ブティック社の本

2012年3月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
特集：実物大型紙付き旬のブラウ
ス。初夏まで活躍するシャツジャ
ケット。自分らしく、おしゃれに旅の
09647-04 着まわしプラン。ちょっとお洒落な
普段着とバッグなど

レディブティック2012年4月号
発売日

3月7日 定価 830円 雑誌コード
4910096470426 00790

表紙：北川大介
特集：北川大介新曲インタ
ビュー、叶弦大(作曲家)、柏木
12513-05
タカシ、西尾夕紀など

カラオケONGAKU 2012年5月号
ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

発売日 3月19日

定価 890円

雑誌コード

4910125130529 00848

表紙：トリンドル玲奈
特集：春めきネイル、ネイルト
レンドワールドマップ、ネイル
3月23日 定価 500円 雑誌コード 07225-05 の定番ジェルを徹底網羅、
キャラネイルなど
4910072250523 00476

ネイルUP！2012年5月号

発売日

特集：心が癒される雑木の庭、
フラワーガーデン、ガーデン
パーティーが楽しめる庭など季
12045-04
節の特集、リフォーム、他

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。
注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ№3371

定価 1260円

雑誌コード

4910120450424 01200
ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

おしゃれ！夏ミセスの服
(レディブティック4月号増刊）
発売日 3月15日

定価 990円

雑誌コード

4910096480913 00943

ミセス向けのカジュアルウエアから
お洒落なデザインまで全176点全
て製図付き。ブラウス＆チュニッ
09648-04 ク、スカート、パンツなど。すぐにで
きちゃう時短ソーイングも掲載。

1枚でも重ね着でも決まるワンピー
スとチュニックの作品集。キャミ
ソール、シャツタイプ、スモックタイ
69678-71 プなど33点を紹介。S・M・L・LLの4
サイズ展開。

作って着たい ワンピース＆チュニック
発売日 3月13日

定価 950円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-3371-6

自作コスプレを満喫！超楽しい人
気キャラウエアの作り方解説＋実
LOVE-COS～ラブコス vol. 2
物大型紙、イベント特集、ウィッグ
やカラコン活用、小道具の作り方、
発売日 3月15日 定価 1300円 雑誌コード 69678-72 メイク、コスプレイヤースナップな
ど。
ISBN 978-4-8347-3372-3
レディブティックシリーズ№3372

かんたんで気軽で編める春夏ニッ
ト小物の作品集。バッグや帽子、
かんたん、かわいい春夏ニットこもの
ポーチ、ヘアアクセ、ペットボトルカ
バー、靴下など47点掲載。かぎ針
発売日 3月3日 定価 945円 雑誌コード 69678-73 編みをメインに、棒針編みも一部
掲載。
ISBN 978-4-8347-3373-0
レディブティックシリーズ№3373

普段に活用するバッグ、旅行
用、フォーマル用など掲載。仕
上がりを決める素敵な持ち手
3月12日 定価 990円 雑誌コード 69678-74 やパーツは一部ネット通販が
可能。
ISBN 978-4-8347-3374-7
レディブティックシリーズ№3374

エクステリア＆ガーデン2012年春号
発売日 3月16日

内容

持ち手で差がつく 手作りバッグ
発売日

初級者でも編みやすいヘアア
クセサリーやコサージュなどの
小物から、気軽に挑戦できる
3月13日 定価 990円 雑誌コード 69678-75 ボレロやベストなどのウエアま
で幅広く紹介。
ISBN 978-4-8347-3375-4
レディブティックシリーズ№3375

涼やかな春夏の手編み

発売日

特集：市民農園デビューしよう！、
4月からでも間に合う春・夏野菜の
（エクステリア＆ガーデン2012年春号増刊）
植えつけ、家庭で出来る美味しい
ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ
野菜作りのノウハウ満載。充実の
雑誌コード
12046-04
発売日 3月23日 定価 945円
栽培プロセスと病害虫対策、作付
カレンダーなど。
4910120460423 00900

ロリータファッションの手作り服の
作品集。春夏の着回しコーディネ
乙女のソーイングBOOK
イト帖、ブランドソーイング企画、リ
メイクなど。パニエやスカート、ブラ
雑誌コード
69678-76
発売日 3月21日 定価 1155円
ウスなどの基本アイテムを網羅。
実物大型紙付き
ISBN 978-4-8347-3376-1

手縫い、ミシン、アイロンについて
の基礎を写真解説。衣類のトラブ
改訂版 お直しと裁縫実例
ルやお直しの方法を解説。一日で
できる小物の作品集。袋物を中心
発売日 3月1日 定価 1155円 雑誌コード 69678-69 に、初心者でも簡単に作ることが
できるようになっている。
ISBN 978-4-8347-3369-3

エコアンダリヤで編む夏のお
しゃれにピッタリなかぎ針編み
夏を楽しむかぎ針編みのバッグと帽子
のバッグと帽子の作品集。か
発売日 3月21日 定価 945円 雑誌コード 69678-77 ごバッグや麦わら風の帽子を
掲載。
ISBN 978-4-8347-3377-8

野菜日記 vol.4

レディブティックシリーズ№3369

帳合・番線印

レディブティックシリーズ№3376

レディブティックシリーズ№3377

注文日付

㈱ブティック社

ご担当者名

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

TEL

TEL: 03(3234)2081 FAX: 03(3234)2135 販売部直通

FAX

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2012年3月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

シートフェルトで作るスイーツ
レディブティックシリーズ№3378
を掲載。ケーキ、クッキー、ドー
改訂版 フェルトで作るスイーツ
ナツ、ロールケーキ、和菓子、
発売日 3月21日 定価 945円 雑誌コード 69678-78 マカロン、クリスマス向け、チョ
コ、パンなど。
ISBN 978-4-8347-3378-5

発売日

シンプルなデザインやスモックタイ
プ、ギャルソンエプロンなどの定
改訂版 手作りのエプロン
番、ガーデニングエプロン、フリル
発売日 3月23日 定価 990円 雑誌コード 69678-79 エプロンまで種類が豊富。全て作
り方付きで実物大型紙付き。

発売日

ISBN 978-4-8347-3379-2

大人の女性のためのすっきり
見える服の作り方と着こなし方
法を掲載。アイテム別に23点
3月23日 定価 945円 雑誌コード 69678-80 紹介。実物大の型紙付き(サイ
ズ9.11.13号)
ISBN 978-4-8347-3380-8
レディブティックシリーズ№3380

おうちで余った布地や着物、帯
をほどいた古布などを活かし
余り布で作る和小物
て作った和小物を68点紹介。
3月26日 定価 945円 雑誌コード 69678-81 ポーチやバッグ、インテリア小
物など
ISBN 978-4-8347-3381-5

発売日

パワーストーンを使ったヘンプ
アクセサリーの作品集。石の
説明も付いていて運気アップ
3月26日 定価 1260円 雑誌コード 69678-82 にも使える。掲載作品が作れ
る材料キット付き。
ISBN 978-4-8347-3382-2

Gekkayoインターネットミュージック vol. 2
発売日

おいしい野菜は土作りで決まる。
病害虫を寄せ付けず、連作障害も
クリアして風味いっぱいの野菜作
ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ
りが出来る徹底解説つき。土や肥
発売日 3月27日 定価 1050円 雑誌コード 62453-95
料のほかに各野菜の栽培プロセ
スも紹介。
ISBN 978-4-8347-5995-2
ブティックムック№995

土作りで決まる！
とびきりおいしい野菜の作り方

レディブティックシリーズ№3382

ヘンプとパワーストーンのアクセサリー
発売日

ニコ動、YouTubeなどの動画配
信サイトで話題の音楽を紹介。
ボカロ、東方プロジェクト、音
3月13日 定価 1500円 雑誌コード 62453-94 ゲー、けいおんなど盛りだくさ
ん。
ISBN 978-4-8347-5994-5
ブティックムック№994

スッキリ見える大人の手作り服

レディブティックシリーズ№3381

一枚で、重ね着で、春から秋ま
で着られる大人のナチュラル
春夏秋のナチュラル服
服を27点紹介。チュニック、ワ
3月27日 定価 990円 雑誌コード 69678-87 ンピース、ベスト、パンツ、ス
カートなど。実物大型紙3点
ISBN 978-4-8347-3387-7
レディブティックシリーズ№3387

レディブティックシリーズ№3379

発売日

プチブティックシリーズ№592
ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

こどもの切り紙遊び 2
発売日 3月27日

定価 500円

UVクラフトレジンで作るアクセ
サリー。チャームなどの土台に
ビーズやペーパーを入れて固
3月26日 価格 1890円 雑誌コード 69678-83 めるだけ。ストラップ2個が作れ
る材料キット付き。
ISBN 978-4-8347-3383-9

ＵＶクラフトレジンで作る
かんたんアクセサリー＆コラージュ

レディブティックシリーズ№3385

夏に着るミセスの服
発売日 3月27日

定価 990円

雑誌コード

夏のタウンスタイルやワードロープ
に加えたい、スカート＆パンツ。
レース素材や麻、デニム、伸縮素
69678-85 材の服。全てのシーンに対応でき
るアイテムをテーマ別に紹介。

帳合・番線印

ISBN 978-4-8347-3385-3

注文日付
ご担当者名
TEL
FAX

年

月

雑誌コード

おりがみを三角や四角に折っ
て、図案通りに切れば花や動
物、野菜、食べ物などのモチー
67699-92
フが出来る。

ISBN 978-4-8347-6592-2

レディブティックシリーズ№3383

発売日

内容

Ｔシャツやチュニック、パー
レディブティックシリーズ№3386
カー、カーディガンなど流行の
ニット地の服
ニット地アイテムが家庭用ミシ
3月27日 定価 880円 雑誌コード 69678-86 ンで作れる。全て実物大型紙
＆写真の詳しい作り方付き。
ISBN 978-4-8347-3386-0

日

㈱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）

注文冊数

