ブティック社の本

2016年1月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
「実物大の型紙付 春まで着られる
お洒落服」「今作るべきは裏なしア
ウター」「和柄の服」「あったか小
物」「製図の引き方順序」他 計168
09647-02
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№4150
爽やかに彩るレース編み
ドイリー・テーブルセンター＆小物

レディブティック2016年2月号
発売日

発売日

1月7日 定価 860円 雑誌コード
4910096470266 00796

表紙：後藤真希
2016年のキーカラー、テキスタイル
ネイルＵＰ！2016年3月号
柄、TPOに合わせたネイルをピック
アップ。ガーリーを極めたネイル、
1月23日 定価 580円 雑誌コード 07225-03 ネイリストおすすめアイテムなどを
デザインやテクニックとともにご紹
4910072250363 00537
介。

発売日

発売日

レディブティックシリーズ№4145
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
発売日

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
69686-45
テムにアレンジして楽しもう。

1月21日 定価 1080円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4145-2

人気モチーフの「バラ」や季節の
テーマ「和の節句」、動物が主役の
物語をテーマにした作品を掲載。好
評連載中のノスタルジックペイン
69686-48 ティングでは、ゲイル・アンダーソン
を紹介。

発売日

1月8日 定価 1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4148-3

発売日

発売日

1月13日 定価 1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4149-0

帳合・番線印

1月18日 定価 980円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4151-3

季節ごとに楽しめるインテリアや、
バッグ、アップリケなどを紹介。ひ
な祭りや端午の節句、クリスマ
ス、お正月などの季節の行事のミ
69686-52
ニキルトや小物も掲載。

1月22日 定価 1010円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4152-0

レース糸で編むかんたんでかわ
いい小物の作品集。コースターや
フォトフレームなどのインテリアと
アクセサリーやバッグなどのおで
69686-53
かけ小物を掲載。

1月22日 定価 1080円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4153-7

カーディガンやベスト、プルオー
バーのほか、ショールや帽子など
のニット小物、メンズ向けのデザ
インも掲載。M・Lサイズが選べる
だけでなく、袖ぐりや衿ぐりの増や
1月22日 定価 1050円 雑誌コード 69686-54 し方、減らし方もわかりやすく解
説。
ISBN 978-4-8347-4154-4

レディブティックシリーズ№4154
M・Lサイズが選べる
おばあちゃまの手編み春夏

発売日

レディブティックシリーズ№4149
ちりめんで作る
はじめてのつるし飾り2

つるし飾りのモチーフ35種類の作り
方を全て写真付きで解説。モチーフ
を使って作る、ひな祭りや端午の節
句、季節の飾り物、華やかな輪さげ
69686-49
などを紹介。

バッグやポーチ、財布、スマホ
ケース、カードケース、ブックカ
バーなどの身の回りの小物から、
リビングやキッチンで役立つアイ
69686-51 テムまで、半日あればササッと作
れる布小物を紹介。

レディブティックシリーズ№4153
気軽に楽しめるレース編みのこもの

レディブティックシリーズ№4148
ペイントフレンド Vol. 25
発売日

1月15日 定価 1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4150-6

レディブティックシリーズ№4152
パッチワーク教室特別号
1年のパッチワーク作り計画

テンシル、消しゴムはんこなどを

1月28日 定価 1080円 雑誌コード 69686-30 使ったかわいいデザインが満載。
ISBN 978-4-8347-4130-8

伝統的なレース編みの作品が満
載。全て40番レース糸を使い、繊
細で美しい作品を紹介。初心者で
も楽しめる、プチドイリーやポーチ
69686-50 やティッシュケースなどの小物も
掲載。

レディブティックシリーズ№4151
半日で作れちゃう かわいい布こもの

レディブティックシリーズ№4130
猫をモチーフにしたアクセサリーを
猫モチーフのかわいいアクセサリーとこもの 中心に紹介。プラバン、レジン、ス
発売日

内容

レディブティックシリーズ№4155
手作りしたい布バッグ
発売日

機能的なトートバッグやミニバッ
グ、おしゃれなワンショルダーバッ
グやグラニーバッグなどデザイン
豊富に52点、全て作り方付きで紹
69686-55
介。

1月25日 定価 1050円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4155-1
注文日付
年

㈱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

2016年1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

ブティックムック№1258
大人の塗り絵BOOK
Beautiful Patterns

レディブティックシリーズ№4156
クラフトレクの時間
発売日

デイサービスなどでお年寄りが気
軽に楽しめる手芸を紹介。気になっ
た作品をすぐに購入できる、通販情
69686-56 報も掲載。

1月25日 定価 1500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4156-8

手さげバッグや上ばき入れ、着替
え袋、ランチセットなど入園入学に
準備したいアイテムや便利グッズ
が満載。作り方を写真で丁寧に解
69686-57 説しているので初心者にもオスス
メ！

発売日

レディブティックシリーズ№4157
ハンドメイドの通園通学グッズ
発売日

1月28日 定価 1050円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4157-5

季節感あふれる12ヶ月のつるし飾
りのほか、童話の世界やかわいい
動物たち、北欧モチーフ、マトリョー
シカなどかわいいモチーフが輪飾り
69686-58 やガーランド、リースになって全29
点掲載。

1月28日 定価 1018円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4158-2

発売日

発売日

2月2日 定価 1050円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4159-9

ブティックムック№1255
四季を彩るディズニー塗り絵
発売日

大人気のディズニーの塗り絵に続
編が登場！春夏秋冬、それぞれの
季節をかわいいディズニーキャラク
62456-55 ターたちと楽しもう！

1月25日 定価 1400円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7355-2
ブティックムック№1257
大人の塗り絵BOOK
Scandinavian Folk Patterns

発売日

花やトナカイなど、北欧をイメージし
たデザインのかわいい塗り絵が満
載！好きな色で塗って、お気に入り
62456-57 の1枚を完成させよう。

1月13日 定価 1400円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7357-6

㈱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

1月13日 定価 1400円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7358-3

家の顔とも言える玄関、門まわ
り、駐車場などの美しく機能的な
成功実例を集めた1冊。新築、リ
フォームもあり、家の外回りの施
62456-59
工実例の決定版。

1月28日 定価 1500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7359-0

ブティックムック№1260
身近な人が亡くなった後の
「届け出」と「手続き」がよくわかる本
発売日

大切な家族が亡くなった後にどん
な手続きが必要になるのかわか
らないもの。税と社会保障のプロ
が各種手続きと届出、さらにマイ
62456-60 ナンバー制度についても詳しく解
説。

1月28日 定価 1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7360-6
ブティックムック№1262
3Dパズル塗り絵
Color by Numbers

レディブティックシリーズ№4159
春夏大人の素敵な手編み

大人の女性に似合う、春夏ニットの
作品が満載。かぎ針、棒針で編め
る、プルオーバー、ジャケット、ベス
ト、ストール、ショール、ベレー帽な
69686-59
どを紹介。

植物や世界各地の伝統的な模様
をモチーフにした素敵な塗り絵が
ぎっしり詰まった1冊。塗り応えの
ある美しい幾何学模様やマンダラ
62456-58
模様が満載。

ブティックムック№1259
すてきな玄関・門まわり・駐車場

レディブティックシリーズ№4158
改訂版フェルトで作るつるし飾り
発売日

内容

発売日

帳合・番線印

数字に従って決まったマスを塗っ
ていくだけで、立体的で本格的な
絵が浮かび上がるパズル塗り絵。
62456-62 大きなサイズでじっくり楽しめる。

1月28日 定価 1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7362-0

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

