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レディブティックシリーズ　№8257
改訂版　LaLa Dress

踊りだしたくなる女の子の服

「女の子が『ラララ・・・』と言って
踊りだしたくなるような服」をコン
セプトに、着やすくて作りやすい
服30点と小物2点の全32点を作
り方とともに掲載。90～150cmの
7サイズ作れるので、姉妹での
お揃いも楽しめる。

5月26日 1500円 69701-57

ISBN 978-4-8347-8257-8

レディブティックシリーズ　№8256
オーガニックコットンの
やさしいベビーニット

1200円 69701-48

巻頭特集　軽さ＆クリアなきらめ
きが魅力のサマーアクセサリー
30　天然石×ワイヤーで作るサ
マーアクセサリー　ビーズステッ
チのアクセサリー【付録】ビーズ
ステッチ小冊子

5月27日 1100円

㈱ブティック社

レディブティックシリーズ　№8253
COTTON FRIEND SEWING vol.8

5月27日 1400円 69701-53

買いたい服がないなら、自分に
似合う服を作ってみませんか。
人気ソーイング作家が提案する
「この夏に作って着たい服」大特
集。ブラウス、ワンピース、パン
ツまで、作り映えする作品が揃
います。ISBN 978-4-8347-8253-0

レディブティックシリーズ　№8249
かんたん かわいい あみぐるみ かぎ針で編むかわいい動物の

あみぐるみ本。初心者でも安心
して編める詳しい写真解説付。1300円 69701-49

17669-07 1200円

ビーズfriend2022年夏号

ISBN 978-4-8347-8249-3

5月27日

オーガニックコットンの手編み糸
を使った、ベビーのためのウエ
アとこものの本。すべて編み方
付で全33点掲載。5月23日 1200円 69701-56

4910096470624 00900 ISBN 978-4-8347-8254-7

ISBN 978-4-8347-8248-6 ISBN 978-4-8347-8256-1

5月27日

4910176690720　01100 ISBN 978-4-8347-8255-4

レディブティックシリーズ　№8254
ハンドメイドのかんたん子ども服2022夏

5月17日 1150円

レディブティックシリーズ　№8255
改訂版　かわいい布ぞうり

既刊本に新作19点を追加した
改訂版。自分の好きな色で自分
らしいぞうりが作れるのが魅力。
色々な素材を使った布ぞうり
は、一年中楽しめる。16㎝、18
㎝、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ
を掲載。

5月23日

90～120ｃｍサイズの夏の子ど
も服と小物を豊富なデザインで
紹介。作り方を写真で解説した1
ｄayソーイングやたのしいリンク
スタイル、大人気のワンピース、
じんべいやじんべいドレスなど
掲載。

69701-55

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

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月からの発売延期分再掲

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69701-545月7日 900円 09647-06

レディブティック2022年6月初夏号

【とじこみ付録　実物大の型紙
付】作って、着回す初夏のおしゃ
れ服　60代からの装い提案　目
の錯覚を利用した着やせテク
ニック　紋染めの着物リメイクを
楽しむ　着物で作る小粋な巻き
物　他。
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ISBN 978-4-8347-6748-3

開発品900円5月20日

けずって描ける、カラフル・キラ
キラで可愛い色とりどりのスク
ラッチアートシートを全16枚封
入。細部も削れる2wayスクラッ
チペン付き。既刊「mizutamaスク
ラッチおえかき」のパッケージを
リニューアルして新装。

開発品D48
スクラッチアート  はじめてキット

㈱ブティック社

5月30日 1400円

ISBN 978-4-8347-7705-5

1000円

69701-62

1500円

生活に華やぎを添えてくれる水
引細工。基本の結びを使って作
る、気軽に楽しめるアクセサリー
や飾り物を紹介。写真プロセス
解説でわかりやすい。【付録】貼
込OP袋入り水引10本

レディブティックシリーズ　№8258
家族みんなのじんべい＆ゆかた

ブティックムック №1605
あなたの年金2022-2023年版

5月30日 1200円

ISBN 978-4-8347-8263-9

ISBN 978-4-8347-8261-5

69701-61

5月30日

ISBN 978-4-8347-7706-2

69701-60

ISBN 978-4-8347-8260-8

62460-06

5月10日

1200円

62460-05

平面のカードを開くと立体の構
造物が現れる、人気作家・月本
せいじが生み出す珠玉のポップ
アップカード。「世界の窓」をテー
マに、各国の象徴的な建物や風
景をカードで再現しました。

5月30日

ISBN 978-4-8347-8262-2

69701-63

レディブティックシリーズ　№8263
世界を旅するポップアップカード

レディブティックシリーズ　№8262
水引細工のやさしいモチーフ

1450円

ISBN 978-4-8347-8258-5

何枚あってもうれしい赤ちゃん
のスタイ。普段使いからおめか
し用、フォトジェニックなおもしろ
スタイまで毎日が楽しくなるデザ
インがいっぱい。既刊本に新作
6点加えた増補改訂版。

60歳以上の在職中における年
金受給の見直し、繰下げ受給上
限を75歳までに引き上げ、確定
拠出年金の加入要件の見直し
など、2022年4月から実施される
年金制度改正を徹底解説！

NOW
PRINTING

サイズが小さくなったり、はき古
したデ二ム。色落ちした部分を
組み合わせたり、破れた部分に
別布を加えたり、布やパーツを
加えて、お気に入りのバッグを
作ってみませんか？

数字に従って決まったマスを
塗っていくだけで、絵が浮かび
上がるパズル塗り絵。リアルな
都市風景と動物のイラストで脳
を活性化！じっくり楽しめる60点
掲載。

ISBNコード/誌名
家庭用ミシンで簡単に縫えるじ
んべいとゆかたをSOU・SOUの
生地を使用し、オール写真プロ
セス解説付。じんべいは80～
180cm、ゆかたは90～180cmと
家族みんなのサイズにフィットし
た実物大型紙付。クライ・ムキ著

1100円

レディブティックシリーズ　№8260
増補改訂版　とびきりかわいいスタイ

レディブティックシリーズ　№8261
古着のデニムでバッグ

5月30日

69701-58

ISBNコード/誌名

日本の伝統的な街並みや寺社
仏閣、インスタ映えスポット、ご
当地グルメなど…国内を旅する
気分でぬりえが楽しめる本。す
ぐ隣に写真があるので、色に悩
んだときに参考にできるのも魅
力！

ブティックムック №1606
旅する気分で楽しむ

日本の風景写真ぬりえ

5月16日

5月30日 1300円

ISBN 978-4-8347-7707-9

ブティックムック №1607
脳活性3Dパズル塗り絵60選

62460-07


