ブティック社の本
ISBNコード/誌名

表紙
NOW
PRINTING

2020年4月発売

発売日

発売日

4月3日 本体 964円
4910088330509 00964

雑誌コード

風景写真2020年5・6月号
NOW
PRINTING

発売日

注文冊数

4月20日 本体 1909円
4910078930504 01909

雑誌コード

ISBNコード/誌名

表紙

実物大の型紙・縫い方解説付 旅
レディブティック2020年5月号
に向けて服を作ろう！5サイズ展
開、すべてかこみ製図付。 羽織
4月7日 本体 864円 雑誌コード 09647-05 りものカタログ シニア夫婦のリン
クコーデ 他 全159点掲載
4910096470501 00864

野菜だより2020年5月号
NOW
PRINTING

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

レディブティックシリーズ№4973
リカちゃん着せかえソーイングBOOK2

夏野菜"あるあるトラブル"回避
術。すごい畑のアイデア栽培、超
図解 草勢診断と対応、アブラムシ
08833-05 大研究、植え合わせベストプラン
など。 支柱の使い方完全ガイド付

発売日

発売日

発売日

レディブティックシリーズ №4968
手作りバッグ練習帖
発売日

4月2日
ISBN

NOW
PRINTING

4月2日
ISBN

発売日

着物リメイクでウエア、帯のリメイ
クでバッグ、藍の古布で作る暮ら
し着、端切れで作るアクセサリー、
日常着、まっすぐ縫いの服。刺し
雑誌コード
69698-69
本体 1050円
子、花など82点掲載。実物大型紙
978-4-8347-4969-4
付。

発売日

結婚式シーズンに合わせた巻頭
特集は「Welcomeウエディング」。
心のこもった結婚式を演出しましょ
う！その他「涼を呼ぶ和のデザイ
本体 1350円 雑誌コード 69698-71 ン」「トロピカルフラワー」など初夏
〜夏に向けた特集も充実。
978-4-8347-4971-7

レディブティックシリーズ №4971
ペイントフレンドVol.42
発売日

4月9日
ISBN

㈱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

雑誌コード

テープヤーンをネットに通すだけ
で素敵な模様が浮かびあがる夏
向きのバッグをご紹介。軽い仕上
4月23日 本体 1200円 雑誌コード 69698-76 がり、上品な光沢感などテープの
特徴を生かした作品29点。
ISBN 978-4-8347-4976-2
色や模様の組み合わせで楽しむ
図案が満載。伝統模様だけでな
く、オリジナルの模様も楽しめる定
69698-77 番アイテムのふきんと少し刺すだ
けで出来る簡単こものも充実。

4月22日 本体 1250円
ISBN 978-4-8347-4977-9
雑誌コード

レディブティックシリーズ№4978
大人のかんたんソーイング2020夏

ハンドメイド雑誌「コットンフレンド」
で人気連載を持つ、布小物作家・
細尾典子さんの著者本。野菜、
69698-70 魚、動物、乗り物、建物、食べ物な
どをモチーフにしたポーチの本。

4月9日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-4970-0
雑誌コード

4月23日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-4975-5

レディブティックシリーズ№4977
日々の刺し子こもの

レディブティックシリーズ №4970
かたちがたのしいポーチの本
発売日

ハギレを使った布小物や少し大き
めの布を使ったバッグや財布など
を掲載。布あそびを楽しめる。解
69698-75 説＆型紙付。一部ポイントを解説
した写真プロセス付。

レディブティックシリーズ№4976
テープヤーンのバッグ

バッグ作家・赤峰清香さんがバッ
グを作り続けて行き着いた、”作り
ながら仕立て方がマスターできる
本体 1450円 雑誌コード 69698-68 バッグ”を選りすぐった決定版。縫
い代付き実物大の型紙付。
978-4-8347-4968-7

レディブティックシリーズ №4969
和布ソーイングvol.14
発売日

シニア世代に春夏の装いとしてお
すすめしたい実物大型紙の基本
の10スタイルに加え、布違いや着
4月14日 本体 1200円 雑誌コード 69698-74 丈、袖丈をアレンジしたデザインを
ご紹介。
ISBN 978-4-8347-4974-8
レディブティックシリーズ№4975
komihinataさんの布あそびBOOK

編んだすみっコはそのまま飾って
もつるし飾りやリースに仕立てても
かわいい！キャラクターモチーフ
69698-66 の小物入れなどの雑貨の編み方
も紹介！

4月9日 本体 1150円
ISBN 978-4-8347-4966-3
雑誌コード

「リカちゃん」のための手作り服と
小物の本の第二弾。ワンピースや
カットソー、スカート、ワイドパン
4月14日 本体 1250円 雑誌コード 69698-73 ツ、シャツ、ゆかたなど、リアルク
ローズを中心にご紹介。全86点。
ISBN 978-4-8347-4973-1
レディブティックシリーズ№4974
シニア世代 旬のチュニック＆ワンピース

特集 風景王国・北海道へ跳べ技
法特集 季節感のイディオム「慣
07893-05 用表現」新製品 2020注目の機材
は？他

レディブティックシリーズ №4966
すみっコぐらし かわいいあみぐるみ
発売日

内容

既刊の月刊誌「レディブティック」よ
レディブティックシリーズ№4972
り人気のあったデザインを厳選。
シニア・シルバー世代のお洒落な春夏服
カジュアル、フォーマルなどいろい
4月13日 本体 1150円 雑誌コード 69698-72 ろなタイプで全１１１点。作り方解
説も一部掲載。
ISBN 978-4-8347-4972-4

発売日

夏に着たい服を詳しい作り方付き
でご紹介。トップス、チュニック、ワ
ンピース、ボトム、セットアップな
69698-78 ど、着心地の良さにもこだわった
服と小物を67点掲載。

4月25日 本体 1000円
ISBN 978-4-8347-4978-6
雑誌コード

人気作家秋田廣子さんのミニチュ
アシリーズ。打掛、振袖、袴、お祭
り衣装などバラエティに富んだミニ
チュアの和服を紹介。チャームや
4月27日 本体 1300円 雑誌コード 69698-79 ドールに着せても楽しめる。セット
で飾りたいドールハウスも掲載。
ISBN 978-4-8347-4979-3
レディブティックシリーズ№4979
飾って愉しむ ミニチュアの和服

NOW
PRINTING
発売日

帳合・番線印

ご担当者名
TEL:
FAX:

注文冊数

ブティック社の本

2020年4月発売

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

内容

糸を結んで表現する可憐なタティ
レディブティックシリーズ №4980
ングレースの作品集。気軽に作れ
可憐に結ぶタティングレース
て、日々を華やかにしてくれるアイ
雑誌コード
69698-80 テムを多数掲載。わかりやすい写
4月27日 本体 1150円
真プロセスとカラーの作り方付き。
ISBN 978-4-8347-4980-9
レディブティックシリーズ №4981
改訂版 はじめてのあみぐるみBOOK

発売日

かぎ針を使って編む簡単でかわい
いあみぐるみの本。3ステップ展開
で初心者でも必ず編める詳しい写
4月27日 本体 1000円 雑誌コード 69698-81 真プロセス解説付。人気あみぐる
み作家いちかわみゆき著。
ISBN 978-4-8347-4981-6

紙バンドで作るインテリア雑貨誌
第4弾。難しそうに見えるレーシー
編みを基礎から徹底解説。5ｍで
作るかご雑貨、ミニチュアの世界、
発売日 4月25日 本体 1350円 雑誌コード 69698-82
アクセサリー、紙ラタンのインテリ
ア雑貨など盛りだくさん！
ISBN 978-4-8347-4982-3
化学肥料を使わずオーガニックな
ブティックムック№1495
のに1000円以下で出来ちゃう野菜
1000円以下でできるオーガニック菜園
作りを写真プロセス解説でご紹
介。自然に近い味わいの野菜を自
発売日 4月16日 本体 1400円 雑誌コード 62458-95
分の手で作って楽しんでみません
か。
ISBN 978-4-8347-7595-2
本格的な野菜作りのポイントをマ
ブティックムック№1496
ンガ仕立てで読みやすく解説。品
マンガと図解、写真でまるわかり
種ごとの栽培の流れをしっかり網
NOW
野菜づくりをはじめよう
PRINTING
羅。実際に野菜作りの経験をもつ
発売日 4月22日 本体 1300円 雑誌コード 62458-96
漫画家だからこその説得力で描く
渾身の一冊。
ISBN 978-4-8347-7596-9

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

K28

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

神構図満載！
たくさんの女の子を魅力的に描く
シーンの表現力がぐっと上がるイラストBOOK
発売日

K29 最強美少女！
とてつもない異能力を持った女の子を
描くためのアイデアがひらめくイラストBOOK
発売日

発売日

BUSONの職業あるある大図鑑
発売日

K32
発売日

帳合・番線印

SNS総フォロワー数85万人超えの
大人気マルチクリエーター
62458-98 BUSON。紫式部のイラスト漫画で
紹介する職業別あるある大図鑑。

4月27日 本体 1200円
ISBN 978-4-8347-7598-3
雑誌コード

書籍
4月6日 本体 1900円
ISBN 978-4-8347-9031-3
ガーデニング大百科

リラックマのパズル塗り絵。数字に
書かれたマス目に、色鉛筆で色を
塗っていくとかわいいリラックマ、
4月25日 本体 1000円 雑誌コード 62458-97 キイロイトリ、チャイロイコグマの
かわいいイラストが完成です。
ISBN 978-4-8347-7597-6

ブティックムック №1498
NOW
PRINTING

園芸大図鑑 新装版

ブティックムック№1497
リラックマ パズル塗り絵

発売日

書籍
4月27日 本体 2000円
ISBN 978-4-8347-9029-0

K31

レディブティックシリーズ №4982
みんなの紙バンド雑貨 vol.4

NOW
PRINTING

書籍
4月27日 本体 2000円
ISBN 978-4-8347-9028-3

㈱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

書籍
4月8日 本体 1800円
ISBN 978-4-8347-9032-0

ご担当者名
TEL:
FAX:

内容
複数人構図を描くためのアイデア
が満載！シチュエーション別、視
点や状況などイラストを描くための
ヒントがいっぱい詰まった一冊。メ
イキングや可愛いイラストも。
異能力を使う美少女を描くための
アイデアが満載！アイテムや衣装
などイラストを描くためのヒントが
いっぱい詰まった一冊。メイキング
や可愛いイラストもたっぷり。
1000品種以上の花を一・ニ年草・
宿根草・球根草・花木に大別し、
特徴と育て方を図解も含めて紹
介。ラン、ミニ野菜、ハーブ、人気
の多肉植物、さらに家庭で作れる
果樹などの作り方も多数掲載。
初心者の方が最初に感じる素朴
な疑問や知っておきたい基礎知
識、ガーデニングにおすすめの四
季の花を詳しく解説。この本があ
ればガーデニングの基礎がわかり
ます！

注文冊数

