ブティック社の本

2013年6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

6月7日 定価 830円 雑誌コード
4910096470730 00790

巻頭特集：リビングガーデン他
芝庭VS人工芝の庭、ナチュラル
ガーデン、リフォーム、門まわり、
12045-07 すてきなエクステリア実例など庭づ
くりのアイデア満載。

発売日 6月14日

定価 1260円

雑誌コード

4910120450738 01200

NOW
PRINTING

発売日 6月20日

定価 890円

雑誌コード

4910125130833 00848

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3589
やっこ繋ぎの小物・飾り物
発売日 6月28日

定価 880円

雑誌コード

折り紙の基本、「やっこさん」を繋
げてお皿や鍋敷きなどの小物か
ら、くす玉やつるし飾りなどの飾り
69680-89 物まで作れる本。やっこの手と手
を繋げるだけの簡単折り紙。

ISBN 978-4-8347-3589-5

レディブティックシリーズ№3592
ハワイアントールペイント＆ステンシル

表紙：氷川きよし
特集：氷川きよしアルバムインタ
ビュー、明治座制作発表取材、
12513-08 はやぶさのクルーズイベント取材
など

カラオケONGAKU 2013年8月号
NOW
PRINTING

定価 890円

鮮やかな色や柄のちりめん布で作
る巾着や袋物などの小物、暮らし
を彩る飾り物、髪飾りや根付けスト
69680-76 ラップを掲載。押し絵の技法で作る
招き猫の写真解説付き。

ISBN 978-4-8347-3576-5

エクステリア＆ガーデン2013年夏号
発売日 6月15日

内容

レディブティックシリーズ№3576
ちりめんのかわいい小物

「実物大の型紙付 手作りしたい
服」「簡単服」「プロセス解説付 夏
の帽子」「生活を彩る 手作りのエ
09647-07 プロン＆キッチン雑貨」他 計257
点。

レディブティック2013年7月号
発売日

ISBNコード/誌名

表紙

発売日 6月13日

定価 1365円 雑誌コード

ハイビスカスやプルメリアや海のモ
チーフ、フラのモチーフなど、8人の
作家が描いたハワイテイストの
69680-92 トールペイントとステンシルの雑貨
を48点紹介。実物大の図案付き。

ISBN 978-4-8347-3592-5

切り紙作家桜まあちの著書。動

風景写真2013年7・8月号
NOW
PRINTING

発売日 6月20日

定価 1980円

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3593
物、家、洋服、デザート、四季のモ
改訂版 桜まあち かわいい切り紙あそび チーフなど可愛い作品がいっぱ

口絵：光と影の季節 盛夏の景
技法特集：夏を制する者は風景写
07893-07 真を制す！？

発売日 6月13日

4910078930733 01886

雑誌コード

4910136260734 00900

定価 880円

雑誌コード

アルファベットや数字入りなどの
ベーシックなパターンから女の子
に人気のある可愛いデザイン、ス
69680-56 ポーツ応援パターンなど167点掲
載。

ISBN 978-4-8347-3556-7

帳合・番線印

い。折って、切って、開くだけの簡
単かわいい切り紙をたくさん作ろ
う！

トールペイントの老舗「銀座ソレイ
ユ」の商品カタログ。カタログであ
りながら著名作家数名の作品と描
き方も掲載。作品集としても楽しむ
発売日 6月18日 定価 1470円 雑誌コード 69680-94 ことができ、掲載作品の素材を注
文することも出来る。
ISBN 978-4-8347-3594-9
牛乳パックに可愛い布を貼って小
物をリーズナブルに作れる本。簡
単な小箱から便利な収納グッズま
で多数紹介。マスキングテープラッ
発売日 6月18日 定価 945円 雑誌コード 69680-95 ク、トレー、靴収納などアイディアも
満載。
ISBN 978-4-8347-3595-6

レディブティックシリーズ№3595
牛乳パックで作るかわいい便利こもの

雑誌「コットンフレンド」のバックナ
ンバーから人気のあったバッグや
ポーチ、お財布を厳選し再編集。
13626-07 定番のトートバッグや人気のがま
口のプロセス解説付き。

レディブティックシリーズ№3556
アクセサリーミサンガ
発売日 6月28日

69680-93

レディブティックシリーズ№3594
トールペインティング＆クラフトカタログ 3

手作りのバッグ・ポーチ・お財布
(コットンフレンド夏号増刊)
定価 945円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-3593-2

おばあちゃまの着やすいお洒落服 ご年配の方に似合う夏の手作り
服。ベーシックでありながら、程よく
（レディブティック7月号増刊）
トレンドを取り入れたスタイルを34
点掲載。チュニック、ブラウス、ワ
発売日 6月13日 定価 990円 雑誌コード 09648-07 ンピース、ツーピース、ベスト、ジャ
ケット、ボトムなど。
4910096480739 00943

発売日 6月27日

定価 900円

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3596
フェルトのままごと＆キッチンこもの
発売日 6月25日

定価 950円

雑誌コード

フェルトで作る食べ物。ケーキ、
クッキーなどのお菓子、パン類、お
かず、キッチン道具などが作れて
69680-96 遊べる。

ISBN 978-4-8347-3596-3
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: 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
NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

2013年6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

レディブティックシリーズ№3597
作ってみよう！ こどもの手作り工作
定価 890円

内容

ブティックムック№1090
庭Station

粘土工作、万華鏡、貯金箱、消し
ゴムスタンプ、水時計、ワイヤーク
69680-97 ラフトなど、夏休み向け工作本。

数々の受賞作品を生んだ、全国の
有名ガーデンデザイナー「庭Style
会」の施工実例集。「こんなお庭が
62454-90 ほしい！」を実現させた、全国約70
の実例を厳選！

ISBN 978-4-8347-3597-0

6月4日 定価 1470円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7190-9

レディブティックシリーズ№3598
ビードルワークのビーズアクセサリー

ブティックムック№1091
ネイルマスターBOOK 2013-2014年版

発売日 6月25日

発売日 6月28日

雑誌コード

定価 1260円 雑誌コード

大きな穴のTAKUMIビーズを使っ
て、針と糸で編むビードルワークの
アクセサリー本。初心者や年配の
69680-98 方でも編みやすい、しなやかで上
品な作品を多数掲載。

発売日

NOW
PRINTING

定価 1050円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7191-6

レディブティックシリーズ№3599
いろんな形のマカロンケース

ブティックムック№1092
まんがでわかることわざ 300

定価 1365円 雑誌コード

進化したマカロンケースの本。いろ
んな形のつつみパーツを使ったか
わいい作品を多数紹介。パーツ5
69680-99 組とファスナー5本のセットが特別
付録になっていてお得！

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-3599-4

いますぐ彫って、使いたくなるかわ
レディブティックシリーズ№3601
改訂版 いますぐ彫りたい消しゴムはんこ いい図案がいっぱい！はんこを捺
した小物の使用例も紹介。9人の

発売日 6月28日 定価 1365円

雑誌コード

69681-01 人気作家がこの本のためにデザイ

ISBN 978-4-8347-3601-4

ンしたクリアスタンプつき。

レディブティックシリーズ№3602
しかけが楽しい アイデア貯金箱
発売日 6月28日

発売日

発売日 6月24日

徹底的に技術を詳しく解説。2013
年最旬ネイルのテクニックとデザイ
ン集。本誌では見られないカリスマ
62454-91 大御所の超絶テクから初心者向け
テクまで満載。検定対策も充実。

ISBN 978-4-8347-3598-7

発売日 6月28日

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

表紙

定価 900円

雑誌コード

夏休み工作向けの貯金箱アイデ
ア集。音が出るもの、動くものな
69681-02 ど、しかけが盛り沢山。

発売日 6月28日

定価 1155円

雑誌コード

毎日の生活で役立つことわざを全
300種、すべて楽しい4コマ漫画で
わかりやすく紹介。子供にとって最
62454-92 高に楽しく学習できる魅力的な一
冊。よだひでき著。

ISBN 978-4-8347-7192-3
NOW
PRINTING

厳選したネイルデザインを網羅し
た最強デザイン集の特大版。これ
までになかったバッグインサイズな
ので持ち歩きにも便利。サロンで
雑誌コード
62454-93
6月28日
発売日
定価 890円
オーダーする時もセルフネイルに
もおすすめ。
ISBN 978-4-8347-7193-0

ブティックムック№1093
ネイルデザインバイブル

プチブティックシリーズ№611
改訂版 おみせやさんをおる
発売日 6月11日

定価 500円

雑誌コード

花屋さん、洋服屋さん、魚屋さん、
ケーキ屋さん、パン屋さんなどの
67700-11 お店屋さんが折り紙で折れる。

ISBN 978-4-8347-3602-1

ISBN 978-4-8347-6611-0

レディブティックシリーズ№3604
赤ちゃんのおもちゃと小物

プチブティックシリーズ№612
改訂版 しょうがレシピ

タオル地や市販のタオルを利用し
て作る、1～2歳頃まで使えるおも
ちゃと小物を紹介。にぎにぎやガラ
69681-04 ガラをはじめ、赤ちゃんの発達に
合わせた物を提案。

7月2日 定価 880円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3604-5

ブティックムック№1066
ディズニーボールペンイラスト
発売日 5月30日

定価 1155円

雑誌コード

ディズニーの可愛いキャラクター
が描けるボールペンイラストの本。
描き順プロセス付きでわかりやすく
62454-66 紹介。イラストを使った作品例も多
数掲載。

ISBN 978-4-8347-7166-4

発売日 6月24日

定価 500円

ISBN 978-4-8347-6612-7
帳合・番線印

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

雑誌コード

生姜を使ったレシピ集。生姜風味
のだしやつゆ、たれ、ソースなど一
年中味の変化が楽しめるレシピ
67700-12
集。

年

月

日

注文冊数

