ブティック社の本

2019年7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。
注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

とじこみ付録 実物大の型紙付
レディブティック2019年8月号
「服と小物をセットで作ろう」「50代
NOW
からの着こなし解決策」 「タオル
PRINTING 発売日
7月5日 本体 824円 雑誌コード 09647-08 で作るこもの」「帽子大特集」全
170点掲載
4910096470891 00824
表紙：佐野ひなこ ●カジュアル派
もエレガント派も夢中 ショートネ
ネイルＵＰ！2019年9月号
イルリスペクト宣言！ ●ボヘミア
NOW
PRINTING 発売日
雑誌コード
07225-09 ンネイル ホワイトジェルを徹底調
7月23日 本体 537円
査 ●芸術の秋 痛ネイルに挑
4910072250998 00537
戦！
「使う」「贈る」「飾る」に分けて掲
レディブティックシリーズ №4820
載。作品の作り方は、わかりやす
大人かわいいおしゃれ折り紙＆雑貨
さを重視してすべてオールカラー
発売日 7月17日 本体 1389円 雑誌コード 69697-20 写真で解説。おしゃれな雰囲気の
作品が盛りだくさんな一冊。
ISBN 978-4-8347-48208

発売日

発売日

レディブティックシリーズ№4838
半日で作れる！かんたんバッグ
発売日

レディブティックシリーズ №4831
手作りのエフォートレスワンピース
発売日

がんばりすぎないエフォートレスな
ファッションが人気の今、締め付け
がなくゆったりした手作りワンピー
69697-31
スを紹介。

7月3日 本体 1204円
ISBN 978-4-8347-4831-4
雑誌コード

発売日

発売日

発売日

発売日

発売日

レディブティックシリーズ №4833
改訂版 少しの布で作れる
ミニチュア小物とミニポーチ
7月10日 本体 1111円 雑誌コード 69697-33

「少しの布で作れるミニチュア小物
とミニポーチ」の本が好評につき、
新規作品を追加した改訂版。ミニ
チュアのバッグ、靴、帽子、ドレ
ス、ドールハウス風作品など、全
ISBN 978-4-8347-4833-8
90点。
巻頭特集 「和花を描きましょう」
レディブティックシリーズ №4834
落ち着いた風合いが日本人の心
ペイントフレンドVol.39
をくすぐる風流な作品をたっぷり
紹介。その他にも季節を先取るハ
7月10日 本体 1296円 雑誌コード 69697-34 ロウィンや大人気モチーフのバラ
ISBN 978-4-8347-4834-5
も特集。
アクリル100％の糸で編んで作る
レディブティックシリーズ №4835
魔法のタワシ。洗剤を使わなくて
手軽に編めてラクラクお掃除！
も汚れが落ちるので、手にも環境
魔法のタワシ
にも優しい。わかりやすい写真プ
7月11日 本体 1000円 雑誌コード 69697-35 ロセス解説あり、可愛い121点掲
ISBN 978-4-8347-4835-2
載。

㈱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

7月17日 本体 1111円
ISBN 978-4-8347-4838-3
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4839
ちょこっと手作り！
ペットボトルキャップこもの
7月22日 本体 1000円 雑誌コード 69697-39
レディブティックシリーズ№4840
ハンドメイド日和総集編vol.2

旅行・お散歩・街歩きなどにぴった
りの帽子と斜めがけバッグを特集
69697-32 した一冊。全26点掲載。すべて実
物大の型紙付き。

7月3日 本体 1204円
ISBN 978-4-8347-4832-1
雑誌コード

お出かけに欠かせないバッグを手
作りしてみませんか？トートバッ
69697-38 グ、ショルダー、リュックなど多数
掲載。

ISBN 978-4-8347-4839-0

レディブティックシリーズ №4832
手作りしたい大人の帽子と斜めがけバッグ
発売日

内容

水引きアクセサリーの作り方を掲
レディブティックシリーズ№4836
載した一冊。おしゃれで洗練され
改訂版 水引細工のアクセサリー
たかわいいデザインが満載。すぐ
7月11日 本体 1400円 雑誌コード 69697-36 に始められる水引5本セット付。す
べて写真プロセスで分かりやすく
ISBN 978-4-8347-4836-9
解説。
人気の作務衣や甚平、はんてん、
レディブティックシリーズ№4837
かっぽう着を紹介。着心地の良い
改訂版 和のふだん着
綿や麻素材を中心にウールやフ
7月17日 本体 1111円 雑誌コード 69697-37 リースも取り入れた四季の和のス
タイルを掲載。
ISBN 978-4-8347-4837-6

69697-40
7月22日 本体 1111円
ISBN 978-4-8347-4840-6
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4841
手縫いで作れる和布の小物
発売日

発売日

69697-41
7月29日 本体 1204円
ISBN 978-4-8347-4841-3
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4842
みんな大好き サンリオキャラクターの
ビーズモチーフ大集合
7月29日 本体 1111円 雑誌コード 69697-42

ISBN 978-4-8347-4842-0
NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4843
ゆめかわハンドメイドブック
発売日

帳合・番線印

69697-43
7月29日 本体 1111円
ISBN 978-4-8347-4843-7
雑誌コード

ご担当者名
TEL:
FAX:

ペットボトルキャップを使った手作
り雑貨の作品集。こもの入れやミ
ニピンクッション、マグネット、ミニ
チュアこものなど、アイデア満載の
デザインを掲載。
「ハンドメイド日和」のvol.3～vol.7
の作品を厳選した総集編です、レ
ジン、刺しゅう、プラバン、ビーズ
などのテクニックを使ったかわい
いアクセサリーや小物がいっぱい
です！
針と糸さえあればミシンがなくても
作れてしまう和布小物をご紹介。
藍染や着物の古布、和柄プリント
を使い、ポーチ、眼鏡入れ、ポ
シェットなどから生活シーンを彩る
小物や飾り物まで満載。
かわいいサンリオキャラクターが
いっぱい掲載されたビーズ本。針
と糸で編むステッチとテグスで編
む立体モチーフが楽しめます。キ
ティ、マイメロディ、ポムポムプリン
や懐かしいキャラクターもいるよ。
ゆめかわテイストのかわいいアイ
テムが手作りできる本。プラバン
やレジンを使ったアクセサリー、
ペットボトルのペンケース、スイー
ツのストラップやロゼットなど可愛
いアイテムがいっぱい。

注文冊数

ブティック社の本

2019年7月発売

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

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。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

木製玩具、ディズニーKIDEAをフェ
レディブティックシリーズ №4844
ルトマスコットに。ミッキー＆フレン
ディズニーKIDEAフェルトマスコット
ズやプリンセス、プーさんなどの
7月30日 本体 1000円 雑誌コード 69697-44 キャラクターを掲載。ストラップや
指人形、つるし飾りなどにアレンジ
ISBN 978-4-8347-4844-4
して楽しもう。
表紙：クリスティアーノ・ロナウド
ブティックムック№1472
歯とファッション/あなたのオーラ
美歯Navi vol.3
ルケア愛用グッズ/歯科医が教え
7月2日 本体 907円 雑誌コード 62458-72 る正しい歯ブラシと歯磨き法/ブレ
スケア特集など。
ISBN 978-4-8347-7572-3

K17
わたしの英文フレーズ総集編 新装版
発売日

K18
キレイに縫えるソーイングの基本
発売日

ブティックムック№1473
1日でできる！ドキドキ
自由研究アイデア集

発売日

発売日

NOW
PRINTING

夏休みの自由工作の宿題にぴっ
たりの一冊。1日でできる楽しい実
験をわかりやすい写真解説で紹
介しています。宝石石けんやスラ
7月22日 本体 1000円 雑誌コード 62458-73 イムなどを掲載、自由研究のノー
トのまとめ方の解説もあるよ。
ISBN 978-4-8347-7573-0
1日1問、60日間。まちがいさがし
ブティックムック№1474
を楽しみながら脳を活性！レトロ
いきいき脳トレ！まちがいさがし60
な雰囲気のイラストで世代を問わ
ず遊べます。テーマは「平成」や
7月22日 本体 1204円 雑誌コード 62458-74 「昭和」を振り返るものや、花、景
色などの問題を掲載。
ISBN 978-4-8347-7574-7

ブティックムック№1475
ウッドデッキ・テラス・
ガーデンルーム実例集
発売日

アウトドアライフを楽しむマストア
イテムのウッドデッキ・テラス・ガー
デンルーム。最新の実例全100と
62458-75
アイデアを紹介。

7月22日 本体 1667円
ISBN 978-4-8347-7575-4
雑誌コード

ディズニーKIDEAをモチーフにした
かわいくて塗りやすい塗り絵。ミッ
キー＆フレンズをはじめ、プリンセ
7月22日 本体 1111円 雑誌コード 62458-76 スや各ストーリーの人気キャラま
で盛りだくさん。子どもから大人ま
ISBN 978-4-8347-7576-1
で楽しめる一冊。
豊富な施工例をもとに、植物を効
ブティックムック№1477
果的に使った庭・門まわりなど
改訂版 庭づくりのアイデア＆実例
シーン別に紹介。庭木・草花の選
雑誌コード
62458-77 び方・活かし方を写真解説。はじ
7月29日 本体 1528円
めて庭づくりする方向けのアイデ
ISBN 978-4-8347-7577-8
アが満載。
数字ごとに決められた色をマスに
ブティックムック№1478
ドットのように塗っていくだけでイラ
こどもドットパズル塗り絵
スト完成するパズル塗り絵。動物
7月29日 本体 1000円 雑誌コード 62458-78 や食べ物、乗り物、イベントなど、
こどもたちが楽しめる40のパズル
ISBN 978-4-8347-7578-5
塗り絵を掲載。

ブティックムック№1476
ディズニーKIDEAぬり絵BOOK

発売日

発売日

NOW
PRINTING

発売日

書籍
7月3日 本体 1600円
ISBN 978-4-8347-9017-7

書籍
7月10日 本体 1600円
ISBN 978-4-8347-9018-4

K19
マンガで楽しく学べる！日本国憲法
発売日

書籍
7月18日 本体 1000円
ISBN 978-4-8347-9019-1

K20
刺し子の文様とこもの
発売日

書籍
7月22日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-9020-7

K21
NOW
PRINTING

はじめての果樹の育て方
発売日

書籍
7月22日 本体 1500円
ISBN 978-4-8347-9021-4

K22
NOW
PRINTING

観葉植物百科 新装版
発売日

帳合・番線印

㈱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

書籍
7月22日 本体 1500円
ISBN 978-4-8347-9022-1

ご担当者名
TEL:
FAX:

内容
心をこめて贈るグリーティングカー
ドやアルバムに添えるのにぴった
りな素敵なフレーズを掲載。
洋服や小物作りに役立つソーイン
グの基礎を写真で解説。縫い合
わせの基本やファスナーのつけ方
など、初心者から上級者までキレ
イに縫えるコツが詰まった部分縫
いの一冊。
日本国憲法について、もう一度勉
強したい大人にも、小学生からの
勉強のサブテキストとしても活躍
する日本国憲法の入門書。コラム
や日本国憲法クイズも掲載。
伝統的な刺し子の文様を92種類
掲載。ふきんや巾着、ポーチ、
バッグ、ブックカバーなどのこもの
の作り方も型紙付きで掲載しえい
るので、初心者の方でも素敵な刺
し子のこものが作れる一冊。
人気の果樹を厳選し、おいしい実
をつけるための剪定方法や作業
のコツなどを写真とイラストを中心
に詳しく解説。「基本の作業」では
各作業の目的と効果を具体的に
紹介。
1年中楽しめる観葉植物。育つタ
イプ別のカタログ、飾り方、寄せ植
えプロセスなど内容満載。グリー
ンカタログに新規植物を多数追加
し、書籍化。

注文冊数

