ブティック社の本

2016年2月発売

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

コットンフレンド2016年春号
発売日

2月5日 定価 870円
4910136250360 00806

雑誌コード

風景写真2016年3・4月号
発売日

2月20日 定価 2050円
4910078930368 01898

雑誌コード

ビーズfriend 2016年春号
発売日

内容

「春のワードローブを手作りしよ
レディブティック2016年3月号
う！貴女ならどっちを選ぶ？無地
vs柄」「手作りで祝う ひなまつり」
2月5日 定価 860円 雑誌コード 09647-03 「マタニティウエア＆ベビーウエア
と便利な小物」他計206点。
4910096470365 00796

2月27日 定価 840円
4910176690461 00778

雑誌コード

人気作家による春のソーイング提
案。リバティプリント春の新柄、国
内外のプリントメーカーの新着布
13625-03 地も紹介。ウエアから小物まで春
色満開！
巻頭特集：桜・ラプソディー
表現テクニック：桜の撮り方を徹底
07893-03 解析
表紙：藤原紀香
フラワーモチーフアクセサリー、ス
テップ別ブレスレット企画、スター・
17669-04 ウォーズビーズモチーフ、イース
ターアニマルモチーフなど。

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

発売日

発売日

2月23日 定価 1000円
ISBN 978-4-8347-4160-5
雑誌コード

普段に役立つカジュアルニットか
らお出かけに着たいおしゃれニッ
トまで28点編み方付きで掲載。ベ
2月23日 定価 1050円 雑誌コード 69686-61 スト、プルオーバー、カーディガン
のほか小物も紹介。
ISBN 978-4-8347-4161-2

発売日

レディブティックシリーズ№4166
季節を楽しむフェルトのかわいいお飾り
発売日

天然素材の麻糸を中心に使って
編む、さらっと気持ちいいかぎ針
編みのアイテムを紹介。おでかけ
定価 980円 雑誌コード 69686-62 したくなるバッグと、暮らしになじむ
おうちこものが満載。
978-4-8347-4162-9

発売日

2月9日
ISBN

まっすぐだったり、ポンチョ風だっ
たり、今を感じるフォルムのニット
を紹介。シンプルな編み地でざっく
2月13日 定価 980円 雑誌コード 69686-63 り編むデザインなど手軽に編める
作品を26点掲載。
ISBN 978-4-8347-4163-6

発売日

㈱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）

シンプルで作りやすく、着回しもき
く、便利でおしゃれな大人の女性
に似合う服を25点紹介。流行を程
2月23日 定価 1080円 雑誌コード 69686-68 よく取り入れた、若々しいコーディ
ネート例も満載。
ISBN 978-4-8347-4168-1
ギフトボックス、カードなど生活に
役立つ折り紙を紹介。ラッピング
ペーパーなどにも使える！キャン
2月25日 定価 972円 雑誌コード 69686-69 ディボックス、コインケース、ブック
カバー、ポチ袋など。
ISBN 978-4-8347-4169-8

レディブティックシリーズ№4169
改訂版 かわいい折り紙こもの

発売日

春夏に編んで着たい旬のウエアと
小物をハイミセス、メンズ、子ども
用まで幅広く掲載。大きな編み図
2月25日 定価 910円 雑誌コード 69686-70 と編み方付きで初心者から楽しめ
る。「手編みの基礎BOOK」付き。
ISBN 978-4-8347-4170-4

レディブティックシリーズ№4170
今編みたいニット 春夏2016

発売日

レディブティックシリーズ№4163
大人が着たい旬ニット

発売日

アームキャンディは、海外で大人
気の腕にブレスレットや時計など
をボリュームたっぷりに重ねづけ
2月16日 定価 1080円 雑誌コード 69686-67 するスタイル。簡単でおしゃれなブ
レスレットが満載！
ISBN 978-4-8347-4167-4

レディブティックシリーズ№4168
作って着回す 60代から着たい服

レディブティックシリーズ№4162
毎日使いたい麻糸で編むバッグとこもの
発売日

フェルトで作る季節ごとのお飾りを
作り方とともに24点掲載。ひな人
形、五月人形、クリスマスリース、
2月16日 定価 1050円 雑誌コード 69686-66 お正月のつるし飾りなど盛り沢山
に紹介。
ISBN 978-4-8347-4166-7

レディブティックシリーズ№4167
アームキャンディ・ブレスレット

レディブティックシリーズ№4161
春夏*ミセス 手編みコレクション 19

発売日

おしゃれな大人のマルシェバッグ、
エレガントなかごバッグ、日常使い
に重宝する小物など全27点掲載。
2月16日 定価 1020円 雑誌コード 69686-65 全ての作品の作り方をカラー写真
で詳しく解説。
ISBN 978-4-8347-4165-0

レディブティックシリーズ№4165
エコクラフトで作る大人のかごバッグと小物

レディブティックシリーズ№4160
大人の手編みスタイル vol. 5

大人の女性に似合うお洒落な春
夏のニットスタイルを紹介。棒針、
69686-60 かぎ針で編めるウエア、小物など
全26点を編み方とともに掲載。

内容

型紙を作らず、直接布に線を引
レディブティックシリーズ№4164
き、裁断して縫って作る布こものを
直線縫いの布こもの
紹介。バッグ、ポーチ、ブックカ
2月15日 定価 980円 雑誌コード 69686-64 バーなどのおしゃれ小物からおう
ち小物まで満載。
ISBN 978-4-8347-4164-3

普段使いからパーティーシーンま
で使える、トレンドを意識した上品
で女性らしいデザインを紹介。詳
2月27日 定価 1050円 雑誌コード 69686-71 しい写真解説にて掲載。S・M・Lの
3サイズ、全て作り方付きで紹介。
ISBN 978-4-8347-4171-1

レディブティックシリーズ№4171
きちんとシルエットのワンピース

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

2016年2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№4172
和布ソーイング vol. 6
発売日

3月3日 定価 1020円
ISBN 978-4-8347-4172-8
雑誌コード

ブティックムック№1261
ディズニーパズル塗り絵
発売日

和布の柄や素材感を活かしたウ
エアや、バッグ、帽子、アクセサ
69686-72 リーと季節のお飾りやインテリアこ
ものを詳しい作り方付きで掲載。
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
62456-61 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。

2月25日 定価 950円
ISBN 978-4-8347-7361-3
雑誌コード

メニューにお困りの方必見！男子
が喜ぶお弁当を紹介。ボリューム
満点のものから、栄養バランスも
定価 1020円 雑誌コード 62456-63 考えられたお弁当までバリエー
ション豊富に掲載。
978-4-8347-7363-7

ブティックムック№1263
男子のかんたんボリューム弁当
発売日

2月9日
ISBN

ブティックムック№1264
大人の塗り絵BOOK
Japanese Patterns
発売日

2月15日 定価 1400円
ISBN 978-4-8347-7364-4
雑誌コード

ブティックムック№1265
大人の塗り絵BOOK
The Can't Sleep Coloring
発売日

NOW
PRINTING

日本の伝統柄、和柄に加え、四季
折々のモチーフや花々、動物や鳥
62456-64 などの花鳥風月を美しい塗り絵に
した一冊。
不思議でメルヘン、ロマンティック
で美しい様々なパターンを塗り絵
62456-65 にアレンジした、飽きることなく楽
しめる一冊。

2月15日 定価 1400円
ISBN 978-4-8347-7365-1
雑誌コード

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
3月28日 定価 1000円 雑誌コード 62456-66 おやつまで、可愛くて美味しいツ
ムツムスイーツが満載。
ISBN 978-4-8347-7366-8

ブティックムック№1266
ディズニーツムツムのスイーツレシピ
発売日

ブティックムック№1267
ひとり暮しの基本人気料理
発売日

基本のおかずを詳しい解説で紹
介。初めてのひとり暮らしや、料理
62456-67 ビギナーにおすすめ。

2月22日 定価 1080円
ISBN 978-4-8347-7367-5
雑誌コード

最新のヒット曲から定番の曲をギ
ブティックムック№1268
コード10個でギター弾き語り初心者定番曲集 ターコード10個の簡単アレンジで

150曲掲載。初心者向けのギター

発売日

62456-68 基礎講座やギターコード一覧もあ
2月25日 定価 1400円
るので、練習にぴったり。
ISBN 978-4-8347-7368-2
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）

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
NOW
PRINTING

発売日

内容

ブティックムック№1270
素敵なディズニー絵本塗り絵
ピーター・パン
3月17日 定価 980円 雑誌コード 62456-70

ISBN 978-4-8347-7370-5
NOW
PRINTING

発売日

ブティックムック№1271
素敵なディズニー絵本塗り絵
ふしぎの国のアリス
3月17日 定価 980円 雑誌コード 62456-71

ISBN 978-4-8347-7371-2

「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、世界に一冊だけの絵本を
完成させよう。
「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、世界に一冊だけ
の絵本を完成させよう。

ブティックムック№1272
人気のディズニーツムツムのキャ
ディズニーツムツム かわいいお弁当レシピ ラクターの可愛いお弁当が作れ
発売日

62456-72 る。オールカラーで解説している
2月27日 定価 1200円
ので初心者でも安心！
ISBN 978-4-8347-7372-9
雑誌コード

ブティックムック№1274
ネイルアレンジLesson Book
発売日

豊富なネイルデザインと、誰でもで
きるプロセス集の特別版。セルフ
62456-74 ネイルに役立つ一冊。

2月29日 定価 1200円
ISBN 978-4-8347-7374-3
雑誌コード

ブティックムック№1275
マンダラ模様塗り絵

塗るだけで癒される美しいマンダ
ラ模様が満載。リラックスでき、創
62456-75 造力を養うことができるアート塗り
絵。自由なアイデアで楽しもう。

2月18日 定価 980円
ISBN 978-4-8347-7375-0
帳合・番線印
ご担当者名
発売日

雑誌コード

TEL:
FAX:

注文冊数

