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S
好評の動画解説作品や、100均素
材に描く作品など。ハロウィン、クリ
スマス、お正月など季節を先取りし
た作品もたっぷり掲載した大ボ
リュームの一冊。

7月21日

7月11日

69701-82

レディブティックシリーズ №8289
改訂版　作務衣、甚平、はんてん、日常着

人気ビーズ作家、sapphirus(サ
フィラス)さんの針と糸で作るビー
ズリングの本。色や形、華やかな
デザインが楽しめる大人のビーズ
リングを多数掲載。

レディブティックシリーズ №8281
ペイントフレンド　Vol.49

ISBN 978-4-8347-8282-0

8月3日 1350円 69701-89

69701-81

ゆったりとしたウエアの本。ワン
ピースやブラウス、また男女兼用の
アイテムも掲載。ミセス9号から、ふ
くよかな方や、メンズも着られる大
きなサイズまで展開。全33点。

日々の暮らしの中で活躍する作
務衣をはじめ、夏の涼しいくつろ
ぎ着の甚平、１枚あると暖かく過
ごせるはんてん、かっぽう着、
チュニック丈のうわっぱり、装いの
アクセントになるベスト、前かけと
男女の作品をご紹介。

ISBN 978-4-8347-8281-3

7月28日 1200円 69701-88

1500円7月11日

ISBN 978-4-8347-8280-6

レディブティックシリーズ №8276
フェルトで作る 可憐な野の花

フェルトで可憐な花が作れる本。刺
しゅうなどの技法を取り入れて、本
物そっくりに作れます。作ったあと
の作品は、お部屋のインテリアやプ
レゼントに最適。マルバスミレ、ス
ズラン、ムスカリなど掲載。

NOW
PRINTING

S

S
1500円

レディブティックシリーズ №8282
ゆったりおしゃれな大人服 S

お気に入りのハギレ、このままにし
ておくのはもったいない！ミシンで
サクッと縫える、ハギレのこものを
紹介。ポーチやバッグ、収納ケー
ス、おうちこものまで、使えるアイテ
ム57点掲載。

S S

1400円 69701-76

ISBN 978-4-8347-8276-9

ISBN 978-4-8347-8259-2

レディブティックシリーズ №8259
海外竜也のかんたんクチュール

900円 09647-08

4910096470822　00900

レディブティックシリーズ №8287
ソーイングルームVie Coudreの美人服NOW

PRINTING

1300円 69701-80

7月28日

丈のアレンジでチェンジ ワンピース
⇆トップス、１つの型紙で作れる超
かんたん服、シンプルで作りやすく
て絶対役立つ！かこみ製図で作る
服、60代の装い夏のファッション小
物、夏物の着物をリメイクなど。

ISBNコード/誌名

7月5日 1400円 69701-59

7月7日

レディブティック2022年8月盛夏号

ISBN 978-4-8347-8286-8

1日で作れるかんたんなトップス、
スカート、パンツ、ワンピース、
ジャケット＆コートと幅広く掲載。
一部の作品は作り方を写真で解
説。全33点掲載。

7月21日

レディブティックシリーズ №8285
エミーグランデのちいさなあみぐるみ

ISBN 978-4-8347-8285-1

1300円

簡単に作れて、着た時に大人の上
品さを感じさせる服をモットーに、デ
ザイナー・海外竜也がワンピース、
ブラウス、スカートを提案。S・M・L・
LLサイズでの実物大型紙付で掲
載。

ISBN 978-4-8347-8284-4

69701-85

レディブティックシリーズ №8286
1dayソーイング

69701-847月21日

69701-86

1250円

ISBN 978-4-8347-8289-9

いろいろなアイデアが詰まった、
ユニークなポーチが作れる本。食
べ物や、動物などのかわかわい
いポーチのほかプリーツやフリル
、スモッキングを取り入れたポー
チなどたっぷり81点掲載！

ISBNコード/誌名

1350円

レディブティックシリーズ №8284
おもしろポーチ総集編

7月21日

人気のレース糸、エミーグランデ
で編むてのひらサイズのあみぐる
みの本。気軽に作れて写真映え
するかわいい作品を多数掲載。
オールカラーで編み方ページも見
やすい。

ISBN 978-4-8347-8288-2

ソーイングルーム Vie  Coudre・海
口奈緒著。袖を通した時にこそ映
えるときめく美人服を提案。主宰
する洋裁教室での経験を踏まえ、
洋裁初心者でも作りやすい作品
全21点掲載。作品はS～LLまで
のサイズ展開。ISBN 978-4-8347-8287-5

7月28日

レディブティックシリーズ №8280
余ったハギレでなに作る？

1500円

69701-87

レディブティックシリーズ №8288
針と糸で作る 大人のビーズリング
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ブティックムック №1612
家庭菜園の新・病害虫対策

62460-12

ISBN 978-4-8347-7713-0

62460-13

ISBN 978-4-8347-7712-3

7月11日 1400円

ISBN 978-4-8347-7715-4

ブティックムック №1615
懐かしさで脳活性！

 昭和レトロまちがいさがし60

7月21日 1200円

ブティックムック №1613
恐竜　ぬりえずかん

62460-15

62460-14

M

7月13日

M

ISBNコード/誌名

1200円

ブティックムック №1614
大きな めいろ まちがいさがし えさがし

M

M

「野菜だより」特別編集。農薬に頼
らず、野菜の病気や害虫をなくすた
めの防除法を解説する一冊。おも
な病虫害や生理障害を知り、出さ
ない工夫、出たらどうするかの対処
法を紹介。

7月25日

楽しく塗り絵を楽しみながら恐竜に
ついて学べる一冊。ティラノサウル
スやトリケラトプス、ヴェラキラプト
ル、ステゴサウルスなど人気の恐
竜を迫力満点のイラストで多数掲
載。

心がなごむ和モダンの庭実例集。
現代住宅にも調和するモダンな感
覚の和風の庭から伝統的な和風庭
園・坪庭まで、魅力的な実例を厳選
して紹介。和風向きの竹垣、石、植
物など素材のカタログも掲載。

懐かしい昭和をテーマにしたまちが
いさがしの本。脳トレや認知症予防
にもおすすめ！昭和のニュース、
あそび、くらし、仕事などをテーマに
した問題がいっぱいです！

ISBN 978-4-8347-9066-5

書籍

書籍

ISBNコード/誌名

ブティックムック №1611
改訂版　和モダンの庭

7月13日 1300円

B4判で大迫力！世界をテーマに、
めいろ まちがいさがし えさがし な
どの問題がいっぱい！あそびなが
ら世界の文化も学べます。一人で
もみんなとでも、いっぱい楽しめま
す！

ISBN 978-4-8347-7711-6

ISBN 978-4-8347-7714-7

62460-167月5日

ブティックムック №1616
米粉レシピ

小麦粉の代用品として注目されて
いる米粉を使ったパンや料理、ス
イーツのレシピを集めた既刊本を
再編集した一冊。小麦アレルギー
の方を含め、ダイエットとして「グ
ルテンフリー」を実践している方に
おすすめ。

1500円 62460-11

書籍　K63
復刻新版　大高輝美のコロコロ人形

書籍

書籍

7月25日 1600円

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-9064-1

1000円

ISBN 978-4-8347-7716-1

7月19日 1700円

7月22日

既存の本を再編集した新装版で、
大人気のアウトドアリビングが楽
しめるウッドデッキやテラス、ガー
デンルームの実例集。あらゆるタ
イプを網羅して、庭を楽しくするア
イデアが満載の一冊。

1400円

大高輝美さんの懐かしいフェルト
のマスコットが復活。大切にしまっ
ていたコロコロ人形やアップリケ・
タペストリーなど、かわいくてお
ちゃめな346点が昔のまま再登
場。

ひもを結んで作る自分だけのマク
ラメアクセサリー。ブレスレット、リ
ング、ネックレスなど100点以上掲
載。基本の技法や人気のフレーミ
ングはプロセス写真で丁寧に解
説。

書籍　K64
結んで作る大人のおしゃれ

マクラメアクセサリー　新装版

世界の童話や日本昔ばなしの
キャラクター、ハロウィンやクリス
マス、ダンスウエアなどパーティ
やおゆうぎ会、発表会に活躍する
コスチュームがいっぱい。実物大
の型紙付。100・110・120cmの3サ
イズ。

1400円

書籍　K62
ウッドデッキ＆テラス百科　新装版

ISBN 978-4-8347-9063-4

7月25日

ISBN 978-4-8347-9062-7

書籍　K66
手作りしたいキッズのへんしん服


