用具、糸、編み
図の見方、編み目記号、編み方、と
じはぎなど写真プロセスとイラストで
詳しく紹介。すぐ編みたい作品10型
掲載。

1000円

特集1　秋を先撮り！高原紅葉、先
撮り紅葉高原ガイドなど。

4910078930917 01909
特別付録:チェコメイトの冊子 巻頭
特集:秋のコーデを格上げさせるワ
ンマイルアクセサリー/ビーズアクセ
サリー教室/レトロで可愛いビーズリ
ング/ビーズ刺しゅうで楽しむ動物モ
チーフ 他

レディブティックシリーズ№8158
大人が欲しい手作りバッグ

8月31日

東北地方に伝わる伝統的なこぎん
刺しを楽しむ小物集。おうち時間を
楽しめるポットマットやくるみボタン
など109点掲載。69700-598月31日

69700-60

ISBN 978-4-8347-8160-1

レディブティックシリーズ№8157
ディズニー紙バンドで作る

かごバッグとチャーム

普段使いからお出かけまで、大人
が持ちたいシンプルでおしゃれな
バッグをご紹介。小さめトート、エコ
バッグ、ポシェット、リュックなど42点
掲載。

8月31日 1400円

レディブティックシリーズ№8160
タティングレース手習い帖

おしゃれなデザインが人気のタティ
ングレース作家sumie著書2誌を再
編集した一冊。基礎本としてはもち
ろん、保存版としてもおすすめ。8月31日 1200円

1200円 69700-58

ISBN 978-4-8347-8159-5

ISBN 978-4-8347-8152-6

4910176691017 01000

レディブティックシリーズ№8122
いちばんわかる！ずっと使える！

　新・かぎ針編みの基本

ISBN 978-4-8347-8153-3

パッチワークならではの仕立て方を
大畑美佳さんがていねいなプロセス
写真で解説するので、初心者でも安
心。ベーシックな形を中心にいろい
ろなデザインのバッグを掲載。

㈱ブティック社

1400円 69700-538月16日

レディブティックシリーズ№8153
初心者のためのパッチワークバッグレシピ
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NOW
PRINTING

ブティックムック№1564
ディズニーユニベアシティぬりえBOOK

8月31日 1100円
ISBN 978-4-8347-7664-5

62459-62

62459-63

62459-64

D45
アタマを鍛える脳トレゲーム

数独、クロスワード、記憶力ゲーム、
まちがい探し、軍艦ゲーム、英単語
ゲームなど、脳を活性化させるゲー
ムが盛りだくさん。書き込み式の持
ち歩きやすいサイズ。

8月31日 800円 開発品

写真の中に隠されたアイテムを探し
ていく本。写真はユネスコで認定さ
れた世界遺産の中から美しい自然
や古い街並み、忘れてはいけない
負の遺産など、４７の地域を厳選。
能活性しながら旅気分が味わえる

ブティックムック№1563
旅気分で脳活性！

世界遺産の写真で激むずアイテム探し

ディズニーの人気キャラクターシ
リーズ　ユニベアシティの塗り絵本。
かわいいイラストがいっぱいで大人
から子供まで楽しめる。

ISBN 978-4-8347-6745-2

600円
ISBN 978-4-8347-7653-9 ISBN 978-4-8347-7660-7

62459-60

ブティックムック №1560
毎日の占い

九星開運帖 2022年 八白土星

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

ブティックムック №1553
毎日の占い

九星開運帖 2022年 一白水星

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

ブティックムック№1561
毎日の占い

九星開運帖 2022年 九紫火星

ISBN 978-4-8347-7654-6 ISBN 978-4-8347-7661-4
8月2日 600円 62459-54 8月2日 600円

ブティックムック №1554
毎日の占い

九星開運帖 2022年 二黒土星

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

62459-61

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

8月2日 600円 62459-53 8月2日

ブティックムック№1556
毎日の占い

九星開運帖 2022年 四緑木星

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

ブティックムック№1562
ヨーロッパのかわいい風景写真塗り絵

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7663-8

8月2日 600円 62459-55

ISBN 978-4-8347-7655-3

ISBN 978-4-8347-7656-0

ISBN 978-4-8347-7662-1

1200円

一度は行ってみたいヨーロッパの綺
麗でかわいい街並みや建物、風景
など絶景スポットの塗り絵集。左
ページのお手本写真を見ながら塗
ることが出来、旅行気分が味わえる
一冊。

8月2日 600円 62459-56

8月17日 1100円

ブティックムック №1555
毎日の占い

九星開運帖 2022年 三碧木星

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

ブティックムック №1559
毎日の占い

九星開運帖 2022年 七赤金星
8月2日

ブティックムック №1558
毎日の占い

九星開運帖 2022年 六白金星

ブティックムック №1557
毎日の占い

九星開運帖 2022年 五黄土星

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

8月2日 600円 62459-57

ISBN 978-4-8347-7657-7

8月2日

8月31日

600円

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

温かなアドバイスで支持を集める
「新宿の母易学鑑定所」の2022年
度版分冊本。愛情運、仕事運、金運
の月毎の傾向や、毎日の運勢を知
ることが出来る。

ISBN 978-4-8347-7659-1
62459-59

600円 62459-58

ISBN 978-4-8347-7658-4


