ブティック社の本

2016年6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

表紙

レディブティック2016年7月号
発売日

6月7日 本体 796円 雑誌コード
4910096470761 00796

「実物大の型紙付 無地vs和柄」
「お悩み別着痩せテクニック」「家
族のステテコ」「夏の帽子＆紫外
09647-07 線対策グッズ」他 計197点。

ISBNコード/誌名

注文冊数
内容
折り紙の基本、やっこさんを繋げ
レディブティックシリーズ№4218
てお皿や小箱、鍋敷きなどの小物
やっこ繋ぎと花繋ぎの折り紙小物
からくす玉やつるし飾りなどの飾り
物まで、さまざまな小物が作れる
発売日 6月23日 本体 1000円 雑誌コード 69687-18 本。やっこの手と手を繋げるだけ
で簡単に作れる。
ISBN 978-4-8347-4218-3

レディブティックシリーズ№4222
We Love スクラップブッキング
ラブメモプラス vol.5

パッチワーク教室2016年夏号
発売日

6月3日 本体 907円 雑誌コード
4910175070769 00907

特集は涼しげな色や夏モチーフの
作品を集めた「夏のインテリアと
バッグ」。サマーキルト、ミニバッグ
17507-07 や動物パターンも必見。

発売日

本体 1204円

雑誌コード

4910120450769 01204

ディズニーキャラクターのあみぐる
みを紹介。基本から色やパーツを
替えるだけで、気軽に編めちゃう
キャラクターがいっぱい！丁寧な
発売日 6月2日 本体 1000円 雑誌コード 69687-23 写真解説付きで、初めてでも楽し
める一冊。
ISBN 978-4-8347-4223-7

レディブティックシリーズ№4224
改訂版 あみぐるみネコと仲間たち

風景写真2016年7・8月号
発売日 6月20日

本体 1898円

雑誌コード

巻頭特集：真夏の爽快絶景
技法特集：解像力を味わい尽く
07893-07 せ！「高画素機」の愉しみ方

発売日

4910078930764 01898

6月6日 本体 944円 雑誌コード
4910136260765 00944

6月6日 本体 900円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4224-4

レディブティックシリーズ№4225
開運＆お洒落こもの

簡単に作れて、着やすい、女の子
に似合う夏服を集めた一冊。ワン
ピース、チュニック、プルオー
13626-07 バー、ガウチョパンツ、チュチュス
カートなど全39点を掲載。

若々しく見える おばあちゃまの毎日服 若々しく見える夏服を紹介。程よく
（レディブティック7月号増刊）
流行を取り入れ、かつ着心地の良
発売日

アメリカンショートヘアー、スコ
ティッシュ、トラ、シャムなど小さな
サイズのネコのあみぐるみとその
69687-24 仲間のウサギ、リスなど計63点掲
載。

メタリックヤーンを使った縁起物を
モチーフにした開運アクセサリー
の他、エコグッズ、バッグやインテ
リア小物を紹介。手先と頭を使っ
発売日 6月10日 本体 1111円 雑誌コード 69687-25 て手軽に作れるので、脳トレやリ
ハビリにもおすすめ。
ISBN 978-4-8347-4225-1

女の子のかんたん夏服
（コットンフレンド夏号増刊）
発売日

6月2日 本体 1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4222-0

レディブティックシリーズ№4223
コロンとかわいい！
ディズニーのあみぐるみ

巻頭特集：リビングガーデン
季節のテーマとしてローズガーデ
ン、バーベキューガーデン、ナチュ
12045-07 ラルガーデン、和モダンの庭など
外構と庭づくりのアイデア満載。

エクステリア＆ガーデン2016年夏号
発売日 6月16日

充実のテクニックと、講師や読者
からの投稿作品も含めたバリエー
69687-22 ション豊かな作品が満載。

レディブティックシリーズ№4226
かんたん・便利な手作りバッグ

さも考慮したデザインで全30点掲

6月8日 本体 972円 雑誌コード 09648-07 載。実物大の型紙付き。
4910096480760 00972

発売日 6月14日

本体 944円

雑誌コード

使い勝手が良いのはもちろん、今
使いたいデザインのバッグが満
載！作りやすくて簡単なので、ビ
69687-26 ギナーにもおすすめ。写真解説付
き。

ISBN 978-4-8347-4226-8

レディブティックシリーズ№4227
かんたん大人の
夏のワンピース チュニック トップス

袖つけやファスナーつけ、ボタンつ
レディブティックシリーズ№4212
けがないデザインを集めた簡単服
1日で作る夏の服
の本。ブラウスやワンピース、サロ
ペット、スカート、セットアップなど
雑誌コード
69687-12 豊富に掲載。一部実物大の型紙
発売日 6月9日 本体 972円
付き。
ISBN 978-4-8347-4212-1

夏に着たいワンピースやチュニッ
ク、ブラウス、シャツなどを作り方と
ともに56点掲載。簡単に作れて、
大人のおしゃれにぴったりなデザ
雑誌コード
69687-27 インが満載。7・9・11・13号の4サイ
発売日 6月18日 本体 1000円
ズ展開。
ISBN 978-4-8347-4227-5

帳合・番線印

注文日付

㈱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: 03(3234)2081 FAX: 03(3234)2135 販売部直通

TEL
FAX

年

月

日

ブティック社の本
表紙

2016年6月発売

ISBNコード/誌名

注文冊数
内容
表紙：貫地谷しほり
レディブティックシリーズ№4228
今話題のハンドメイドレシピ、人気
minne HANDMADE LIFE BOOK vol.3 作家の密着レポート、おすすめの
発送方法、スマホで写真を撮るコ
発売日 6月21日 本体 907円 雑誌コード 69687-28
ツなど盛り沢山。作る人、売る人、
買う人も楽しめる一冊。
ISBN 978-4-8347-4228-2

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。
ISBNコード/誌名

表紙

発売日 6月27日

発売日 6月21日

本体 944円

雑誌コード

発売日 6月21日

本体 944円

雑誌コード

布地1ｍをできるだけムダなく使っ
て作る、こども服とこものを掲載。
ワンピースやバッグなど簡単でお
69687-30 しゃれなアイテムが満載！100・
110ｃｍの2サイズ展開。

発売日 6月28日

発売日 6月23日

本体 870円

雑誌コード

刺しゅう糸を結んで作るミサンガ。
シンプルなタイプや可愛いデザイ
ン、エスニックな色使いやスポーツ
69687-32 におすすめのもの、ビーズを加え
たものなど150点掲載。

本体 926円

雑誌コード

夏休みの自由研究にピッタリのし
かけ貯金箱。わかりやすい作り方
解説付きだから親子で楽しみなが
69687-38 ら作れる。

ISBN 978-4-8347-4238-1
美しい四季の花を塗ることで、脳
ブティックムック№1298
心と脳を整える塗り絵 四季の花もよう を活性化し精神状態が安らかにな
発売日 6月28日

ISBN 978-4-8347-4230-5

レディブティックシリーズ№4232
バリエーションを楽しむ
シンプル・ミサンガ

雑誌コード

レディブティックシリーズ№4238
びっくりしかけのおもしろ貯金箱

ISBN 978-4-8347-4229-9

レディブティックシリーズ№4230
1mで作れちゃうこども服＆こもの

本体 815円

ダンボールで自動販売機が作れ
る！本物の缶が使えるもの、お菓
子の販売機など、色々な自動販売
69687-36 機が作れる一冊。

ISBN 978-4-8347-4236-7

レディブティックシリーズ№4229
おばあちゃま夏の手作り服

流行を取り入れながら、体型カ
バーもできるおしゃれな服を紹介。
ブラウスやチュニック、着回しでき
69687-29 るセットアップのほか、冷房対策に
も役立つジャケットも掲載。

内容

レディブティックシリーズ№4236
改訂版 ダンボールで作る
おもしろ自動販売機

本体 1111円

雑誌コード

るヒーリング効果抜群の塗り絵。
62456-98 脳に働きかける塗り絵の効能につ
いてもしっかり解説。

ISBN 978-4-8347-7398-9

初心者から役立つビギナー向け
ブティックムック№1303
本当にキレイなネイルが今すぐつくれる本。 のネイル本。簡単なアートが中心
発売日 6月28日

本体 1111円

雑誌コード

で基本のケアやカラー、整え方な
62457-03 ど豊富なアートとともにしっかり解
説。

ISBN 978-4-8347-4232-9

ISBN 978-4-8347-7403-0

レディブティックシリーズ№4233
ファスナーつけなしで作る！
パンツとスカート

ブティックムック№1304
北欧を旅する塗り絵BOOK

人気のガウチョパンツやスカンツ、
定番のフレアスカートなど、様々な
デザインのパンツとスカートを30点
掲載。全てウエストゴム仕立てな
雑誌コード
発売日 6月23日 本体 1000円
69687-33 ので簡単に作れる。S・M・L・LLの4
サイズ展開。
ISBN 978-4-8347-4233-6
ミッキー＆ミニー、ディズニープリ
ンセスなど可愛いディズニーキャ
ラクターのキッズエプロンが作れ
る。100～110cm、120～130cmの2
雑誌コード
発売日 6月25日 本体 1000円
69687-34 サイズ展開。全て作り方付き。一
部実物大の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4234-3

レディブティックシリーズ№4234
ディズニーキッズエプロン

レディブティックシリーズ№4235
改訂版 ディズニーの素敵な切り絵
発売日 6月25日

本体 900円

雑誌コード

ミッキー＆フレンズをはじめ、可愛
いディズニーの仲間たちを美しい
切り絵に仕上げた一冊。巻末に全
69687-35 作品の図案付き。

ISBN 978-4-8347-4235-0

㈱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

発売日 7月19日

本体 1111円

雑誌コード

北欧の素敵な世界観あふれる塗
り絵ブック。消しゴムはんこを使っ
た美しいパターンやモチーフなどと
62457-04 ともに、北欧の国を旅するシーン
がいっぱい。Atelier*Naco著。

ISBN 978-4-8347-7404-7
帳合・番線印

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

