ブティック社の本

2021年10月発売

ISBNコード/誌名

表紙

野菜だより2021年11月号
NOW
PRINTING
発売日

10月1日
991円 雑誌コード
4910088331117 00991
特別本体

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

有機の家庭菜園虎の巻 段ボール
箱で超カンタン生ごみ堆肥づくり
名人達に教わるイチゴづくりQ＆A
2週間でできる黄ニラの育て方 日
08833-11 本ホウレンソウの育て方など。【別
冊付録：2022年菜園手帳】

ISBNコード/誌名

表紙

№8179

PH
5/25

№8180

風景写真2021年11・12月号
特集：哀愁の美学 紅葉から初雪
へ

NOW
PRINTING
発売日

10月20日 本体 1909円

雑誌コード

07893-11

4910078931112 01909
レディブティックシリーズ №8175
ハンドメイドのかんたん子ども服
2021-2022秋冬

NOW
PRINTING

発売日

気軽に作れる90〜120cmサイズの
秋冬の子ども服と小物を豊富なデ
ザインで紹介。おしゃれなふだん着
や、フリースやボアなどの秋冬らし
69700-75
いアイテムなど多数掲載！

№8181

NOW
PRINTING

10月6日 本体 1150円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8175-5

レディブティックに掲載した「着物の
リメイク」作品の中から、人気の高
い「大島紬」の作品を厳選してまと
めた製図集。アウターやトップス、
ワンピース、ベストなどアイテム別
10月11日 本体 1300円 雑誌コード 69700-76
で紹介のほか、バッグや帽子、アク
セサリーなども掲載。
ISBN 978-4-8347-8176-2

レディブティックシリーズ №8176
大島紬をモダンな服と小物に─

画像手配中

発売日

伝統柄だけでなく、オリジナル柄を
一目刺し、くぐり刺し、模様刺しで自
由に刺し子を楽しむ一冊。ふきんを
メインに、コースター、ポットマットな
69700-77 ど、仕立てやすいアイテムを中心に
掲載。

レディブティックシリーズ №8177
自由に楽しむ刺し子のふきん

画像手配中

発売日

10月11日 本体 1200円

雑誌コード

内容

シンプルで使い勝手のよいこだわ
りのバッグを掲載。ショルダーバッ
レディブティックシリーズ
グ、トートバッグを中心にラウンド
こだわりのバッグ
バッグ、メッセンジャーバッグ、ポ
シェット、サコッシュの中から9作
発売日 10月26日 本体 1400円 雑誌コード 69700-79
品を写真で詳しく解説。キルト＆
バッグ作家ナヲミ著。
ISBN 978-4-8347-8179-3
かんたんに編めるまっすぐな形を
中心に、程良く流行を取り入れた
レディブティックシリーズ
今風のデザイン満載のニット本。
かんたん楽しい！手編みの時間vol.7
レディス、ハイミセス、メンズ、キッ
ズ、ベビーまで幅広い年代を網
発売日 10月13日 本体 1000円 雑誌コード 69700-80
羅。わかりやすい編み物の基礎
BOOK付き。
ISBN 978-4-8347-8180-9
レトロな雰囲気が年代を問わず人
気の手編みのおざぶ、円座と角
レディブティックシリーズ
座。立体的な花モチーフから幾何
かぎ針編みの円座と角座
学模様まで、デザイン豊富にすべ
て詳しい編み方つきで36点掲載。
発売日 10月18日 本体 1200円 雑誌コード 69700-81
一部の作品は写真の部分解説付
き。
ISBN 978-4-8347-8181-6
買いたい服がないなら、作ればい
い！ 人気ソーイング作家が作る
「この冬作って着たい服」大特集。
コート、パンツ、ブラウス、ワン
69700-82 ピースまで、作り映えする作品が
揃います。

レディブティックシリーズ №8182
COTTON FRIEND SEWING vol.7
発売日

10月26日 本体 1300円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-8182-3

伝統的な編み地を用いて作る、
ちっちゃなかご。1巻（5m）を使い
改訂版 エコクラフト1巻(5m)で作る
切る小さな作品なので、初心者で
ちっちゃなかごと小物入れ
もチャレンジしやすい作品を含
め、短時間にでき上がって達成感
発売日 10月26日 本体 1300円 雑誌コード 69700-83
もあり、大きな作品へのヒントが
いっぱい。
ISBN 978-4-8347-8183-0
レディブティックシリーズ

画像手配中

ISBN 978-4-8347-8177-9

№8183

個性溢れる和布を使ったお洒落服
と日常着、こものをご紹介。人気の
着物リメイクや帯リメイク、古布を
使った暮らし着とこもの類も充実。
季節を感じるお飾りやアクセサ
10月13日 本体 1100円 雑誌コード 69700-78
リー、今や必需品ともなったマスク
なども。
ISBN 978-4-8347-8178-6

レディブティックシリーズ №8178
和布ソーイングvol.17

NOW
PRINTING

発売日

帳合・番線印

注文日付

㈱ブティック社

ご担当者名

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3
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

ブティック社の本

2021年10月発売

ISBNコード/誌名

表紙

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

ISBNコード/誌名

表紙

近年人気の「マクラメのインテリア
雑貨」。基本の結びを覚えれば、初
レディブティックシリーズ
心者でもかんたんに素敵なタペスト
はじめて作るマクラメ
リーが作れる。タペストリーの他、
コースターやテーブルランナー、プ
10月26日 本体 1300円 雑誌コード 69700-84
ラントハンガーなど雑貨の作り方も
写真プロセスで丁寧に解説。
ISBN 978-4-8347-8184-7

№8184

画像手配中
発売日

レディブティックシリーズ

発売日

10月28日 本体 1050円

雑誌コード

季節感のあるキルトを飾って暮らし
を豊かに。四季のフルーツポーチ
や花アップリケ、歳時記キルトに加
え、普段使いのインテリアやバッグ
69700-85
も掲載。干支のトラの作品も登場。

ブティックムック

発売日

発売日

№8186

10月28日 本体 1500円

雑誌コード

色々なテクニックを使用して、折り
紙表現の可能性を探求した本。完
成作品とその解説を見て驚き、折っ
てみて納得するこれまでにない折り
69700-86
紙の世界が広がる一冊。

ゴッホやフェルメール、モネなどの
有名な絵画を鑑賞しながら楽しく脳
有名な絵画のまちがい探し
トレができるまちがい探しの本。名
画の豆知識やトリビアなども掲載さ
10月26日 本体 1050円 雑誌コード 62459-69 れていて、知識欲も同時に満たさ
れるお得な一冊。

発売日

ブティックムック

発売日

№1569

№1570

EXALIVE Vol.9
発売日

10月26日 本体 1400円

雑誌コード

№1572

まるで万華鏡のようなかわいい
ディズニーの塗り絵で心を癒しま
しょう。ミッキー＆フレンズやプリン
セス、ヴィランズ、アナと雪の女
62459-72
王、ピクサーなど32点掲載！

10月28日 本体 1200円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7672-0
ブティックムック

№1573

こどもから大人まで楽しめるシル
バニアファミリーの可愛い写真が
いっぱいのまちがいさがし！家族
でお友達とひとりでじっくりと、いっ
62459-73
ぱい遊べるよ。

シルバニアファミリー まちがいさがし

NOW
PRINTING

発売日

ISBN 978-4-8347-7669-0
ブティックムック

雑誌コード

魔法の ディズニー 万華鏡塗り絵

ISBN 978-4-8347-8186-1
ブティックムック

10月28日 本体 800円

30日間で無理なく綺麗な文字が
身に付くペン字練習帳の本。ひら
がなや漢字それぞれの文字のポ
イントもしっかり学べます。書き込
62459-71 み式ですぐに始められるのもうれ
しい！

ISBN 978-4-8347-7671-3

表現を探求する新しい折り紙

画像手配中

№1571

大人のペン字練習帳

ISBN 978-4-8347-8185-4
レディブティックシリーズ

№1565

ISBN 978-4-8347-7665-2

№8185

パッチワーク教室特別号
キルトで彩る四季の暮らし

あなたと相性が良いのは、どんな
神さま＆仏さま？神仏について詳
神さま・仏さまとのご縁のつなぎ方
しく知れば、満願成就まちがいな
し。累計20万部超えの人気著者
10月27日 本体 1300円 雑誌コード 62459-65 が、運が爆上がりする作法を伝
授！愛新覚羅ゆうはん著。
ブティックムック

発売日

内容

10月28日 本体 1000円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7673-7

数々の受賞作品を生んだ、全国の
有名ガーデンデザイナーエクアライ
ブ」の施工実例集第９弾。「こんな
お庭がほしい！」を実現させた、全
62459-70 国約50の実例を厳選！【永久保存
版】

ISBN 978-4-8347-7670-6

帳合・番線印

注文日付

㈱ブティック社

ご担当者名

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3
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

