ブティック社の本

2016年10月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容
「ミセスの街着 73選」「エイジレス
で着られる 実物大の型紙で作れ
る服」「ワンサイズで、みんな着られ
るフリーサイズの服」「私のお気に
09647-11 入り帽子」「洋裁Q&A」他 計193
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№4299
ペイントフレンド Vol.28

レディブティック2016年11月号
発売日

10月7日 本体 796円 雑誌コード
4910096471164 00796

風景写真2016年11・12月号
発売日

10月20日 本体 1898円

雑誌コード

巻頭特集：癒しの冬風景
その他、冬の足音、フォトクラウドっ
てどうなの？、冬撮影のスグレモノ
07893-11 などを掲載。

発売日

発売日

着物、羽織、帯などの和服の素材
をいかして素敵な洋服やバッグにリ
メイク。丁寧な下準備の方法や縫
い方のポイント解説も掲載。製図・
69687-73
裁ち合わせ図付きで全53点。

10月6日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4273-2

デイサービスや介護の現場で喜ば
れる手芸を作り方付きで紹介。貼る
だけ、刺すだけ、通すだけなど気軽
69687-78 に楽しめるクラフトを掲載。

10月7日 本体 1389円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4278-7

雑誌コード

発売日

雑誌コード

発売日

10月18日 本体 972円

雑誌コード

ダッフルコートやピーコート、ポン
チョ、ウールコートなどのアウター
を詳しいレシピ付きで紹介。余り
69688-03 布で作れるあったか小物も掲載。

ISBN 978-4-8347-4303-6

手軽なクロスステッチの技法で作
る、ミッキー&フレンズやプーさん、
プリンセス、ピクサーのキャラクター
69687-84 などを紹介。刺し方を詳しく解説。

レディブティックシリーズ№4304
さくさく編める 手編みの帽子
発売日

10月18日 本体 907円

雑誌コード

毎日使いにぴったりのシンプルで
ベーシックなデザインの帽子を紹
介。太めの糸を使っているので編
みやすく初心者にもおすすめ。編
69688-04
み方を丁寧に写真で解説。

ISBN 978-4-8347-4304-3

表紙：トリンドル玲奈
大人の女性からハイミセス、メン
ズ、キッズ、ベビーと幅広い年代を
対象に85点掲載。ウエアを中心に
69687-98 小物も紹介。とじ込み小冊子付き。
一部の基礎を動画で配信。

レディブティックシリーズ№4305
秋冬ニットセレクション

レディブティックシリーズ№4298
かんたん楽しい！ 手編みの時間 vol.2

10月7日 本体 787円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4298-5

帳合・番線印

㈱ブティック社

細く見えるシルエットや丈、色選び
にこだわったアイテムでスタイル
アップ！ボトルネックのブラウスや
ワンピース、ワイドスリーブのブラ
ウス、ガウチョパンツ、フレアス
10月14日 本体 972円 雑誌コード 69688-02
カートなどおしゃれなデザインが
満載。
ISBN 978-4-8347-4302-9

レディブティックシリーズ№4303
コットンフレンドキッズ！
2016-2017 Autumn-Winter

ISBN 978-4-8347-4284-8

発売日

10月12日 本体 1000円

レディブティックシリーズ№4302
手作りのやせ見え服

レディブティックシリーズ№4284
ディズニークロスステッチ
10月12日 本体 907円

一枚裁ちなど初めてでも作りやす
い服24点と小物を3点紹介。ワン
ピース、チュニック、ブラウス、ス
カート、ガウチョパンツ、バッグな
69688-01 ど。着回し例も掲載。実物大の型
紙付き。高橋恵美子著。

ISBN 978-4-8347-4301-2

レディブティックシリーズ№4278
クラフトレクの時間 vol.2

発売日

雑誌コード

レディブティックシリーズ№4301
手ぬいで作る大人がきれいに見える服

レディブティックシリーズ№4273
素材をいかして和服のリメイク

発売日

10月11日 本体 1111円

特集は「食器にペイント」。季節の
テーマはクリスマス。フローラルや
風景、動物などジャンル別に紹
介。ペギー・ハリスのノスタルジッ
69687-99
クペインティングもたっぷり掲載。

ISBN 978-4-8347-4299-2

4910078931167 01898

発売日

内容

発売日

10月18日 本体 1000円

雑誌コード

秋冬におすすめのニットを45点紹
介。プルオーバーやベストなど女
性向けのデザインのほか、メンズ
やキッズも掲載。マフラーやス
69688-05
ヌードなどのあったか小物も。

ISBN 978-4-8347-4305-0
注文日付
年
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10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№4306
女の子のお気に入りワンピース
発売日

発売日

発売日

10月27日 本体 1000円

雑誌コード

カジュアルから式服、フォーマルま
で、かわいいデザインのワンピース
が満載！100・110・120・130cmサイ
69688-06 ズの実物大の型紙付き。

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

内容

ブティックムック№1316
エクステリア&ガーデン成功実例百科 150万円以内で実現した、エクス
発売日

10月18日 本体 1528円

雑誌コード

62457-16

ISBN 978-4-8347-4306-7

ISBN 978-4-8347-7416-0

レディブティックシリーズ№4307
パッチワーク教室特別号
暮らしにもっとパッチワークを！

ブティックムック№1321
極楽浄土と仏像の心癒される
塗り絵・なぞり描き・写経

10月27日 本体 935円

雑誌コード

パッチワークを暮らしのいろいろな
場面で使うアイデアを提案。普段使
いにぴったりなデザインのバッグ
や、インテリアでのキルトの使い方
69688-07
を紹介。

発売日

10月18日 本体 1111円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7421-4

ブティックムック№1315
楽しいディズニーパズル塗り絵

ブティックムック№1322
チョークアートボタニカル塗り絵

数字ごとに決められた色をマスに
塗っていくとかわいいディズニーの
イラストが完成！子どもから大人ま
62457-15 で誰でも楽しめる。

10月7日 本体 880円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7415-3

10月14日 本体 1463円

雑誌コード

数字の示す色に従ってマスを塗っ
ていくことで、さまざまな野生動物
の立体的なアートが浮かび上が
る！アライグマやヤク、イグアナ、
62457-18
レッサーパンダ、ゴリラなどを掲載。

発売日

10月18日 本体 1000円

雑誌コード

図案に色をつけて、手軽にチョー
クアートが楽しめる。できあがった
作品は額に入れてインテリアとし
て楽しんだり、プレゼントにもぴっ
62457-22
たり。

ISBN 978-4-8347-7422-1

数字ごとに決められた色をマスに
ブティックムック№1325
塗っていくと、サンリオキャラク
サンリオキャラクターのパズル塗り絵 ターのイラストができあがる。子ど
発売日

10月25日 本体 1000円

雑誌コード

もから大人まで、誰でも楽しめる。
62457-25 ハローキティ、マイメロディ、ぐで
たま、ポムポムプリンなど。

ISBN 978-4-8347-7418-4

ISBN 978-4-8347-7425-2

ブティックムック№1319
パズル塗り絵 犬編 Color Me DOG

ブティックムック№1326
ジェルネイルプレミアムBOOK

発売日

10月14日 本体 1463円

雑誌コード

数字の示す色に従ってマスを塗っ
ていくことで、さまざまな犬の立体
的なアートが浮かび上がる！柴
犬、プードル、ビーグル、パグなど
62457-19
を掲載。

発売日

ISBN 978-4-8347-7419-1

ブティックムック№1320
パズル塗り絵 猫編 Color Me CAT
発売日

10月14日 本体 1463円

雑誌コード

数字の示す色に従ってマスを塗っ
ていくことで、さまざまな猫の立体
的なアートが浮かび上がる！ペル
シャ、ロシアンブルー、メインクーン
62457-20
などを掲載。

ISBN 978-4-8347-7420-7

㈱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

テリアや庭の実例を紹介。コスト
を抑えるアイデアが満載！

心安らぐ極楽浄土と仏像を、塗り
絵、なぞり描き、写経で楽しめる
一冊。美しいマンダラ模様と極楽
浄土の塗り絵、くわしい解説ととも
62457-21 に楽しむ仏像なぞり描き、硬筆と
毛筆で楽しめる写経など。

ISBN 978-4-8347-4307-4

ブティックムック№1318
パズル塗り絵 野生動物編
Color Me WILD
発売日

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。

10月27日 本体 1111円

雑誌コード

ジェルネイルのテクニックとアート
が満載の一冊。商品の紹介と、一
流ネイリストのアートを解説付きで
62457-26 掲載。

ISBN 978-4-8347-7426-9
帳合・番線印

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

