ブティック社の本

2021年1月発売

ISBNコード/誌名

表紙

NOW
PRINTING
発売日

注文冊数

№8085

フローラル【花を描く】おひなさま
バレンタインに贈るtole painting
初心者にも描けるバウエルン
マーレライ他 初心者も上級者
69699-76 も、描くことにときめく人の為の
一冊。

レディブティックシリーズ

発売日

マスク作りをきっかけにミシンを
はじめた方も作れる、布こもの
の本。マスクの次に作りたいエ
コバッグ、ポーチ、おうちこもの
雑誌コード
69699-77 など、今欲しいアイテム全56点
1月19日 本体 1200円
掲載。とじ込み付録で、実物大
の型紙付。
ISBN 978-4-8347-8077-2

レディブティックシリーズ №8077
ミシンで楽しむ布こもの
発売日

発売日

本体

ひな祭り、こどもの日、ハロウィ
ン、クリスマス、お正月、節分な
どのイベントにぴったりのお飾り
69699-78 全24点掲載。

㈱ブティック社

1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8079-6

1月25日

本体

はき心地はラクなのにすっきりと
したキレイなシルエットのサロ
ペットとパンツを紹介。オール
シーズン着こなしが楽しめる、今
雑誌コード
69699-80 すぐ作りたい旬のデザインを20
1月26日 本体 1200円
点掲載。M・L・LLの3サイズ。実
物大の型紙付。
ISBN 978-4-8347-8080-2
通園通学に必要なアイテムを57
点掲載。ソーイングビギナーさ
んでも安心の写真プロセスレッ
スンやイラストレシピで、作り方
1月28日 本体 1300円 雑誌コード 69699-81 をわかりやすく解説しました。こ
の一冊で通園通学アイテムがす
べて作れる決定版。
ISBN 978-4-8347-8081-9

レディブティックシリーズ №8081
Cotton friend kids for school

1150円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8078-9

1月19日

暮らしを快適にしてくれるのは
ゆったりしたシルエットや素肌に
心地よい素材にこだわった日常
着。普段のおしゃれを楽しみた
69699-79 い、気分が上がる日常着と小物
を31点ご紹介。

レディブティックシリーズ №8080
作りたくなるサロペットとパンツ

レディブティックシリーズ №8078
おうち時間を豊かにする
フェルトのつるし飾り
発売日

№8079

心地よい日常着

1350円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8076-5
本体

内容

身近なエコ素材、「ペットボトル
レディブティックシリーズ
キャップ」。貼ったり、縫ったり、
ペットボトルキャップ リサイクル
ちょこっと手を加えるだけで、素
アイディアBOOK
敵な小物にリサイクル。ミニチュ
発売日 1月15日 本体 1150円 雑誌コード 69699-85 アバスケットや小物入れ、ピン
クッション、知育おもちゃ、和モ
チーフや季節のお飾りなど。
ISBN 978-4-8347-8085-7

№8076

ペイントフレンドVol.45
1月12日

ISBNコード/誌名

表紙

●NEOボタニカル＆ニュアンス
の春アート●夢カワ×毒カワ●
ネイルUP！2021年3月号
第７世代研究会（ネイリスト同士
が対談しながら最新ネイルアー
1月22日 本体 627円 雑誌コード 07225-03 トの裏技など●ママレッスン（卒
業式や入学式に合わせたデザ
イン） 他
4910072250318 00627

レディブティックシリーズ

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。

発売日

帳合・番線印

〒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）

注文日付

※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

ブティック社の本
ISBNコード/誌名

表紙

PHある

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

本体

羽二重布とちりめんで作るつま
み細工を四季のモチーフと花の
アクセサリーの２テーマで展開。
作り方を写真プロセスで詳しく解
説。付録にピンクと白の羽二重
雑誌コード
69699-84
1月28日 本体 1400円
布（約10cm×22cm）各１枚の計
２枚。
ISBN 978-4-8347-8084-0

ブティックムック

№1528

一度食べ終わった後、捨てる部
分を水につけて発根させ、再び
再収穫させる【リポベジ】野菜の
62459-28 育て方を紹介する本。

キッチンからはじめる再生栽培

NOW
PRINTING
発売日

本体

発売日

№1529

アコースティックギターの弾き方
を一から学べる本。基本的なテ
アコースティックギター入門
クニックを習得して、最新のヒッ
ト曲及びここ数年ロングヒットと
1月18日 本体 1500円 雑誌コード 62459-29 なっている曲を弾けるようになろ
う。

ブティックムック

PHある

K51
脳がイキイキ！折り紙手芸決定版
発売日

書籍
1500円
ISBN 978-4-8347-9051-1

1月26日

本体

帳合・番線印

1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7628-7

1月15日

ISBN 978-4-8347-7629-4

㈱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

№1530

ISBN 978-4-8347-7630-0

レディブティックシリーズ №8084
改訂版 つまみ細工の可憐な花々
発売日

内容

本書には世界中の美しい風景
が２枚ずつ掲載されている。左
美しい世界の風景まちがい探し
右のページを見比べてみると、
写真の一部にわずかな違い
発売日 1月19日 本体 1000円 雑誌コード 62459-30 が！まちがいを探しながらワク
ワクする旅に出かけよう。

ブティックムック

大人気折り紙作家・いしばしな
おこが作り出す「季節のイベン
ト」を彩る折り紙作品。折って楽
69699-83 しい、飾ってかわいい作品を
たっぷり82点収録。

1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8083-3

1月28日

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ №8083
いしばしなおこの季節の折り紙
発売日

NOW
PRINTING

2021年1月発売

注文日付
ご担当者名

年

月

日

「三角パーツ」をブロックのよう
にさし込んでいくことで、モチー
フを作り出す折り紙手芸の本の
決定版。指先の運動と、反復作
業は脳にもよい影響を与えると
言われている。大判サイズで作
り方も見やすい！

注文冊数

