ブティック社の本

2021年5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

実物大の型紙付「パーソナルカ
ラーで選ぶ私が輝く服」「かこみ
製図で作る 丁寧な暮らし服」
「絞染めの着物 リメイクテクニッ
09647-06 ク」「5・6月号連続企画定番シャ
ツを作ろう」 他

5月7日

本体

864円

雑誌コード

4910096470617 00864
ビーズfriend2021年夏号
NOW
PRINTING
発売日

5月28日

特別本体

1000円

雑誌コード

4910176690713 01000

PH手配中

5月18日

本体

1400円

雑誌コード

パッチワーク教室で掲載した、
人気のキルト作家のパッチワー
クバッグを厳選したバッグ集。実
69700-20 物大の型紙付。

№8125

ISBN 978-4-8347-8125-0

特別付録：ビーズ織りの基礎小
冊子 巻頭特集「涼を感じる夏
アクセサリー50」「チェコビーズ
大特集」他マスク関連のアクセ
17669-07 サリーや天然石アクセサリーな
ど夏におすすめしたいトレンド情
報が満載！

レディブティックシリーズ №8120
キルト作家のパッチワークバッグ
発売日

PH手配中

内容

気軽に作れる90～120cmサイズ
の夏の子ども服と小物を豊富な
ハンドメイドのかんたん子ども服2021夏 デザインで多数掲載。夏らしいじ
んべいとじんべいドレスやはっ
発売日 5月17日 本体 1150円 雑誌コード 69700-25 ぴといった和のアイテムも紹
介！

レディブティックシリーズ

レディブティック2021年6月号
発売日

ISBNコード/誌名

表紙

からだを締め付けないゆったり
としたデザインを中心に提案し
たシニアの夏のワンピース。シ
ンプルなスタイルからアート性の
5月17日 本体 1300円 雑誌コード 69700-26 高いものまで掲載。リネンを中
心にコットン、ポリエステルと素
材も豊富。
ISBN 978-4-8347-8126-7

レディブティックシリーズ №8126
ゆったりステキな、シニアのワンピース
発売日

PH手配中

レディブティックシリーズ №8127
ほっとやすらぐ 和布のハギレ小物
発売日

5月17日

本体

1300円

雑誌コード

お気に入りの和布を使って、小
物を作りませんか？お家時間を
豊かにしてくれるものや、生活に
欠かせなくなったエコバッグ・マ
69700-27 スクなどあったら嬉しいものばか
りを豊富に掲載。

ISBN 978-4-8347-8120-5

ISBN 978-4-8347-8127-4

レディブティックシリーズ №8123
パッチワークのポーチ＆ケース

レディブティックシリーズ №8128
COTTON FRIEND SEWING vol.6

発売日

5月11日

本体

1400円

雑誌コード

かわいいデザインやポケットや
仕切り付の実用的なポーチをは
じめ、用途を考えて使いやすく
69700-23 工夫したケースを86点掲載。4作
品の仕立て方プロセス付。

NOW
PRINTING

香田あおいさん、かたやまゆうこ
さん、伊藤みちよさん、加藤容子
さんなど、人気の作家が作る「こ
の夏作って着たい服」大特集。
雑誌コード
69700-28 パンツ、ブラウス、ワンピースま
5月18日 本体 1300円
で、作り映えする作品が目白押
し！メンズアイテムも登場。
ISBN 978-4-8347-8128-1

ISBN 978-4-8347-8123-6
レディブティックシリーズ №8124
レトロで可愛いビーズリング&アクセサリー
発売日

5月24日

本体

1000円

雑誌コード

韓国発！日本でも大人気のレト
ロで可愛いビーズリングとマスク
ストラップなどが作れる本。ビー
ズ約2000粒とテグスの付録がつ
69700-24 いているので、すぐにリング作り
が楽しめます。

ISBN 978-4-8347-8124-3

㈱ブティック社

帳合・番線印

PH手配中

着るだけでコーディネートが決ま
る、ワンピースの本。シンプルな
ものから、シルエットにこだわっ
たデザインまでオールシーズン
5月27日 本体 1350円 雑誌コード 69700-29 着こなせるワンピースがいっぱ
い。S・M・Lの3サイズ。実物大の
型紙2枚付。
ISBN 978-4-8347-8129-8

レディブティックシリーズ №8129
1枚でかわいいワンピース
発売日

注文日付

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

ご担当者名

FAX: 03(3234)2135 (販売部直通）

TEL：
FAX：

※お掛け間違いのないようご注意ください

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本
ISBNコード/誌名

表紙

PH手配中

2021年5月発売
内容

レディブティックシリーズ №8130
猫にほっこり・・・和布で作るこもの
発売日

猫のモチーフのこものを、和布
で手作り。アクセサリーやポーチ
類から、バッグ、おうちこもの、
置物など、色々なアイテムをご
69700-30 紹介。既刊の「和布ソーイング」
から人気のあった作品も掲載。

1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8130-4

5月27日

本体

レディブティックシリーズ №8131
おうち時間を楽しく 気ままな手しごと
発売日

ミシン＆手縫いで作れる布小物
から、マスクネックレス、リサイク
ル雑貨、紙刺繍、編み物、水引
細工、つまみ細工、ハンギング、
69700-31 かご、刺し子など…。色々な手し
ごとを楽しめる一冊。

1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8131-1

5月27日

本体

いよいよ70歳まで働く時代が到
来する！ 年金実務に精通した
社会保険労務士が年金を増や
す働き方、得する年金のもらい
62459-37 方を徹底解説する。知らなきゃ
損する年金入門の決定版

ブティックムック №1537
あなたの年金2021-2022年版

NOW
PRINTING
発売日

1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7637-9

5月11日

本体

ブティックムック №1545
葛飾北斎 富嶽三十六景
脳活点つなぎ
発売日

脳がいきいき、葛飾北斎の富嶽
三十六景を点つなぎに。点の数
800以上の難問揃いの点つなぎ
62459-45 です。点つなぎと一緒に、絵の
解説などのも楽しめます。

1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7645-4

5月25日

本体

庭や畑、日当たりのよいベラン
ダがなくても、窓辺で野菜づくり
が楽しめる本。ペットボトルや紙
パックで作った栽培容器を利用
5月25日 本体 1400円 雑誌コード 62459-46 する方法でご紹介。時間や費用
をかけずに、気軽に野菜づくり
に挑戦できる内容の一冊。
ISBN 978-4-8347-7646-1

ブティックムック №1546
窓辺de採れたて！ミニ菜園

NOW
PRINTING
発売日

㈱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

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

内容

食べ物、ファッション、絵画、ス
ポーツ、歴史、動物、植物など、
あらゆるカテゴリーの数字に関
するどこかで披露できそうな雑
雑誌コード
62459-47 学を集め、へぇそうなんだという
5月27日 本体 1500円
気分を味わえる世界中の数字を
詰め込んだ一冊。
ISBN 978-4-8347-7647-8

ブティックムック №1547
世界を「数字」で見てみたら

NOW
PRINTING
発売日

K52
ロックミシンのソーイングテキスト 新装版

NOW
PRINTING

発売日

書籍
1500円
ISBN 978-4-8347-9052-8

5月26日

本体

ロックミシンを使いこなすための
ガイドブック。特徴、使い方、
様々な縫い方を解説。既存の本
を再編集し、新しい作品の作り
方と部分縫いをプラス。

帳合・番線印

注文日付
ご担当者名

TEL：
FAX：

年

月

日

注文冊数

