ブティック社の本

2019年3月発売

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。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

レディブティックシリーズ №4772
改訂版 柴田明美 世界でたったひとつ
あなただけのパッチワーク

特別付録 和柄プリントカットクロス
付き。 とじこみ付録 実物大の型
紙付き 「エイジレストップス」 「和
服のリメイクに挑戦」 「衿と衿ぐり
09647-04
のデザイン集」 他 全161点掲載。

レディブティック2019年4月号
発売日

発売日

3月7日 本体 824円 雑誌コード
4910096470495 00824

発売日

特集：暮らしを彩るダブル・ウエディ
ングリング ベビー＆キッズの贈り
パッチワーク教室2019年春号
もの 「実用的でかわいいペットボト
ルケース」 「花のアップリケキルト」
「パターンの縫い方と作品の仕立て
雑誌コード
17507-04
本体
3月4日
907円
方を写真で解説するパターンレッス
4910175070493 00907
ン」など

発売日

3月15日 本体 1204円 雑誌コード
4910120450493 01204
ネイルUP!2019年5月号

NOW
PRINTING
発売日

3月23日 本体 537円 雑誌コード
4910072250592 00537

発売日

巻頭特集：ナチュラルガーデン、他
にグランピングや家庭菜園など春
の庭を楽しむ特集号。最新の流行
を取り入れたモダンエクステリアや
12045-04 宅配ボックスなど外構と庭づくりの
アイデア満載

発売日

表紙：小島瑠璃子、インスタグラ
マー発信！2019春夏ネイル、宝石
ネイル徹底解説、スワロフスキー使
いこなし術、基本のセルフネイルテ
07225-05 クニックおさらい、変わり種！ネイ
ルアイテム大集合など。

3月12日 本体 1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4773-7

手作りリュックの本が好評につ
き、新規作品を追加した改訂版。
機能とデザインにこだわったリュッ
クとこものを多数紹介。写真プロ
69696-74
セスのわかりやすい解説付き。

3月14日 本体 1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4774-4

№4775

大人気のディズニーキャラクター
が、まんまるシルエットの折り紙に
なって登場。そのまま飾って楽し
む他、メッセージを書いたメモ折り
69696-75
紙としても活用できる。

ころんとまんまる
ディズニーちょこっとメモ折り紙あそび
発売日

3月14日 本体 1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4775-1

手ぬいならではの心地良い着心
地のトップスやチュニック、ワン
ピースを手ぬいのパンツに合わ
パンツで着こなす大人のふだん着
せて紹介。パンツの種類は、今人
気のテーパード、ワイド、ガウ
発売日 3月25日 本体 1000円 雑誌コード 69696-76
チョ、サルエル。バッグ、リュックも
含め全30点。高橋恵美子著
ISBN 978-4-8347-4776-8

№4776

レディブティックシリーズ
手ぬいが心地よい

ワイヤーとビーズで作る素適なコス
チュームジュエリーが作れる本。ア
クセサリーをシーン別に紹介。テク
ニックはわかりやすい、写真プロセ
69696-64
スで解説。

3月4日 本体 1500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4764-5

カットクロスとハギレを使って布こも
のを作ってみませんか？使ってい
ない布や余った布を活かしたポー
チやインテリア雑貨など生活に役
69696-71 立つアイテムを掲載。作り方はオー
ルカラーで分かりやすく解説。

レディブティックシリーズ

№4777

かぎ針編みの袋もの

3月12日 本体 1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4771-3

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

野の花や身近な草花を紙でリア
ルに再現。シロツメクサ、あじさ
い、ミモザなど人気の花や野草を
含む23種類の植物とそれらを使っ
69696-73 たリースやスワッグ、ブーケを掲
載。すべて写真で作り方を解説。

レディブティックシリーズ

レディブティックシリーズ №4771
カットクロスとハギレで作る
使って楽しむ布こもの
発売日

3月12日 本体 1343円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4772-0

レディブティックシリーズ №4774
改訂版 毎日リュック

レディブティックシリーズ №4764
ビーズ＆ワイヤーで作る
大人のモードジュエリー
発売日

渋くてかわいい色使いで、使いや
すくてお洒落なバッグを中心に、
ポーチやキルトなどを掲載。既刊
69696-72 に一部作品を加えた改訂版。

レディブティックシリーズ №4773
紙でつくる可憐な花々

エクステリア＆ガーデン2019年春号
NOW
PRINTING

内容

発売日

帳合・番線印

リネンやコットンの糸をかぎ針で
編む袋ものの作品集。編みたくな
るデザインで、コーディネートのア
クセントになる爽やかなバッグや
69696-77
ポーチを紹介。

3月25日 本体 1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4777-5

注文日付
ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

TEL

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
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年
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日

注文冊数

ブティック社の本

2019年3月発売

ISBNコード/誌名

表紙

ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

№4778

発売日

ISBN 978-4-8347-4778-2

「リカちゃん」のための手作り服の
本。ブラウスやスカート、ワンピース
レディブティックシリーズ
から、おしゃれなワイドパンツや
リカちゃん着せかえソーイングBOOK
オールインワンを紹介。コーディ
ネートに便利なバッグや帽子、ソ
発売日 3月26日 本体 1204円 雑誌コード 69696-79
ファやクローゼットトランクなど小物
も充実。
ISBN 978-4-8347-4779-9

発売日

発売日

発売日

旬の手作りが詰まった一冊！春を
満喫する、花・ボタニカルのクラフト
がいっぱい。ユニークな動物刺しゅ
69696-81 うやプラバンの特集も。

3月28日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4781-2

発売日

ブティックムック№1456
夢見るディズニー万華鏡塗り絵

NOW
PRINTING
発売日

発売日

3月28日 本体 880円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7560-0

はじめて花を育て、コンテナガー
デンで楽しむ人のための本。詳し
いプロセス写真とイラスト解説付
きだから、初心者でも安心。読者
62458-61 の実用写真満載でイメージもわき
やすい。

3月28日 本体 880円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7561-7

カレイドフレーム手作りキット

3月25日 本体 1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7556-3

すてきな庭の実例を見ながら、庭
木・草花の組み合わせを写真解
説、またアプローチや立水栓などの
作り方を押さえ、便利なグッズも紹
62458-57
介。

はじめてハーブを育てる人に向け
た入門書。写真による基礎の説
明と、特に人気の高い39品種の
特徴や育て方のポイントを解説。
62458-60
コラムや活用法もたっぷり紹介。

D12

まるで万華鏡のようなかわいいディ
ズニーの塗り絵で心を癒しましょ
う。ミッキー＆フレンズやディズニー
プリンセス、アナと雪の女王、ピク
62458-56
サーなど32点を掲載！

ブティックムック №1457
60代からのガーデニング

NOW
PRINTING

3月28日 本体 880円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7559-4

ブティックムック №1461
改訂版 ビギナーシリーズ
はじめて育てる寄せ植え

№4781

ハンドメイド日和vol.8

はじめてベランダ菜園をはじめる
人のための詳しい園芸誌。育てや
すく人気の野菜、ハーブを紹介。
全てわかりやすいプロセスと栽培
62458-59 カレンダーで解説。検索に便利な
インデックス付き。

ブティックムック №1460
改訂版 ビギナーシリーズ
はじめて育てるハーブ

和柄布で作る趣のある服やバッ
グ、アクセサリー、飾り物を詳しい
作り方付きで紹介。古布や着物を
生かしたウエアや日常着も掲載。
69696-80
実物大の型紙付き。

3月26日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4780-5
レディブティックシリーズ

NOW
PRINTING

発売日

№4780

和布ソーイングvol.12

NOW
PRINTING

はじめて花づくりをはじめる人の
ための詳しい園芸誌。育てやすく
人気の花、丈夫で育てやすい多
肉植物を紹介。全てわかりやすい
プロセスと栽培カレンダーで解
雑誌コード
62458-58
3月28日 本体 880円
説。検索に便利なインデックス付
き。
ISBN 978-4-8347-7558-7

ブティックムック №1459
改訂版 ビギナーシリーズ
はじめて育てるベランダ野菜

№4779

レディブティックシリーズ

内容

ブティックムック №1458
改訂版 ビギナーシリーズ
はじめて育てる花

トップスからボトムスまで、日々の
暮らしの中で愛着を持って着られる
こだわりパターンで作る
大人のデイリーウエアの本。袖や
毎日着られる大人服
衿のパターンを入れ替えて、何倍
3月26日 本体 1574円 雑誌コード 69696-78 にも楽しめるこだわりのパターンを
詰め込みました。
レディブティックシリーズ

発売日

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。

発売日

帳合・番線印

3月28日 本体 1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7557-0

㈱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

開発品
3月13日 本体 2400円
ISBN 978-4-8347-7092-6

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX
ご担当者名

年

ナチュラルウッドの刺しゅう枠のフ
レームに透明感のあるチュールを
貼って、可憐なお花で自由にアレ
ンジを楽しむ。そんな新しいハンド
メイドがキットに！

月

日

注文冊数

