ブティック社の本

2017年6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

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ№4419
ロックミシンのソーイングテキスト

クライ・ムキ著。ロックミシンの特
徴、使い方、縫い方を解りやすく解
説。ウェーブロック、カバーステッ
69689-19 チミシン、複合機の使い方も掲
載。

レディブティック2017年7月号
発売日

6月7日 本体 796円 雑誌コード
4910096470778 00796

「実物大の型紙付き 1つの型紙で
2着の服」「直線裁ちソーイング」
「藍染のバッグ」「夏のトレンドボト
09647-07 ム」など全212点掲載。

6月6日 本体 1400円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4419-4

発売日

レディブティックシリーズ№4420
小さなバッグ

小さいけれど、大切なものはしっ
かりと入れられるのが嬉しいミニ
サイズのバッグ。気分やファッショ
69689-20 ンに合わせてアクセサリー感覚で
使いたいバッグが作れる。

パッチワーク教室 2017年夏号
発売日

6月2日 本体 907円 雑誌コード
4910175070776 00907

2大特集：夏の花咲くガーデンキル
ト、色々な形のヨーヨーキルト。
涼を呼ぶブルーキルト、バスケット
17507-07 柄プリントで作る夏バッグなど。
巻頭特集：グランピングスタイルの
庭。宅配ボックスや夏の日よけ対
策、ウォーターガーデンなども特
12045-07 集。外構と庭作りのアイデア満
載。

6月6日 本体 917円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4420-0

発売日

レディブティックシリーズ№4421
ラブメモプラス vol. 7

写真3枚で作れるレイアウトのバリ
エーション解説、キラキラスタイ
ル、ジャポネスクスタイル、自撮り
69689-21 写真でのスクラップブッキングなど
豊富なテーマを掲載。

エクステリア＆ガーデン2017年夏号
発売日 6月16日

本体 1204円

雑誌コード

4910120450776 01204
風景写真2017年7・8月号
NOW
PRINTING

発売日 6月20日

本体 1898円

雑誌コード

4910078930771 01898

特集1：快適に撮る夏の絶景 夏の
プレミア・ハイランド
特集2：定番からお役立ちアイテム
07893-07 まで デジタル時代のフィルター
ワーク

普段使いのブルマや、おめかしし
たい時のおしゃれブルマ、キュート
でユニークな写真映えするブル
マ、遊べるブルマなど、ベビーブル
雑誌コード
69689-12 マをデザイン豊富に掲載。実物大
発売日 6月15日 本体 917円
の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4412-5

発売日

ベースは同じ編み方で、色やパー
ツを替えるだけでたくさんのキャラ
クターが編める。丁寧なプロセス
69689-17 解説付きなので初心者でも気軽に
トライできる。

6月5日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4417-0

お節句、七五三、成人式、結婚か
ら長寿のお祝いまで、人生の節目
のハレの日を一層思い出深い日
にしてくれる水引のアクセサリー
雑誌コード
69689-18 やぽち袋。全てプロセス解説付き
発売日 6月5日 本体 1204円
で掲載。
ISBN 978-4-8347-4418-7

レディブティックシリーズ№4418
めでたづくしの水引

㈱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

6月6日 本体 1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4421-7

発売日

「ひも結び」と「飾り結び」の技法を
一冊に総集した大百科。ミサンガ
やマクラメのアクセサリー、革ひも
やアジアン結びなど、様々な結び
発売日 6月7日 本体 2381円 雑誌コード 69689-22 を紹介。大きな図解とオールカ
ラーでわかりやすく解説。
ISBN 978-4-8347-4422-4

レディブティックシリーズ№4422
改訂版 結び大百科

レディブティックシリーズ№4412
おしゃれベビーブルマ

レディブティックシリーズ№4417
手のひらサイズのディズニーあみぐるみ

内容

レディブティックシリーズ№4423
作って着回す!! 60代からの大人服
発売日

チュニックやボトムなど作って着回
しが楽しめる27アイテムと、その
コーディネート例を紹介した一冊。
69689-23 60代からの大人世代にあう、シン
プルで気のきいたデザイン満載。

6月8日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4423-1

レディブティックシリーズ№4424
動く貯金箱
発売日 6月13日

本体 1000円 雑誌コード

コインを入れると動き出す貯金箱
を掲載。イルカのジャンプや、さる
の木登り、プロぺラが回る飛行機
69689-24 など、夏休みの工作にぴったりの
アイデアが盛りだくさん。

ISBN 978-4-8347-4424-8

レディブティックシリーズ№4425
手作りワンピース手帖
発売日 6月14日

本体 1000円 雑誌コード

面倒なファスナー付けがなく、気軽
に作れるワンピースの本。フォル
ムやディテールにもこだわりなが
69689-25 ら、ゆったりとストレスフリーに着ら
れる作品を紹介。

ISBN 978-4-8347-4425-5
注文日付
年
ご担当者名
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月
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内容

レディブティックシリーズ№4426
ズパゲッティで編むおうちこもの
発売日 6月14日

本体 1000円

雑誌コード

オランダ生まれのユニークな糸
「Hooked（フックドゥ）Zpagetti（ズパ
ゲッティ）」が今大人気！バッグや
69689-26 小物を中心に35点掲載。丁寧なプ
ロセス解説付き。

ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

NOW
PRINTING

発売日 6月19日

ISBN 978-4-8347-4426-2

レディブティックシリーズ№4428
男の子と女の子のまいにちパンツ
発売日 6月15日

本体 1000円 雑誌コード

キッズとベビーのオールシーズン
のパンツを、写真プロセスとイラス
トで解説。ハーフパンツ、サルエル
69689-28 パンツ、かぼちゃのパンツなど全
84点掲載。実物大型紙付き。

ISBN 978-4-8347-4428-6

レディブティックシリーズ№4431
改訂版 おもしろこども工作大集合
発売日 6月15日

本体 1204円 雑誌コード

リサイクルできる牛乳パック、ペッ
トボトル、段ボール、空き箱、いろ
いろな芯などを使って作る、作って
69689-31 遊べる工作、実用小物、アクセサ
リーなどの作り方を掲載。

ISBN 978-4-8347-4431-6

キャミソール、ノースリーブ、ボ
リュームスリーブ、フリル袖のブラ
ウスなどを掲載。S・M・L・LLの4サ
イズ。全て作り方付き。部分縫い
雑誌コード
発売日 6月17日 本体 1000円
69689-32 の詳しいプロセス写真解説を掲
載。
ISBN 978-4-8347-4432-3

夏向けのレジン小物、1日で完成
する簡単で完成度の高い小物、ク
ロスステッチ、手ぬぐい小物、写真
を使ったオリジナルのデジタルハ
雑誌コード
発売日 6月19日 本体 1000円
69689-38 ンドメイドを掲載。その他イベントレ
ポートなど各取材も満載。
ISBN 978-4-8347-4438-5

レディブティックシリーズ№4438
ハンドメイド日和 vol. 4

かんたんに作れて脱ぎ着もラクチ
ンな、女の子みんなに似合う夏服
を集めた1冊。ワンピース、プル
オーバー、チュニック、ガウチョパ
雑誌コード
発売日 6月6日 本体 944円
69689-42 ンツ、チュチュスカートなど39点掲
載。
ISBN 978-4-8347-4442-2

レディブティックシリーズ№4442
女の子のかんたん夏服

ブティックムック№1368
ディズニードローイングBOOK
発売日 6月28日

発売日 6月17日

本体 880円

雑誌コード

大野萌奈美著。今回はガチャガ
チャやおみくじ、お菓子の販売機
69689-34 など、色々な自動販売機を紹介。

ISBN 978-4-8347-4434-7

本体 1000円 雑誌コード

定番・人気の結び11種で作るアク
セサリー本。作り方をわかりやすく
解説しているので、初心者にもオ
69689-35 ススメ！ヘンプやマクラメコード、
レザーなどバリエーション豊富。

ISBN 978-4-8347-4435-4

㈱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

ブティックムック№1375
筋肉図解 YOGA（ヨガ）
発売日

ヨガの身体的な側面に着目。70種
以上のアーサナ（ポーズ）をステッ
プ・バイ・ステップで解説。刺激さ
62457-75 れている筋肉の強化とともにアー
サナを達成されることができる。

6月2日 本体 2130円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7475-7

ブティックムック№1376
重曹＆クエン酸 使いこなしアイデア集
発売日 6月17日

本体 1000円

雑誌コード

ナチュラル素材の重曹とクエン酸
でお家をピカピカに。水まわりや
キッチン、トイレ、洗面所、風呂や
62457-76 リビングに大活躍。油汚れ、水垢、
におい等に効果抜群。

ISBN 978-4-8347-7476-4

レディブティックシリーズ№4435
結んで作るブレスレット
発売日 6月19日

本体 1000円 雑誌コード

人気のディズニーキャラクターの
描き方を、プロセスごとに詳しく解
説した1冊。ミッキー＆フレンズ、
62457-68 プーさん、プリンセス、トイ・ストー
リーなどを掲載。

ISBN 978-4-8347-7468-9

レディブティックシリーズ№4433
ぷっくりかわいい 立体刺しゅう

レディブティックシリーズ№4434
ダンボールで作る楽しい自販機＆ガチャ

本体 1111円 雑誌コード

ダンボールを使って作る、こども部
屋にぴったりのかわいい家具の
本。いす、おもちゃ箱、収納ボック
69689-37 ス、ままごとキッチン、テーブル、
ペン立てなどを紹介。

ISBN 978-4-8347-4437-8

レディブティックシリーズ№4432
今着たいトップス

きれいな色の野菜、フルーツ、ス
イーツなど暮らしの中の身近なモ
チーフを、優しくてわかりやすい
「アトリエFil」流のスタンプワークで
発売日 6月17日 本体 1204円 雑誌コード 69689-33
表現。ステッチでぷっくりかわいく
ふくらませる楽しさが味わえる。
ISBN 978-4-8347-4433-0

内容

レディブティックシリーズ№4437
ダンボールで作れる
かわいいキッズ家具&おもちゃ

帳合・番線印

ディズニーキャラクターのかわい
いイラストが描ける本。描き順付き
で丁寧に解説。ミッキー＆フレンズ
やプリンセス、ピクサーまで掲載。
発売日 6月28日 本体 1000円 雑誌コード 62457-77
話題のレインボーペーパーを使っ
た遊び方も掲載。
ISBN 978-4-8347-7477-1

ブティックムック№1377
ディズニーかわいいボールペンイラスト

注文日付
ご担当者名

TEL：
FAX：

年

月

日

注文冊数

