ブティック社の本
ISBNコード/誌名

表紙

NOW
PRINTING

2021年7月発売
内容

とじこみ付録 実物大の型紙付 楽
しく作っておしゃれに着回す 夏の
レディブティック2021年8月号
トップス／わかりやすい縫い方イラ
スト解説付き 和風の形を洋布で作
る リラクシングカジュアルウェア／
発売日 7月7日 本体
864円 雑誌コード 09647-08 かこみ製図で作る 着痩せが叶う
服 他。
4910096470815 00864
ちょっとした作り方の工夫で瞬時に
種類や表情、大きさが変わる、
レディブティックシリーズ
2wayの顔を持つ使い勝手の良い
毎日使える2wayバッグ
バッグ。ポーチ、ポシェット、ショル
ダー、バックパック、巾着、トート、
発売日 7月5日 本体 1400円 雑誌コード 69700-40
リュック、エコバッグといろいろな形
をご紹介。
ISBN 978-4-8347-8140-3

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。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8141
ハンドメイドの帽子BOOK

NOW
PRINTING

帽子作家のmamecoさんが提案す
る、手作り帽子の作品集。かぶるだ
けでおしゃれに決まる、いろいろな
帽子を紹介。クロッシェとキャスケッ
69700-41
トのプロセス写真解説付。

東宮編集長
PH手配中

アイロンビーズですみっコぐらしの
かわいいこものが作れる本。メイン
キャラクター5点を作るための材料
と道具がついていて、買ってすぐに
作れます。使ったり飾ったりできる
価格 1350円 雑誌コード 69700-42
アイテムが多く、作った後も楽しめ
ます。
978-4-8347-8142-7

7月5日
ISBN

発売日

巻頭特集は「Welcome Wedding」。
人気作家が描くアイテムが人生の
晴れの日を飾ります。その他の特
集は「ハロウィン」「Merry
69700-43 Christmas！」「お正月」。シーズン
に間に合うように季節を先取り！

レディブティックシリーズ №8143
ペイントフレンドVol.47

NOW
PRINTING
発売日

発売日

雑誌コード

紙に刺しゅうした作品を集めた一
冊。贈り物やカード、飾り物として
使用できるかわいい作品がいっ
ぱい！布に刺しゅうすることも可。
69700-47 巻末には、切って使える図案プリ
ント入り厚紙のとじ込み付録付。

7月14日 本体 1400円
ISBN 978-4-8347-8147-2
雑誌コード

アルファベットとそれに関係するモ
チーフの折り方を100点以上掲載
した折り紙本。手先を使う作業「折
り紙」で子どもの記憶力や思考力
を高めつつ、楽しみながら英語を
7月14日 本体 1200円 雑誌コード 69700-48 覚えることができる、新感覚の知
育折り紙本。
ISBN 978-4-8347-8148-9
ソーイング初心者でもかんたんに
レディブティックシリーズ
作れる服を紹介。途中で挫折しな
初心者さんのための
いよう、多少ミシン縫いが曲がっ
かんたん服作りバイブル
ていてもきれいに仕上がるよう
に、ポイントを押さえて解説！トッ
雑誌コード
69700-49
7月27日 本体 1400円
プス、ワンピース、ボトムなど全25
点掲載、実物大の型紙付。
ISBN 978-4-8347-8149-6

№8148

№8149

和田副部長PH
手配中
発売日

№8144

付録つきですぐ作れる！
パラコードアクセサリー

7月14日 本体 1600円
ISBN 978-4-8347-8146-5

レディブティックシリーズ
ABC折り紙
発売日

7月8日 本体 1350円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8143-4
レディブティックシリーズ

NOW
PRINTING

浜口さん
PH手配中

「アトリエ Fil」の刺しゅうのレッスン
本。大人の女性が好むアイテムを
128ページ掲載。21種類の刺しゅ
うの順序を写真でレッスンし、また
69700-46 使用したステッチは全てイラストで
も刺し方を解説。

レディブティックシリーズ №8147
季節を楽しむ 紙刺しゅう
発売日

レディブティックシリーズ №8142
パーラービーズ で楽しむ！かんたん、
かわいい すみっコぐらしのこもの

糸、針、用具、布や、用語、並ぬ
い、返しぐしぬいなど基本のぬい
方、部分ぬい、着物リメイクの基
本とその方法を詳しく写真プロセ
スとイラストでご紹介。手ぬいで作
7月28日 本体 1500円 雑誌コード 69700-45 る服とこもの、着物リメイクの作品
も掲載。
ISBN 978-4-8347-8145-8

レディブティックシリーズ №8146
刺しゅうのレッスンと図案集
発売日

7月5日 本体 1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8141-0

発売日

NOW
PRINTING

三城さん
PH手配中

内容

レディブティックシリーズ №8145
手ぬいの基本レッスン
発売日

№8140

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

ブ
ティ
ック
社内

キャンプやアウトドアにぴったり！
頑丈でカラフルなパラコードを使っ
たアクセサリーの本。ブレスレットや
キーリングなどのアイテムがいっぱ
69700-44 い。ブレスレットが作れる材料キット
付き！

7月8日 本体 1100円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8144-1

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

レディブティックシリーズ

毎日のエプロン

NOW
PRINTING
発売日

家事が楽しくなるような、多種類
のエプロンを掲載。定番からかっ
ぽう着、そのまま外に着て行ける
ジャンスカタイプなど。ターバンや
69700-50 アームカバー、買い出しに使える
バッグなどの小物もご紹介。

№8150

7月28日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-8150-2

帳合・番線印

雑誌コード

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

2021年7月発売

ISBNコード/誌名

表紙

人気イラストレーターmizutamaさん
のぬりえ本。大ヒットした「かんたん
サクッと気軽に楽しめるぬりえ帖
かわいい ぬり絵帖」の第２弾！色
鉛筆の使い方や、模様の描き方テ
7月13日 本体 1000円 雑誌コード 62459-50 クニックなども紹介。少ない色数で
もかわいく仕上がるのも魅力！
ブティックムック

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。
表紙

注文冊数

NOW
PRINTING

発売日

発売日

うちのガイックさん

NOW
PRINTING
発売日

数字ごとに決められた色を塗るだ
けで、色鮮やかな和の塗り絵が完
脳活性！和のパズル塗り絵
成します。1日1枚楽しんで脳が活
性！動物や季節の可愛い和のパ
雑誌コード
62459-52
本体
7月28日
1200円
ズル塗り絵30点を掲載！

動物クイズ102問
開発品
7月27日 価格 1300円
ISBN 978-4-8347-6741-4

D42
WHERE’S THE ZOMBIE？
ゾンビをさがせ！

NOW
PRINTING
発売日

開発品
7月9日 価格 1300円
ISBN 978-4-8347-6744-5

№1552

D41
発売日

開発品
7月27日 価格 1300円
ISBN 978-4-8347-6743-8

D44

K54

開発品
7月27日 価格 1500円
ISBN 978-4-8347-6742-1

まる、今日は何してた？

井上ゆさん

ISBN 978-4-8347-7652-2

佐々木部長

数字に従って決まったマスを塗っ
ていくだけで、立体的で本格的な
絵が浮かび上がるパズル塗り絵。
素敵な野生動物の絵を堪能しよ
う。

№1551

ISBN 978-4-8347-7651-5

坂部さん

D43
パズル塗り絵 世界の野生動物編

佐々木部長

遊びながら集中力・思考力がアップ
てんつなぎ、せんつなぎもあるよ！
する！めいろ、まちがいさがし、えさ
めいろ まちがいさがし えさがし
がし、てんつなぎがいっぱいのゲー
ムブック。絵は人気イラスト作家な
雑誌コード
発売日 7月14日 本体 1200円
62459-51
かさこかずひこさん。

ブティックムック

内容

№1550

ISBN 978-4-8347-7650-8
ブティックムック

ISBNコード/誌名

発売日

書籍
7月27日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-9054-2

インスタグラマー「ヒロコ」のコミッ
ク。思わず笑ってしまいそうな、フ
ランス人彼氏とのユニークなエピ
ソードが楽しめる。特別描き下ろし
やインタビューなど、インスタでは
見れない要素も！ステッカーの付
録つき。
幼児の行動は、毎日おもしろく、
ふしぎで、そしてとても愛しい…！
４才の息子「まる」と「ママ」、そし
て飼い猫「にゃあた」。２人と１匹で
暮らす「ひなたに家」の優しい日常
を描いたコミックエッセイ。

コウモリはどうして逆さまになって
眠るの？オカピの足はなんで臭い
の？アリクイの舌はどのくらい長
い？クイズを解きながら、私たちと
ともにこの地球に生きている素晴ら
しい動物たちについて学びましょ
う。
世界で大人気の絵本がついに日本
に上陸！各ページから指定のゾン
ビを探し出し、さらに暗号をといてゾ
ンビから世界を救おう！ちょっぴり
怖いけどワクワクしちゃう、子どもか
ら大人まで夢中になれる一冊。頭を
フル回転して楽しめる。

㈱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

