ブティック社の本

2019年4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

表紙

注文冊数

とじこみ付録 実物大の型紙付き
「旅を楽しくする手作りの服」「風薫
る季節のタウンスタイル（全製図
09647-05 付）」 「50代からが輝く おしゃれ
なトップス」他 全202点

レディブティック2019年5月号
発売日

4月5日 本体 824円 雑誌コード
4910096470594 00824
風景写真2019年5・6月号

NOW
PRINTING

発売日 4月20日

本体 1898円

雑誌コード

ISBNコード/誌名

注文冊数
内容
かぎ針やレース針を使って、アク
レディブティックシリーズ№4787
セサリーを編んでみませんか？イ
心惹かれる可憐なクロッシェアクセサリー ヤリング、ピアス、リング、ネックレ
スなどをご紹介。小さくて華奢なか
発売日 4月16日 本体 1111円 雑誌コード 69696-87 わいいデザインからお気に入りを
探してみてください。
ISBN 978-4-8347-4787-4

ドイリーやマルチカバーを糸の色
を変更して雰囲気を変えたり、使
用する糸の太さを変更することで
異なるサイズの作品を作ります。
発売日 4月16日 本体 1204円 雑誌コード 69696-88 ポーチ類、かわいいベビー小物を
紹介しています。
ISBN 978-4-8347-4788-1

レディブティックシリーズ№4788
おしゃれなレース編み

特集１「春から初夏 日本列島、春
色あれこれ」 特集２「彩り豊かな
季節を撮る」特集３「便利！格好い
07893-05 い！撮影アイテム」

4910078930597 01898
水を何度もくぐり色あせた藍染め
の古布木綿を生かしてつくる趣き
のあるふくろもの。刺し子調のス
テッチや猫モチーフを添えた著者
発売日 4月2日 本体 1204円 雑誌コード 69696-82 和久亞子の作る洒落た袋ものを
紹介。
ISBN 978-4-8347-4782-9

レディブティックシリーズ№4789
ディズニーツムツム
みんな大好きビーズモチーフ
発売日 4月16日 本体 1111円 雑誌コード 69696-89

キャミソールやノースリーブブラウ
レディブティックシリーズ№4783
ス、プルオーバー、スキッパーシャ
私が着たいトップス
ツ、ギャザーボリュームブラウスな
ど旬のデザインが満載。S・M・L・
発売日 4月9日 本体 1296円 雑誌コード 69696-83 LLの4サイズ。すべて作り方付き。
実物大の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4783-6

Tシャツからスカート、パンツ、パー
カー、旬のトップスまで、すべて詳
しいプロセス解説付きでわかりや
すい。レディースS・M・L・LLの型紙
発売日 4月17日 本体 1389円 雑誌コード 69696-90 に加え、一部作品はメンズ、キッズ
の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4790-4

レディブティックシリーズ№4784
リカちゃん 手編みのニットスタイル

オールシーズン着回せて楽しめる
二ットアイテムを紹介。ボーダー
二ットやベレー、バッグ、ワンピー
ス、コートなどデザインたっぷり40
発売日 4月9日 本体 1204円 雑誌コード 69696-84 点掲載。かぎ針編みと棒針編みで
詳しいプロセス解説付き。
ISBN 978-4-8347-4784-3

洋服を作って残った布や大切に
とっておいたお気に入りのハギレ、
余った布を上手に生かして素敵な
こものを作ってみませんか？バッ
発売日 4月16日 本体 1000円 雑誌コード 69696-91 グ内のこものから暮らし周りのこも
のまでご紹介。
ISBN 978-4-8347-4791-1

レディブティックシリーズ№4785
ペイントフレンドVol.38

ワンピースやトップス、バッグなど
服とこもの72点掲載。程よく流行を
取り入れたデザインは、初心者か
NOW
PRINTING
ら楽しめる作りやすさが魅力。写
発売日 4月22日 本体 907円 雑誌コード 69696-92 真プロセス、作り方イラスト解説、
実物大の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4792-8

レディブティックシリーズ№4782
古布で作るふくろもの

発売日

今号は全作品、Step by Step。端
午の節句をはじめ、ペットを描こ
う、ディズニートールペイントなど
69696-85 充実の一冊。

4月9日 本体 1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4785-0

レディブティックシリーズ№4786
材料キットつき 世界にひとつ！
あなただけのドールチャーム
発売日 4月11日 価格 1890円 雑誌コード 69696-86

ISBN 978-4-8347-4786-7

㈱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

ISBN 978-4-8347-4789-8

大人気のディズニーツムツムたち
がビーズモチーフに。人気のミッ
キー、ミニーはもちろん、マレフィセ
ント、スティッチ、ピクサーなどを掲
載。季節をイメージして作ったツム
たちも登場！

レディブティックシリーズ№4790
みんなのカットソー

レディブティックシリーズ№4791
増補改訂版 余り布で何作る?

身の回りの材料を使って、自分だ
けのオリジナルドールチャームが
作れる本。ドールボディ、ドールヘ
ア用5番刺しゅう糸、ハート型
チャーム金具の付録付き。

帳合・番線印

レディブティックシリーズ№4792
大人のかんたんソーイング2019夏

レディブティックシリーズ№4793
LaLa Dress 心踊るベビー服とこもの
発売日 4月22日

本体 1500円

雑誌コード

新生児から生後18か月のべビー
のためのお洋服を、著者ならでは
のオリジナルあふれるデザインと
69696-93 布使いで展開。全43点。実物大の
型紙付き。

ISBN 978-4-8347-4793-5
注文日付
年
ご担当者名

TEL：
FAX：

月

日

ブティック社の本
表紙

2019年4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

注文冊数
ISBNコード/誌名
内容
表紙
上品な光沢感とカラーが揃うハワ
レディブティックシリーズ№4794
ブティックムック№1466
イアンコードで作るバッグの本。ラ
ハワイアンコードで作る 大人バッグ
バラ図鑑475種
グジュアリーな雰囲気で、大人の
NOW
PRINTING
女性が持ちたくなるデザイン23
発売日 4月22日 本体 1204円 雑誌コード 69696-94
発売日 4月30日 本体 1528円 雑誌コード 62458-66
点。作り方は全て写真プロセス解
説付き。
ISBN 978-4-8347-4794-2
ISBN 978-4-8347-7566-2

人気作家が提案する雑貨やかご
バッグ、新素材で作るかご雑貨、ミ
ニチュア作品、作家の七つの道具
NOW
PRINTING
拝見、初心者の困りごと解決な
雑誌コード
発売日 4月27日 本体 1296円
69696-95 ど、盛りだくさんの特集を分かりや
すい作り方と共に紹介。
ISBN 978-4-8347-4795-9

レディブティックシリーズ№4795
みんなの紙バンド雑貨 vol.2

レディブティックシリーズ№4796
天然石を包む
とっておきのマクラメアクセサリー
発売日 4月27日 本体 1500円 雑誌コード 69696-96

ISBN 978-4-8347-4796-6

K8
書籍
本体 2100円
ISBN 978-4-8347-79008-5

発売日 4月11日

K9
書籍
本体 1600円
ISBN 978-4-8347-79009-2

発売日 4月11日

全50種の野菜の育て方をプロセス
で徹底解説。今すぐ始められる、
ホウレンソウや小松菜といった簡
単なものから、ミニトマト、インゲ
雑誌コード
発売日 4月4日 本体 1296円
62458-62 ン、大根といった育てがいのある
ものまで幅広い種類を掲載。
ISBN 978-4-8347-7562-4

発売日 4月18日

本体 1389円

雑誌コード

土を使わずに出来る水耕栽培の
基本テクニックを野菜ごとに紹介。
葉もの野菜から、実もの、根もの
62458-63 など幅広い種類をカバー。大きな
写真で解説しています。

NOW
PRINTING

発売日 4月18日

本体 1667円

雑誌コード

110種類以上の野菜、ハーブ、果
樹の栽培方法を網羅した一冊。種
まきや追肥などのステップごとにイ
ラストや写真で解説。全品種の植
えつけ時期と収穫時期が一目で
分かるカレンダー付き。

K10
野菜作り百科 新装版
書籍
本体 1500円
ISBN 978-4-8347-79010-8

発売日 4月12日

野草200種類以上を掲載した図
鑑。ポケット版なので、散歩やピク
ニックの際に一緒に持ち歩くことが
できる！ボリュームたっぷり、写真
やイラストも多用したオールカラー
160ページ。

K11
NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-7563-1
ブティックムック№1464
小さな庭づくり

四季の花、洋ラン、グリーン、ハー
ブなどその他のあらゆる植物の育
て方を800種類以上掲載。花づくり
に特化した百科本。人気の多肉植
物を追加して書籍化。

花づくり百科 新装版

ブティックムック№1462
だれでもできるプランター菜園

ブティックムック№1463
野菜とハーブの水耕栽培

四季の花、、洋ラン、ハーブ、ミニ
野菜、観葉植物、果樹、その他の
あらゆる植物の育て方を1200種類
以上掲載。それぞれの品種の栽
培カレンダーと育て方解説付き。

園芸大百科 新装版

天然石のフレーミングアクセサ
リーが簡単に作れるマクラメの
本。シンプルな作品からビーズを
プラスしたものなど、普段着にも使
えるアイテムがいっぱい！付録：
プリネル（厚紙の定規）

注文冊数
内容
バラ園のプロがセレクトした無農
薬でも育てやすい丈夫なバラ、定
番や最新品種計475種の栽培ポイ
ントと詳細データ掲載。バラの基
礎知識、基本の育て方も図解と写
真で徹底解説。

野草図鑑 新装版
書籍
本体 1300円
ISBN 978-4-8347-79011-5

発売日 4月12日

玄関前や建物と塀の間の狭いス
ペースを有効利用して、植栽ス
ペースや花壇で彩る庭づくりの
62458-64 本。豊富な実例とアイデアが満
載。

ISBN 978-4-8347-7564-8

ブティックムック№1465
梅しごとを楽しむ 梅干しと梅酒
発売日 4月22日

本体 1296円 雑誌コード

梅干し作りの準備、基礎、梅酒の
作り方が初めての方でも安心して
作れる本。ポイントをおさえ、大き
62458-65 な写真で解説しています。梅干し
のバリエーションやレシピも掲載。

注文日付
ご担当者名

ISBN 978-4-8347-7565-5

㈱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

TEL：
FAX：

年

月

日

