ブティック社の本

2014年2月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容

レディブティック2014年3月号
発売日

2月7日 定価
830円
4910096470341 00790

雑誌コード

コットンフレンド2014年春号
発売日

2月7日 定価 840円（8％864円）
4910136250346 00800

雑誌コード

風景写真2014年3・4月号
発売日

2月20日 定価 2050円（8％2108円）
4910078930344 01952

雑誌コード

「実物大の型紙付 生地選びが楽
しくなるおしゃれ服」「60代からの
カジュアルスタイル」「プレゼントし
09647-03 たいベビー・子供服＆通園通学
グッズ」他 計265点。
カラーリネンや最旬プリントを使っ
て、さっと作ってすぐ着られる「春
気分になれる服」を紹介。エプロン
13625-03 や帽子、端切れを使った小物も掲
載。
口絵：プロが切り取る極上の一
瞬！桜だより2014
07893-03 特別付録：風景写真的最新・デジ
タルカメラガイド
表紙：氷川きよし
特集：氷川きよし記事、さいたま歌
12513-04 謡祭記事、インタビュー、連載他

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№3716
大人に似合う春夏の手編み
発売日

2月20日 定価
890円
4910125130444 00848

雑誌コード

発売日

ベビーから120cmのウエアの他、
150cmまでのお姉さんの服も掲
03907-04 載。フォーマルドレスも紹介。今号
からオールカラーページ！

発売日

2月28日 定価 963円（8％990円）
4910039070447 00917

雑誌コード

ビーズfriend 2014年春号
発売日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

2月28日 定価 817円（8％840円）
4910176690447 00778

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3708
マスキングテープアイデアBOOK
発売日

2月24日 定価 1100円＋税
ISBN 978-4-8347-3708-0

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3714
かわいいフェルトのマスコット
発売日

943円＋税
ISBN 978-4-8347-3714-1

4月末延期 定価

雑誌コード

㈱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）

表紙：真琴つばさ
春のトレンドアクセサリー、3ステッ
プで簡単！らくちんお手軽アクセ
17669-04 サリー、天然石で作る春のアクセ
サリーなど。
かわいい柄がいっぱいのマスキン
グテープは思わず集めたくなるア
イテム。そんなマスキングテープ
69682-08 のいろいろな活用術が詰まった1
冊。
NHKのキャラクターワンワンやム
テ吉、サボさんコッシーなどを紹
69682-14 介。可愛い動物やスイーツ、食べ
物のフェルトマスコットも掲載。

2月3日 定価 943円＋税
ISBN 978-4-8347-3716-5
雑誌コード

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
定価 943円＋税 雑誌コード 69682-17 のベストやカーディガン、プルオー
バーなど22点を掲載。
978-4-8347-3717-2

2月3日
ISBN

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
発売日

2月3日
ISBN

リネンやコットンの糸で編んだ旬
のデザインを取り入れた春夏ニッ
トの作品集。かぎ針編みと棒針編
定価 907円+税 雑誌コード 69682-18 みで気軽に編めるアイテムを多数
掲載。
978-4-8347-3718-9

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
2月17日 定価 943円＋税 雑誌コード 69682-19 ルオーバー、カーディガンなど全
29点編み方付き。
ISBN 978-4-8347-3719-6

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
発売日

レディブティックシリーズ№3720
大人の手編みスタイル

こどもブティックCUCITO 2014年春号
NOW
PRINTING

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。カジュ
69682-16 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。

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

カラオケONGAKU 2014年4月号
発売日

内容

発売日

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
69682-20 オーバー、ベスト、チュニックの他
小物も充実。全21点掲載。

2月17日 定価 907円+税
ISBN 978-4-8347-3720-2
雑誌コード

まっすぐ編めるフォルムや編みや
すい定番の編地、2WAYで展開で
きるデザインなど初心者の方でも
2月17日 定価 815円+税 雑誌コード 69682-21 トライしやすいデザインを集めた
作品集。全てかぎ針編み。
ISBN 978-4-8347-3721-9

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
発売日

最近人気の「こけし」をモチーフに
した手作り本。編みこけし、フェル
トこけしをはじめ、アクセや雑貨、
定価 943円＋税 雑誌コード 69682-22 クッキーまで話題のクリエイターた
ちの作品が盛り沢山。
978-4-8347-3722-6

レディブティックシリーズ№3722
こけし てづくり手帖
発売日

2月4日
ISBN

三角マチのバッグ、四角マチの
バッグ、ワインバッグ、スクエア
バッグ、ストックボックスなどデザ
2月12日 定価 838円+税 雑誌コード 69682-23 イン豊富に掲載。一部詳しい写真
解説付き。
ISBN 978-4-8347-3723-3

レディブティックシリーズ№3723
新聞紙と包装紙で作るバッグ

発売日

帳合・番線印

ご担当者名

TEL:
FAX:

注文冊数

ブティック社の本

2014年2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

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ№3724
牛乳パックで作る便利でかわいい収納こもの
発売日

2月14日 定価 943円＋税
ISBN 978-4-8347-3724-0

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3725
作って着たい！ スカート
発売日

2月27日 定価 943円＋税
ISBN 978-4-8347-3725-7

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3726
かぎ針編み大人のニット
発売日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

2月18日 定価 943円＋税
ISBN 978-4-8347-3726-4

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3727
はじめてのソーイング
発売日

2月22日 価格 1100円＋税
ISBN 978-4-8347-3727-1

雑誌コード

レディブティックシリーズ№3728
はじめましょ！ エコクラフト手芸
発売日

発売日

2月24日 定価 857円+税
ISBN 978-4-8347-3728-8

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-3729-5

発売日

2月25日 定価 838円+税
ISBN 978-4-8347-3730-1

雑誌コード

発売日

ISBN 978-4-8347-3732-5

定番から流行のデザインまで豊富
に掲載。ウエストゴムのスカートと
ファスナー開きで裏布付きのス
69682-25 カートの作り方をプロセス解説で
紹介。

ブティックムック№1132
とことん男子弁当
発売日

基礎知識満載のソーイング本。簡
単なスカート、ワンピースから難易
69682-27 度が上がるファスナー付けまで20
点掲載。長く使える1冊。
北欧風＆和風の手提げかごバッ
グやマルシェバッグなど日常使い
に重宝されるエコクラフト作品を全
69682-28 32点掲載。全てカラー写真で詳し
く解説。
2～3cm四方サイズのものを中心
としたディズニーキャラクターの可
愛い粘土マスコットの本。ミニボタ
ンやアクセサリーにもできるモ
チーフが満載。

20～30代の幅広い年代のニット初
心者から中級者向けのウエア作
品集。大判で見やすい編み図と編
69682-30 み方付きで紹介。綴込み「保存版
わかりやすい手編みの基礎
BOOK」小冊子付。

レディブティックシリーズ№3731
ミッキー、ミニーをはじめ、ドナルド
シェイプド・ペヨーテステッチで作る
やグーフィー、スティッチ、オズワ
ディズニービーズモチーフ ブルー
2月25日 定価 1200円+税 雑誌コード 69682-31 ルドなどを掲載。作品3点が作れ
る材料キット付き。

発売日

丸山
発売日

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

2月12日 定価 943円+税
ISBN 978-4-8347-7232-6
雑誌コード

初めて一人暮らしをする人に便利
なレシピ本。詳しい調理の仕方を
写真で解説。調理器具、ご飯の炊
2月12日 定価 943円+税 雑誌コード 62455-33 き方、みそ汁の作り方など初心者
にも安心の解説書。
ISBN 978-4-8347-7233-3
ブティックムック№1134
momoさん直伝のご当地＆季節キャラ
キャラ弁つくっちゃお！
2月18日 定価 1000円+税 雑誌コード 62455-34

ISBN 978-4-8347-7234-0
ブティックムック№1135
かわいいデコずし

丸山
発売日

童夢福田
発売日

NOW
PRINTING

ひこにゃん、ぐんまちゃん、チーバ
くん、バリィさんなどをはじめ人気
のご当地キャラクターがお弁当に
なって登場。園児はもちろんお父
さんのお弁当にも使える。

可愛い動物のデコ寿司が作れる
本。食べても見ても美味しい作品
62455-35 多数掲載。飾巻子著。

2月24日 定価 1100円+税
ISBN 978-4-8347-7235-7
雑誌コード

ブティックムック№1136
歴代 日本の総理大臣

伊藤博文から安倍晋三まで日本
の歴代内閣総理大臣について功
62455-36 績や時代背景などを交えて写真と
イラストでわかりやすく紹介。

2月22日 定価 1100円+税
ISBN 978-4-8347-7236-4
雑誌コード

手紙の書き方、マナーがわかる
本。お祝いやビジネス、近況報告
など色々なシーンに合わせた実
2月25日 定価 1200円+税 雑誌コード 62455-37 例集を掲載。巻末にはペン字の
練習スペース付き。
ISBN 978-4-8347-7237-1

ブティックムック№1137
まごころ伝わる 手紙の書き方

発売日

マンションや一戸建てのベランダ・
バルコニー・屋上を素敵なガーデ
ンにした実例集。緑のカーテンや
2月25日 定価 1200円+税 雑誌コード 62455-38 DIYで作るベランダガーデンなど
楽しいアイデアがいっぱい。
ISBN 978-4-8347-7238-8

ブティックムック№1138
実例ベランダガーデン

発売日

ISBN 978-4-8347-3731-8

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

育ち盛りの男子の為のメニュー例
満載。ボリューム満点、肉、魚、
62455-32 麺、揚げ物など毎日のお弁当作り
に役立つ1冊。

ブティックムック№1133
ひとり暮らしに役立つかんたん料理

大人の女性に似合うパイナップル
模様、モチーフつなぎ、旬のシル
69682-26 エットニットやベスト＆カーディガ
ン、ストールなど全28点。

レディブティックシリーズ№3729
粘土で作る小さな世界
ディズニーミニチュアマスコット
2月28日 定価 1000円+税 雑誌コード 69682-29

レディブティックシリーズ№3730
今編みたいニット春夏2014
発売日

牛乳パックをリサイクルして作る
収納小物の作品集。可愛い小箱
69682-24 やキッチン、デスク周りで使える収
納小物を多数掲載。

内容

レディブティックシリーズ№3732
ミッキー、ミニーをはじめ、デイ
シェイプド・ペヨーテステッチで作る
ジー、プリンセス、プーさん、エン
ディズニービーズモチーフ ピンク
2月25日 定価 1200円+税 雑誌コード 69682-32 ジェルなどを掲載。作品3点が作
れる材料キット付き。

帳合・番線印

ご担当者名

TEL:
FAX:

注文冊数

