
ブティック社 折り紙＆ペーパークラフト

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

発売日 12/09/03 注文冊数 発売日 12/08/09 注文冊数

本体価格 本体価格

800 円 800 円

発売日 13/02/26 注文冊数 発売日 13/08/29 注文冊数

本体価格 本体価格

800 円 943 円

発売日 13/09/02 注文冊数 発売日 14/08/25 注文冊数

本体価格 本体価格

800 円 1000 円

発売日 15/04/27 注文冊数 発売日 15/07/24 注文冊数

本体価格 本体価格

1000 円 1111 円

JANコード JANコード

4939459639782 4939459640528

S3978 ディズニーちょこっとメモ折り紙あそび S4052
ディズニーツムツム

ちょこっとメモ折り紙あそび

ディズニーキャラクターをメモ折り紙にア
レンジ。ミッキー、ミニー、ドナルド、デイ
ジーから映画のベイマックスやトイ・ス
トーリーなど網羅。いしばしなおこ著

大人気のゲーム、ディズニーツムツムに
出てくるキャラクターが折り紙になって登
場！ツムツムならではのレアなキャラク
ターも掲載。いしばしなおこ著

ふせんに型紙を重ねてカッターで切るだ
けで作れる、ふせん切り絵。ディズニー
キャラクターのかわいいシルエットが作
れる。お部屋やメモ、アイテムに貼ってい
ろいろ楽しもう！ミッキー＆フレンズ、ス
ティッチ、トイストーリー、オズワルドなど
人気キャラクターがいっぱい！

紙やカッティングシートなどを切り絵のよ
うに楽しくカットして、壁や窓に貼っては
がせる素敵なウォールステッカーがたくさ
ん作れる本。ミッキー＆フレンズやプーさ
ん、スティッチ、トイストーリー、マリー、プ
リンセスなどがいっぱい！

JANコード JANコード

4939459636477 4939459638358

JANコード JANコード

4939459635326 4939459636378

S3647 ディズニーの小さなふせん切り絵 S3835 ディズニーウォールステッカー

S3532 ディズニー折り紙あそび S3637 ディズニーグリーティングカード

新人作家いしばしなおこ氏第二弾の折り
紙本。第二弾はディズニーキャラクターに
特化。ミッキー＆ミニー、ドナルド＆デイ
ジー、プーさん、スティッチ、モンスターズ
インク、ニモなどかわいいキャラクターが
いっぱい。初心者でも簡単に作れる。

大切な人に贈りたいグリーティングカード
や、楽しいメモとしても使えるポップアップ
カードが、すべてかわいいディズニーキャ
ラクターで作れる！ディズニーの世界観
が広がる素敵な作品が満載。鈴木孝美
著

ディズニー、サンリオ、ミッフィー、くまの
がっこう、チェブラーシカなどの定番か
ら、最近人気のかわいいキャラクターが
おりがみで作れる。いしばしなおこ著

ふせんに型紙を重ねてカッターで切るだ
けで作れる切り絵。ディズニーキャラのか
わいいシルエットが作れる。お部屋に
飾ったり、メモやプレゼントに貼っていろ
いろと楽しめる。

JANコード JANコード

4939459634435 4939459634596

注文日付　　　年　　　月　　　日

S3443 キャラクター折り紙あそび S3459 ディズニーのふせん切り絵

ご担当者様名:



ブティック社 折り紙＆ペーパークラフト

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

発売日 15/09/02 注文冊数 発売日 15/09/03 注文冊数

本体価格 本体価格

1000 円 944 円

発売日 16/01/25 注文冊数

本体価格

1000 円

JANコード

4939459641327

S4132 夢があふれるディズニー切り絵

ミッキー＆フレンズやバンビ、プーさん、
アリス、マリー、ピーター・パン、ダンボ、
ピノキオ、ライオン・キング、スティッチ、
アラジン、シンデレラ、リトル・マーメイドな
ど、数々の名作を世界観あふれる素敵な
切り絵にした1冊。全作品図案付き。

かわいいディズニーキャラクターを使っ
て、特別な日に贈りたいグリーティング
カードや、パーティーに使える招待状や
オーナメントカードなどが作れる。鈴木孝
美著

ホームパーティーやハロウィン、ウェディ
ングなどを彩る、ディズニーのクラフト小
物やペーパー小物が満載！グリーティン
グカード、ガーランド、テーブルウェア、席
次表、ミニバッグ、お菓子トレイなどペー
パークラフトを中心に紹介。

JANコード JANコード

4939459640764 4939459640849

注文日付　　　年　　　月　　　日

S4076
ディズニーハッピー
グリーティングカード

S4084 ディズニーパーティークラフト

ご担当者様名:



ブティック社 ボールペンイラスト＆塗り絵

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

発売日 13/05/30 注文冊数 発売日 14/10/23 注文冊数

本体価格 本体価格

1100 円 1100 円

大ヒット！ 発売日 15/02/21 注文冊数 発売日 15/04/09 注文冊数

本体価格 本体価格

1000 円 1000 円

発売日 15/08/27 注文冊数 発売日 15/11/28 注文冊数

本体価格 本体価格

1000 円 1111 円

大ヒット！ 発売日 15/09/03 注文冊数 発売日 16/01/25 注文冊数

本体価格 本体価格

1296 円 1296 円

JANコード JANコード

4939459712362 4939459712553

M1236 世界はひとつ　旅するディズニー塗り絵 M1255 四季を彩るディズニー塗り絵

ディズニーの仲間たちと世界を旅する、
大人も楽しめる素敵な塗り絵。いろいろ
な国々をミッキー＆フレンズと旅したり、
ディズニープリンセスの国々を訪れた
り・・・。ディズニーモチーフやパターンな
ども満載。

大人気「ディズニー塗り絵」の続編！今
回はディズニーキャラクターとめぐる美し
い季節のシーンがテーマ。お花見やビー
チ、ハロウィン、クリスマスなどのシーン
にミッキー＆フレンズ、くまのプーさん、シ
ンデレラ、アリエル、スティッチ達が登
場！

トイ・ストーリーやモンスターズ・インク、
ファインディング・ニモ、インサイド・ヘッド
などのピクサー映画の人気キャラクター
が満載！キャラクターたちのいろいろな
表情やポーズがボールペンで描ける。

スターウォーズに登場する、ルーク
やレイア姫、R2-D2、ダースベイ
ダー、ストーム・トルーパー、ヨーダな
どがいろいろなタッチで描ける。

JANコード JANコード

4939459712379 4939459712515

JANコード JANコード

4939459711983 4939459711990

M1237 ディズニー・ピクサーボールペンイラスト M1251 スター・ウォーズ　ボールペンイラスト

M1198
ディズニー ツムツム
ボールペンイラスト

M1199 アナと雪の女王　ボールペンイラスト

人気のLINEゲーム、ディズニーツムツム
のキャラクターが描けるイラスト集。使用
例や描き方のアイデアも満載！描き順を
丁寧に解説しているので、かんたんに描
けちゃう！綴込みシール付き

アナやエルサ、オラフなど、アナと雪の女
王に登場するキャラクターたちが集合！
キャラクターたちのいろいろな表情が
ボールペンで描ける。綴込みシール付き

M1066 ディズニーボールペンイラスト M1177 ディズニーボールペンイラスト2

ディズニーのかわい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紹介。イラストを
使った作品例も多数掲載。

ディズニーのキャラクターがボールペン
で描ける本の待望の第二弾！！ミッキー
＆フレンズはもちろん、オズワルドやプリ
ンセス、モンスターズ・インクなど前回に
掲載のなかったキャラクターもいっぱい。

4939459710665 4939459711778

JANコード JANコード

注文日付　　　年　　　月　　　日

ご担当者様名:



ブティック社 ボールペンイラスト＆塗り絵

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

新刊 発売日 16/02/25 注文冊数 新刊 発売日 16/02/29 注文冊数

本体価格 本体価格

880 円 907 円

新刊 発売日 16/02/29 注文冊数

本体価格

907 円 4939459712713

NOW
PRINTING

ディズニー名作シリーズ「ふしぎの国のア
リス」のポップアートの塗り絵絵本。原作
の世界観とともに、作中の素敵なモチー
フなども塗って、世界に1冊だけの絵本を
完成させよう。

JANコード

JANコード JANコード

4939459712614 4939459712706

M1271
素敵なディズニー絵本塗り絵

ふしぎの国のアリス

素敵なディズニー絵本塗り絵
ピーター・パン

NOW
PRINTING

数字ごとに決められた色を塗っていくと、
ディズニーのイラストが完成する、子ども
から大人まで誰でも楽しめる新感覚の塗
り絵。

NOW
PRINTING

ディズニー名作シリーズ「ピーター・パン」
のポップアートの塗り絵絵本。原作の世
界観とともに、作中の素敵なモチーフな
ども塗って、世界に1冊だけの絵本を完
成させよう。

ご担当者様名:

M1261 ディズニーパズル塗り絵 M1270

注文日付　　　年　　　月　　　日



ブティック社 クラフト

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

発売日 13/04/23 注文冊数 発売日 13/05/28 注文冊数

本体価格 本体価格

857 円 838 円

発売日 14/05/27 注文冊数 発売日 14/07/28 注文冊数

本体価格 本体価格

907 円 880 円

発売日 14/10/28 注文冊数 発売日 15/02/26 注文冊数

本体価格 本体価格

926 円 907 円

発売日 15/04/23 注文冊数 発売日 15/04/23 注文冊数

本体価格 本体価格

1204 円 917 円

かわいいディズニープリンセスのイラスト
にビーズなどのパーツを貼り付けて作る
デコールの本。おしゃれなインテリアや、
プレゼントにもオススメ。シンデレラのイラ
ストとデコパーツの付録付き。

LINEゲームやぬいぐるみが大人気のディ
ズニーツムツムがビーズマスコットに！
ミッキー＆フレンズはもちろん、くまの
プーさん、チップ＆デールなどかわいい
マスコットが満載！佐々木公子著

JANコード JANコード

4939459639829 4939459639843

JANコード JANコード

4939459638815 4939459639478

S3982 ディズニープリンセスデコール S3984 ディズニーツムツムビーズモチーフ

S3881
可愛いがいっぱい！

ディズニーのビーズモチーフ
S3947 みんな大好き！ディズニーの布こもの

人気作家佐々木公子による、ディズニー
のビーズモチーフの本。シェイプド・ペ
ヨーテステッチ、立体、ドレスとディズニー
のキャラクターをいろいろなビーズテク
ニックで作れる。

ディズニーのかわいいキャラクターが便
利な布こものに変身！がま口、巾着、
ポーチ、ティッシュケース、スマホクリー
ナーなどを掲載。

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、プーさん、スティッチ、プ
リンセス、トイストーリーなどを掲載。

ころっとしたまん丸な形に、ディズニー
キャラクターたちが変身！ミッキーやプー
さん、トイストーリー、スティッチなど人気
キャラクターがいっぱい！同じような作り
方ですべて作れるので、初心者にも安
心。松岡朗子著

JANコード JANコード

4939459637795 4939459638181

JANコード JANコード

4939459635678 4939459635883

S3779
とってもかわいい！

ディズニーのフェルトマスコット
S3818 ディズニーのころまるビーズモチーフ

S3567 ディズニー刺しゅう図案集 S3588
みんな大好き！

ディズニーのフェルトマスコット

ディズニーキャラクターがかわいい刺しゅ
う図案に。ミッキー＆フレンズ、チップ＆
デール、プーさん、スティッチ、シンデレ
ラ、アリス、マリー、ダンボ、バンビ、カー
ズ、オズワルドなど。

ディズニーキャラクターがいっぱいのか
わいいフェルトの本。マトリョーシカ風や
スイーツに変身した今まで見たことのな
いディズニーキャラクターが楽しめる。
佐々木公子著

注文日付　　　年　　　月　　　日

ご担当者様名:



ブティック社 クラフト

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

発売日 15/05/28 注文冊数 発売日 15/06/29 注文冊数

本体価格 本体価格

880 円 907 円

発売日 15/08/18 注文冊数 発売日 15/10/03 注文冊数

本体価格 本体価格

880 円 1204 円

発売日 15/10/26 注文冊数 発売日 16/01/21 注文冊数

本体価格 本体価格

1000 円 1000 円

大人気、ディズニーツムツムのかわいい
キャラクターが羊毛フェルトのマスコット
に！ミッキー＆フレンズ、プーさんやチッ
プ＆デールなどかわいい作品がいっぱ
い。
佐々木公子著　(ハマナカ H109-045)

ルークやR2-D2、ダース・ベイダー、ス
トームトルーパーなどのキャラクターがい
ろいろなテイストのビーズモチーフになっ
て登場！好きなアイテムにアレンジして
楽しもう。
奥美有紀著 (MIYUKI)

JANコード JANコード

4939459641211 4939459641457

JANコード JANコード

4939459640627 4939459641020

S4121
ディズニーツムツム

羊毛フェルトマスコット
S4145

シェイプド・ペヨーテステッチで作る
スター・ウォーズのビーズモチーフ

S4062
ディズニーレインボールームモチーフ

＆アクセサリー
S4102 ディズニーキッズコスチューム

大人気のレインボールームで、かわいい
ディズニーキャラクターが作れる！ミッ
キーやミニー、プリンセスをモチーフにし
たブレスレットやチャームの作り方が満
載。

人気のディズニーキャラクターになれちゃ
うキッズのための手作りコスチューム。
ミッキー＆ミニー、不思議の国のアリス、
ディズニープリンセス、トイ・ストーリー、
モンスターズ・インク、リロ＆スティッチな
ど。90～100cm、110～120cm、一部ベ
ビー服も掲載。

人気のディズニーキャラクターの顔をモ
チーフにしたマカロンケース。ミッキー＆
フレンズやチップとデール、プーさん、ス
ティッチなど満載。丸形、オーバル形、洋
ナシ形の作品を全45点紹介。佐々木公
子著

子どもに人気のアイロンビーズでディズ
ニーのかわいい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、スティッチなどかわいいアイテムが満
載！

JANコード JANコード

4939459640030 4939459640320

注文日付　　　年　　　月　　　日

ご担当者様名:

S4003 ディズニーのマカロンケース S4032 ディズニーのアイロンビーズ



ブティック社 クッキング＆ビューティー

ディズニーキャラクター＆スター・ウォーズ関連カタログ

㈱ブティック社

〒102-8620 千代田区平河町1－8－3 特販用

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135
e-mail:　kuramochi@boutique-sha.co.jp

TEL:

FAX:

発売日 14/01/15 注文冊数 発売日 15/01/08 注文冊数

本体価格 本体価格

1200 円 1204 円

発売日 15/02/12 注文冊数 発売日 15/12/19 注文冊数

本体価格 本体価格

1204 円 1111 円

新刊 発売日 16/02/22 注文冊数 新刊 発売日 16/02/27 注文冊数

本体価格 本体価格

1111 円 1111 円

発売日 14/04/17 注文冊数 発売日 15/02/27 注文冊数

本体価格 本体価格

1200 円 1204 円

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。

アナと雪の女王、ディズニープリンセス、
ミニー、デイジー、ティンカーベルなど女
性に大人気のディズニーのガールズキャ
ラクターをモチーフにした女子力抜群の
ネイルが満載！トップレベルのネイリスト
が表現する素敵なアートとハウツーを徹
底解説。

JANコード JANコード

4939459711297 4939459712027

4939459712669 4939459712720

M1129 ディズニーネイルアートBOOK M1202 ディズニーガールズネイルコレクション

NOW
PRINTING

大人気！ディズニーツムツムのキャラク
ターたちがスイーツになって登場。本格
デザートから毎日作れる手軽なおやつま
で、かわいくておいしいツムツムスイーツ
が満載。

NOW
PRINTING

人気のディズニーツムツムのキャラク
ターのかわいいお弁当が作れる。オール
カラーで解説しているので初心者でも安
心！

JANコード JANコード

JANコード JANコード

4939459711945 4939459712546

M1266 ディズニーツムツムのスイーツレシピ M1272
ディズニーツムツム

かわいいお弁当レシピ

M1194 ディズニーキャラクターのお弁当レシピ M1254 ディズニーツムツム　巻きずし

ミッキーやミニーはもちろん、アナやエル
サ、ベイマックスまでかわいい人気のディ
ズニーキャラクターがお弁当になって登
場！

大人気のディズニーツムツムのキャラク
ターが、誰でもかんたんに作れる巻きず
しに変身！ミッキー＆フレンズ、スティッ
チ、プーさん、アナと雪の女王、ディズ
ニープリンセスなど。わかりやすいプロセ
ス写真で解説。
飾巻子著

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。

「アナと雪の女王」やディズニープリンセ
スをはじめ、「ベイマックス」やミッキー、ミ
ニーなど、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、カップケーキな
どがいっぱい!！
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