
ブティック社 2016-17秋冬ニット

㈱ブティック社
〒102-8620 千代田区平河町1－8－3

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135

TEL:

FAX:

発売日 16/09/03 注文冊数 発売日 16/09/03 注文冊数

定価 定価

1000 円+税 972 円+税

発売日 16/09/03 注文冊数 発売日 16/09/03 注文冊数

定価 定価

926 円+税 972 円+税

発売日 16/09/08 注文冊数 発売日 16/09/08 注文冊数

定価 定価

944 円+税 944 円+税

発売日 16/09/03 注文冊数 発売日 16/09/08 注文冊数

定価 定価

843 円+税 1204 円+税

ISBN 978-4-8347-4285-5 ISBN 978-4-8347-4286-2

雑誌コード 69687-85 雑誌コード 69687-86

秋冬に編んで着たい旬のプルオーバー、
羽織りものなどウエアをメインに帽子や
マフラー、バッグ、ルームシューズなどを
掲載。大人の女性向けのデザインを中心
にメンズや子ども向けも一部紹介。大判
サイズで大きく見やすい編み図つき。とじ
込み付録「手編みの基礎BOOK」

写真に撮りたくなるような、かわいい手編
みのベビーウエアやこものを紹介。プル
オーバーや前あきベストなどのウエアか
ら、スタイ、帽子、おくるみなどのこものに
加え、壁飾りやモビールなども掲載。

S4285 今編みたいニット 秋冬2016-2017 S4286 フォトジェニックな手編みのベビーニット

キッズ&ベビーに贈りたい手編みのニット
作品が満載。編みやすくておしゃれなウ
エアやこものを多数紹介。ハロウィンで使
えるクラウンや耳カチューシャとつけ鼻の
セットも掲載。

ISBN 978-4-8347-4263-3 ISBN 978-4-8347-4264-0

雑誌コード 69687-63 雑誌コード 69687-64

まっすぐの形や、袖つけなしなど気軽に
編みたくなる簡単ウエアと小物を29点紹
介。ベスト、プルオーバー、羽織りもの、
ポンチョ、スヌード、帽子、ハンドウォー
マーなど。かぎ針編みと棒針編み。

ISBN 978-4-8347-4243-5 ISBN 978-4-8347-4244-2

雑誌コード 69687-43 雑誌コード 69687-44

S4263 気軽に編んで毎日着たいニット S4264
キッズ&ベビーとびきりかわいい
手編みニット

S4243 大人の手編みスタイルVol.6 S4244 秋冬＊ミセス　手編みコレクション20

ベストを中心に、プルオーバーやカーディ
ガン、ニット小物を紹介。シンプルなベス
トからラメ糸を使った華やかなベスト、
ゆったりとしたシルエットのフレアーカー
ディガン、コサージュ付きのベレー帽など
おしゃれなデザインが満載。

ボトルネックのプルオーバーやラグランス
リーブのベスト、カーディガン、かぎ針編
みのキャップなどを掲載。着回しにも便
利な、つけ衿とセットになったベストやプ
ルオーバーも紹介。

ベストやプルオーバー、カーディガン、
ニット帽などを掲載。ロングカーディガン
やチュニックベスト、袖付けのないドルマ
ンスリーブのプルオーバーなど、気にな
る体型もカバーできるおしゃれなデザイ
ンが満載。

ISBN 978-4-8347-4240-4 ISBN 978-4-8347-4241-1

雑誌コード 69687-40 雑誌コード 69687-41

初めて手編みをする人でもチャレンジし
やすい大きくて見やすい編み図と、プロ
セスを分かりやすく写真で解説した1冊。
マフラーやスヌード、まっすぐ編みのベス
トやプルオーバーなど、かぎ針編みと棒
針編みのウエアと小物を24点掲載。

注文日付　　　年　　　月　　　日

ご担当者様名:

S4240 大人が始める手編み S4241 5歳若く見える　大人のニット秋冬



ブティック社 2016-17秋冬ニット小物

㈱ブティック社
〒102-8620 千代田区平河町1－8－3

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135

TEL:

FAX:

発売日 16/10/07 注文冊数 発売日 16/10/18 注文冊数

定価 定価

787 円+税 1000 円+税

発売日 16/08/04 注文冊数 発売日 16/09/08 注文冊数

定価 定価

944 円+税 1111 円+税

発売日 16/09/29 注文冊数 発売日 16/09/08 注文冊数

定価 定価

1389 円+税 880 円+税

発売日 16/09/08 注文冊数 発売日 16/09/08 注文冊数

定価 定価

907 円+税 1204 円+税

ISBN 978-4-8347-4287-9 ISBN 978-4-8347-4289-3

雑誌コード 69687-87 雑誌コード 69687-89

表紙：トリンドル玲奈　大人の女性からハ
イミセス、メンズ、キッズ、ベビーと幅広い
年代を対象にした作品展開で、85点掲
載。ウエアを中心に、巻きものや靴下な
どの小物も紹介。とじ込み小冊子付き。
一部の基礎を動画で配信。

キュートなディズニーキャラクターがエコ
タワシに！サッと手にはめて、キッチンや
バスルームを洗剤なしでキュキュっとお
掃除。パペットや編みぐるみタイプで、子
どもにも喜ばれるかわいいタワシが満
載。

おばあちゃま世代に似合う、少ない玉数
で編めてコーディネートのポイントになる
こものを42点掲載。1～3玉で編めるミニ
ストールや帽子、4～7玉で編めるゆった
りとしたスヌードやストール、ケープなど
を紹介。

かぎ針編みの円座、角座、ルームシュー
ズを中心におうち小物を36点掲載。人気
のリフ編みやコイル編みなど、注目の編
み地の作品も満載！

かぎ針編みの基本テクニックを学びなが
ら、35種類のカラフルな花が編める。完
成した花をつなげた作品の作り方も紹
介。編み図と詳しい写真解説を確認しな
がら編み進めることができる一冊。

S4287 手編みであったかおうちこもの S4289 1～3玉で編める大人世代の手編みこもの

ハマナカの「アンデミルミル」を使ったお
しゃれなニットこものを紹介。マフラーや
バッグ、帽子、ハンドウォーマー、レッグ
ウォーマー、スヌードなど初心者でもかん
たんにできるアイテムが満載！

ISBN 978-4-8347-4280-0 ISBN 978-4-8347-4281-7

雑誌コード 69687-80 雑誌コード 69687-81

ISBN 978-4-8347-4262-6 ISBN 978-4-8347-4265-7

雑誌コード 69687-62 雑誌コード 69687-65

S4280 かぎ針編みの花モチーフ S4281 アンデミルミルで編むあったかニットこもの

S4262 ディズニーの魔法のタワシ S4265 ほっこり和む　あみぐるみ

かわいい動物たちの縁起物や季節のお
飾りのあみぐるみを紹介。おひな様やク
リスマスなど、部屋に飾って楽しめるもの
やネコや犬などプレゼントにもおすすめ
のかわいいあみぐるみが満載。

秋冬におすすめのニットを45点紹介。プ
ルオーバーやベストなど女性向けのデザ
インのほか、メンズやキッズも掲載。マフ
ラーやスヌードなどのあったか小物も。

ISBN 978-4-8347-4298-5 ISBN 978-4-8347-4305-0

雑誌コード 69687-98 雑誌コード 69688-05

注文日付　　　年　　　月　　　日

ご担当者様名:

S4298
かんたん楽しい！　手編みの時間
vol.2

S4305 秋冬ニットセレクション



ブティック社 2016-17秋冬ニット小物

㈱ブティック社
〒102-8620 千代田区平河町1－8－3

TEL: 03-3234-2081  FAX: 03-3234-2135

TEL:

FAX:

発売日 16/09/13 注文冊数 発売日 16/09/26 注文冊数

定価 定価

1000 円+税 972 円+税

発売日 16/10/18 注文冊数 発売日 16/11/08 注文冊数

定価 定価

907 円+税 833 円+税

発売日 16/11/16 注文冊数

定価

926 円+税 　　↓注目のボンボン商品！

発売日 16/09/27 注文冊数 発売日 16/11/17 注文冊数

定価 定価

833 円+税 1204 円+税

注文日付　　　年　　　月　　　日

ご担当者様名:

S4291 手編みのかんたんこもの82 S4293
ディズニーキャラクター手編みの
キッズ帽子

ミッキー&ミニー、ディズニープリンセス、
プーさん、チェシャ猫、ニモなど人気の
キャラクターたちがかわいい手編みの帽
子になって登場！すべて編み方つき。

ISBN 978-4-8347-4291-6 ISBN 978-4-8347-4293-0

雑誌コード 69687-91 雑誌コード 69687-93

かんたんで時間をかけずに作れるアイテ
ムを82点紹介。ハンドウォーマーやマフ
ラー、バッグなどを掲載。オールカラーで
編み方ページも見やすく、初心者にもお
すすめ。

S4304 さくさく編める　手編みの帽子 S4312
ジャンボ針でザクザク！
手編みのこもの

毎日使いにぴったりのシンプルでベー
シックなデザインの帽子を紹介。太めの
糸を使っているので編みやすく初心者に
もおすすめ。編み方を丁寧に写真で解
説。

超極太の糸をジャンボ針でザクザク編
む、インパクト抜群のこもの作品集。大き
な編み目で見やすく、短時間でできるお
しゃれなアイテムを掲載。写真で編み方
を詳しく解説。バッグ、スヌード、ハンド
ウォーマー、ベストなど。

ISBN 978-4-8347-4304-3 ISBN 978-4-8347-4312-8

雑誌コード 69688-04 雑誌コード 69688-12

S4314
余り毛糸で編む
あったか＆アイデア小物

ISBN 978-4-8347-4314-2

雑誌コード 69688-14

羊毛フェルトをさいて、くるくる巻いてつく
る動物ボンボンマスコット。ふんわりやさ
しい風合いが羊毛フェルトならではの仕
上がりに。丁寧なプロセス解説つきで、は
じめてでもかわいいマスコットが作れる。

毛糸のボンボンでディズニーツムツム
キャラクターのマスコットが作れる。糸の
巻き方や色の選び方でいろいろなキャラ
クターを表現。基本の作り方を写真でわ
かりやすく解説しているので、はじめてで
も楽しめる。

余った毛糸でデザインする、アイデアいっ
ぱいのあったか小物。少量の糸、異素材
を組み合わせて、5本ゆびのくつ下、プチ
ブランケット、帽子、犬用ベッドなどを掲
載。フェルト底を使ったスリッパの編み方
をわかりやすい写真で解説。

S4282 ディズニーツムツム　ボンボンマスコット S4317 羊毛フェルトの動物ボンボンマスコット

ISBN 978-4-8347-4282-4 ISBN 978-4-8347-4317-3

雑誌コード 69687-82 雑誌コード 69688-17


