ブティック社の本

2015年6月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
「好きなデザインを選んで作ろう
型紙アレンジで3着の服」「イラス
ト解説付きで誰でも作れる！か
んたん、おしゃれ服」「ファミリー
09647-07 の夏服」「夏服の部分縫い」他
計219点。

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№4008
かんたん便利な布バッグ

レディブティック2015年7月号
発売日

6月5日 定価 860円 雑誌コード
4910096470754 00796

発売日

発売日

6月16日 定価 1300円 雑誌コード
4910120450752 01204

発売日

NOW
PRINTING
発売日

6月20日 定価 2050円 雑誌コード
4910078930757 01898

布地1ｍをできるだけムダなく
使って作る、子供服と小物を掲
載。ワンピースやバッグなど簡
単でおしゃれなアイテムが満
09648-07 載！100・110ｃｍの2サイズ展
開。

発売日

6月13日 定価 1020円 雑誌コード
4910096480753 00944

発売日

発売日

6月23日 定価 1020円 雑誌コード
4910096480852 00944

発売日

発売日

6月25日 定価 1080円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-3990-9

帳合・番線印

6月2日 定価 1300円
ISBN 978-4-8347-4009-7
雑誌コード

アクリル100％の糸で編んだ、汚
れがきれいに落ちる魔法のタワ
シ。かぎ針編みですぐに編める
デザインが満載！初めてでもわ
69685-10 かりやすい、写真プロセス解説
付き。

6月8日 定価 950円
ISBN 978-4-8347-4010-3
雑誌コード

大人に似合う夏のワンピースや
チュニック、ブラウス、シャツなど
作りやすいデザインを作り方とと
もに全56点掲載。7・9・11・13号
69685-11 の4サイズ展開。実物大の型紙
付き。

6月10日 定価 1080円
ISBN 978-4-8347-4011-0
雑誌コード

花、動物、遊べるおりがみ、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
69685-12 と一緒に楽しめる一冊。

6月11日 定価 1400円
ISBN 978-4-8347-4012-7
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4013
かんたん、楽しい、針仕事
こぎん刺しのこもの

レディブティックシリーズ№3990
牛乳パックで紙漉き小物

牛乳パックを原料に紙漉きをし
た、様々なペーパー小物を提
案。ハガキ、カード、ぽち袋、
ガーランドなど140点を作り方と
69684-90
ともに掲載。

充実したハウツーと、講師や読
者からの投稿作品も含めたバリ
エーション豊かな作品が満載！
ディズニーキャラクターを取り入
69685-09 れたスクラップブッキングも掲
載。

レディブティックシリーズ№4012
増補改訂版
みんな大好きおりがみ百科

おばあちゃま夏の手作り服
（レディブティック8月号増刊）

ブラウス、チュニック、ワンピー
ス、ベスト、ジャケット、セットアッ
プ、ボトム、ホームウエアなど、
色々なアイテムを網羅し、9・11・
09648-08
13号の3サイズ展開で掲載。

雑誌コード

レディブティックシリーズ№4011
かんたん大人の
ワンピース チュニック トップス

1mで作れちゃうこども服＆こもの
（レディブティック7月号増刊）
発売日

6月2日 定価 1020円
ISBN 978-4-8347-4008-0

レディブティックシリーズ№4010
ささっと編んで使える！
かんたん！魔法のタワシ

風景写真2015年7・8月号

巻頭特集：光と風の季節の魅力
夏色の風景を撮る
技法特集：山、川、海、雲、太
07893-07 陽！夏の彩り撮影講座

作りやすくて、使いやすい、トー
トバッグやバッグインバッグ、エ
コバッグ、レジャーに便利なバッ
69685-08 グなどテーマ別に35点掲載。

レディブティックシリーズ№4009
We Love スクラップブッキング
ラブメモプラス vol.3

エクステリア＆ガーデン2015年夏号

巻頭特集：ウッドデッキ＆テラス
特集：芝庭VS人工芝の庭、雑木
の庭、ガーデンリフォームなど外
12045-07 構と庭づくりのアイデア満載！

内容

発売日

津軽地方で生まれた、こぎん刺
しの技法を使った小物の本。が
ま口やくるみボタンなど52点掲
載。伝統を取り入れながらも、現
69685-13 代風にアレンジされた、可愛い
デザインが満載。

6月13日 定価 1020円
ISBN 978-4-8347-4013-4
注文日付
年
雑誌コード

㈱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

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

2015年6月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
大人の女性がさらりとつけられ
る、簡単に作れておしゃれなアク
セサリーを紹介。ピアス、イヤリ
ング、ネックレス、ブローチ、ブレ
69685-15 スレットなどアイテム豊富に掲
載。全て作り方付き。

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№4015
大人のプラバンアクセサリー
6月18日 定価 980円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4015-8

発売日

発売日

6月16日 定価 1020円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4016-5

バッグ、ポーチ、小物入れ、ラン
チタイムグッズや、ダイニング、
キッチン、リビングなどで使う部
屋小物など、ナチュラルなテイス
69685-17 トから可愛いものまで幅広く紹
介。

発売日

6月18日 定価 980円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4017-2

クロッシェ、キャスケット、チュー
リップハット、ベレーの作り方を
詳しく写真で解説。その他にも
キャプリーヌ、ニットキャップ、
69685-18 ガーデニング用など全30点を掲
載。

レディブティックシリーズ№4018
一年中使える大人の素敵な帽子
発売日

6月19日 定価 1020円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4018-9

揃えておきたい用具の紹介、布
の選び方、型紙の写し方、手縫
いやミシン縫いのコツ、ボタンの
付け方など1着の服を作るまで
69685-19 に必要な知識をオールカラーで
丁寧に紹介。

発売日

6月19日 定価 870円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4019-6

作りやすいぺたんこバッグやバ
ラエティ豊かなトートバッグ、グラ
ニーバッグ、便利な斜めがけ
バッグなどデザイン豊富に紹
69685-20 介。型紙なしで作れるものや、ラ
ミネート素材のものも紹介。

レディブティックシリーズ№4020
毎日使いのハンドメイドバッグ
発売日

6月22日 定価 1020円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4020-2

帳合・番線印

㈱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

ビーズなどでキラキラをプラスし
た、おしゃれなミサンガが満載！
ネイティブ柄、ラグジュアリー、シ
ンプルなデザインなどテーマ別
69685-22
に作品を紹介。

6月25日 定価 880円
ISBN 978-4-8347-4022-6
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4023
増補改訂版
願いを込めて作る お守りミサンガ
発売日

おしゃれで可愛いミサンガが100
種類以上掲載！願いを込めた
り、お守りとして、家族や友だち
と身につけよう。パワーストーン
69685-23
を使ったミサンガも紹介。

6月25日 定価 880円
ISBN 978-4-8347-4023-3
雑誌コード

市販の靴に色を塗ったり、消し
ゴムはんこを捺したり、ペーパー
ナプキンをデコナップしたりと、
色々なアイデアでペイント＆デコ
69685-24 して、世界に一つだけの靴を作
ろう！

レディブティックシリーズ№4024
デコ＆ペイントでオリジナルのスニーカー
発売日

6月25日 定価 880円
ISBN 978-4-8347-4024-0
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4025
アイロンビーズで作る
大人かわいいデザインこもの

レディブティックシリーズ№4019
改訂版 はじめてさんのソーイングQ&A
発売日

6月29日 定価 1500円
ISBN 978-4-8347-4021-9

レディブティックシリーズ№4022
ビジューミサンガ

レディブティックシリーズ№4017
手作り布こもの
発売日

デイサービス、介護現場の担当
者に知ってほしい、手作り手芸
を作り方解説付きで紹介！通販
ページを掲載しているので、使
69685-21 いたい材料やキットがすぐに手
に入る。

レディブティックシリーズ№4021
手作りを楽しむレクリエーション

レディブティックシリーズ№4016
改訂版
手ぬいのかわいい赤ちゃん服とこもの

高橋恵美子著。初めてのママで
も気軽に手縫いができるベビー
ドレス、肌着、スタイ、スモック、
にぎにぎ、ベビーシューズなどに
69685-16 手ぬぐいで作る服5点を追加。
実物大の型紙付き。

内容

発売日

アイロンビーズを使って作る、お
しゃれな小物を紹介。大人が使
えるチャームやキーホルダーな
ど、普段使いできる小物が満
69685-25
載。

6月25日 定価 1080円
ISBN 978-4-8347-4025-7
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4026
つくってあそぼ わくわくさんのこども工作
発売日

わくわくさんこと久保田雅人が教
える工作の本。牛乳パックや空
き箱などの身近な材料で、みん
なで遊べる工作や不思議な動き
69685-26
の工作が楽しく作れる！

7月4日 定価 980円
ISBN 978-4-8347-4026-4
注文日付
年
ご担当者名
雑誌コード

TEL
FAX

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2015年6月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容

レディブティックシリーズ№4027
改訂版 ミセスのバッグ
発売日

フォーマルバッグ、和風バッグ、
カジュアルバッグ、ポーチ付き
バッグ、2WAYバッグ、エコバッグ
などおしゃれなデザインが満
69685-27
載！

6月26日 定価 1020円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4027-1

ペットボトル、ペットボトルキャッ
プをリサイクルして、色々な小物
を作ろう！収納や、小物、アクセ
サリー、ガーデニングに役立つ
69685-28 小物など、アイデア小物が満
載。

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№4028
ペットボトルで作る実用アイデア小物
発売日

6月26日 定価 980円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4028-8

発売日

6月29日 定価 1080円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4029-5

発売日

発売日

6月29日 定価 900円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4030-1

空き箱、厚紙、紙コップなど、身
近な材料で子どもでも簡単に作
れる万華鏡を紹介。ビーズやビ
ニールを使ったり、お菓子を入
69685-31 れる、景色を見るなど、色々な
楽しみ方ができる作品を掲載。

レディブティックシリーズ№4031
楽しく作ろう！手作り万華鏡
発売日

6月29日 定価 900円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4031-8

レディブティックシリーズ№4032
ディズニーのアイロンビーズ
発売日

子どもに人気のアイロンビーズ
でディズニーキャラクターたちが
作れる。ミッキー＆フレンズや
チップ＆デール、スティッチなど
69685-32
可愛いアイテムが満載！

6月29日 定価 980円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4032-5

㈱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

6月29日 定価 980円
ISBN 978-4-8347-4034-9
雑誌コード

トップネイリストの作品、サロン
ワークと接客を徹底解説。エア
ブラシ入門、スキルアップのため
のハウツー、ネイルサロンの集
客論、ご当地ネイルなどが満
雑誌コード
62456-24
6月23日 定価 1296円
載。芸能人やトレンドカラーの情
ISBN 978-4-8347-7324-8
報も掲載。
相続税のいろは、今からできる
ブティックムック№1226
節税テクニック、贈与税の上手
まんがでわかる
な利用法、トラブル回避のため
あなたの相続2015-2016年版
の遺言と手続きなどを徹底解
6月29日 定価 1200円 雑誌コード 62456-26 説。ケースバイケースに沿った
楽しいまんがで、知識がなくても
ISBN 978-4-8347-7326-2
手にとるようにわかる1冊。

ブティックムック№1224
NAIL TIMES vol. 3

発売日

レディブティックシリーズ№4030
ずっと使える！
かわいい消しゴムはんこ図案集

人気作家7名による、消しゴムは
んこ図案集。スイーツ、動物、
花、文房具、乗り物などをモチー
フにした、可愛い図案がいっぱ
69685-30 い！メモ用や吹き出しなど、実
用はんこも多数掲載。

リサイクルできる牛乳パック、
ペットボトル、段ボール、空き
箱、色々な芯などを使って作る、
作って遊べる工作、実用小物、
69685-34 アクセサリーなどの作り方を掲
載。

レディブティックシリーズ№4034
おもしろこども工作大集合

レディブティックシリーズ№4029
しかけがおもしろい貯金箱

夏休みの自由研究にぴったりの
しかけ貯金箱。塩化ビニールの
板が付録についているので、
69685-29 色々な作品に使える。

内容

キャラメル型や台形型などの定
番で使いやすいものから、旅行
レディブティックシリーズ№4033
などに持っていける大きめサイ
手作りしましょ！かわいいポーチ
ズ、がま口などの口金を使った
もの、可愛いミニポーチなどが
発売日 6月29日 定価 1020円 雑誌コード 69685-33
満載。全て縫い代付きの型紙を
ISBN 978-4-8347-4033-2
掲載。

発売日

帳合・番線印

注文日付

年

月

ご担当者名

TEL

FAX

日

注文冊数

