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S
69701-394月6日

69701-40

今日作って明日には着られるほ
ど、簡単に作れて着映えする服を
多数掲載。人気のサロペット、2ｗａ
ｙ＆3wayで楽しめる服、体型カバー
のボトムなど、洋裁家・加藤容子な
らではのイージーパターンを集めま
した。

南久美子さんのかわいくて実用的
な作品を掲載。使いやすいバッグ
やポーチのほか、クロシェモチーフ
と組み合わせたキルト、役立つイン
テリア小物など。新たに6作品追
加。

4月7日 1400円

レディブティックシリーズ №8240
今日作って明日着る服

69701-44

ペン先の熱で木版を焦がして描く
技法、ウッドバーニング。絵の具と
は違う独特のぬくもりと手作り感
を感じられるこの技法で描いた飾
りと実用品をたっぷり紹介。初心
者から、上級者まで。魅力詰め込
んだ一冊。

ISBN 978-4-8347-8239-4

4月26日 1400円 69701-45

1350円4月6日

ISBN 978-4-8347-8238-7

レディブティックシリーズ №8245
ペーパークイリングスタートブック

レディブティックシリーズ №8246
焦がして描くぬくもりのハンドメイド

ウッドバーニングのすべて

クイリング界の第一人者、なかた
にもとこを中心に、個性豊かな８
名による作品の共演。一年を通し
て楽しめる花や歳時記、アクセサ
リーなどの雑貨の作り方をご紹
介。

レディブティックシリーズ №8239
改訂版　南久美子の

かわいくてきちんと使えるパッチワーク

ISBN 978-4-8347-8240-0

4月25日 1500円 69701-46

レディブティックシリーズ №8244
ミニチュアのちりめん細工

1300円 69701-38

4月5日
S

人気手ぬい作家、高橋恵美子著。
ゆったりとした形で心地よい、ワン
ピース、チュニック、パンツなど３０
点。大きな字とイラストで解説。M・
L・LLサイズ展開、実物大の型紙２
枚付。

NOW
PRINTING

1200円 69701-37

ISBN 978-4-8347-8237-0

4910078930528　 01909

風景写真2022年5・6月号

レディブティックシリーズ №8237
かぎ針編みの夏こもの

かぎ針で気軽に編めるこものの作
品集。おしゃれなお出かけこものや
かわいいおうちこものを豊富に紹
介。夏はもちろん、オールシーズン
楽しめるアイテムを多数掲載。

S

ISBNコード/誌名

4月20日 1909円 07893-05

4月1日

野菜だより2022年5月号

1000円 08833-05

4910088330523　01000

和柄布を使ったお出かけ服と暮ら
し着、こものをご紹介。リメイクで
作る服やバッグ、藍の古布で作る
服やこもの類も充実。季節を感じ
るお飾りやアクセサリーなども。全
81点掲載。実物大型紙と詳しい解
説付。

ISBNコード/誌名

特集：生誕100年　前田真三大特集

ISBN 978-4-8347-8241-7

69701-42

レディブティックシリーズ №8243
オシャレでゆったり、私が輝くシニア服

69701-41

1500円

4月7日

69701-43

1100円

レディブティックシリーズ №8241
和布ソーイングvol.18

4月26日

クラシカルなドイリーやマルチカ
バー、リネンの布と組み合わせた
エジング作品やおしゃれなポーチ
類、かわいいベビー小物に加え
て、方眼編み模様でデザインした
カフェカーテンや壁飾りを新たに
掲載。

ISBN 978-4-8347-8243-1

ゆったりして、コーディネートでカッ
コよく＆若々しく着れる、きもちの
いいスタイルをご紹介。

4月18日

レディブティックシリーズ №8242
改訂版　おしゃれなレース編み

ISBN 978-4-8347-8242-4

1300円

夏の家庭菜園スタート号！はじめ
ての家庭菜園でも迷わずスタートで
きる夏野菜の植えつけパーフェクト
ガイド、プランターで楽しむぐるぐる
自然菜園、瀬山流"花咲か農法"で
楽しい野菜づくりなど。【別冊付録
保存版野菜づくりデータブック】

ISBN 978-4-8347-8245-5

ISBN 978-4-8347-8246-2

人気作家、村岡由美子が提案す
る、ミニチュアサイズのちりめん細
工。季節のお細工ものなど、２４
セット掲載。手のひらにおさまるサ
イズで、ちょっとしたスペースに飾
れます。ISBN 978-4-8347-8244-8

4月25日

レディブティックシリーズ №8238
手ぬいで作る

リラックスできる気持ちのいい服

1300円
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佐々木部
長手配中

ブティックムック №1601
改訂版　小さな庭づくり＆花づくり

花の美しさとアレンジのセンスが際
立つガーデニングの実例と、実際
に自分で楽しむためのコツを写真
付の解説で多数掲載！

D

開発品　D47
スクラッチアートで味わう若冲の世界

新装版

削って描ける、江戸時代の奇才
「伊藤若冲」の名画から、人気の6
枚を精密なスクラッチアートに仕
上げた逸品。細部、極細部でもき
れいに削りやすい2WAYのオリジ
ナルペンつき。

4月6日 1100円 62460-01 4月18日 900円

ISBN 978-4-8347-7701-7 ISBN 978-4-8347-6747-6

開発品

4月28日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

1000円

レディブティックシリーズ №8251
みんなの紙バンド雑貨 vol.8

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7693-5

ブティックムック №1593
なつかしのサンリオキャラクター

ぬりえBOOK

4月25日 1200円

レディブティックシリーズ №8250
はじめてでも作れる

ビーズ&パールのアクセサリー

62459-93

69701-51

69701-48

ISBN 978-4-8347-8250-9

69701-50

ISBN 978-4-8347-8248-6

4月30日 1200円

レディブティックシリーズ №8248
すみっコぐらし フェルトマスコット

4月28日 1350円

人気作家が提案する雑貨やかご
バッグ、季節の雑貨、ミニチュアの
世界、初心者でも楽しめる1day
レッスン、YouTubeで大人気の紙バ
ンド作家が提案する作品を含め、
わかりやすい解説と共に見どころ
満載！

ISBN 978-4-8347-8247-9

ISBN 978-4-8347-8251-6

62460-02

62460-03

70～90'sのなつかしのサンリオキャ
ラクターたちが大集合したぬりえ
BOOK。ハローキティやリトルツイン
スターズはもちろん、タキシードサ
ムやチアリーチャム、マロンクリー
ムをはじめ28のキャラクターが集
合。 ISBN 978-4-8347-9060-3

NOW
PRINTING

人気キャラクターすみっコぐらしの
フェルトマスコット本。全作品作り方
付で、いろいろなコスチュームを着
た、デザインが楽しめます。作った
あとは、ストラップやブローチにして
も。

4月26日

おしゃれなデザインと色づかいが注
目の若手作家４人と、わかりやすい
技術指導のベテラン作家がタッグを
組んで「いま、一番つけたいアクセ
サリー」をわかりやすく紹介。７５点
掲載！

ワンピース、トップス、ジャンパース
カート 、ボトム、など、程よく流行を
取り入れた、着やすい服を紹介。詳
しい作り方解説、実物大の型紙付
で初心者から楽しめる。エプロン、
バッグ、ポーチなど小物も掲載、全
８０点。

NOW
PRINTING

書籍

62460-04

4月28日
M

ブティックムック №1602
はじめてでも失敗しない 梅干しと梅酒

「梅しごとを楽しむ　梅干しと梅
酒」の本から梅しごとの基礎と、基
本の梅干し・梅酒を抜粋し、よりわ
かりやすく再編集した一冊。初め
ての方でも作れるポイントをおさ
え、本を見ながら作れるように開
きやすい中綴じ本に。

1050円 69701-47

ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ №8247
大人のかんたんソーイング2022夏

4月28日 1350円

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-9059-7

600円

ISBN 978-4-8347-7702-4

ブティックムック №1604
ハーブの便利帖

書籍

「雑木の庭づくり」と「ナチュラル
ガーデンスタイル」から記事を厳
選して再編集。お庭の施工実例と
デザインの考え方、おすすめの植
木など情報満載の一冊。

1500円

ブティックムック №1603
マンガと図解、写真でまるわかり

一坪でできる家庭菜園

ISBN 978-4-8347-7704-8

4月26日

ISBN 978-4-8347-7703-1

書籍　K60
　ナチュラルガーデン＆雑木の庭

4月30日 1350円

4月18日

貸し農園で多いのが「坪」単位の
菜園スペース。限られたスペース
を活用して、いろいろな品種を、切
れ間なく栽培・収穫するためのア
イデアを紹介。マンガ図解と写真
で楽しく学べる一冊。

1300円

この本では、自分で育てたハーブ
を持て余すことなく、しっかり活用
するためのさまざまなレシピを合
わせて紹介。ハーブの基本的な
育て方からはじまり、料理や
ティー、クラフトなど活用方法別に
おすすめのハーブを掲載した一
冊。

自宅でできる、草木染めのレッス
ンブック。初心者でもできるよう
に、基本的な草木染めから応用
までをわかりやすい写真解説で
紹介。染めたアイテムもたくさん
掲載されています。

書籍　K59
草木染めレッスン帖　新装版


