ブティック社の本

2019年1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

とじこみ付録 実物大の型紙付
き｢女性を輝かせるのは きれい
色の服｣｢今から春まで着られる
優秀服｣｢私がタウンでシーンで
09647-02 煌くお洒落服見つけた！｣他 全
198点掲載。

レディブティック2019年2月号

発売日

1月7日 本体 824円 雑誌コード
4910096470297 00824
ネイルUP!2019年3月号

NOW
PRINTING
発売日

537円 雑誌コード
4910072250394 00537

1月23日

本体

表紙：若槻千夏 ｢ニュアンスネ
イル決定戦！ カリスマたちが
選ぶBESTマニキュア｣｢ハード
ジェルを誰よりも使いこなす！
凹凸ネイル」「サンプルネイル
07225-03 チップ展示術 バレンタインネイ
ル」など

レディブティックシリーズ №4743
幸せを呼ぶ 和布のつるし飾り
発売日

和小物作家「木らら井上美智
子」の作るつるし飾りの世界。着
物の古布を生かしながら、現代
の住宅に合う部屋飾りとして楽
69696-43 しめる、手作りしたい穏やかで
落ち着いた作品を紹介。

1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4743-0

1月15日

本体

レディブティックシリーズ №4744
花と緑で彩るボタニカル刺しゅう200
発売日

たった7つのステッチを利用し
て、200種類の美しい花や植物
を刺しゅうできる。色々組み合わ
せて、あなただけのボタニカル
69696-44 ガーデンを作りましょう。

1528円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4744-7

1月29日

本体

レディブティックシリーズ №4745
ペイントフレンドVol.37
発売日

「描く」ことにときめく人のための
一冊。メインテーマは「永遠のバ
ラ」。その他に「ひなまつり」
「イースター」を特集、春を先取
69696-45 り。写真での描き方解説が充
実。

1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4745-4

1月10日

本体

㈱ブティック社

帳合・番線印

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ №4746
かわいい手作り
ディズニーベビースタイ
発売日

つけるだけでディズニーキャラク
ターになれちゃう。ミッキー、ミ
ニー、ドナルド、デイジーはもち
ろん、トイ・ストーリーやプリンセ
69696-46 スまで、人気のキャラクターが満
載！

1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4746-1

1月16日

本体

レディブティックシリーズ №4747
和を楽しむパッチワーク
バッグと暮らしの手作り
発売日

和布をつないだ味わいのある
パッチワークバッグやポーチ、
暮らしの中で使えるインテリアを
掲載。大島紬や藍布のシックな
69696-47 作品から華やかなちりめんの小
物まで楽しめる。

1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4747-8

1月16日

本体

折り紙で脳をマッサージ。米国
アートセラピー学会認定アートセ
ラピストが提案する新しい折り
紙の楽しみ方。脳で考え、指先
を使うという作業自体を楽しみ
1月16日 本体 1204円 雑誌コード 6969-48 ながら、認知症予防にも効果
的。
ISBN 978-4-8347-4748-5

レディブティックシリーズ №4748
脳セラピー折り紙
発売日

まっすぐ縫うだけで作れる直線
パターンの服。型紙作りも簡単。
直接布地に書いて切って作れ
る。ゆったりとしたフリーサイズ
なので、着心地も抜群。今日
1月21日 本体 1111円 雑誌コード 69696-49 作って明日には着られる手軽で
楽しいソーイング。
ISBN 978-4-8347-4749-2

レディブティックシリーズ №4749
まっすぐ縫いで作る服
発売日

レディブティックシリーズ №4750
園児＆小学生のスモック・
エプロン・パジャマ
発売日

90～140cmサイズの園児と小学
生のためのスモック・エプロン・
パジャマを特集した一冊。デザ
イン豊富に全48点掲載。すべて
69696-50 作り方付き。

1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4750-8

1月21日

本体

注文日付

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

ご担当者名

FAX: 03(3234)2135 (販売部直通）

TEL：
FAX：

※お掛け間違いのないようご注意ください
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ブティック社の本

2019年1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 №4751
改訂版 爽やかに彩るレース編み
ドイリー・テーブルセンター＆小物
発売日

伝統的なレース編みの作品が
満載。繊細で美しい作品を紹
介。初心者でも楽しめる、プチド
イリーやポーチやティッシュケー
69696-51 スなどの小物も掲載。

1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4751-5

1月21日

本体

本格的なお飾りよりも手軽に楽
しめる、フェルトのつるし飾りの
本。ひな祭り、イースター、こども
の日、ハロウィン、クリスマス、
お正月。イベントや季節の花な
1月21日 本体 1111円 雑誌コード 69696-52 ど、一年を通して楽しめるデザイ
ンが満載。
ISBN 978-4-8347-4752-2

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

№4753

革ひもの結び方が30種類！全
レディブティックシリーズ
て分かりやすくイラストで解説。
レザークラフトの教科書
道具や材料など基礎がしっかり
学べる一冊。おしゃれな作品の
発売日 1月21日 本体 1389円 雑誌コード 69696-53 作り方も豊富！

レディブティックシリーズ №4757
ねこあつめのフェルトマスコット
発売日

人気ゲームアプリ「ねこあつめ」
のキャラクターがいっぱい作れ
るフェルトマスコットの本。レアね
こさんなど自分のお気に入りを
69696-57 見つけて、いっぱい作ろう！

1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4757-7

1月29日

本体

帳合・番線印

注文日付
ご担当者名

ISBN 978-4-8347-4753-9
レディブティックシリーズ №4754
パッチワークで作る
私だけのソーイング小物
発売日

お裁縫の時間がもっと楽しくなる
ようなソーイング小物を作ってみ
ませんか？使いやすい工夫が
いっぱいのソーイングケースや
69696-54 ピンクッション、はさみケース、
レッスンバッグなどを紹介。

1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4754-6

1月22日

本体

レディブティックシリーズ №4755
改訂版
きちんとシルエットのワンピース
発売日

着たときに美しく見えるシルエッ
トのワンピースを集めた一冊。
普段着からフォーマルまで使え
るデザインが満載。基本のデザ
インを詳しいプロセス写真で解
1月29日 本体 1111円 雑誌コード 69696-55 説。すべて作り方付き。Ｓ・Ｍ・Ｌ
の３サイズ。
ISBN 978-4-8347-4755-3

㈱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

№4756

トート、ショルダー、リュック、ポ
シェット、サコッシュ、ウエスト
縫い代つき型紙ですぐに作れる
ポーチ、バッグインバッグなど使
普段使いのバッグ
いやすいデザインを網羅した
バッグの本。縫い代付き型紙が
発売日 1月29日 本体 1204円 雑誌コード 69696-56
ついているので、すぐに作れる
のも魅力。
ISBN 978-4-8347-4756-0

レディブティックシリーズ

レディブティックシリーズ №4752
季節を楽しむフェルトのつるし飾り
発売日

内容

TEL：
FAX：

年

月

日

注文冊数

