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㈱ブティック社　

読者のご要望に応え、M・Lサイ
ズの編み方図を表記。方眼編
み、パイナップル模様、透かし模
様などのベストや外出におしゃ
れなカーディガン、プルオー
バー、小物など22点を掲載。

1月23日 990円 69682-10 2月3日 990円 69682-17

ISBN 978-4-8347-3710-3 ISBN 978-4-8347-3717-2

1月18日 990円 69682-09 2月3日 990円 69682-16

ISBN 978-4-8347-3709-7 ISBN 978-4-8347-3716-5

レディブティックシリーズ№3709
余った布で作る　かんたんこもの

レディブティックシリーズ№3707
ペイントフレンド Vol. 17

巻頭は季節を問わず人気の「バ
ラ」特集。好評のstep解説付き。
Girl's storyは「ピノキオ」。皆が
知っている心温まる物語。その
他、季節のテーマはリクエストも
多い「お雛様」。

レディブティックシリーズ№3715
クロスステッチバイブル
アルファベット図案集

糸の持ち味を生かした美しい編
地の春夏ウエアを28点掲載。か
ぎ針編みを中心に、棒針編みの
作品も紹介。カジュアルからエレ
ガントまで、大人の女性におす
すめのデザイン。

少しの布地で手軽に作れる布こ
もの127点。小さめの袋物やキッ
チンこもの、インテリアこもの、ア
クセサリーなどデザイン豊富に
紹介。

レディブティックシリーズ№3716
大人に似合う春夏の手編み

ISBN 978-4-8347-3707-3 ISBN 978-4-8347-3715-8

レディブティックシリーズ№3710
縫わずに貼って作る通園通学小物

布用接着剤「ボンド裁ほう上手」
®を使うと、縫わずに通園通学
バッグや小物が作れる！ミシン
は苦手だけれど、お子様に手作
りのものを持たせてあげたい方
必見！！

レディブティックシリーズ№3717
M・Lサイズが選べる春夏おばあちゃまのニット

1月11日 1200円 69682-07 1月28日 4800円 69682-15

花、動物、あそべるおりがみ、変
身おりがみ、実用おりがみ、まま
ごとおりがみなどが満載の子供
と一緒に楽しめる一冊。1月23日 600円 07225-03 1月25日 1300円 69682-13

4910072250349  00571 ISBN 978-4-8347-3713-4

フランスで出版された、ヴァレ
リー・ルジューヌ著の「クロスス
テッチ・バイブル　アルファベット
図案集」の日本語版。大小さま
ざまなアルファベットと数字を
844種類紹介。

余り布で短時間で作れる、使い
やすく大人かわいいポーチと小
物入れ、ティッシュケース、デジ
カメ、スマホケース、バッグin
バッグ、斜めがけポシェットなど
61点。人気のがま口や、バニ
ティ型、バッグ型なども掲載。

1月20日 890円 12513-03 1月23日 950円 69682-12

ネイルＵＰ！2014年3月号
表紙：加藤ミリヤ　新年特大号
はマニキュアで手軽にできるペ
イントネイル、ショートネイル講
座、春の新色やキャラクターネイ
ルなど特集満載！とじ込み小冊
子付き。

レディブティックシリーズ№3713
改訂版　みんな大好きおりがみ百科

入園が決まったら準備する袋物
や手作りグッズ。指定のサイズ
に仕上げられるよう寸法を変え
て作れば、おけいこバッグや靴
入れ、巾着が作れる。保育園用
のわが子のマークのアップリケ
＆刺しゅう図案も満載！

1月7日 830円 09647-02 1月23日 840円 69682-11

4910096470242  00790 ISBN 978-4-8347-3711-0

カラオケONGAKU 2014年3月号
表紙：氷川きよし

特集：氷川きよし国際フォーラム
での記事、プレゼント企画、連載
他

レディブティックシリーズ№3712
少しの時間でできちゃう

かんたんかわいいポーチとこもの

4910125130345  00848 ISBN 978-4-8347-3712-7

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティック2014年2月号 実物大の型紙付きで作る、ミセ
スが輝く服。60代からのおしゃれ
を楽しむ、コートの着回しや、春
を呼ぶスーツなど264点掲載！

レディブティックシリーズ№3711
手作りの通園準備小物 100
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1260円 62455-27

ISBN 978-4-8347-7227-2

62455-26

ISBN 978-4-8347-7226-5

働く女性のためのお弁当の本。
人気のおかずや作り置きやアレ
ンジのしやすいおかず、100円
以下のリーズナブルなおかず、
ヘルシーおかず、小さいおかず
など毎日のお弁当作りに役立つ
レシピを紹介。

㈱ブティック社　

ブティックムック№1127
すてきなエクステリア実例

季刊誌「エクステリア＆ガーデ
ン」で掲載したすてきなエクステ
リア実例50を厳選し、新規内容
を加えて再編集した永久保存
版。楽しい庭づくりのアイデアが
満載！！

1月28日

まっすぐ編めるフォルムや、定
番の編み地、2wayで展開出来
るデザインなど初心者でもトライ
しやすいデザインを集めた作品
集。

ブティックムック№1131
人気のおかずがいっぱい!
毎日のかんたんお弁当

ブティックムック№1126
ディズニースイーツレシピ

かわいいディズニーキャラクター
をモチーフにしたアイシングクッ
キー、チョコ、クッキー、ロール
ケーキ、ドーナツ、ラテアートな
どがいっぱい！この本でしか作
れない素敵なスイーツが満載。

1月15日 1260円

2月17日 856円 69682-21 1月28日 990円 62455-31

ISBN 978-4-8347-3721-9 ISBN 978-4-8347-7231-9

レディブティックシリーズ№3721
かぎ針で編むショール・ウエア・こもの

2月17日 952円 69682-20 1月23日 1050円 62455-30

ISBN 978-4-8347-3720-2 ISBN 978-4-8347-7230-2

2月17日 990円 69682-19 1月28日 1260円 62455-29

ISBN 978-4-8347-3719-6 ISBN 978-4-8347-7229-6

自分たちらしく子育てを楽しむマ
マのためのライフスタイル誌第2
弾。音楽を取り入れた子育てを
特集。住まいや通園通学、食育
についてや、有名人ママの子育
てなど内容盛りだくさん！

レディブティックシリーズ№3720
大人の手編みスタイル

春夏にふさわしいレーシーな
ニットを若々しい着こなしで紹
介。プルオーバー、ベスト、チュ
ニックなどウエアの他小物も充
実。全21点掲載。

ブティックムック№1130
BEST NAIL COLLECTION

ミッキー＆フレンズからピクサー
まで、ディズニーキャラクターを
モチーフにした素敵なネイルを
大公開。普段使いにもぴったり
なさりげない大人ディズニーの
世界を堪能できる一冊。

投稿数20万を超える大人気ネイ
ルアプリ「Nailbook」とネイル
UP！のコラボで贈るネイルデザ
インコレクションの決定版！プロ
から一般読者まで必ず参考にな
るデザインが満載。

レディブティックシリーズ№3719
春夏＊ミセス手編みコレクション15

春夏の手編みニット作品集。人
気のパイナップル編みやレー
シーな模様編みなどミセスらし
い素敵なデザインが満載。ベス
ト、プルオーバー、カーディガン
など全29点、すべて編み方付
き。

NOW
PRINTING

ブティックムック№1129
　ディズニーネイルアートBOOK

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№3718
気軽に編める心地よいニット

リネンやコットンの糸を使った旬
のデザインを取り入れた春夏
ニットの作品集。プルオーバー、
ボレロ、ベストなど。2月3日 952円 69682-18 1月28日 780円 62455-28

ISBN 978-4-8347-3718-9 ISBN 978-4-8347-7228-9

ブティックムック№1128
ナチュママ Vol.2


