ブティック社の本

2021年12月発売

ISBNコード/誌名

表紙

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。
注文冊数

新春恒例企画は、美味しすぎる夏野
菜のタネが265名様に当たる大プレ
野菜だより2022年1月号
ゼント！他には「じゃがいも名人にな
る」「夏野菜の苗づくり」「みんなのア
イデア収納術」など盛りだくさんな一
12月3日 本体 964円 雑誌コード 08833-01 冊。
4910088330127 00964
【特別付録：菜園カレンダー】
特集「ワンパッチキルト」／新連載
パッチワークのための刺しゅうワー
ク／形がきれいな口金バッグ＆ポー
チ／プリントが主役のパッチワーク
17507-01 など。
【特別付録：特製カレンダー】

ISBNコード/誌名

表紙

発売日

発売日

12月3日 特別本体 973円 雑誌コード
4910175070127 00973

創刊20周年記念イヤーの今年は、
ハンドメイドで欲しいもの！を実現す
コットンフレンド2021-2022年冬号
る雑誌として、作りやすくて使ってみ
たいバッグやポーチ、生活雑貨を提
案。
特別本体
雑誌コード
13625-01
12月7日
1000円
【特別付録：フレンチジェネラル
4910136250124 01000
のカットクロス25×20cm】

風景写真2022年1・2月号
NOW
PRINTING
発売日

NOW
PRINTING
発売日

2045円 雑誌コード
4910078930122 02045

12月20日

特別本体

特集「冬の美術館 アイスバブル、
氷彩、フロストフラワー、ジュエリー
アイス、氷晶」／技法・ガイド アート
を愉しむ冬の休日 美しい氷の見つ
07893-01 け方＆撮り方など【特別付録：美
しい風景写真100人展 冊子】

表紙：益若つばさ
NAIL EXPO 新商品情報／オーロ
ネイルUP！2022年冬号
ラ、マグネット、グリッター きらめく
ネイルのすべて／一生使える！セ
12月10日 本体 627円 雑誌コード 07225-01 ルフネイルデザイン図鑑／ネイルオ
イル博覧会など。

発売日

№8201

発売日

12月16日 本体 1227円

雑誌コード

4910120450127 01227

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

1～4玉で気軽に編める、マフラー、
ストール、ショール、ケープ、帽子、
バッグなどのこものを集めた一冊。
大人世代に合うおしゃれなデザイ
69701-01
ン満載で、全４４点掲載。

12月6日 本体 1100円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8201-1

№8202

レディブティックシリーズ
シルバニアファミリーの
楽しい着せかえ服とこもの
発売日

着せかえソーイング本の第３弾。
毎日服はもちろん、レトロな学生
服、野球のユニフォーム、郵便屋さ
ん、おまわりさん、サーカスなどの
69701-02 コスチュームや赤ちゃんサイズの
お洋服も充実。

12月8日 本体 1150円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8202-8

№8203

レディブティックシリーズ
増補改訂版
パイナップル模様の大人のニット
発売日

12月13日 本体 1200円

雑誌コード

パイナップル模様のウェアと小物
を集めた作品集。全体に模様を入
れたものから部分的に使ったもの
までバリエーション豊かに紹介。既
69701-03
刊誌を再編集した一冊。

ISBN 978-4-8347-8203-5

フェルトで作る和風なデザインのお
飾りを紹介。つるしタイプと置きタイ
改訂版 フェルトで作る
プを29点掲載。季節ならではのモ
かわいい和のお飾り
チーフから、和菓子や和花などの
モチーフを使った素敵なお飾りを
12月15日 本体 1200円 雑誌コード 69701-04
作って、おうち時間を豊かに過ごし
ISBN 978-4-8347-8204-2
てみませんか？
園や学校生活に必要な基本アイテ
レディブティックシリーズ
ムがすべて作れる一冊。手さげ
最新版 超初心者でも作れる！
バッグ、上ばき入れ、お着替え袋
きほんの通園通学グッズ
の3点セットをはじめ、保育園バッ
グ、お弁当セットを超初心者でもわ
12月21日 本体 1150円 雑誌コード 69701-05
かるように詳しい写真解説で紹
ISBN 978-4-8347-8205-9
介。
レディブティックシリーズ

発売日

№8204

№8205

エクステリア＆ガーデン2022年冬号
発売日

12月2日 本体 1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-8199-1

レディブティックシリーズ
大人世代の手編みこもの

4910072250127 00627

特集 照明が生み出す光と影「影が
主役のライトアップ外構」／こだわり
の門まわり／グリーンのある空間／
おしゃれなカーポートがあるエクステ
12045-01
リアなど。

通園・通学グッズ全51点。入園入
学準備に使える定番のアイテムか
ら日常や授業などで使える便利な
アイテムまで盛り沢山。初心者の
69700-99 方にも分かりやすく安心して作れる
一冊です。

№8199

レディブティックシリーズ
COTTON FRIEND Kids! for school vol.2

パッチワーク教室2021-2022年冬号

雑

内容

発売日

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

2021年12月発売

ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

SNSで人気の刺しゅう作家「おひつ
じ」著、「図案なしでも出来る刺繍」。
ぶきっちょさんでもできる
本著オリジナルの刺しゅうなどを掲
かわいい刺しゅう
載。一部作品については作り方を解
説するQRコードも掲載。本と動画を
12月21日 本体 1300円 雑誌コード 69701-07
見ながら刺しゅうをより身近に楽しも
ISBN 978-4-8347-8207-3
う。
型紙を使わないからラクに楽しめる
新感覚のペーパーフラワーの作り方
レディブティックシリーズ
とアレンジ方法を説明した一冊。作り
ペーパーフラワーの時間
方はすべて写真で解説。カラフルで
華やかなペーパーフラワーと過ごす
12月21日 本体 1300円 雑誌コード 69701-08
癒しのひとときを体感してみません
ISBN 978-4-8347-8208-0
か？
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。

№8207

発売日

発売日

ISBN 978-4-8347-7680-5

NOW
PRINTING
発売日

ISBN 978-4-8347-7676-8
ブティックムック

№1577

すごろくブック30
発売日

とってもたのしいすごろくを大きくて
見やすいB4判サイズでたくさん掲
載！男の子も女の子もみんなで楽し
めます。お友達と家族といっしょに
62459-77
たっぷり遊んでください。

12月8日 本体 1300円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7677-5

№1580

大きな見本をつけた書き込み式、
こども向けのひらがな練習帳。遊
改訂版 正しくきれいに書ける
び要素もあるので楽しく学べます。
ひらがな練習帳
著者のお手本を重ねて自分の文
12月21日 本体 1150円 雑誌コード 62459-80 字がチェックできる透明シート2枚
の付録つき。カタカナも学べます。
ブティックムック

№1576

3～5歳対象、30日間で楽しみながら
絵が上手にかけるようになるお絵か
改訂版 30日で絵がじょうずになる
きブック。なぞりがきや自分でかく練
おえかきブック
習を取り入れ、基本の線や形の練
12月2日 本体 1000円 雑誌コード 62459-76 習から、食べ物や乗り物、人などが
かけるようになります。
レディブティックシリーズ

№1579

ISBN 978-4-8347-7679-9

№8208

発売日

毎日たっぷり楽しめる脳トレの問題
を150問掲載！まちがいさがし、点
脳活性ドリル150問 vol.3
つなぎ、計算。漢字など一冊で
色々な問題が楽しめます。中でも
12月21日 本体 900円 雑誌コード 62459-79 人気の漢字の問題を多く掲載。脳
科学者 篠原菊紀監修。
ブティックムック

発売日

内容

人気イラストレーター、カモさんの
塗り絵本。広場のマーケットやくだ
カモさんのおしゃれなぬりえ
もの屋、おはな屋、パン屋さんなど
ときめきマルシェ
マルシェを旅しながら、いろいろな
塗り絵を楽しもう。塗り方のコツや
12月21日 本体 1000円 雑誌コード 62459-81
色見本もついていて、だれでも楽し
ISBN 978-4-8347-7681-2
く遊べます。
ブティックムック

№1581

ブティックムック

№1582

初心者向けのギター基礎講座やギ
ターコード一覧があるので、練習に
ぴったり。最新のヒット曲から定番
のベストヒット曲をギターコード10
62459-82
個のかんたんアレンジで掲載。

ベストヒット コード10個で
ギター弾き語り初心者定番曲集

NOW
PRINTING
発売日

12月21日 本体 1500円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7682-9

美しい景色を見たり、おいしいグルメ
を食べたり、温泉に入ったり、まるで
ブティックムック
日本全国を旅行しているような気分
旅する気分でまちがい探しー日本編ー
で楽しめるまちがい探し。脳トレに
よって認知症予防にも最適。写真を
発売日 12月16日 本体 1000円 雑誌コード 62459-78
見ているだけで心のリフレッシュに
ISBN 978-4-8347-7678-2
も。医学博士監修。

№1578

NOW
PRINTING

㈱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

