ブティック社の本

2013年1月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
「実物大の型紙付き エイジレス
で着られる服」「裏なしで作れる
簡単服」「ミセスのエプロン」「冬
の帽子」「衿のディテール集」計
09647-02
283点。

レディブティック2013年2月号
発売日

1月7日 定価 830円 雑誌コード
4910096470235 00790

カラオケONGAKU 2013年3月号
発売日

1月19日 定価 890円 雑誌コード 12513-03
4910125130338 00848

表紙：氷川きよし
特集：氷川きよし国際フォーラム
コンサート、連載など

表紙：菜々緒 特集： 一足早い
春に向けてピンクのネイル大特
集。コスパの高いネイル、各メー
カーの春の新色を展開した
07225-03 ファッションブランド発のネイル、
ストーンアート特集など満載。

ネイルＵＰ！ 2013年3月号
発売日

1月23日 定価 500円 雑誌コード
4910072250332 00476

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

人気ビーズ作家、佐々木公子が

レディブティックシリーズ№3521
作るディズニーキャラクターの
丸小ビーズで作るプチディズニーモチーフ 本。丸小ビーズをメインに小さく

て、かわいいキャラクターを作れ

発売日

発売日

1月16日 定価 1365円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3518-5

作りやすくてお洒落なワンピー
スは人気のアイテム。一枚で、
重ね着で、いろいろ着まわせる
のも嬉しい。今すぐ作って着たく
69680-19 なるステキなワンピースが満
載。

発売日

1月29日 定価 990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3519-2

発売日

発売日

1月29日 定価 890円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3520-8

帳合・番線印

㈱ブティック社

丸小ビーズで作るちいさな犬モ
チーフがいっぱい。上目づかい
で愛くるしいわんちゃんに癒され
る。トイプードル、柴犬、チワワ
69680-22
など16種を紹介。

1月29日 定価 880円
ISBN 978-4-8347-3522-2
雑誌コード

初心者に向けてのエコクラフト
（紙バンド）手芸の作品集。日常
使いのマルシェバッグやリビン
グの収納など、北欧風のナチュ
69680-23
ラルテイストのデザインを掲載。

1月29日 定価 840円
ISBN 978-4-8347-3523-9
雑誌コード

かぎ針を使って編む、春夏に使
いたい身につける小物の作品
集。つけ衿、ショール、バッグ、
帽子の他に、まっすぐ編めるウ
69680-24 エアやジレなども掲載。（オリム
パス）

レディブティックシリーズ№3524
かぎ針で編むやさしい春夏こもの
発売日

2月21日 定価 840円
ISBN 978-4-8347-3524-6
雑誌コード

レディブティックシリーズ№3525
大人に似合う春夏ニット
発売日

レディブティックシリーズ№3520
手縫いで作れる小さな布こもの

余り布や端切れなど、ちょっとの
布で作れるバッグやポーチ、ア
クセサリーなど55点紹介。ミシン
がなくても全作品手縫いで気軽
69680-20
に作れる。

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3523
改訂版 はじめて作るエコクラフトの雑貨

レディブティックシリーズ№3519
作って着たい ワンピース
発売日

69680-21 る。ミッキー＆ミニーをはじめ、
1月29日 定価 880円
25種類のキャラクター掲載。
ISBN 978-4-8347-3521-5

レディブティックシリーズ№3522
丸小ビーズでポチッと作る てのりいぬ

人気作家、キャシー中島のハワ
レディブティックシリーズ№3518
キャシー中島の大好き♥ハワイアンキルト イアンキルト作品集。美しい色

合いのバッグやポーチ、タペスト
リー、クッションなど59点を掲
69680-18
載。

内容

大人の女性に似合う手編みの
ウエア。かぎ針編み、棒針編み
の作品を25点紹介。普段に着ら
れるタイプからエレガントタイプ
69680-25
まで充実の内容。（ハマナカ）

2月4日 定価 990円
ISBN 978-4-8347-3525-3
雑誌コード

おしゃれだけど難しくない、手編
みの春夏ニットの作品集。まっ
すぐ編めたり袖つけがなかった
り、気軽に編みたくなるように工
69680-26 夫したアイテムがいっぱい。（ハ
マナカ）

レディブティックシリーズ№3526
気軽に編みたい春夏ニット
発売日

2月4日 定価 990円
ISBN 978-4-8347-3526-0
注文日付
年
ご担当者名
雑誌コード

〒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

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2013年1月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
繊細で美しいパイナップル編み
のニット。ケープ、ポンチョ、チュ
ニック、プルオーバー、カーディ
ガン、帽子、バッグ、ドイリーなど
69680-27 今年らしいアイテムやデザイン
を中心に25点紹介。（ハマナカ）

レディブティックシリーズ№3527
パイナップル編みのニット
発売日

2月5日 定価 990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3527-7

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

ブティックムック№1061
アンパンマン、ディズニー、ポケ
キャラクターのかわいい園児のおべんとう モン、リラックマ、なめこ、ペコ
ちゃん＆ポコちゃん、くまモンな

発売日

レディブティックシリーズ№3528
M・Lサイズが選べる
おばあちゃまのニット春夏
発売日

年配向けの春夏ニット。要望に
応えて、Ｍ・Ｌサイズの編み方図
を表記。少量の糸で編めるレー
シーベストや涼しげなカーディガ
69680-28 ン、おしゃれなニット小物が満
載。（ハマナカ）

2月4日 定価 990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3528-4

ミセス向け春夏の手編みニット
作品集。ベスト、プルオーバー、
小物など普段着感覚のカジュア
ルなものからラメ入りのお洒落
なものまでデザイン豊富。全て
雑誌コード
69680-29
2月21日 定価 990円
編み方付きで34点掲載。（ダイ
ISBN 978-4-8347-3529-1
ヤ）

ブティックムック№1058
男子のかんたん毎日弁当
発売日

男子が大好きな唐揚げやとんか
つ、牛丼、ハンバーグ、焼き肉
弁当など毎日飽きのこないボ
リューム満点のメニューが満
62454-58
載。

1月24日 定価 990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7158-9

ブティックムック№1059
すてきな門まわり・カーポート
発売日

家の顔ともいえる門まわり・屋根
付き駐車場のカーポートの施行
実例集。家の門まわりの施工実
62454-59 例の決定版。

1月29日 定価 1260円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7159-6

ブティックムック№1060
ひとり暮らしのおいしいおかず
発売日

人気のおかずを中心に、ご飯の
炊き方、みそ汁の作り方からプ
ロセス写真付きで解説。料理初
62454-60 心者にも重宝する一冊。

2月6日 定価 990円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7160-2

㈱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

62454-61 どのキャラクター弁当を紹介。
2月6日 定価 950円
ISBN 978-4-8347-7161-9
雑誌コード

ブティックムック№1062
朝詰めるだけ！とびきり簡単弁当
発売日

レディブティックシリーズ№3529
春夏＊ミセス手編みコレクション 13
発売日

内容

作りおかずで毎朝詰めるだけで
できるお弁当を紹介。おかずは3
ステップで作れる超簡単おか
ず。味のアレンジも豊富に掲
62454-62
載。

2月6日 定価 950円
ISBN 978-4-8347-7162-6
雑誌コード

プチブティックシリーズ№607
ママを応援！通園手作り小物
発売日

保育園、幼稚園に入園する子ど
もたちが毎日の通園に使うママ
手作りの手さげバッグ、くつ入
れ、お弁当用の袋物などかわい
67700-07
いデザインを紹介。

1月26日 定価 500円
ISBN 978-4-8347-6607-3
雑誌コード

プチブティックシリーズ№608
改訂版 牛乳パックで作るこもの
発売日

牛乳パックを小物入れ、インテリ
ア小物、キッズ小物などに変
身！布や紙を貼れば驚くほどき
れいに仕上がり、色々な物が作
67700-08
れる。

1月29日 定価 500円
ISBN 978-4-8347-6608-0
雑誌コード

帳合・番線印

注文日付
ご担当者名
TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

