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レディブティックシリーズ№4209
改訂版 おとな色の手作りバッグ

レディブティック2016年6月号
発売日

5月7日 本体 796円 雑誌コード
4910096470662 00796

「実物大の型紙付き お洒落上手
のワードローブ」「簡単、手作りの
服」「夏の服と小物34選」他 計179
09647-06 点。

発売日

発売日

発売日

5月7日 本体 806円 雑誌コード
4910136250667 00806

表紙：トリンドル玲奈
夏の足元を彩る、ペディキュアを大
ネイルＵＰ！2016年7月号
特集！イチオシのデザインや、サン
ダルとのコーデが満載。その他、
ヴィンテージネイルやウエディング
5月23日 本体 537円 雑誌コード 07225-07 ネイルなど、夏のネイルを総力特
集。
4910072250769 00537
表紙：田中 麗奈
簡単に作れる天然石アクセサリー
を大特集！その他、夏に着けたい
メタルや2つ穴ビーズなどのアクセ
17669-07 サリー、映画女優をイメージしたア
クセサリーなどを掲載。

発売日

5月28日 本体 778円 雑誌コード
4910176690768 00778

衿つけ&袖つけなし！
1日で作れる夏のかんたん服
(レディブティック6月号増刊)
発売日

5月26日 本体 972円 雑誌コード
4910096480661 00972

半日から一日で仕上がる今着たい
夏服を紹介。ブラウスやワンピー
ス、テーパードパンツ、レースス
カートなどデザイン豊富に掲載。一
09648-06
部実物大の型紙付き。

人気のパッチワークパターン210種
レディブティックシリーズ№4208
改訂版 パッチワークのパターンレッスン210 の縫い方と縫い代の倒し方が写真
発売日

でわかるので、初めてでもきれいに
縫える。パターンの配色レッスンを
69687-08
追加した改訂版。

5月10日 本体 1435円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4208-4

帳合・番線印

5月13日 本体 1315円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4209-1

人気作家mizutamaの可愛いイラ
ストを集めたぬり絵本。少ない色
使いでも簡単に可愛く塗れるぬり
絵が盛り沢山！色えんぴつの使
69687-10
い方や模様の描き方も紹介。

5月13日 本体 907円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4210-7

レディブティックシリーズ№4211
ファミリーのゆかたと甚平
発売日

大人用レディスとメンズサイズ、こ
ども用はゆかた100～130cm、甚
平90～120cmサイズで展開。基本
の型のほか、女の子が喜ぶお
69687-11
しゃれなゆかたも掲載。

5月14日 本体 944円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4211-4

メルヘンな童話をイメージした「も
のがたりのお洋服」をはじめ、初
夏のクラシカルスタイル、手作りで
楽しむカットソーアイテム、ロリィタ
69687-13 ゆかたなどを掲載。全て作り方付
き。一部実物大の型紙付き。

レディブティックシリーズ№4213
乙女のソーイングBOOK9

ビーズfriend 2016年夏号
発売日

大人の女性が持ちやすい落ち着
いた色や使いやすいデザインの
バッグを掲載。普段使いからスタ
イリッシュなタイプ、大人かわいい
69687-09
ものまで紹介。

レディブティックシリーズ№4210
かんたん かわいい ぬり絵帖

コットンフレンド2016年夏号

夏をおしゃれに乗り切るウエア＆小
物を詳しいレシピ付きで掲載。ソレ
イアードの帆布を600名様にプレゼ
13625-06 ント企画も！

内容

発売日

5月16日 本体 1185円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4213-8

レディブティックシリーズ№4214
コースター、ドイリー、ストール、
レース糸で編む
シュシュ、ポーチ、ハンカチーフの
ナチュラルでカワイイこものセレクション71 エジング、カフェカーテンなど、初
発売日

心者から楽しめる作品を71点掲

5月19日 本体 1000円 雑誌コード 69687-14 載。
ISBN 978-4-8347-4214-5

レディブティックシリーズ№4215
コットンフレンドキッズ！2016 Summer
発売日

簡単に作れて、可愛い夏の手作
りこども服や小物が満載。充実の
100～150cmサイズを掲載。実物
69687-15 大の型紙付き。

5月24日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4215-2
注文日付
年
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内容
おしゃれをする日に着たい服を、自
分で作ってみませんか？リバティプ
リントをはじめ、旬の素材を使った
大人のおしゃれ服を、人気デザイ
69687-16 ナー・海外竜也がプロデュース。実
物大の型紙付き。

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

ブティックムック№1292
増補改訂版
株分け・さし木・とり木・つぎ木

レディブティックシリーズ№4216
おしゃれ着を手作りで。
発売日

5月24日 本体 1389円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4216-9

発売日

レディブティックシリーズ№4217
今作って着たい おばあちゃまの夏服
発売日

人気のチュニックをはじめブラウ
ス、ワンピース、ツーピース、肌寒
い時に便利なベストやジャケット、
履き心地の良いスカートやパンツ、
69687-17
帽子を紹介。

5月26日 本体 944円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4217-6

発売日

5月28日 本体 880円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4219-0

レディブティックシリーズ№4220
結んで作る 素敵なマクラメアクセサリー
発売日

5月28日 本体 1000円 雑誌コード 69687-20
ISBN 978-4-8347-4220-6

ブレスレットを中心に、ネックレス、
リング、ネックストラップなど色々な
アイテムを掲載。

発売日

NOW
PRINTING
発売日

5月28日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4221-3

ブティックムック№1291
あなたの年金2016-2017年版
発売日

最新の制度・数字に基づいた“年金
の今”を社会保険労務士が徹底解
説。「年金・健康保険・雇用保険」な
ど、定年前後の基礎知識・手続き
62456-91
についてもわかりやすく紹介！

5月9日 本体 648円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7391-0

㈱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

5月13日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7392-7

浴衣の選び方から、おしゃれな着
こなし、浴衣の着付けを紹介した
本。難しい帯結びもプロセスで詳
しく解説。浴衣に合うヘアスタイル
や小物、トラブルQ&Aも掲載。初
雑誌コード
62456-94
5月26日 本体 926円
めて浴衣を着る方にもおすす
め！
ISBN 978-4-8347-7394-1

ブティックムック№1295
ディズニークリスタルシーズン
ボールペンイラスト&シール
発売日

ディズニーの期間限定アートを
使ったボールペンイラストとシー
ルが楽しめる！可愛らしいタッチ
のキャラクターの描き方と色々な
62456-95
テイストのシールを掲載。

5月26日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7395-8
ブティックムック№1296
ナチュラルガーデン百科

発売日

レディブティックシリーズ№4221
手作りのがまぐち＆ポーチ

バッグに入れて持ち歩きたい、がま
ぐちとポーチを47点掲載。プラス
チックの口金や玉つきの口金を
使ったがまぐちや、ワイヤー口金を
69687-21
使ったポーチなどを幅広く紹介。

花などの植物を手軽に増やすこと
ができる、株分けやさし木、とり
木、つぎ木のテクニックを植物別
に写真で詳しく解説。初心者にも
62456-92
おすすめ。

ブティックムック№1294
はじめてのゆかたBOOK

レディブティックシリーズ№4219
手縫いで作る和布のこもの

手縫いで手軽に作れる和布小物を
紹介。いくつあっても重宝する巾着
やポーチ、ミニバッグの袋物、お部
69687-19 屋小物など68点紹介。

内容

大人気、ナチュラルガーデンの実
例集。フラワーガーデン、フレンチ
ガーデン、雑木の庭などあらゆる
タイプを網羅。庭を楽しくするアイ
62456-96
デアが満載。全600例掲載。

5月28日 本体 1389円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7396-5

プチブティックシリーズ№626
増補改訂版 梅干しとらっきょう
発売日

帳合・番線印

5月10日 本体 417円 雑誌コード 67700-26
ISBN 978-4-8347-6626-4

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年

自家製梅干しとらっきょう漬けの
作り方を解説。失敗しないコツや
カビ対策などを掲載。

月

日

注文冊数

