ブティック社の本
表紙

2011年7月発売

ISBNコード/誌名

貴店に配本及び店頭在庫が無い場合はぜひご注文下さい。
内容

特集：実物大の型紙で作る旬の
服、簡単な普段着、透ける素材徹
雑誌コード：09647-08 底研究、ハイミセスのカジュアルス
タイル、余り布で作る小物など

レディブティック2011年8月号
NOW
PRINTING

7/7発売 定価：830円
4910096470815 00790

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

シートフェルトでおままごとおも
ちゃ、着せ替え人形、車などが作
NOW
れる。子供が好きなスイーツやお
PRINTING
7/4発売 定価：950円 雑誌コード：69677-54 子様ランチ、野菜や果物など、楽
しく遊べるモチーフが満載！
ISBN 978-4-8347-3254-2
レディブティックシリーズ№3254

フェルトのままごとおもちゃ

レディブティックシリーズ№3255

表紙：北川大介
巻頭特集 北川大介、誌上チャリ
雑誌コード：12513-09 ティーオークション第2弾
その他未定(舟木一夫など)

NOW
PRINTING

巻頭特集は人気の『バラ』。リクエ
ストの多い『動物』『風景』などを特
雑誌コード：69677-55 集。季節のテーマハロウィンを描
いたモチーフなども紹介。

表紙：Gero(ニコ動)
特集：Gero曲特集、東方アレンジ
雑誌コード：02537-09 (ニコ動で人気)うたってみたくなる
歌、V系曲特集、ボカロなど

毎日の生活に使えるバッグをデザ
イン豊富に紹介。ECOバッグ、お
NOW
けいこやおでかけなど様々なシー
PRINTING
7/13発売 定価：945円 雑誌コード：69677-56 ンで活躍しそうなバッグを多数掲
載。
ISBN 978-4-8347-3256-6

カラオケＯＮＧＡＫＵ 2011年9月号
NOW
PRINTING

7/20発売 定価：890円

4910125130918 00848

歌謡曲ゲッカヨ2011年9月号
NOW
PRINTING

7/23発売 定価：700円

4910025370919 00667

表紙：益若つばさ
特集：ハイテンション夏ネイル！、
自分だけのNO.1ネイルを見つけ
7/23発売 定価：500円 雑誌コード：07225-09 る！、カクテルペディアート、Ｔｏｙ
3Dなど
4910072250912 00476

ペイントフレンド vol.7

7/7発売 定価：990円
ISBN 978-4-8347-3255-9
レディブティックシリーズ№3256

改訂版 毎日使いたい手作りバッグ

今人気の３人の消しゴムはんこ作
家の図案がたっぷり詰まった充実
の１冊。付録に彫ったはんこと合
7/19発売 定価：1365円 雑誌コード：69677-57 わせて使える３人のオリジナルク
リアスタンプつき。
ISBN 978-4-8347-3257-3
レディブティックシリーズ№3257

ネイルUP！2011年9月号

NOW
PRINTING

内容

NOW
PRINTING

消しゴムはんこ図案BOOK

伝統的なパイナップル編みや方眼
編みで編み上げた、ロマンティック
NOW
なドイリー、テーブルクロス、カフェ
PRINTING
8/2発売 定価：990円 雑誌コード：69677-28 カーテンなど美しいレース編み作
品が満載。
ISBN 978-4-8347-3228-3

ふろしきを結んで作るバッグ、ポー
チ、キャップ、プレゼントする時な
NOW
どの包み方（箱、ビン等）を紹介。
PRINTING
7/21発売 価格：1365円 雑誌コード：69677-58 包み方はカラーイラストで分かり
やすく紹介。ふろしき付き。
ISBN 978-4-8347-3258-0

コスプレイヤースナップ、人気のア
ニメキャラのコスプレ特集、ショッ
プ＆グッズ情報、小道具とメイク、
7/22発売 定価：1500円 雑誌コード：69677-36 服の作り方などのコスプレ情報が
満載。
ISBN 978-4-8347-3236-8

ポケモン、ミッキー、ちびまる子
ちゃん、マリオ、鉄腕アトム、ポン
NOW
デライオンなどのキャラクターを掲
PRINTING
7/21発売 定価：900円 雑誌コード：69677-59 載。すべて詳しい折り方イラストで
解説。
ISBN 978-4-8347-3259-7

レディブティックシリーズ№3228

白いレース編み

レディブティックシリーズ№3236

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

LOVE-COS ～ラブコス

レディブティックシリーズ№3258

ふろしきで楽しむエコスタイル

レディブティックシリーズ№3259
大好き！キャラクターいっぱいのおりがみ

レディブティックシリーズ№3251

レディブティックシリーズ№3261

余り布で作る手縫いのこもの

フェルトで作るお店屋さんごっこ

日常で使いたい可愛いデザインの
バッグ、コサージュなどを紹介。手
雑誌コード：69677-51 縫いで作れるので、ミシンがなくて
も作れます。６９点掲載。

7/2発売 定価：945円
ISBN 978-4-8347-3251-1

貯金箱や万華鏡、動くおもちゃを
はじめとした工作が大集合。ペット
ボトルや牛乳パックなど、リサイク
7/4発売 定価：945円 雑誌コード：69677-52 ルで作れるものが中心。夏休みの
宿題にもオススメ！
ISBN 978-4-8347-3252-8

7/22発売 定価：950円

ISBN 978-4-8347-3261-0

レディブティックシリーズ№3252

NOW
PRINTING

こども工作大全集

レディブティックシリーズ№3253
ラミネートとナイロンの布で
NOW
作るバッグとこもの
PRINTING
7/4発売 定価：800円 雑誌コード：69677-53

ISBN 978-4-8347-3253-5

水をはじくラミネート加工やナイロ
ン素材の布で作るバッグ、ポー
チ、レインポンチョ、レインハットな
ど５４点を掲載。ラミネート加工の
布・ナイロン布の扱い方も解説。

八百屋さん、レストラン、ケーキ屋
さんなど、お店屋さんにあるものを
雑誌コード：69677-61 フェルトで作って遊べる。すべて作
り方解説付き。

パッチワークの基本的な用語・道
具紹介から、四角・三角・曲線な
ど、ピースごとのテクニックを分か
7/22発売 定価：1050円 雑誌コード：69677-62 りやすい写真解説で紹介。初心者
向けの作品なども合わせて掲載。
ISBN 978-4-8347-3262-7
レディブティックシリーズ№3262

NOW
PRINTING

帳合・番線印

改訂版 パッチワークの基本

注文日付

年

月

ご担当者名

TEL:

FAX:

日

注文冊数

ブティック社の本
表紙

2011年7月発売

ISBNコード/誌名

内容

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

内容

NOW
PRINTING

人気作家たちばなみよこやおざき
レディブティックシリーズ№3263
えみなど５人のデザインで作る、
かわいい動物フェルトマスコット
シートフェルトの作品集。パンダ、
7/22発売 定価：880円 雑誌コード：69677-63 ネコ、犬、子鹿、うさぎ、ヒツジなど
様々な動物マスコットを紹介。
ISBN 978-4-8347-3263-4

数々の受賞作品を生んだ、全国
ブティックムック№959
の有名ガーデンデザイナー【庭Ｓｔ
GARDEN
STYLE
Vol.3
NOW
ｙｌｅ会】の施工実例集。「こんなお
PRINTING
7/28発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-59 庭が欲しい！」を実現させた永久
保存版！
ISBN 978-4-8347-5959-4

NOW
PRINTING

フェルトのバッグチャーム作品集。
フェルトで作るかわいいバッグチャーム 切りっぱなしでもほつれてこない
から初心者にもオススメ！クマや
7/23発売 定価：880円 雑誌コード：69677-64 うさぎ、クジラやエイリアンなど個
性豊かな53点を掲載。
ISBN 978-4-8347-3264-1

ブティックムック№960
予想を遥かに上回った３月１１日
3・11東日本大震災でわかった！
の東日本大震災。今までにない震
NOW
地震・津波の新常識
PRINTING
7/20発売 定価：945円 雑誌コード：62453-60 災から学べる、生きるための危機
管理や対策、新常識を紹介。

レディブティックシリーズ№3264

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-5960-0

レディブティックシリーズ№3265

ブティックムック№961

恐竜おりがみ

改訂版 わくわくすごろくワールド

ティラノザウルス、プテラノドン、イ
グアノドンなど20種類の恐竜が折
7/23発売 定価：1260円 雑誌コード：69677-65 れる。リアルに仕上がる20種類の
オリジナル柄折り紙付き。

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-3265-8
レディブティックシリーズ№3266

NOW
PRINTING

松岡朗子のマトリョーシカ風の
ビーズマスコットの作品集。ころっ
雑誌コード：69677-66 としたディズニーキャラクターやオ
リジナルの動物など５２点掲載。

マトリョーシカのビーズマスコット
7/26発売 定価：880円

ISBN 978-4-8347-3266-5
NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3267
かんたん＆プチプライスでできる
布で作るアクセサリー
7/26発売 定価：840円 雑誌コード：69677-67

ISBN 978-4-8347-3267-2

暑い季節にぴったりの冷たいス
イーツを紹介。ゼリー、プリン、バ
NOW
バロア、アイスクリームなど作りや
PRINTING
7/12発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-62 すいレシピでお菓子作り初心者の
方におすすめ。
ISBN 978-4-8347-5962-4
ブティックムック№962

ヘアピンやコーム、シュシュなど人
気のヘアアクセサリーを中心に、
コサージュ、ラリエット、ストール、
スヌード、リボンなどを様々なデザ
インで作れます。

今こそこどもに読んで欲しい感動
の偉人伝。世のため人のために
尽くした人を中心に、素晴らしい作
7/22発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-63 品や業績を残した人の生き方を紹
介。
ISBN 978-4-8347-5963-1
ブティックムック№963

まんがでわかる 愛と感動の偉人伝

レストランや居酒屋で出てくる箸袋
を使って折る作品集。鳥、動物、リ
雑誌コード：69677-68 ボンなどのいろいろなモチーフを
掲載。箸置きにも最適。

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

赤ちゃん、男の子、女の子、ウエ
ディングなどのテーマに分けて４０
０点以上のスクラップブッキングを
7/28発売 定価：1050円 雑誌コード：69677-69 紹介。やさしい写真解説で作り方
も詳しく掲載。
ISBN 978-4-8347-3269-6

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

人気の雑貨、マリンテイスト、植
物、動物、乗り物など洗練された
改訂版 ちいさなクロスステッチ500
大人のかわいらしさいっぱいのク
7/28発売 定価：990円 雑誌コード：69677-70 ロスステッチ図案を集めた本。初
心者でも楽しめる一冊。
ISBN 978-4-8347-3270-2

箸袋でおもしろ折り紙
7/26発売 定価：990円

ISBN 978-4-8347-3268-9

レディブティックシリーズ№3270

ブティックムック№964
Gekkayoコード3個からできるギター弾き語り

ギターコード３個から１０個を覚え
られれば本誌に掲載の曲がすべ
7/23発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-64 て弾ける。最近の話題のヒット曲
が満載！

ISBN 978-4-8347-5964-8

レディブティックシリーズ№3269

スクラップブッキング アラカルト

7/7発売 定価：990円
ISBN 978-4-8347-5961-7
改訂版 ひんやりスイーツ

レディブティックシリーズ№3268
NOW
PRINTING

みんなで楽しめる、バリエーション
豊かなすごろくの本。片観音開き
雑誌コード：62453-61 特大の両面付録つき。幼稚園から
小学校低学年まで遊べます。

素敵な庭のリフォーム実例約５０
を紹介した永久保存版。ウッドデッ
キ、テラス、玄関・門まわり、狭い
7/28発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-65 スペースの有効利用など、役に立
つアイデアが満載！
ISBN 978-4-8347-5965-5
ブティックムック№965

帳合・番線印

ガーデンリフォーム成功実例50

注文日付

ご担当者名
TEL
FAX

年

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3 TEL: 03(3234)2081 (販売部直通） FAX: 03(3234)2135(販売部直通）

月

日

注文冊数

