ブティック社の本

2019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
とじこみ付録 実物大の型紙付き
「パターンアレンジで作る大人の夏
レディブティック2019年7月号
服」 「透ける素材の服で 気軽に
NOW
手作り」「かこみ製図で作る服」
PRINTING
発売日 6月7日 本体 824円 雑誌コード 09647-07 「ストライプに注目」 他 全170点
掲載

特集：ブルーのキルトと暮らす夏
涼しげな青のインテリアやバッグ
を掲載。浴衣のキルト、トラプント
17507-07 キルト、かごバッグも見所。

NOW
PRINTING

発売日

6月4日 本体 907円 雑誌コード
4910175070790 00907

レディブティックシリーズ№4811

発売日 6月11日

発売日 6月14日

本体 1204円

雑誌コード

NOW
PRINTING

発売日 6月20日

本体 1898円

雑誌コード

特集 グランピングを満喫する庭、
夏を感じるリゾートガーデン、洋
風・和風・モダンエクステリアなど、
新築からリフォームまで外構と庭
12045-07 づくりのアイデア満載！
特集1「夏の水風景を往く」
特集２「爽快、楽しや渓流撮影」
特集３「渓谷に跳動する・丹地敏
07893-07 明」

4910078930795 01898
ディズニーツムツムのキャラクター
が大集合！愛らしい表情のツムツ
ディズニーツムツムあみぐるみBOOK
ムキャラクターを編み物で楽しん
NOW
PRINTING
でみませんか。分かりやすいプロ
発売日 6月13日 本体 1111円 雑誌コード 69697-05 セス解説とカラーイラスト解説付
き。
ISBN 978-4-8347-4805-5
レディブティックシリーズ№4805

レディブティックシリーズ№4809
NOW
PRINTING

ミニブックの作り方、はじめてのス
クラップブッキングレッスン、レベ
ル別レイアウト講座など、真似した
69697-09 くなるアイデアがいっぱい。読者投
稿型の楽しい一冊。

We Love スクラップブッキング
ラブメモプラスvol.11
発売日

6月7日 本体 1389円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4809-3

おしゃれシニアのためのソーイン
レディブティックシリーズ№4810
グ本。ワンピース、トップス、ボト
60代からのソーイングvol.3
ム、羽織りものなど、夏向きのデ
NOW
PRINTING
ザイン全52点。バッグ、帽子、ネッ
雑誌コード
69697-10 クレスも掲載。実物大の型紙付
発売日 6月11日 本体 1389円
き。詳しい作り方付き。
ISBN 978-4-8347-4810-9

㈱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

本体 1204円

雑誌コード

レディブティックシリーズ№4812

好評だった「改訂版 手ぬいの赤
ちゃん服とこもの」にベビードレス、
半袖スモック、授乳用腕まくらを加
高橋部長
PH手配中
え、手ぬいの基本ページをよりわ
発売日 6月11日 本体 1111円 雑誌コード 69697-12 かりやすく充実し増補改訂版とし
た一冊。
ISBN 978-4-8347-4812-3

4910120450790 01204
風景写真2019年7・8月号

女の子のワンピースを、永遠不滅
の人気デザインから子どもならで
はの大胆なものやイマドキのもの
69697-11 まで幅広く41点を掲載。実物大の
型紙付き。

ISBN 978-4-8347-4811-6

エクステリア＆ガーデン2019年夏号
NOW
PRINTING

内容

女の子の夏の手作りワンピース

4910096470792 00824

パッチワーク教室2019年夏号

ISBNコード/誌名

表紙

帳合・番線印

増補改訂版 手ぬいのかわいい
赤ちゃん服とこもの

季節を感じさせてくれる置き物や
飾り物、インテリアこもの、可愛い
和布で作りたい季節の飾り物＆こもの
動物のブローチやストラップ、飾り
巾着など…落ち着き感ある和布で
発売日 6月11日 本体 1204円 雑誌コード 69697-13 作ったほっこり心和む作品全93
点。
ISBN 978-4-8347-4813-0
レディブティックシリーズ№4813

シートフエルトを切って、貼って、
ちょこっと縫うだけでできるおうち
Zoozのフェルトモビール＆ガーランド
を飾るモビール＆ガーランドの本。
お子様から大人まで楽しめる、か
発売日 6月11日 本体 1204円 雑誌コード 69697-14 んたん、かわいいデザイン満載の
一冊。
ISBN 978-4-8347-4814-7
レディブティックシリーズ№4814

レディブティックシリーズ№4815

こどものための楽しい工作アイデ
アがもりだくさん。ペットボトル、牛
乳パック、お菓子の箱など、不要
なものをリサイクルして作れるもの
発売日 6月18日 本体 1111円 雑誌コード 69697-15 も多く、夏休みの課題にもおすす
め。
ISBN 978-4-8347-4815-4

楽しくリサイクル！
こども工作ワンダーランド

レディブティックシリーズ№4816

楽しく作って遊びながらお金が貯
められる貯金箱。それぞれ面白い
仕掛けの貯金箱の作り方を31作
69697-16 品掲載。

しかけがいっぱいの貯金箱工作
発売日 6月18日

本体 1111円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4816-1
旬を感じる服は、すぐに作って着
たいもの。トレンド感があって簡単
に作れるデザインをセレクトして、
69697-17 25点ご紹介。S・M・Lサイズ展開の
実物大の型紙付き。

レディブティックシリーズ№4817

私が今着たい服
発売日 6月24日

本体 1111円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4817-8
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

2019年6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

レディブティックシリーズ№4818

大人のスカート
発売日 6月24日

本体 1204円 雑誌コード

定番から流行ものまで豊富なデザ
インを集めたスカートの本。S・M・
L・LLサイズ展開、コンシールファ
69697-18 スナーのつけ方のポイント解説付
き。

ISBN 978-4-8347-4818-5

ISBNコード/誌名
レディブティックシリーズ№4829

注文冊数
内容
「改訂版エコクラフト１巻（5ｍ）で
ちっちゃなかごを作りましょ。」に素
増補改訂版 エコクラフト1巻(5ｍ)で
敵な編み地の小物入れを新たに
石原さん
ちっちゃなかごを作りましょ。
PH手配中
加えました。エコクラフト手芸の保
雑誌コード
発売日 6月27日 本体 1204円
69697-29 存版として、初心者でも作れる写
真プロセス解説付き。
ISBN 978-4-8347-4829-1

「おばあちゃまのチュニック」の本
が好評につき、新規作品を追加し
改訂版 おばあちゃまのチュニック
た改訂版。見た目のおしゃれ感と
体型カバー、両方を考えた着やす
雑誌コード
発売日 6月24日 本体 1204円
69697-19 いデザイン満載。全33点。実物大
の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4819-2
レディブティックシリーズ№4819

表紙

レディブティックシリーズ№4830

改訂版 立体で楽しむ
花の折り紙あそび
発売日 6月24日

ペイントフレンドVol.4～22に掲載さ
れたバラのデザイン40点のセレク
ション版。サイドロード、ストロー
ク、オイルペイントなどテクニック
雑誌コード
発売日 6月24日 本体 1600円
69697-21 別の構成。全作品、下絵と解説付
き。
ISBN 978-4-8347-4821-5

D13

人気の作家が作る「夏のトップス」
大集合。ブラウスからワンピース
まで、作り映えする作品が目白押
69697-25 しです！

発売日 6月25日

本体 1296円 雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4825-3

開発品
本体 1500円
ISBN 978-4-8347-7093-3

発売日 6月20日

D14

ISBN 978-4-8347-4826-0

開発品
本体 1500円
ISBN 978-4-8347-7094-0

発売日 6月19日

ISBN 978-4-8347-4827-7

人気のガチャが、ダンボールで作
れる工作キット。パーツはカット済
みなので、はさみ無しで簡単に作
れます。作った後は、好きな模様
や色を塗って、自分だけのガチャ
に仕上げよう。

D15
ダンボールガチャ！貯金箱キット
開発品
本体 1250円
ISBN 978-4-8347-7095-7

発売日 6月19日

付属の材料を使って組み立て、気
圧のしくみを実感できる！組み立
てたあとは、東京大学の学生によ
る解説で気圧の仕組みを楽しく勉
強！自由研究のまとめに使える知
識もたっぷり紹介。

D16

レディブティックシリーズ№4827

フェルトで作れる簡単で可愛いマ
スコットの作品集。動物を中心に、
改訂版 フェルトのてづくりマスコット
スイーツやマトリョーシカ、家や乗
発売日 6月26日 本体 1111円 雑誌コード 69697-27 り物など、いろんなマスコットを多
数掲載。

半球型とせっけんとレシピがセット
になった誰でもかんたんに綺麗な
惑星せっけんが作れるキット商
品。10個の星の作り方レシピと惑
星せっけん占い付き。

GALAXY惑星せっけん手作りキット

レディブティックシリーズ№4826

おしゃれに敏感な今のシニア世代
シニア世代のゆったりワンピース
がゆったり着たい、袖を通すたび
にわくわく、ドキドキするデザイン
雑誌コード
発売日 6月26日 本体 1204円
69697-26 をご紹介します。

ディズニーアートにホロを当てて
専用ペンでなぞればステンドグラ
ス風の素敵な作品が完成！
便利な専用の2WAYペン付き

ディズニーホログラムアート

レディブティックシリーズ№4825

COTTON FRIEND SEWING vol.2

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4830-7

レディブティックシリーズ№4821

トールペインティング
バラのデザインBOOK

本体 1204円

折り紙とは思えないくらいリアルで
雰囲気たっぷりのお花をすべて折
り図付きで紹介。大人気だった本
69697-30 に、日常をおしゃれに彩るお花モ
チーフの雑貨を加えて改訂に。

ペットボトル掃除機実験キット
開発品
本体 1150円
ISBN 978-4-8347-7096-4

発売日 6月19日

レディブティックシリーズ№4828

小さなポーチをクリップでスカート
やパンツのウエストで付けて使う
移動ポケット。ティッシュやハンカ
69697-28 チ、小物が入れられて便利。こど
も用、大人用、全59点掲載。

改訂版 かわいくて便利な移動ポケット
発売日 6月27日

本体 1000円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4828-4

㈱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

注文日付
ご担当者名

TEL：
FAX：

年

月

日

