ブティック社の本

2012年8月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容

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

830円 雑誌コード
4910096470921 00790

8月7日 定価

カラーイラストで32点掲載。

発売日

8月7日 特別定価950円

雑誌コード

4910136250926 00905

発売日

840円 雑誌コード
4910077570923 00800

8月10日 定価

カラオケONGAKU 2012年10月号
発売日

890円 雑誌コード 12513-10
4910125131021 00848

8月20日 定価

表紙：板野友美

発売日

1980円 雑誌コード
4910078930924 01886

8月20日 定価

表紙：北山たけし
特集：奥入瀬恋歌

発売日

880円 雑誌コード
4910039071024 00838

8月28日 定価

発売日

発売日

17669-10
4910176691024 00762

8月28日 特別定価800円

雑誌コード

定価

秋冬のミセス向き手編みニット作
品集。着やすいベーシックなベスト
から流行を取り入れたボレロ＆
カーディガン、プルオーバーやお
雑誌コード
9月3日 定価 990円
69679-26
洒落な小物まで編み方付きで40
点掲載。
ISBN 978-4-8347-3426-3

レディブティックシリーズ№3427
大人に似合う秋冬ニット

基本・応用で作るカジュアルウエ
アや秋から春までの３シーズン着
03907-10 まわせる服など。その他人気のヘ
アアクセサリーなど小物も充実。

ビーズfriend 2012年秋号

990円 雑誌コード
4910096481026 00943

9月3日

既刊のレディブティックより人気の
デザインを厳選。着物、羽織、帯
などを着やすく、またコーディネー
09648-10 トしやすいアイテムにリフォーム。
全53点、製図付き。

レディブティックシリーズ№3426
秋冬＊ミセス手編みコレクション 12

口絵：秋の気配
今年の秋は目いっぱい美しい紅
葉の撮影。技法特集はプロ写真
07893-09
家のデジタル仕事術など。

こどもブティックCUCITO 2012年秋号
発売日

ダーするのにも便利。ジャンル別

1050円 雑誌コード 07226-09 に見やすい紙面で大人気の別
冊。
4910072260928 01000

8月28日 定価

着やすくお洒落に和服をリフォーム
（レディブティック10月号増刊）

風景写真 2012年9・10月号
発売日

990円 雑誌コード
4910096480920 00943

8月27日 定価

気軽にお洒落が楽しめるミセスの
秋冬服をご紹介。カジュアルなデ
ザインから本格的なスーツまで、
09648-09 幅広いウエアが満載。計182点全
て製図付き。

全国ネイルサロンオーダーBOOK 2013年版 2406点のデザインが見られる永久
（ネイルUP！2012年9月号増刊）
保存版。サロンに持参してオー

８つのキーワードで綴る秋のトレン
ドレシピ集。この秋の可愛いトップ
ス、手作り派のためのパーティー
07757-09 スタイル、タトゥタイツ、テーラード
ジャケットの作り方など。

フィーメィル2012年秋号
発売日

945円 雑誌コード 03908-10 90・100・110・120cmの4サイズ展
開。実物大型紙付き。
4910039081023 00900

8月25日 定価

秋から冬のミセスの服
（レディブティック9月号増刊）

この秋着たい旬の服を大特集。人
気のナナトーンの最新ウエアをは
じめ、バッグ、ワンピースなど秋の
13625-09 ワードローブ満載。SmileLifeのカッ
トクロス付き。

コットンフレンド2012年秋号
発売日

内容

おしゃれな女の子のワンピース＆チュニック 人気のワンピースとチュニックの
作り方をわかりやすい写真解説と
（こどもブティックCUCITO秋号増刊）

実物大型紙付き、秋のブラウ
ス。徹底研究、デニム。手作り
09647-09 バッグ、ソーイングQ＆Aなど。
計219点。

レディブティック2012年9月号
発売日

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

特別付録：ペンダントトップが作れ
るキット
巻頭特集：人気デザイナー清水ヨ
ウコさんの新作と天然石について
のインタビュー。天然石のアクセ
サリーの作り方。

大人の女性に似合う秋冬のニット
集。秋から春先まで着られるベス
トや、直線的なシルエットのモダン
69679-27 なチュニック、帽子などの小物など
旬のアイテムを紹介。

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3427-0

9月3日

定価

ほどよく流行を取り入れた、若々し
いおばあちゃまに似合う、お洒落
で着こなしやすい秋冬ニット集。は
おりもの、Vネックのレーシーカー
8月31日 定価 990円 雑誌コード 69679-28
ディガンなどM・Lの2サイズで掲
載。
ISBN 978-4-8347-3428-7

レディブティックシリーズ№3428
おばあちゃまのおしゃれな手編み秋冬
発売日

帳合・番線印

㈱ブティック社

注文日付
ご担当者名

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

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2012年8月発売

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

内容

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

肌寒い季節でも、おでかけが楽し
レディブティックシリーズ№3429
くなっちゃうアウターニット集。雪柄
手編みのアウターニット
のカウチンジャケット、ジップアップ
ベスト、ガンジー柄のカーディガン
8月31日 定価 990円 雑誌コード 69679-29
など、秋冬ワードローブに加えた
いアイテムばかり。
ISBN 978-4-8347-3429-4

レディブティックシリーズ№3448
切り紙で楽しむ 世界のモチーフ
発売日

レディブティックシリーズ№3430
旬のスヌード・ケープ・ポンチョ
発売日

発売日

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3431-7

9月3日 定価

発売日

レディブティックシリーズ№3441
エコクラフト手芸総集編 Part 2
発売日

発売日

レディブティックシリーズ№3443
キャラクター折り紙あそび
発売日

発売日

レディブティックシリーズ№3446
冬に編みたいこもの＆ウエア
発売日

発売日

レディブティックシリーズ№3447
フェルトにちくちく 刺しゅうブローチ
発売日

発売日

帳合・番線印

㈱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 FAX: 03(3234)2135 販売部直通

950円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3450-8

8月25日 定価

20代～30代のニット初級者から中
級者向けの大判の秋冬ニット作品
集。旬ニット、ポンチョ＆ケープ、ベ
69679-51 スト、メンズ、小物など。基礎テク
ニックブック付き。

950円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3451-5

8月28日 定価

80～90cmサイズのこども服と小物
を写真とイラスト解説で54点紹
介。ワンピース、チュニック、スカー
69679-52 ト、パンツ、パーカなど豊富なアイ
テムを掲載。

945円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3452-2

8月27日 定価

ミセスのタウンスタイルを中心に手
作り服を紹介。ワンピース、ジャ
69679-53 ケット、ブラウス、ベスト、パンツ、
コートなど全て作り方解説付き。

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3453-9

8月27日 定価

レディブティックシリーズ№3454
タティングレースのアクセサリーとこもの

動物や植物、雑貨、物語のモチー
フなどをフェルトに刺しゅうをして、
ラインに沿ってカットして作るブ
69679-47 ローチ80点紹介。作り方のプロセ
ス写真解説付き。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3447-8

8月3日 定価

和柄布を使った小さめの袋物やイ
ンテリア小物、アクセサリー、ラン
チセットなど、いろいろなアイテム
69679-50
を64点紹介。全作品作り方付き。

レディブティックシリーズ№3453
輝くミセスの秋冬服

フード付きポンチョ、玉編みのミト
ン、ポケット付きのカグール、フレ
ンチスリーブカーディガン、靴下な
69679-46 ど寒い季節を可愛いニットで暖か
く過ごせる1冊。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3446-1

9月3日 定価

945円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3449-2

8月20日 定価

レディブティックシリーズ№3452
小さなこどもたちの毎日の服

ディズニー、サンリオ、ミッフィー、
くまのがっこう、チェブラーシカなど
の定番から、最近人気のかわいい
69679-43
キャラクターがおりがみで作れる。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3443-0

9月3日 定価

人気の手さげバッグやショルダー
バッグをはじめグラニーバッグ、
トートバッグ、がま口バッグやエコ
69679-49 バッグなど、おしゃれで使いやす
いデザインが満載。

レディブティックシリーズ№3451
今編みたいニット 秋冬 2012-2013

ビギナーでも簡単にチャレンジで
きるキッチンバスケットや、お洒落
なかごバッグ、日常使いのお買い
69679-41
物かご、収納BOXなど満載！

1155円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3441-6

8月16日 定価

900円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3448-5

8月17日 定価

レディブティックシリーズ№3450
和柄布でつくるこもの

まっすぐ編みの個性派ベストや
ケーブル模様のプルオーバー、ア
ラン模様のベスト、3wayボレロな
69679-31 ど、人気のシルエットを集めた旬
のカジュアルニット集。

レディブティックシリーズ№3431
今から編みたいベスト・セーター・カーディガン
発売日

世界の町並みや建築物、動物や
フードなど、いろいろなジャンルの
モチーフの切り紙をプロセス写真
69679-48
解説付きで154点紹介。

レディブティックシリーズ№3449
改訂版 手作りの和布バッグ

いつもの着こなしにさらっと重ねる
だけで、今風なおしゃれが楽しめ
る。凝った編地でも、ほとんどの作
69679-30
品が直線編みで簡単に編める。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3430-0

8月31日 定価

内容

シャトルを使って結び目を作りな
がら編むタティングレースの小物。
アクセサリー、ヘアアクセサリー、
69679-54
コースターなどが作れる。

950円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3454-6
注文日付
年
ご担当者名

8月28日 定価

TEL
FAX

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2012年8月発売

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

内容

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

ワンちゃんのための手作り服や小
レディブティックシリーズ№3455
物の本。小型犬用の可愛い服や
愛犬の手作り服＆グッズ
必需品のレインコート。また、夏の
暑さをしのいだり、冬を暖かく過ご
8月28日 定価 1050円 雑誌コード 69679-55
すグッズ、キャリーバッグなど全52
点。
ISBN 978-4-8347-3455-3

レディブティックシリーズ№3463
きものリメイクで手ぬいの大人服
発売日

レディブティックシリーズ№3456
改訂版 和柄を楽しむ手作りの服
発売日

発売日

レディブティックシリーズ№3457
改訂版 花のくすだま No.2
発売日

布で作る軽くて持ちやすいバッグ
が満載。ミニサイズ、デザインがシ
ンプルなもの、お洒落で可愛い
バッグ、ショルダーやポシェットタイ
8月28日 定価 950円 雑誌コード 69679-58
プ、大きめなバッグなど38点紹
介。
ISBN 978-4-8347-3458-4

発売日

シートフェルトで簡単に作れるマス
コットをたっぷり108点掲載。人気
69679-61 の動物をはじめ、恐竜、マトリョー
シカ、季節物まで大集合。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3461-4

8月27日 定価

レディブティックシリーズ№3462
改訂版 余った布で作るこもの107てん
発売日

捨てられずに残っている余り布や
お気に入りの端切れで小物が作
れる本。エコバッグからランチセッ
69679-62 ト、リビング小物やお洒落小物ま
で107点掲載。全て作り方付き。

890円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3462-1

8月31日 定価

950円 雑誌コード 69679-65 る服、小物などテーマも充実。4サ
イズ展開。実物大型紙2点。
ISBN 978-4-8347-3465-2

9月3日

定価

小さなリボンから特大のものまで。
カチューシャ、バレッタ、制服リボ
ン、蝶ネクタイなどいろんなアイテ
69679-66
ムを作り方付きで紹介。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3466-9

9月4日

定価

プリンセスや王子様、日本昔話の
桃太郎、浦島太郎、動物の着ぐる
み、ハロウィン、クリスマス、ダンス
ウエアなど！100・110・120cmの3
発売日 9月10日 定価 1050円 雑誌コード
69679-67
サイズ展開。全て作り方付き。一
部型紙付き。
ISBN 978-4-8347-3467-6
レディブティックシリーズ№3468
今流行のレジンで作るアクセサ
スーパーアイスレジンとＵＶクラフトレジンで
リー。2液性レジンとUVレジンを紹
作るかわいいアクセサリーとこものたち
介。思わず作りたくなる作品を多
発売日 10月5日 価格 1890円 雑誌コード
69679-68 数紹介。豪華アクセサリーキット付
き。

レディブティックシリーズ№3461
改訂版 かんたんかわいいフェルトのマスコット
発売日

定価

レディブティックシリーズ№3467
おゆうぎ会の服とこもの

ふせんに型紙を重ねてカッターで
切るだけで作れる切り絵。ディズ
ニーキャラのかわいいシルエット
69679-59 が作れる。お部屋やメモ、アイテム
に貼っていろいろと楽しめる。

840円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3459-1

8月9日 定価

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3464-5

9月3日

レディブティックシリーズ№3466
リボンの手作りアクセサリー

レディブティックシリーズ№3459
ディズニーのふせん切り絵
発売日

元パタンナーの小林かおりさんが
提案する服。シンプルで作りやす
く、こどもが毎日着たくなる服28ア
69679-64 イテム。詳しい作り方と実物大型
紙付き。

縫って作る服、エイジレスで着られ

発売日

レディブティックシリーズ№3458
手作りの毎日バッグ

発売日

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3463-8

8月31日 定価

簡単に作れる服を中心に、秋冬春
レディブティックシリーズ№3465
大人のかんたんソーイング秋冬 2012-2013 まで着られるデザイン。まっすぐ

手に入りやすい教育折り紙を使
い、一枚の紙から折り出す色鮮や
かな花が勢ぞろい。チューリップ、
69679-57 バラ、デージー、すずらん、コスモ
スなど。

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3457-7

8月27日 定価

着物や羽織りをリメイクして手縫い
で作る大人服。ワンピース、チュ
ニック、ブラウス、ジャケット、コー
69679-63 ト、バッグなど31点。メンズ1点掲
載。高橋恵美子著。

レディブティックシリーズ№3464
かわいいキッズの定番服

人気のチュニックやワンピースか
らツーピース、ホームウエアとデザ
69679-56 イン豊富。実物大型紙付き。

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3456-0

8月27日 定価

内容

ISBN 978-4-8347-3468-3

NOW
PRINTING

帳合・番線印

人気の消しゴムはんこ作家が大
集合。yukiさん、nacoさん、ふわふ
わ堂さん、清水みほさん、
TUBUANさん、KOTORIさん、木木
9月4日 定価 880円 雑誌コード 69679-69
屋さん、いとうまきさん、13hancoさ
んのアイデアと図案を紹介。
ISBN 978-4-8347-3469-0

レディブティックシリーズ№3469
たのしさいっぱい！消しゴムはんこの図案集
発売日

㈱ブティック社

注文日付
ご担当者名

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

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本
ISBNコード/誌名

表紙

NOW
PRINTING

2012年8月発売
内容

注文冊数

レディブティックシリーズ№3470
洋裁百科
発売日

発売日

9月4日 定価 2940円

ISBNコード/誌名

表紙

基礎から応用まで洋裁知識を紹
介。採寸の仕方、製図の引き方か
ら布の断裁、仮縫い補正まで。
69679-70 140点の部分縫いも掲載。困った
時の頼りになる1冊。

ISBN 978-4-8347-3470-6

1155円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7132-9

レディブティックシリーズ№3471
かわいい手編みの円座と角座

ブティックムック№1033
改訂版 生姜三昧

雑誌コード

発売日

人気の花の円座、シンプル、中心
から編む、モチーフをつないで作
るなど。かぎ針編み作品52点、棒
69679-71
針編み作品6点掲載。

950円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3471-3

8月31日 定価

発売日

720円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3473-7

9月3日 定価

発売日

ブティックムック№1023
ネイルＵＰ！x paragel
ジェルネイル Beauty Style
発売日

大人気のパラジェルとネイルUP！
のコラボ本。芸能人などにも人気
のネイルデザイナーの新作やあら
62454-23 ゆるジャンルのジェルに合わせた
プロセスとデザインが満載。

ブティックムック№1030
改訂版 庭のリフォーム成功実例
発売日

すてきな庭のリフォーム実例約50
を掲載した永久保存版。花や緑の
庭、ウッドデッキテラス、門まわり
62454-30
など役に立つアイデアが満載！

1260円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7130-5

8月17日 定価

ブティックムック№1031
ウッドデッキの庭実例集
発売日

発売日

最近人気の高いウッドデッキの実
例を厳選した永久保存版。ウッド
デッキを100倍楽しむコツなど魅力
62454-31
的なアイデアが満載。

1260円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7131-2

8月28日 定価

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7133-6

8月27日 定価

2480円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7134-3

8月30日 価格

秋の味覚、いも、くり、かぼちゃを
使ったヘルシースイーツを掲載。
ケーキ、シュークリーム、冷たいデ
62454-35
ザートなど50点以上を紹介。

1050円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7135-0

8月31日 定価

指を使って気軽に編めるゆび編み
の本。リリアン編みのマフラー、帽
子、ミトン、シュシュなどが編める。
67699-99 こどもでもわかりやすい作り方付
き。

発売日

NOW
PRINTING

500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-6599-1

8月31日 定価

プチブティックシリーズ№604
3玉で5つのモチーフができる！ 魔法のタワシ
発売日

帳合・番線印

3玉で5つのデザインを1セットで提
案。キッチンやバスルーム用の魔
67700-04 法のタワシが満載！！

500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-6604-2

8月31日 定価

注文日付
ご担当者名
TEL
FAX

㈱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 FAX: 03(3234)2135(販売部直通）

人気のジェルネイルに即使える新
型LEDライト＆クリアジェルをキット
に！ジェルBOOKではジェルの基
62454-34 礎から応用まで徹底プロセス解説
＋豊富なデザインがぎっしり。

プチブティックシリーズ№599
だれでもあめちゃう!!こどものゆびあみ

1260円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7123-7

8月28日 定価

料理に生姜を加えることによって
いつもの味が変身。生姜のだし、
スープ、たれ、ソース、シロップな
62454-33
どを使って美味しく健康な毎日を。

ブティックムック№1035
改訂版 いも・くり・かぼちゃのスイーツ

90～100、110～120cmの2サイズ
が編める。ベスト、プルオーバー、
ジャケットなどのウエアから帽子や
69679-74 マフラー、バッグ、ヘアアクセサ
リーなどの小物まで紹介。

990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3474-4

9月3日 定価

8月27日 定価

ブティックムック№1034
セルフジェルネイルBOOK

ユニークでキュートな着ぐるみ
キューピーの本。食べ物や動物に
変身したいろんなキューピーが
69679-73 いっぱい。初心者でも気軽に編め
る小さなサイズ。

レディブティックシリーズ№3474
お洒落でかわいい冬のこどもニット
発売日

パワーストーンの効果と願いを叶
えるパワーストーンブレスレットを
紹介。約80種類のパワーストーン
62454-32 と約100デザインのブレスレットを
掲載。

ブティックムック№1032
改訂版 幸せを呼ぶパワーストーンブレスレット

レディブティックシリーズ№3473
ちっちゃな手編みの着ぐるみキューピー
発売日

内容

年

月

日

注文冊数

