ブティック社の本

2017年5月発売

ISBNコード/誌名

表紙

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。

内容

注文冊数

レディブティック2017年6月号
発売日

5月6日 本体 796円 雑誌コード
4910096470679 00796

「大人の女性が輝くためのエイジ
レス・スタイル」「粋を楽しむ和柄の
服」「ハンドメイドのUVケアグッズ」
09647-06 他全207点。

表紙：菅野結以
この夏流行るトレンドネイル、パー
ツ、人気サロンのアイデア帳。80
07225-07 年代ミックスネイル、ジューンブラ
イドネイル、ジェルネイルなど。

ネイルＵＰ！2017年7月号
本体 537円

雑誌コード

4910072250776 00537

表紙：田丸麻紀
夏のトレンドアクセサリーのレシピ
ビーズfriend 2017年夏号
を、1週間コーデとともに紹介。天
然石ジュエリー、ビーズ刺しゅう、
発売日 5月27日 本体 778円 雑誌コード 17669-07 親子で作るアクセサリーなどを特
集。
4910176690775 00778

レディブティックシリーズ№4398
改訂版 粘土で作る多肉植物
ぷっくりかわいいタニクちゃん
発売日 5月19日

本体 943円

雑誌コード

人気の多肉植物を粘土で再現！
小さくて手間もかからないのでどこ
に置いてもぴったり。ブローチなど
69688-98 のアクセサリーや、リースなどのイ
ンテリア雑貨も作れる。

ISBN 978-4-8347-4398-2

レディブティックシリーズ№4399
改訂版 余り布で何作る？
発売日 5月13日

本体 917円

雑誌コード

余った布や端切れなどを活かして
作れる便利な小物を紹介。ポーチ
やお財布、キッチン小物など手軽
69688-99 に作って役に立つ小物が満載！

ISBN 978-4-8347-4399-9
NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4401
草木染めレッスン帖
発売日 5月13日

本体 1000円

雑誌コード

内容

レディブティックシリーズ№4402
ハンドメイドのポップアップカード
発売日 5月13日

本体 1000円

雑誌コード

バースデーからウエディング、季
節のモチーフなど様々なシーンで
活躍するポップアップカードを詳し
69689-02 い作り方付きで紹介。

ISBN 978-4-8347-4402-6

京都発の人気プリント‘SOU・
SOU’を大特集！クライ・ムキやか
コットンフレンド2017年夏号
たやまゆうこ、赤峰清香、鎌倉ス
ワニーなど人気作家の新連載や、
発売日 5月6日 本体 806円 雑誌コード 13625-06 手芸と洋裁の道具セレクションも
掲載。
4910136250674 00806

発売日 5月23日

ISBNコード/誌名

表紙

四季折々の草花を使った、やさしく
美しい草木染めのテクニックと作
品アイデアを紹介。媒染剤などの
69689-01 種類と使い方、植物別の染め方、
染料の使い方を掲載。

ISBN 978-4-8347-4401-9

㈱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）
※お掛け間違いのないようご注意ください

帳合・番線印

レディブティックシリーズ№4403
毎日エプロン おしゃれエプロン
発売日 5月18日

本体 1000円

雑誌コード

機能的で使いやすいエプロンや、
おしゃれなエプロンドレス、ギャル
ソンエプロンなど日々の暮らしを心
69689-03 地よくする手作りのエプロンが満
載！実物大の型紙付き。

ISBN 978-4-8347-4403-3

レディブティックシリーズ№4404
エコクラフトで作る
和風のかごバッグと小物入れ 総集編
発売日 5月18日

本体 1204円

雑誌コード

人気の和風のかごとバッグを集め
た総集編。手さげバッグや収納か
ごなど、作って使える素敵なデザ
69689-04 インが満載！

ISBN 978-4-8347-4404-0
日本の伝統的な針仕事、刺し子を
モダンにアレンジしたアクセサリー
や雑貨、ふきんなど40点を実物大
の図案、作り方とともに紹介。刺し
発売日 5月18日 本体 1111円 雑誌コード 69689-05 子の基礎を写真でわかりやすく解
説。
ISBN 978-4-8347-4405-7

レディブティックシリーズ№4405
刺し子の手作りこもの

レディブティックシリーズ№4406
改訂版 使える！かわいい！
折り紙ZAKKA
発売日 5月29日

本体 972円

雑誌コード

暮らしに役立つ実用的な折り紙を
紹介。便利な箱や、箸置きなど
69689-06 折ってすぐに使える小物が満載！

ISBN 978-4-8347-4406-4
折り紙から包装紙・雑誌・紙袋など
いろいろな紙で作れる小物を紹
介。和洋のテーブルウエアなどの
インテリア小物やコインケース、ピ
雑誌コード
69689-07 ルケースなど折って使える小物が
発売日 5月13日 本体 900円
満載！
ISBN 978-4-8347-4407-1

レディブティックシリーズ№4407
増補改訂版 かわいい折り紙こもの

レディブティックシリーズ№4408
革で手作り ミニチュアサイズの小物&雑貨
発売日 5月18日

本体 1111円 雑誌コード

革のはぎれを使って作るミニチュ
アサイズの小物。靴やバッグ、トラ
ンク、バスケット、カメラなどデザイ
69689-08 ン豊富に掲載。ブレスレットやキー
ケースなどの実用雑貨も紹介。

ISBN 978-4-8347-4408-8
注文日付
年
ご担当者名

TEL：
FAX：

月

日

注文冊数

ブティック社の本
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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

レディブティックシリーズ№4409
おりがみでお店やさんごっこ
発売日 5月19日

本体 1000円 雑誌コード

ISBNコード/誌名

表紙

内容

ブティックムック№1369
改訂版 ネイルマスターBOOK総集編

花や洋服、お菓子、野菜など、お
店屋さんごっこに使えるアイテム
の折り方を紹介。たくさん作って遊
69689-09 ぼう！

発売日 5月18日

本体 1204円

雑誌コード

ネイルのテクニックを詳しく解説！
ネイルアートのデザイン、ネイリス
ト検定対策など、ネイルを楽しむ
62457-69 情報が満載！

ISBN 978-4-8347-4409-5

ISBN 978-4-8347-7469-6

レディブティックシリーズ№4410
おばあちゃまの爽やかな夏スタイル

ブティックムック№1370
ナチュラルガーデン成功実例集

発売日 5月29日

本体 1000円 雑誌コード

夏にコーディネートしたいチュニッ
クやブラウス、軽やかなスカートや
パンツ、お洒落なワンピース、冷
69689-10 房対策用のジャケットなど、9・11・
13号の3サイズで全38点掲載。

発売日 5月19日

本体 1389円

雑誌コード

大人気の雑木の庭、イングリッ
シュガーデン、フラワーガーデンな
どナチュラルガーデンの魅力が満
62457-70 載！新築でもリフォームでも素敵
な庭が実現できる。

ISBN 978-4-8347-4410-1

ISBN 978-4-8347-7470-2

レディブティックシリーズ№4411
乙女のソーイングBOOK11

ブティックムック№1371
ディズニーツムツム パズル塗り絵

発売日 5月29日

本体 1185円

雑誌コード

童話をイメージした「ものがたりの
お洋服」をはじめ、ヘアメイクアー
ティスト双木昭夫デザインの少女
69689-11 服、人気ブランドオリジナルのヘッ
ドドレスなど豊富に掲載。

NOW
PRINTING

発売日 5月29日

ISBN 978-4-8347-4411-8

ブティックムック№1372
改訂版 sol X solの
多肉植物・サボテンを育てよう

お祭りに着て行きたいゆかたや、
夏の遊び着にぴったりのじんべい
を紹介。70・80cmのベビーじんべ
い、90～120cmのゆかたとじんべ
雑誌コード
発売日 5月29日 本体 944円
69689-13 いに加え、ドレスタイプや小物も掲
載。
ISBN 978-4-8347-4413-2

多肉植物の育て方を属ごとに解
説。インテリアとしても注目されて
いるサボテン、多肉植物をかわい
く寄せ植えしたり、鮮やかに育てた
雑誌コード
発売日 5月29日 本体 1500円
62457-72 り。この一冊で多肉植物を網羅で
きる。
ISBN 978-4-8347-7472-6

プラバンで作るかわいいディズ
ニーツムツムキャラクターが満
載！ストラップやブローチにアレン
ジして楽しめる。ミッキーやミニー、
発売日 5月29日 本体 1000円 雑誌コード 69689-14
プリンセス、くまのプーさんなどを
掲載。
ISBN 978-4-8347-4414-9

レディブティックシリーズ№4414
ディズニーツムツム プラバンあそび

刺しゅう糸だけで作れるシンプル
なミサンガから、ビジュー付きのも
の、ヘンプ素材のものまで種類豊
富に掲載。落ち着いた色使いや、
発売日 5月30日 本体 815円 雑誌コード 69689-15
華奢なものなど大人でも身に着け
やすいアイテムを紹介。
ISBN 978-4-8347-4415-6
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・
発売日 5月9日 本体 648円 雑誌コード 62457-66
手続きについてもわかりやすく紹
介。
ISBN 978-4-8347-7466-5

ブティックムック№1366
あなたの年金2017-2018年版

㈱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）
※お掛け間違いのないようご注意ください

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7471-9

レディブティックシリーズ№4413
女の子・男の子のゆかたとじんべい

レディブティックシリーズ№4415
改訂版 今すぐ作りたい大人ミサンガ

本体 880円

数字ごとに決められた色を塗って
いくと、ディズニーツムツムのかわ
いいキャラクターの絵が完成！ツ
62457-71 ムツムアニメーションをモチーフに
した図案も掲載。

ブティックムック№1373
改訂版 つくる・育てる・飾る！ 超ミニ盆栽
発売日 5月29日

本体 1204円

雑誌コード

親指ほどの大きさの小さなかわい
い盆栽を作る本。身近な植物や雑
草でも上手に作ればとてもかわい
62457-73 いインテリアに！詳しいプロセス写
真で徹底解説。

ISBN 978-4-8347-7473-3
NOW
PRINTING

ブティックムック№1374
魚のさばき方大事典
発売日 5月30日

帳合・番線印

本体 1389円

雑誌コード

春夏秋冬ごとに釣れる人気の魚
のさばき方を写真を使って詳しく解
説。それぞれの魚のページにおす
62457-74 すめの調理法やレシピも満載！

ISBN 978-4-8347-7474-0
注文日付
年
ご担当者名

TEL：
FAX：

月

日

注文冊数

