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人気紙バンド作家による、“花結
び編み、四つだたみ編み、レー
シー編み、花車編み”などの「結
び編み」の技法に限定してデザイ
ンされた、かごとバッグと雑貨の
作品集。

ISBN 978-4-8347-8227-1

2月22日

レディブティックシリーズ №8219
作りたくなるきれいめワンピース

1000円

ISBN 978-4-8347-8228-8

ISBN 978-4-8347-8211-0

大人世代にお届けする、春夏の
素敵なニット作品を29点ご紹介。
プルオーバー、ベストなどのウェ
アを中心に、掲載。美しい編み地
と、今らしさを感じるデザインで、
棒針編みとかぎ針編みの両方が
楽しめます。

ISBNコード/誌名

特集：繚乱百人桜　ニッポンの春を
飾る100人の桜を大掲載！

ISBN 978-4-8347-8223-3

69701-25

レディブティックシリーズ №8226
シルバニアファミリー

フェルトで作る着せかえ服

69701-23

1150円

2月14日

69701-26

1200円

レディブティックシリーズ №8223
大人の素敵なニット vol.2 春夏

2月22日

お世話人形「ディズニー　レミン＆
ソラン」と女の子のおそろい服の
本。ワンピースやチュニック、エプ
ロン、サロペット、パジャマ、ドレス
など大好きなお人形といつも一緒
にいたい女の子にピッタリの一
冊。

ISBN 978-4-8347-8226-4

フェルトをメインに布やレースで
作った、シルバニアファミリーの着
せかえ服の本。学校やパジャマ、
シーズン服などいろいろなシーン
の着せかえ服がいっぱい！着ぐ
るみの赤ちゃんも掲載！

2月17日

レディブティックシリーズ №8225
ディズニー　レミン＆ソランと

女の子のおそろい服

ISBN 978-4-8347-8225-7

1300円

3月春号ではサツマイモを大特集！
はじめてさんでもわかりやすい苗づ
くりから収穫までを解説。また竹内
孝功さんの新連載や「みんなのアイ
デア野菜づくり」など見逃せない
テーマが満載の一冊。

S

ISBNコード/誌名

2月19日 1909円 07893-03

2月3日

野菜だより2022年3月号

雑
964円 08833-03

4910088330325　00964

レディブティックシリーズ №8227
紙バンドで作る「結び編み」大集合♪

かごバッグと雑貨S
1400円 69701-19

2月28日

NOW
PRINTING

着るだけでわくわくしたり気持ちを
上げたりしてくれそうな、きれいめ
のワンピースをハンドメイドで紹介。
一部はプロセス写真で詳しく解説。
実物大の型紙2枚付。S〜LLの4サ
イズ。

NOW
PRINTING S

1100円 17669-04

4910176690423　01100

4910078930320 01909

風景写真2022年3・4月号

ビーズfriend2022年春号
巻頭特集：春のファッションにぴった
りのアクセサリー/最新版！はじめ
てでも安心 ビーズアクセサリー教
室　ビーズボール編/他　アクセサ
リーの情報満載。特別付録 マクラ
メアクセサリー小冊子

S

S
982円

レディブティックシリーズ №8222
春夏＊ミセス 手編みコレクション31

69701-27

思い出の詰まった大切な着物や
アンティークショップで見つけた素
敵な帯を、生活に寄り添う新しい
姿として、バッグや小物にしてご
紹介。一部、既刊の「和布ソーイ
ング」に掲載された作品もご紹
介。

ISBN 978-4-8347-8221-9

2月22日 1000円 69701-28

1300円2月3日

ISBN 978-4-8347-8219-6

S

レディブティックシリーズ №8228
今こそつけたい！

ビーズで作るリング＆アクセサリー191点

S
レディブティックシリーズ №8211

着物、帯のリメイクでバッグとこもの

韓国から日本でも大人気！かん
たん、お洒落なビーズアクセサ
リーがいっぱいの本。小花リング
やユニセックスで使えるパールア
クセサリー、推し活などにも使える
イニシャルアクセリーも掲載。

レディブティックシリーズ №8221
今編みたいニット春夏2022

ISBN 978-4-8347-8222-6

2月26日 1400円 69701-11

69701-212月15日

69701-22

春夏手編みニット作品集。ベスト、
プルオーバー、カーディガン、小物
など、全30点。ゆったりシルエット、
ロングジレ、レーシーな模様編み、
など程良く流行を意識したデザイン
から、編みごたえのある繊細な作
品まで掲載。

春夏に編みたいウエアとこものの
作品集。毎日着たいシンプルニッ
ト、モチーフ編みや編み地を楽しむ
ニット、エイジレスで楽しめるニット
など。キッズ、ベビー、ハイミセスな
ど幅広く掲載。

2月14日

S
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本物そっくりのコスメの形をした画
材でぬりえの女の子にお化粧をし
てあげよう! キラキラ★かわいいメ
イクが自由自在! ! リップ、チーク、
アイシャドウ、ブラシ&チップが付
いたパレットと塗り絵のセットで
す。 対象年齢: 5歳以上

1345円

ブティックムック №1592
世界のかわいい街角の写真塗り絵

ISBN 978-4-8347-9055-9

2月25日

ISBN 978-4-8347-7692-8

開発品　D46
メイクアップファンタジーぬりえ　新装版

2月21日 1400円

2月22日

一度は行ってみたい、世界の綺
麗でかわいい街並みや建物、カ
フェ、猫のいる風景など絶景ス
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で
き、旅行気分を味わえる。

1400円

インナーとのコーデが楽しいジャ
ンパースカートとサロペット。ラク
な着心地、きれいなシルエットにこ
だわった、着やすくおしゃれなデ
ザイン27点。3サイズ（S・M・L）の
実物大の型紙付。

キルターに人気のサンボンネット・
スーのキルトや小物を掲載し、
スーのデザインをバリエーション
豊かに紹介。アップリケ手順の写
真解説付き。新たに9作品を追
加。

書籍　K56
サンボンネット・スーのかわいいキルト

新装版

2月22日 1200円

K

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-9056-6

1300円

ISBN 978-4-8347-7691-1

書籍　K55
手作りしたい

おしゃれなジャンパースカート＆サロペット

書籍

書籍

3月1日

NOW
PRINTING

ブティックムック №1591
コンパニオンプランツの極意

雑誌「野菜だより」で人気の連載、
竹内孝功さんの「植え合わせベス
トプラン」をまとめ、新規内容を追
加した本。農薬や肥料に頼らずに
自然の好循環、植え合わせによ
り、病害虫を予防しながら連作障
害も出ない栽培方法を紹介。

1500円 69701-29

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ №8229
型紙を組み合わせて作る　私のほしい服

2月17日 1500円

育て方やお手入れ法、品種カタロ
グ、寄せ植えや飾り方、鉢のおしゃ
れなリメイク法まで、とことん多肉植
物を楽しめる本。美しい写真ととも
に、多肉植物を存分に堪能できる
一冊。

ISBN 978-4-8347-8229-5

ISBN 978-4-8347-7689-8

62459-91

62459-92

心と体を整え、リラックスさせながら
脳を活性化してくれる塗り絵は、さ
まざまな世代に人気。この本では、
いろいろな図案や塗り方を取り上げ
た塗り絵ファン必見の一冊。全体を
通して『旅』をテーマに構成。

ISBN 978-4-8347-6746-9

NOW
PRINTING

ハンドメイド雑誌「コットンフレンド」
のバックナンバーから、人気のあっ
たハギレで作る小物のみ抜粋した
ベストセレクション本。作って、飾っ
て、贈りたくなる小物を掲載。ブック
インの実物大型紙や、詳しい作り方
写真解説も魅力。

2月21日

人気折り紙作家、いしばしなおこが
作る珠玉のディズニーキャラクター
が50種類！おなじみのミッキー＆フ
レンズから、プーさん、ピクサー映
画、プリンセス、ライオン・キングま
で。それぞれの折り方もとってもシ
ンプルで分かりやすい。

基本5型の身頃の型紙に、自分の
好きな袖や衿のパーツを組み合わ
せて、私好みの服を作る本。ブラウ
スやワンピース、スカートなど、オー
ルシーズン楽しめるデザインがいっ
ぱい。S・M・L・LL・3Lの5サイズ展
開。実物大の型紙2枚付。

開発品
M

2月22日

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

1300円

ブティックムック №1589
大人が楽しむ多肉植物

S

S

ISBN 978-4-8347-7690-4

ブティックムック №1590
癒しの塗り絵BOOK

2月22日 1000円

レディブティックシリーズ №8231
キャラクター大集合！ディズニー折り紙50

62459-90

62459-89

69701-30

ISBN 978-4-8347-8231-8

69701-31

ISBN 978-4-8347-8230-1

2月22日 1200円

レディブティックシリーズ №8230
ハギレのレシピ


