ブティック社の本

2020年8月発売

ISBNコード/誌名

表紙

NOW
PRINTING
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

とじこみ付録 実物大の型紙付
「エイジレスの服」イラスト解説付
レディブティック2020年9月号
ソーイングビギナーでも絶対作れる
ホームウエア 着物をトップスへリメ
8月6日 本体 864円 雑誌コード 09647-09 イク マスクライフを楽しむアイデア
マスク 全121点。

発売日

発売日

人気の輸入プリント「French
General」で作る布小物の大特集。
コットンフレンド2020年秋号
新柄カットクロスの付録付き。人気
作家の「ハギレの小物アイデア」や
「手作りのソーイングセット」、「ミシ
特別本体
雑誌コード
13625-09
8月6日
900円
ンの基本Q＆A」など手作りを応援
する企画を詰め込みました。
4910136250902 00900

発売日

発売日

NOW
PRINTING
発売日

8月20日 本体 1909円 雑誌コード
4910078930900 01909

雑誌コード

№8020

特集１「旬の写真家たちによる紅葉
ギャラリー」特集２「松尾清嗣」発表
「第21回 前田真三賞」解説「風景
07893-09 写真IDで何ができる？」

巻頭特集「秋のおでかけアクセ」秋
におすすめのトレンドを取り入れた
ビーズfriend2020年秋号
アクセサリーを紹介。「シードビーズ
で作る簡単ネックレス」特別付録
保存版スワロフスキー・クリスタル
特別本体
雑誌コード
17669-10
8月28日
1000円
ファンシー＆ラウンドストーン見本
帖付。
4910176691000 01000
使いやすいシンプルなものからおも
てなしのシーンに使えるおしゃれな
レディブティックシリーズ
デザイン。エプロンドレスなど、機能
毎日使いたいエプロン
的で毎日使えるデザインが満載。
エコバックやターバン、アームカ
8月17日 本体 1300円 雑誌コード 69699-15 バーなどの小物も紹介。全29点掲
載。実物大の型紙付。
ISBN 978-4-8347-8015-4

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

8月31日 本体 1000円
ISBN 978-4-8347-8018-5

人気のぺーパークリング作家なか
たにもとこの雪の結晶、12星座、
レディブティックシリーズ
月、アルファベットなど人気モチー
雪と星座のペーパークイリング
フで作るインテリア雑貨やアクセ
サリーを掲載。基本から応用テク
発売日 8月17日 本体 1400円 雑誌コード 69699-19
ニック、作品の作り方すべてを写
真で丁寧に解説。
ISBN 978-4-8347-8019-2
手作りマーケットからスタートし、
今では幅広い年代に人気のブラ
レディブティックシリーズ
ンド「もりのがっこう」。日々の生活
暮らしが豊かになる服作り
の中で輝ける服を掲載。シンプル
だけどどこか個性が光るデザイン
発売日 8月24日 本体 1400円 雑誌コード 69699-20
に注目。一部子ども服（90～110ｃ
ｍサイズ展開）も掲載。
ISBN 978-4-8347-8020-8

発売日

№8021

暮らしに欠かせないアイテムと
なったマスクを手作りする本。
ぴったりが見つかる！
様々なデザインのマスクを4サイ
ハンドメイドのかんたんマスク
ズ展開で紹介！オールカラーの
8月24日 本体 727円 雑誌コード 69699-21 作り方と写真プロセスでわかりや
すく解説。

レディブティックシリーズ

ISBN 978-4-8347-8021-5

№8015

発売日

秋冬に編んで着たい手編みのウ
エアを中心に紹介。シンプルで編
みやすいデザインから、編んで楽
69699-18 しい編み地など幅広く掲載。

№8019

PH手配中
武内さん

4910088330905 00964

風景写真2020年9・10月号

レディブティックシリーズ №8018
今編みたいニット秋冬2020-2021

NOW
PRINTING

特集１「タマネギ、長ネギの超攻略
法」栽培の悩みが多いこれらの野
野菜だより2020年9月号
菜を徹底的にレクチャー。特集２
「秋冬野菜育苗術」別紙付録は秋
8月3日 本体 964円 雑誌コード 08833-09 冬野菜の土づくり。この一冊で秋冬
の野菜づくりがばつちり分かる！

NOW
PRINTING

和服を着る機会が少なくなった現
代。使わなくなってタンスに眠って
いる帯を、バッグやポーチにリメイ
ク。普段使いのカジュアルデザイ
ンからおしゃれな装いに似合うも
8月4日 本体 1400円 雑誌コード 69699-17 の、毎日使いたいポーチなど36点
をご紹介。
ISBN 978-4-8347-8017-8

レディブティックシリーズ №8017
「帯」から作るバッグ

4910096470907 00864

発売日

内容

ワイヤーを布に縫いつけ、刺しゅ
うをして花を作る技法の解説書。
花の立体刺しゅう決定版
既存の本から再編集し、新しい作
品をプラス。実物の花に近い大き
8月26日 本体 1400円 雑誌コード 69699-22 さで、アクセサリーにして楽しめ
る。

レディブティックシリーズ

発売日

№8022

ISBN 978-4-8347-8022-2

帳合・番線印

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

FAX

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2020年8月発売

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

№8023

発売日

ハンドメイド作家さんの情報が満載
の雑誌「ハンドメイド日和」から作品
をセレクトした総集編第3弾。レジン
や刺しゅう、プラ板など色々なクラフ
69699-25 トのとっておきの作品とレシピが満
載です。

NOW
PRINTING

発売日

10万人以上のフォロワーを誇る人
気インスタグラマー「とくれな」の著
書。20代女性のリアルな言葉、等
身大女性が発信するメンタル術を
62459-13 数多く掲載。幅広い年代が感化さ
れる言葉が詰まった一冊。

NOW
PRINTING

発売日

初心者でも農薬に頼らずに野菜を
育てるため、害虫を捕食して減らし
てくれる頼もしい味方、益虫を畑に
増やす方法をご紹介。病気を減ら
す拮抗菌の増やし方も掲載。自然
8月31日 本体 1500円 雑誌コード 62459-14 の力を利用して安全で美味しい野
菜を育てるバイブルです。
ISBN 978-4-8347-7614-0

NOW
PRINTING

8月31日 本体 1150円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8025-3

発売日

8月31日 本体 1200円
ISBN 978-4-8347-7616-4
雑誌コード

和を楽しむ 日常着＆エプロン＆作務衣
発売日

書籍
8月17日 本体 1400円
ISBN 978-4-8347-9043-6

K44

8月26日 本体 1400円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7613-3

和服のリメイクベストセレクション 新装版
発売日

ブティックムック№1514
畑の益虫とその増やし方

NOW
PRINTING

楽しく遊んで、脳トレになあるまち
がいさがしの本。懐かしい昭和や
平成、物語、日本の四季などを
テーマにした可愛らしいイラストの
62459-16
まちがいさがしを101問掲載！

K43

ブティックムック№1513
悪口、気にしたら負けな理由

NOW
PRINTING

内容

ブティックムック№1516
脳活性まちがいさがし101問

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8025
ハンドメイド日和総集編 vol.3

PH手配中
(坂部さん）

ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

人気のリフ編み、クロコダイル編
み、玉編み、ジグザグ模様、ババリ
アンズテッチなど、ふんわりもこもこ
かぎ針編みのふわもここもの
した編地が楽しめるかぎ針編みこも
の集。ポーチ、がま口、巾着、マフ
8月31日 本体 1300円 雑誌コード 69699-23 ラー、ストール、帽子、バッグなど全
45点。
ISBN 978-4-8347-8023-9
レディブティックシリーズ

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。

書籍
8月31日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-9044-3

K45

丸林さんちが作る味わいのある小
さな家具のレシピ本。道具や基本
の紹介。作り方を全てプロセス写
真と図でわかりやすく解説。

丸林さんちの家具づくりＤＩＹレシピ
発売日

素敵な和柄を使うとおしゃれに見
える日常着＆エプロン＆作務衣を
ご紹介。全44点。9・11・13号サイ
ズ展開、実物大の型紙付。既刊
のレディブティックシリーズに掲載
された中から、人気の作品を厳選
し、再編集した一冊。
月刊誌レディブティックに掲載した
「和服のリメイク」作品から人気の
デザインを厳選。また和服のリメ
イクを始める前に知っておきた
い、和服の知識やリメイク前の手
順、また困ったときの対処法など
も掲載。

書籍
9月2日 本体 1500円
ISBN 978-4-8347-9045-0

最新のヒット曲及びここ数年ロング
ヒットとなっている曲を楽譜で厳選
コレクション。見やすい1曲2ページ
のコード付き大きねメロディー譜。
62459-15 巻末にギターコード、ピアノコード一
覧付。

ブティックムック№1515
大きめ楽譜の最新ヒットBEST53

NOW
PRINTING
発売日

8月31日 本体 1500円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7615-7

㈱ブティック社

帳合・番線印

注文日付

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

TEL
FAX

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

ご担当者名

年

月

日

注文冊数

