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レディブティックシリーズ№4552
原浩美のふんわり咲かせる

花のアップリケキルト

1月18日 1296円

69690-53

レディブティック2018年2月号 「とじこみ付録実物大の型紙付
春まで着られる服」「2ｍで作れ
ちゃう　キュートなデイリーウエ
ア」「60代からの頑張りすぎない
柄選びのコツ」など147点掲載。

レディブティックシリーズ№4549
和布で楽しむ 暮らしまわりの小物

部屋の雰囲気が手軽に変わる、
和布使いの小物を紹介。リビン
グ小物、ダイニング&キッチン、
水回り、玄関ホールなどインテリ
アに最適な小物が満載。

先染め布を使った優しい色合い
の花のアップリケ作品を紹介。
花ひとつから、アレンジデザイン
まで楽しめ、タペストリーを中心
にバッグなど掲載。写真解説付
き。4910096470280　00796 ISBN 978-4-8347-4552-8

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

69690-521月6日 796円 09647-02

ネイルUP！2018年3月号

表紙：ダレノガレ明美
チェック・アニマル柄などの生地
感のある特集。その他シェルと
ストーンパーツを使ったネイル、
海外セレブをイメージしたネイル
など満載！プリジェル「きまぐれ
キャット」のカタログ付き。

レディブティックシリーズ№4553
クロスステッチ花の図案帖

作品点数50種類以上。花をテー
マとしたクロスステッチの図案を
紹介。イギリス在住の刺繍作家
スーザン・ベイツの作品集。1月18日

ISBN 978-4-8347-4549-8 ISBN 978-4-8347-4554-2

1月9日

4910072250387　00537 ISBN 978-4-8347-4553-5

07225-03 1204円

ISBN 978-4-8347-4550-4 ISBN 978-4-8347-4555-9

1月9日

紙を重ねることで透かし模様や
繊細な色を生み出すステンドグ
ラスのような切り紙。身近な折り
紙を使う作品や、付録の専用
ペーパーで作る本格的な作品な
ど47点掲載。

部屋を演出する季節のモチー
フ、和のモチーフの可愛いつるし
飾りと飾り物を紹介。ハンドメイド
初心者にもうれしい実物大型紙
付き。

1月18日 1111円 69690-54

レディブティックシリーズ№4550
ペイントフレンド Ｖol.33

巻頭特集は「美しいバラ」。季節
のテーマ「ひなまつり」。古典的
なものから動物をアレンジした可
愛いお雛さまなどバリエーション
豊富に掲載。他、身近な雑貨に
ペイント、ディズニーのトールペ
イントなど。

レディブティックシリーズ№4555
折り紙からはじめるローズウィンドウ

～透かし切り紙のステンドグラス

1296円 69690-50 1月18日 69690-551574円

レディブティックシリーズ№4551
ディズニーまんまるあみぐるみのつるし飾り

レディブティックシリーズ№4556
改訂版サンリオキャラクター
ちょこっとメモ折り紙あそび

1月18日 1000円 69690-51 1月18日

華やかな輪飾りをはじめ、1本飾
りやリースなど紹介。ひな祭り、
イースター、お正月など季節感
を楽しめる作品が満載！

サンリオのかわいいキャラクター
がメモ折り紙になって登場！ハ
ローキティやマイメロディ、ポム
ポムプリン、クロミなど人気キャ
ラクターが満載。

ISBN 978-4-8347-4551-1 ISBN 978-4-8347-4556-6

1月23日 537円

69690-56

レディブティックシリーズ№4554
フェルトで作るかわいい和のお飾り

972円 69690-49

1111円

㈱ブティック社



　　ブティック社の本 2018年1月発売 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。

表紙 内容 注文冊数 表紙 内容 注文冊数

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

帳合・番線印

注文日付　　　　年　　　　月　　　日

発売日 本体 雑誌コード ご担当者名

TEL：

FAX：

発売日 本体 雑誌コード

〒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

ISBN 978-4-8347-7508-2

1月29日 1528円 62458-07

ISBN 978-4-8347-7507-5

家の顔ともいえる外構(門まわ
り・駐車場)の、美しく機能的な成
功実例を集めた総集編。新築・
リフォームふくめ72点掲載。宅配
ボックスなど最新の実例をプラ
ス。

ブティックムック№1408
30日ペン字ドリル

30日間で美文字が書けるように
なる！この1冊で、ひらがな、カタ
カナ、文例、ハガキ等実用的な
ものまでを網羅。無理せず毎日
少しずつ進めるだけで、キレイな
字が書ける。

1月9日

ブティックムック№1407
改訂版 すてきな門まわり・駐車場実例集

600円 62458-08

62458-061月29日

62458-05

1000円

こどもたちの集中力・想像力アッ
プにもぴったり！楽しく、いっぱ
い遊べるぬり絵の本。絵さがし
ぬり絵やマンダラぬり絵、パズル
ぬり絵など60点掲載。

ISBN 978-4-8347-4558-0

ISBNコード/誌名

ブティックムック№1405
改訂版　ハンドメイドマーケット、はじめよう。

ISBNコード/誌名

minneやcreemaなど、WEB上で
ハンドメイド作品を売買できるC
to Cマーケットの本。出品の仕
方、上手な写真の撮り方、素材
の使い方、税金の申告など、あ
らゆる情報が詰まったノウハウ
本。

1月30日

ISBN 978-4-8347-4561-0

1月18日 1296円

69690-58

1月29日 1111円

ISBN 978-4-8347-7505-1

ISBN 978-4-8347-4560-3

レディブティックシリーズ№4560
アクセサリーstyle book vol.1

69690-60

1月29日

干支や招き猫など定番の縁起
物や開運キャラクターのほか、
柴犬、おすもうさん、和菓子、寿
司など様々な和モチーフをフェ
ルトのマスコットにした一冊。全
61点、全て実物大の型紙と詳し
い作り方付き。

今すぐ作って、着けたい可愛い
アクセサリーがいっぱいのハンド
メイドブック。いろいろな素材とク
ラフトのアクセサリーをレシピ付
きで紹介。

レディブティックシリーズ№4561
毎日着たい大人のカジュアルニット

69690-61

若々しくカジュアルに着こなせる
大人の春夏の手編み作品集。
注目のきれい色のニットや、デニ
ム・ワンドパンツに合わせやすい
プルオーバー、ベスト、カーディ
ガン、巻き物27点掲載。

1111円 69690-59

ISBN 978-4-8347-4559-7

レディブティックシリーズ№4559
和のフェルトマスコット

レディブティックシリーズ№4558
ひろがる魅力 和布のバッグ

ブティックムック№1406
こどもぬりえブック

使い勝手の良いバッグ、普通サ
イズのおしゃれバッグ、小旅行
や買い物に便利な大きめサイズ
の袋物。藍染め布や古布、和柄
布で楽しむ素敵な大人の袋物を
オールカラーで紹介。

㈱ブティック社

1月29日 1111円

ISBN 978-4-8347-7506-8

907円


