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トップス、ワンピース、アウターま
で年齢を問わず着られる服を29
点掲載。「自分に合うサイズの服
作り」が叶うソーイング本です。付
録：綴込小冊子「型紙の作り方·製
図入門」＆実物大型紙＆原型。

6月13日 1400円 69701-65 6月27日 2000円 69701-72

ISBN 978-4-8347-8265-3 ISBN 978-4-8347-8272-1

レディブティックシリーズ №8265
今編みたい　旬のつけ衿

普段の服に合わせるだけで、旬の
スタイルが完成するつけ衿は今人
気のアイテム！かぎ針と棒針で編
むつけ衿をバリエーション豊富に紹
介。

レディブティックシリーズ №8272
誰にでも似合う基本形の服

家事や作業など、様々な場面で
活躍する手作りエプロンの本。機
能的でおしゃれなデザインを全て
作り方付で紹介。S～M、L～LLの
2サイズで男性も着用可能。型紙
2枚付。

6月6日 1200円 69701-64 6月27日 1400円 69701-71

ISBN 978-4-8347-8264-6 ISBN 978-4-8347-8271-4

切り絵作家、祐琴さんの著者本。
切り絵を複数枚重ねて、独創的な
作品を演出。とってもかわいい、
動物や生き物たちの作品を集め
ました。

6月16日 1227円 12045-07 6月21日 1400円 69701-70

4910120450721　01227 ISBN 978-4-8347-8270-7

エクステリア＆ガーデン2022年夏号
「夏の夜をお庭で過ごそう」「リゾー
トガーデン」「テラス＆ウッドデッキ」
「ガーデンルームのある暮らし」「お
庭で遊ぼう」など、夏のおうち時間
を楽しくしてくれるテーマが満載の
夏号。

レディブティックシリーズ №8270
祐琴のおしゃれかわいい 重ね切り絵

6月20日 1909円 07893-07 6月21日 1500円 69701-69

491078930726　01909 ISBN 978-4-8347-8269-1

レディブティックシリーズ №8264
動物モチーフの魔法のタワシ

アクリル毛糸で編む、動物モチーフ
のタワシ本。アクリルタワシは、洗
剤いらずで食器洗いやお部屋の乾
拭きができるエコロジーなアイテ
ム！オールカラー解説＆ポイント写
真解説つきで編み物初心者の方に
もおすすめ。

レディブティックシリーズ №8271
楽しくはたらく手作りエプロン

NOW
PRINTING

風景写真2022年7・8月号 特集1：追悼·竹内敏信　風景写真
の革命児
特集2：鈴木一雄「聲をきく」

レディブティックシリーズ №8269
ぬい針で楽しむ はじめての

オートクチュール刺しゅう 新装版

和布や和柄布をモダンに生かし
て作る、素敵なリュックとポシェッ
トの１冊本。新規作品を加えて更
にボリュームもアップ！藍染めや
大島紬などの着物地をリメイクし
た作品も沢山提案。

6月7日 1100円 13625-07 6月21日 1250円 69701-68

4910136250728　01100 ISBN 978-4-8347-8268-4

コットンフレンド2022年夏号 暑くなる前から作り始めたい、七
夕、お祭り、マリンをモチーフにした
季節の小物を大特集！
付録：ソレイアードカットクロス

レディブティックシリーズ №8268
改訂版　和布で作るリュックとポシェット

憧れのオートクチュール刺しゅう
が楽しめる、レッスンブック。人気
作家の煌びやかな作品を掲載。
テクニックは写真解説とQR動画
で丁寧に解説。付録：すぐに作れ
る材料キット付き！

程良く流行を意識した若々しいデ
ザインを提案。チュニック、ワン
ピース、トップス、ボトムなど夏か
ら初秋に活躍するウエアと小物を
網羅。S・M・Lサイズの実物大の
型紙付。

6月3日 909円 17507-07 6月21日 1400円 69701-67

4910175070721　00909 ISBN 978-4-8347-8267-7

指先を使って楽しく作品を作りな
がら脳を活性化させよう。折る、
縫う、切る・貼る、塗るの作業別に
作品を紹介。折り紙や布小物、
フェルトマスコット、切り絵、牛乳
パック手芸、パズル塗り絵など楽
しい作品がいっぱい！

6月3日 1000円 08833-07 6月15日 1200円 69701-66

4910088330721　01000 ISBN 978-4-8347-8266-0

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

野菜だより2022年7月夏号

特集は秋冬の３大結球野菜「キャ
ベツ、レタス、ハクサイづくりの極
意」。おいしくつくる基本とワザを解
説。また夏野菜におすすめの活力
液を利用したメンテナンス法や秋冬
野菜のタネのプレゼントなど盛りだ
くさんな一冊。

レディブティックシリーズ №8266
いきいき脳活性手芸

パッチワーク教室2022年夏号 特集「ハワイアンキルトと暮らす夏」
ではトロピカルなキルトやバッグを
掲載。涼しげな藍のキルトやサ
マーバッグも見どころ。

レディブティックシリーズ №8267
60代からのソーイング vol.9
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6月21日 1200円 62460-08

ISBN 978-4-8347-7708-6

6月30日 1300円 69701-79 6月20日 900円 開発品

ISBN 978-4-8347-8279-0 ISBN 978-4-8347-6751-3

ブティックムック №1608
写真を見ながら塗る！

おいしそ～うなぬりえBOOK

おいしそうな写真を見ながら、楽し
く塗り絵を楽しむ本。カラフルなス
イーツから、焼き立てのピザやハン
バーガー、和食やエスニックまでお
いしそうな写真にわくわく！塗り絵
によるヒーリング効果や、ダイエット
効果も望める。

レディブティックシリーズ №8279
手作りしたいリカちゃんの着せかえ服

人気のワンピースや12アイテムで
楽しむ着回し提案、コーディネート
に役立つ帽子とバッグ、ミキちゃん
マキちゃんとみつごの赤ちゃん服な
ど、すべて作り方付。実物大の型
紙付。

開発品　D51
水ぬりえパレットキット　新装版

のり·ハサミ不要でプラモデルを組
み立てるように作れる自動販売
機キット。組み立てたら、自由に
色を塗ったり、写真を貼ったり、自
分だけのオリジナルに。

6月29日 1200円 69701-78 6月20日 1200円 開発品

ISBN 978-4-8347-8278-3 ISBN 978-4-8347-6750-6

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8278
どの本よりわかりやすい！
おもしろしかけの貯金箱

夏休みの工作として大人気のしか
け貯金箱の作り方を全工程写真で
解説。小学生が一人で作る事を想
定して、とにかく丁寧な説明にこだ
わった一冊。

開発品　D50
作って遊ぼう！ダンボール自販機

貯金箱キット

ハート型のかわいい絵の具パレッ
トとキュートな塗り絵のセット。絵
の具は固形で水で濡らした筆で
溶いて使うもの。塗り絵はたっぷ
り15枚入りでお得！

6月29日 1300円 69701-77 6月20日 1200円 開発品

ISBN 978-4-8347-8277-6 ISBN 978-4-8347-6749-0

6月29日 1300円 69701-75 6月27日 1545円 書籍

ISBN 978-4-8347-8275-2 ISBN 978-4-8347-9061-0

レディブティックシリーズ №8275
ふだんからハレの日まで使える

はじめてさんのつまみ細工

ふだん使いできるつまみ細工をコ
ンセプトに、和のイメージを一新し
たデザインのアクセサリーを紹介。
イヤリングやミニブローチ、コサー
ジュ、バッグチャームなど。

書籍№61
新装版　sol×solの

多肉植物・サボテンを育てよう

ISBN 978-4-8347-8274-5 ISBN 978-4-8347-7710-9

レディブティックシリーズ №8277
紙バンドで楽しくミニチュアの世界

紙バンドを使ったミニチュアハウ
ス。フレンチシャビ―や北欧のキッ
チンなど、憧れの家具をはじめ、
コーナーを使ったディスプレイ、花
や雑貨などアイデア満載。

開発品　D49
手作り望遠鏡＆実験キット

多肉植物の育て方を属ごとに解
説。インテリアとしても注目されて
いるサボテン、多肉植物をかわい
く寄せ植えしたり、鮮やかに育て
たり。この一冊で多肉植物を網羅
できる。さらにアレンジ方法を追
加した新装版。

NOW
PRINTING

同封のパーツを使って実験をしな
がら、手作り望遠鏡が作れるキッ
ト。東大生が監修する実験と解説
付きで仕組みを楽しく学べる。

レディブティックシリーズ №8274
Youtuber うさんこチャンネルの

まぁいいっか！ハンドメイド

YouTubeｒ「うさんこチャンネル」が
お届けする布こものの本。手作りの
基本を知らなくても気楽な気持ちで
楽しむ手作りこものが満載。手作り
初心者ならではのコラムや動画で
は分かりにくいポイントが分かるプ
ロセス写真解説付。

ブティックムック №1610
ボカロ系＆アニメHITS

毎日楽しめる脳トレ問題を150問
掲載。まちがいさがし。点つなぎ、
計算、漢字など一冊でいろいろな
問題が楽しめる。監修：篠原菊紀6月27日 1200円 69701-73 6月29日 900円 62460-09

ISBN 978-4-8347-8273-8 ISBN 978-4-8347-7709-3

人気のボカロ曲、アニメ曲、
YOASOBIなどのネットHITSの楽
譜集。テレキャスタービーボーイ/
すりぃ、グッバイ宣言/Chinozo、
神っぽいな/神聖かまってちゃん、
もしも命が描けたらなど。

6月28日 1300円 69701-74 6月21日 1500円 62460-10

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8273
今すぐ作りたい！レジンアクセサリー97

人気作家のレジン作品をレシピ付
で一挙に掲載。幻想的な作品や爽
やかなサマーアクセ、食べ物モ
チーフなどアクセサリーから雑貨ま
でかわいい作品がいっぱい。

NOW
PRINTING

ブティックムック №1609
脳活性ドリル150問 vol.4


