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雑
08834-043月8日

69701-18

エミーグランデと金票で編める素敵
なウエアとこものの作品集。編ん
で、使って、レース編みをオール
シーズン堪能できる一冊。

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。

3月29日

NOW
PRINTING

1300円

レディブティックシリーズ №8218
クロッシェレースのウェアとこもの

69701-33

かんたんに編めるまっすぐな形を
中心に、旬のデザイン満載のニッ
ト本。レディス、ハイミセス、キッ
ズ、ベビーまで。一部プロセス解
説、わかりやすい編み物の基礎Ｂ
ＯＯＫ付。

4910088340423　01000

3月28日 1200円 69701-34

1400円3月16日

4910120450424　01227

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8234
改訂版　もっと遊ぼう！フェルトおままごと

S
レディブティックシリーズ №8235

かんたん楽しい！手編みの時間vol.8

フェルトで作るかわいいおままご
との本。作って、遊んで、親子や
お友達といっぱい楽しもう！アイ
シングクッキー、パフェ、ハンバー
ガー、ピザなどおいしい作品が
いっぱい！

野菜だより4月号増刊号
夏野菜づくり 超基本とコツのコツ 2022年版

ISBN 978-4-8347-8218-9

3月28日 1000円 69701-35

レディブティックシリーズ №8233
つけ衿、ブラウス、ときどきワンピースNOW

PRINTING

1227円 12045-04

3月7日
雑

おうち時間で過ごす時間がもっと楽
しくなる自分らしいこだわり

雑 PH依頼中

1000円 13625-04

4910136250421　01000

4910175070424　00909

パッチワーク教室2022年春号

コットンフレンド2022年春号
ハンドメイドで春を呼ぶ！ 人気北
欧プリント「Tilda」特集をはじめ、
「ファスナー付けの極意」「最新接
着芯情報」など読み応え十分。
付録：小冊子（刺しゅうの基
本）

S

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

3月4日 909円 17507-04

3月7日

レディブティック2022年春号

雑
900円 09647-04

4910096470426　00900

ネット編みや方眼編みなど、シン
プルで編みやすい編み地を中心
に展開。日々のスーパーでのお
買い物、ランチやコンビニまでの
ワンマイル、レジャーなど、用途に
合わせてデザインやサイズも幅広
く掲載。

ISBNコード/誌名

特集「手作りバッグでお出掛けしよ
う」では気分が上がるバッグが満
載。プレゼント小物や新感覚のヨー
ヨーキルトモチーフも見どころ。

ISBN 978-4-8347-8220-2

69701-24

レディブティックシリーズ №8232
エコクラフトで作る

レーシー編みのかごバッグと雑貨

69701-20

1400円

3月8日

69701-32

1150円

レディブティックシリーズ №8220
かぎ針編みのエコバッグとデイリーバッグ

3月22日

新生児から生後18ヶ月の赤ちゃ
んの服と小物を、すべて作り方つ
きで紹介。2wayドレスの作り方を
プロセス写真で解説している他、
かわいいスタイ、じんべい風ロン
パースなど52点掲載。

ISBN 978-4-8347-8232-5

万華鏡のように美しい、エコクラフ
トで作るレーシー編みのかごバッ
グと雑貨を紹介。基礎テクニック。
編み方のコツなど知りたいが満
載。

3月15日

レディブティックシリーズ №8224
改訂版　ハンドメイドのベビー服とこもの

ISBN 978-4-8347-8224-0

1200円

「春のトップス」大特集
60代の装い提案　旅行着プラン
モダンに着回す　着物のリメイク
春号特別付録　文化式・ドレメ式Ⅱ
婦人原型の引き方Lessonなど。

ISBN 978-4-8347-8234-9

ISBN 978-4-8347-8235-6

今注目のアイテム！つけ衿と手
作りしたくなるブラウス、ワンピー
スを掲載。セットでコーディネート
しても単品使いも楽しめる、おしゃ
れなデザインが満載。S・M・Lの3
サイズ展開。とじ込み付録は実物
大の型紙付。ISBN 978-4-8347-8233-2

3月23日

エクステリア＆ガーデン2022年春号

1000円
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NOW
PRINTING

3月14日

M

PH依頼中

ISBNコード/誌名

1500円

レディブティックシリーズ №1595
斉藤よし江さんの

バラとグリーンと心地よい暮らし

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7696-6

ブティックムック №1596
夫婦ではじめる　家庭菜園

3月22日 1400円

レディブティックシリーズ №1594
簡単で素敵な寄せ植えづくり

62459-96

62459-95

69701-52

ISBN 978-4-8347-7694-2

62459-94

ISBN 978-4-8347-8252-3

3月8日 900円

レディブティックシリーズ №8252
ディズニー クロスステッチ　新装版

3月22日 1500円

全国から多くのガーデナーが訪れ
る人気のプライベートガーデン「グ
リーンローズガーデン」。ローズ
ガーデンの他、球根や宿根草、ポタ
ジェで彩られた美しいお庭の魅力
に迫る一冊。

ISBN 978-4-8347-8236-3

ISBN 978-4-8347-7695-9

62459-97

62459-98

パートナーと新しく趣味を楽しみた
いという方へ、１から始める家庭菜
園をご提案。力仕事や虫退治は旦
那様、細かい作業は奥様に、など
ご夫婦だからこその分業で、楽しく
家庭菜園をはじめられる一冊。

ミッキーフレンズやプーさん、ディズ
ニープリンセス、クラシックなどディ
ズニーのキャラクターたちがクロス
ステッチで楽しめます。アイテムに
刺しゅうしたアレンジ例も豊富で
す。

3月22日

デザインや色合いがワンパターン
になってしまう、おしゃれにできな
い、などのお悩みにお応えすべく、
さまざまな苗やコンテナ（鉢）を使い
多彩な寄せ植えをご提案する本。
テクニックとセンスアップが叶う一
冊。

きらめく透明な世界の向こう側で生
まれる、色と光の競演。「幻想」「情
景」に続いてのレジン第3弾は、「色
彩美」に焦点をあて、さらに進化し
た作品の作り方やアイデアとコツを
紹介します。

NOW
PRINTING

62459-99

3月28日

NOW
PRINTING

ブティックムック №1597
まんがでわかる花づくり12か月　新装版

季節にぴったりのお花を探すのは
もちろん、植えつけ時期や開花時
期が一目でわかるので、年間の
花壇計画を立てたり寄せ植えを考
えたりするのにも大活躍。グリー
ンや多肉植物までも網羅した一
冊。

1100円 69701-36

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ №8236
レジンで作る 色彩美のアクセサリー

3月28日 1500円

K

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-9058-0

1200円

ISBN 978-4-8347-7697-3

ブティックムック №1599
猫だらけのまちがい探し

書籍

ブティックムック №1598
ジェルネイルを

はじめたいと思ったら読む本

ISBN 978-4-8347-7699-7

ISBN 978-4-8347-7698-0

3月29日 1100円

3月28日

ジェルネイルの知識や技術の基
本から応用までを網羅した一冊。
プレパレーションの下地から硬化
までジェルブランドごとに解説。ブ
ランド別のテクスチャーの違いや
硬化時間など分かりやすく解説。

1300円

100％猫だらけのまちがい探し。
癒し効果と脳トレ効果を期待でき
る新感覚の猫写真集。世代を問
わずみんなで楽しんでください。

シニア世代で人気のあるスタイル
を厳選し、見やすい実物大の型紙
付。S・M・L・LLの4サイズ展開の
ソーイング本。布地を変えれば
オールシーズン楽しめる貴重な一
冊。

書籍　K58
長く愛されるシニアの服


