ブティック社の本

2014年5月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
「実物大の型紙付 エイジレスの
服」「60代からの装い提案」「ミセ
スのフォーマル」「傘のリメイク」
09647-06 「夏のベストスタイル」他 計267
点。

レディブティック2014年6月号
発売日

5月7日 定価 860円 雑誌コード
4910096470648 00796

デザイナー・海外竜也のリバティ
服、手縫いソーイング作家・高橋
コットンフレンド2014年夏号
恵美子による一枚裁ちの服、人
気スタイリスト・轟木節子によるリ
発売日 5月7日 定価 870円 雑誌コード 13625-06
ネンの夏服など、最旬ソーイング
の情報満載。
4910136250643 00806

カラオケONGAKU 2014年7月号
NOW
PRINTING

発売日 5月20日

定価 920円

雑誌コード

表紙：氷川きよし
特集：巻頭氷川きよし記事、山本
12513-07 譲二のコンサート記事、連載他

4910125130741 00852
表紙：マギー
ペディキュアと美脚ケア、夏モード
全開のセルフジェル、人気のビ
ジューネイル、浴衣×ネイル、ア
07225-07 イドルのネイル、ハウツーのテク
ニック編もたっぷり。

ネイルUP！2014年7月号
発売日 5月23日

定価 580円

雑誌コード

4910072250745 00537

こどもブティックCUCITO 2014年夏号
発売日 5月28日

定価 990円

雑誌コード

初心者でも挑戦できる簡単ソーイ
ングやワンピース、作りやすいデ
イリーウエア、浴衣ドレス、甚平、
03907-07 帽子や小物も掲載。

4910039070744 00917

定価 840円

雑誌コード

4910176690744 00778

ISBNコード/誌名

表紙

内容

レディブティックシリーズ№3739
和心 布こもの
発売日 5月27日

定価 1080円

雑誌コード

古布や和柄の布使いのバッグ＆
お揃いの小さな袋物をはじめ、福
を呼ぶ縁起小物、アクセサリーや
69682-39 ストール、インテリア小物などの
和心こものを提案。

ISBN 978-4-8347-3739-4

昔懐かしのオーブントースターで
焼いて縮めるプラバンでディズ
ニーの可愛いキャラクターのブ
NOW
PRINTING
ローチ、アクセサリー、ステーショ
発売日 7月延期 定価 1080円 雑誌コード 69682-63
ナリーグッズなどを作れる本。B6
判のプラバン4枚付録付き。
ISBN 978-4-8347-3763-9

レディブティックシリーズ№3763
ディズニープラバンアクセサリー

少しの糸ですぐ編めるかぎ針編
みのミニチュアモチーフの作品
集。バッグ、帽子、靴、洋服など人
気のモチーフを多数掲載。ブロー
発売日 5月7日 定価 990円 雑誌コード 69682-65
チやネックレス、チャームなどにア
レンジしても可愛い。
ISBN 978-4-8347-3765-3

レディブティックシリーズ№3765
かぎ針で編む ミニチュア小物

レディブティックシリーズ№3766
１ｍ使い切り！ こどもの服とこもの
発売日 5月13日

定価 980円

雑誌コード

1mの布地を無駄なく使って作れる
お洒落な子供服と小物の本。無
駄になりがちな端切れをなるべく
69682-66 出さない工夫が満載！100・
110cmサイズ。

ISBN 978-4-8347-3766-0

気軽に作れるコットン地を使って
レディブティックシリーズ№3767
コットンで作る子供のゆかた＆じんべい ベーシックなゆかた、着付けが簡
発売日 5月13日

定価 1020円

雑誌コード

単な二部式ゆかた、ゆかたドレス
69682-67 やじんべいドレス、お揃いで作れ
る小物など45点を掲載。

ISBN 978-4-8347-3767-7
表紙：高垣麗子
夏のスワロフスキー・エレメント大
特集や、異素材ミックス、手作りで
17669-07 楽しむウエディングアクセサリー
など盛り沢山。

ビーズfriend 2014年夏号
発売日 5月28日

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

暑い夏を涼しく快適に過ごすこと
おばあちゃまの手作り夏のスタイル
の出来る素敵なデザインをブラウ
(レディブティック6月号増刊）
スやチュニック、ベスト、ワンピー
ス、スカート、パンツ、ジャケット、
発売日 5月20日 定価 1020円 雑誌コード 09648-06 単品使いの組み合わせと服種別
に見やすくご紹介。
4910096480647 00944

帳合・番線印

レディブティックシリーズ№3768
衿つけ、袖つけがいらない！
夏のかんたん服
発売日 5月13日

定価 1020円

雑誌コード

衿つけ、袖つけ、ファスナーつけ
もない、簡単に作れる夏服を紹
介。キャミソール、チュニック、ワン
69682-68 ピース、スカート、パンツなど、37
点掲載。実物大の型紙つき。

ISBN 978-4-8347-3768-4

レディブティックシリーズ№3769
手作りのバッグ・ポーチ・お財布
発売日 5月13日

定価 980円

雑誌コード

定番のトートバッグや人気のがま
口のプロセス解説つき。オールカ
69682-69 ラー。

ISBN 978-4-8347-3769-1
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

2014年5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№3770
くすだま折りの花と飾り物
発売日 5月20日

定価 1080円 雑誌コード

ブティックムック№1149
とっておきのハーブ百科

伝承の「くすだま折り」を基本とし、
折り紙や美しい柄の紙で折った花
のパーツを組み合わせて様々に
69682-70 アレンジ。くすだま、ポット、ブー
ケ、スタンド、壁飾りなど全52点。

発売日 5月13日

ISBN 978-4-8347-3770-7

NOW
PRINTING

定価 1200円 雑誌コード

社会保険労務士が複雑な年金制
度を徹底解説。年金の仕組み、
ねんきん定期便、定年後の働き
方、ねんきんネットの使い方など
発売日 5月8日 定価 700円 雑誌コード 62455-52
の情報が満載。平成26年度価額
に対応した最新版。
ISBN 978-4-8347-7252-4

ブティックムック№1153
超・資産形成入門

ワンポイントに刺したい動植物、
雑貨、乗り物、アルファベットなど
69682-74 可愛いクロスステッチの図案集。

発売日 5月27日

定価 1080円

雑誌コード

40歳からでも65歳までに3,000万
円を貯められる！家計の見直し、
積み立て、株やETF、投信などの
62455-53 分散投資、話題のNISA活用法な
ど。

ISBN 978-4-8347-3774-5

ISBN 978-4-8347-7253-1

レディブティックシリーズ№3775
はじめての折り紙手芸

ブティックムック№1154
トロピカルプランツの育て方

発売日 5月26日

定価 980円

雑誌コード

三角に折った紙を繋ぎ合わせて
色々なモチーフを作る。亀、鶴、
宝船、ふくろう、ペンギン、にわと
69682-75 り、かぶと、おひなさま、ひまわり
などを詳しい作り方付きで掲載。

NOW
PRINTING

発売日 5月27日

ISBN 978-4-8347-3775-2
NOW
PRINTING

雑誌コード

ブティックムック№1152
あなたの年金2014-2015年版

レディブティックシリーズ№3774
かわいいワンポイントクロスステッチ
発売日 5月26日

定価 1620円

ハーブアイランド監修の下、人気
のものからちょっと珍しいものま
で、ハーブの育て方を多数掲載！
62455-49 料理・クラフトなどの利用法も満
載。

ISBN 978-4-8347-7249-4

シンプルエプロンやスモックタイ
レディブティックシリーズ№3773
プ、ギャルソンタイプなどの定番
増補改訂版 手作りのエプロン
デザインからガーデニングエプロ
ン、フリルエプロンなどを紹介。実
発売日 5月22日 定価 1020円 雑誌コード 69682-73
物大の型紙付き。全て作り方付
き。
ISBN 978-4-8347-3773-8

NOW
PRINTING

内容

レディブティックシリーズ№3776
あんでるせん手芸の
ミニバスケット＆生活こもの
発売日 5月26日

定価 1020円 雑誌コード

広告チラシをくるくる巻いて編むあ
んでるせん手芸の作品集。かご、
ざる、バスケット、バッグなどの実
69682-76 用小物やミニミニサイズの小物を
掲載。詳しい作り方解説付き。

ISBN 978-4-8347-3776-9

発売日 5月27日

定価 900円

雑誌コード

大人気のPREGELとネイルUP！
がコラボ。人気デザイナーの新作
や、あらゆるジャンルのジェルに
合わせたデザインが満載。人気
発売日 5月27日 定価 1300円 雑誌コード 62455-55
のドール「ブライス」とコラボした
テーマ掲載。
ISBN 978-4-8347-7255-5

ブティックムック№1155
ジェルネイル Art Collection

ブティックムック№1156
すてきなガーデン＆エクステリア
発売日 5月27日

ISBN 978-4-8347-3778-3
レディブティックシリーズ№3779
とってもかわいい！
ディズニーのフェルトマスコット
発売日 5月27日

定価 980円

雑誌コード

佐々木公子先生がデザインした、
ディズニーのフェルトマスコット。
ミッキー、ミニーはもちろん、プー
69682-79 さん、スティッチ、プリンセス、トイ
ストーリーなどを掲載。

ISBN 978-4-8347-3779-0

㈱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

ISBN 978-4-8347-7254-8

レディブティックシリーズ№3778
ミニチュアサイズの手編みのかご

4～5cmぐらいのミニチュアのかご
が作れる本。エコクラフトを細く裂
いて作るので、初心者でも簡単！
69682-78 全作品の作り方を写真付きで解
説。

定価 1620円

日本でも簡単に育てられるトロピ
カルプランツを詳しく解説！ハイビ
スカスやプルメリア、パッションフ
62455-54 ルーツ、ジャスミンなど。

定価 1300円

雑誌コード

有名女性プランナーによる素敵な
エクステリアと庭の作品集。洋風・
和風・シンプルモダンなど現代住
62455-56 宅に調和する保存版。

ISBN 978-4-8347-7256-2
帳合・番線印

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年
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日

注文冊数

