ブティック社の本

2018年6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。

ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数
内容
「とじ込み付録 実物大の型紙付
着丈アレンジで2着作れる ショー
レディブティック2018年7月号
トVSロング」「かこみ製図で作る
NOW
PRINTING
今どきスタイル」「裏地の使い方大
発売日 6月7日 本体 824円 雑誌コード 09647-07 研究」「帽子17選」他 全160点掲
載。
4910096470785 00824

特集「色や素材で楽しむ 夏に持
ちたいバッグ」「リバティプリントで
パッチワーク教室2018年夏号
作る シンプルパッチワーク」「新
連載 初心者でも作れる簡単ミシ
発売日 6月4日 本体 907円 雑誌コード 17507-07 ンキルト」など。とじこみ付録、実
物大の型紙付き。
4910175070783 00907

ISBNコード/誌名

表紙

内容

レディブティックシリーズ№4628

折り紙で作る切り紙の図案集。折
り紙を折って切ることで、開いた時
に美しい左右対称や連続柄のデ
69695-28 ザインが生まれる。切り紙の活用
アイデアも掲載。

改訂版 大人かわいい切り紙図案集
発売日 6月14日

本体 1000円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4628-0
レディブティックシリーズ№4629

ミニチュアフードの世界
発売日 6月14日

本体 1389円

雑誌コード

樹脂粘土で作るミニチュアフードを
150点以上掲載。洋食・和食など
定番のテーマから、コンビニアイテ
69695-29 ムまで大集合！

ISBN 978-4-8347-4629-7
レディブティックシリーズ№4630

風景写真2018年7・8月号
発売日 6月20日

本体 1898円

雑誌コード

07893-07

特集「夏に楽しい 爽快、水風景。
壮大、山風景。」

4910078930788 01898
巻頭特集「夏のアウトドアライフを
満喫 グランピングを楽しむ庭」、
ウォーターガーデン、カントリース
12045-07 タイルの庭、超かんたんＤＩＹエクス
テリアなど。

エクステリア＆ガーデン2018年夏号
発売日 6月15日

本体 1204円

雑誌コード

4910120450783 01204

従来のシニア向けの服では飽き
レディブティックシリーズ№4625
足らない女性におすすめ。ほどよ
60代からのソーイング
く流行を加味した着やすいデザイ
ン満載で、バッグなどの小物も紹
雑誌コード
69695-25 介。詳しい作り方と実物大の型紙2
発売日 6月5日 本体 1389円
枚付き。
ISBN 978-4-8347-4625-9

大切な写真を素敵にデコレーショ
ンするスクラップブッキングの定期
ムック第9弾。父の日に贈るスク
ラッチブッキングなど、真似したく
発売日 6月7日 本体 1204円 雑誌コード 69695-30 なるアイデアがいっぱい。読者投
稿型の楽しい一冊。
ISBN 978-4-8347-4630-3

We Love スクラップブッキング
ラブメモプラス vol.9

レディブティックシリーズ№4631

1ｍの布地を無駄なく使って作る女
の子と男の子の服と小物の本。簡
単でかわいいデザインをセレクト。
69695-31 100ｃｍと110ｃｍのサイズで60点
掲載。

１ｍの布地で作ろう！こどもの服＆こもの
発売日 6月18日

本体 1111円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4631-0
レディブティックシリーズ№4607

伝統模様からオリジナル模様ま
で、初心者でも気軽に始められる
小さめの作品を51点掲載。こぎん
69695-07 刺しの刺し方がわかる詳しい写真
解説付き。

改訂版 北欧風がかわいい
小さなこぎん刺し
発売日 6月19日

本体 1204円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4607-5

レディブティックシリーズ№4626

レディブティックシリーズ№4633

かたちがステキな大人の帽子

刺しゅうで描く花のモチーフコレクション

発売日 6月12日

本体 1111円

雑誌コード

オシャレの幅をひろげてくれる帽
子の本。クロッシェ、ソフト帽、キャ
スケット、ベレー、ハンチングなど、
69695-26 大人が被りたいお洒落な帽子を紹
介。

ISBN 978-4-8347-4626-6

プーさんの手作りレシピがぎっし
り！折り紙、刺しゅう、フェルト、あ
みぐるみ、アイロンビーズ、お弁
69695-27 当、塗り絵など、いろいろなジャン
ルのハンドメイドが楽しめる一冊。

発売日 6月19日

本体 1204円 雑誌コード

鳥、花、自然など100作品以上の
モチーフを掲載。１３のステッチを
69695-33 使用したデザインが満載。

ISBN 978-4-8347-4633-4
フェルトを使って、ワッペンバッジ
を作る本。ミッキー、ミニーからくま
のプーさん、ピクサーまで、表情豊
69695-34 かなディズニーキャラクター５６点
を掲載。

レディブティックシリーズ№4627

レディブティックシリーズ№4634

くまのプーさん ハンドメイドBOOK

フェルトで作るディズニーワッペンバッジ

発売日 6月14日

本体 1111円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4627-3

㈱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

発売日 6月28日

本体 1111円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4634-1
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

2018年6月発売

ISBNコード/誌名
レディブティックシリーズ№4635

表紙

改訂版 ダンボールで作る
楽しい自販機＆ガチャ
発売日 6月19日

本体 907円

雑誌コード

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

大人気ダンボール作家、大野萌奈
氏著、第二弾の改訂版。ダンボー
ルで自動販売機やUFOキャッ
69695-35 チャーが作れます。

ISBN 978-4-8347-4635-8
かんたんなパーツを組み合わせ
て形を作る折り紙手芸。市販の折
ディズニーツムツム折り紙手芸
り紙から作れるように改良した
NOW
PRINTING
パーツを使って、50種以上のディ
雑誌コード
発売日 7月30日 本体 1111円
69695-20 ズニーツムツムのキャラクターが
作れます
ISBN 978-4-8347-4620-4
レディブティックシリーズ№4621

発売日 6月28日

本体 1204円

雑誌コード

ポケモン、リラックマ、おそ松さん、
ウルトラマン、おじゃる丸、ガチャ
ピンとムックなど人気キャラクター
69695-21 が折り紙メモに。模様をプリントし
た折り紙付き。

ISBN 978-4-8347-4621-1

発売日 6月28日

本体 1000円

雑誌コード

ハンドメイド日和 総集編
発売日 6月28日

本体 1000円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4640-2
ブティックムック№1429
発売日 6月19日

本体 1500円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7529-7
ブティックムック№1430

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4622-8

さばく、おろす、ひらく手順の基本
がわかる！プロ直伝、60種の魚と
貝のさばき方をプロセス写真を
62458-29 使って詳しく解説。さばき方の他、
料理レシピを１６種追加して改訂。

改訂版 魚のさばき方大事典

都道府県名物ぬりえ

人気番組「プレバト!!」で活躍中の
田口奈津子さんの著者本。ステッ
プアップ形式でテクニックを紹介。
69695-22 かわいい図案で丁寧な解説が魅
力の一冊！

人気の手作りレシピ本「ハンドメイ
ド日和」Vol.1～Vol.4の総集編。ア
クセサリーやブローチ、レジンなど
69695-40 今すぐ作りたくなるおしゃれな作品
がいっぱい！

レディブティックシリーズ№4640

レディブティックシリーズ№4622

本体 1111円

しかけが楽しいとっておきの貯金
箱を丁寧な写真解説でわかりやす
く紹介！厚紙、牛乳パック、ペット
69695-39 ボトル、アイスの棒を使ったタイプ
別の作品を楽しんで！

レディブティックシリーズ№4639

楽しく作ろう！ しかけ貯金箱

田口奈津子 消しゴムはんこの教科書
発売日 6月28日

内容

ISBN 978-4-8347-4639-6

レディブティックシリーズ№4620

人気キャラクターの
ちょこっとメモ折り紙あそび

ISBNコード/誌名

表紙

発売日 6月28日

本体 1204円

雑誌コード

日本地図と都道府県の名物や特
徴などが塗り絵を楽しみながら
62458-30 しっかり学べる一冊。

ISBN 978-4-8347-7530-3

レディブティックシリーズ№4632

D4

LaLa Dress 踊りだしたくなる女の子の服

mizutamaスクラッチおえかき

発売日

着やすくて作りやすい服28点と小
物2点の全30点を作り方とともに
掲載。90～150ｃｍの7サイズ掲
69695-32 載。

7月2日 本体 1500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4632-7

開発品
価格 1528円
ISBN 978-4-8347-7084-1

発売日 7月17日

レディブティックシリーズ№4637

明るく透明感がある色と柄を組み
合わせて作るパッチワークキルト
の本。ポーチやバッグなどの小物
から、タペストリーやベビーキル
発売日 6月28日 本体 1296円 雑誌コード 69695-37
ト、立体モチーフのリースやコサー
ジュまで幅広く掲載。
ISBN 978-4-8347-4637-2

松山敦子 Happy&Lovely Quilt
ハッピー＆ラブリーキルト

ちりめんや古布を使った、癒しをあ
たえるお地蔵様といろいろな縁起
物のお飾りを掲載。作品はお部屋
69695-38 や玄関に飾って楽しめる小さめサ
イズ。すべて作り方付き。

開発品
価格 1500円
ISBN 978-4-8347-7085-8

発売日 6月25日

レディブティックシリーズ№4638

D6

どっさりアイスの棒工作キット

本体 1000円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4638-9

㈱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

のりやハサミを使わずに作るダン
ボール自販機工作キット。出来上
がったら、自由に色を塗って、オリ
ジナルの自販機を作ろう！小冊子
付き。

D5

ダンボール自販機工作キット

改訂版 布で作る地蔵と縁起物
発売日 6月28日

大人気！mizutama先生のかわい
いイラストがスクラッチアートに。
削って描けるスクラッチアートシー
ト16枚と削りやすい2WAYのオリジ
ナルペン付き。

発売日 6月25日

価格 1204円

開発品

ISBN 978-4-8347-7086-5
注文日付
年
ご担当者名

TEL：
FAX：

アイスの棒をボンドでつないで、組
み立てて色を塗るだけ！ティラノ
ザウルスやコテージ、飛行機など
オリジナルの作品をつくろう。アイ
スの棒300本と小冊子付き。

月

日

注文冊数

