ブティック社の本
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ISBNコード/誌名
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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。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

10月7日 本体 796円 雑誌コード
4910096471171 00796

発売日

10月20日 本体 1898円

雑誌コード

10月28日 本体 1111円

発売日

雑誌コード

69690-04

ISBN 978-4-8347-4504-7

すべて手縫いで簡単に作れるの
で、ミシンがなくても大丈夫。初心
者にもオススメの一冊。

発売日

10月5日 本体 1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4509-2

発売日

発売日

雑誌コード

69690-15

針で編む。超極太糸をザクザク編
んで、すぐに使えるお洒落な小物
を多数掲載。

10月19日 本体 907円

雑誌コード

小さなポーチをクリップでスカート
やパンツのウエストに付けて使う
移動ポケット。ティッシュやハンカ
チ、小物が入れられて便利。こど
69690-16
も用、大人用、全50点掲載。

ISBN 978-4-8347-4516-0

人気の高いパイナップル模様の
レディブティックシリーズ№4517
改訂版 パイナップル模様の大人のニット ウエアを中心に小物も含めて28

を中心にバッグ、巻き物、レッグウ
69690-11 エア、小物を掲載。とじ込み小冊子
付き。一部、基礎を動画配信。

発売日

ISBN 978-4-8347-4511-5

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

10月18日 本体 1000円

レディブティックシリーズ№4516
かわいくて便利な移動ポケット

10月6日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4510-8

雑誌コード

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4515-3

洋風の部屋にも合う和布使いの飾
り物を紹介。華美でなく通年を通し
て飾って楽しめる吊るしもの、タペ
ストリー、布絵、ドア飾り、置き物な
69690-10
ど満載。

10月11日 本体 787円

10月16日 本体 1111円

わかりにくい編み図は一切なし！
レディブティックシリーズ№4515
ジャンボ針でザクザク編むかんたんこもの プロセス写真を見ながらジャンボ

気軽にいろいろなステッチが楽しめ
る。フリーステッチ、クロスステッチ、
ビーズステッチなどに加え、立体刺
しゅうやビーズ、デコ刺しゅう、こぎ
69690-09
ん刺し、一目刺しなどを紹介。

大人の女性からハイミセス、メン
レディブティックシリーズ№4511
ズ、キッズ、ベビーまで幅広い年代
かんたん楽しい！手編みの時間vol.3 に向けた秋冬ニット作品集。ウエア
発売日

今注目の刺繍作家ハイトモニカの
著書。アンティークビーズなどを
使った、異国情緒漂うオシャレ刺
繍アクセサリーの作り方を掲載。
69690-14 ピアスなど手軽にすぐ作れる作品
が多いのも魅力。

ISBN 978-4-8347-4514-6

レディブティックシリーズ№4510
和布で作る飾り物
発売日

雑誌コード

レディブティックシリーズ№4514
ハイトモニカの刺繍アクセサリー

レディブティックシリーズ№4509
刺しゅう日和 Vol. 2
発売日

60代からの女性向けにほどよく流
行を意識した秋冬ウエアが作れ
る。チュニック、セットアップ、コー
トなど、普段からお出かけまで使
69690-13 える25点をすべて着回し例付きで
紹介。

ISBN 978-4-8347-4513-9

レディブティックシリーズ№4504
余った布で作れる小物集。バッグ、
改訂版 余り布で作る 手縫いのこもの ポーチ、コサージュなど76点掲載。
10月11日 本体 972円

雑誌コード

レディブティックシリーズ№4513
作ったら着回して楽しむ大人服

特集1：ゴールデンタイム、ブルーア
ワー、黄昏時…時間が創る絶景。
特集2：思い通りの色を出す【プリン
07893-11 ター編】

4910078931174 01898

発売日

10月10日 本体 1296円

ISBN 978-4-8347-4512-2

風景写真2017年11・12月号
発売日

特集は「クリスマス」。エレガントな
フローラル、フォークアート、可愛
いキャラクターを紹介。「お正月」
テーマは、和を強調した雅な作品
69690-12 と、干支や縁起物を描くデザイン
を紹介。

レディブティックシリーズ№4512
ペイントフレンドVol.32

「とじこみ付録 実物大の型紙付
手作りの服と小物で旅に出よう」
「簡単じか裁ちの服」「60代のジャ
ケット活用術」「和のポーチと巾着」
09647-11
など206点掲載。

レディブティック2017年11月号
発売日

内容

帳合・番線印

10月28日 本体 972円

雑誌コード

点掲載。繊細で美しい模様のプル
オーバー、羽織りもの、ベスト、
69690-17
ショール、マフラーなどが編める。

ISBN 978-4-8347-4517-7
注文日付
年
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
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日
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ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

ブティックムック№1380
3Dパズル塗り絵
世界の都市編 Color by Numbers

リカちゃんが着られる22cmサイズ
レディブティックシリーズ№4519
のワンピースと小物を紹介。タンク
ミニチュアサイズのワンピースとこもの 型やギャザー切替など作りやすい
発売日

10月19日 本体 972円

雑誌コード

デザインを中心に、帽子やバッグな
69690-19 どの小物も作れて、コーディネイト
が楽しめる。実物大型紙付き。

発売日

ISBN 978-4-8347-4519-1

和布の柄や素材感を活かしたウエ
アとバッグ、アクセサリー、季節の
お飾り、ドールサイズの着物のお飾
り、季節の刺繍などを詳しい作り方
付きで掲載。「古布で作る」「着物リ
10月27日 本体 944円 雑誌コード 69690-20
メイク」など小テーマも充実。全94
点。
ISBN 978-4-8347-4520-7

発売日

10月16日 本体 1111円

雑誌コード

発売日

ふわふわで暖かい手編みの座布
団が作れる本。キュートな色使いや
シンプルなタイプなど61点掲載。編
み方のポイントを、写真でわかりや
69690-21 すく解説しているので初心者でも安
心。

雑誌コード

「一汁一菜」が提唱され、みそ汁
が再注目されている。本誌では
“食べるみそ汁”と称し、具沢山
で、それだけでおかずになるみそ
62457-94 汁を紹介。料理研究家で長年活
躍している杵島直美の著書。

ブティックムック№1394
毎日の食べるみそ汁100
発売日

10月28日 本体 1111円

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4521-4

ISBN 978-4-8347-7494-8

レディブティックシリーズ№4522
余った毛糸で編む小物 総集編

ブティックムック№1395
パターンアートBOOK

10月19日 本体 1111円

雑誌コード

いろいろなタイプの余った毛糸でデ
ザインした、あったかニット小物の
作品集。少量の糸、異素材を組み
合わせたルームシューズなど毛糸
69690-22
の小物を紹介。

発売日

10月28日 本体 1000円

雑誌コード

初心者でもどんどん編める、超極
太から極太の糸を中心に展開。マ
フラー、スヌード、ネックウォー
マー、ショール、ケープなど掲載。
69690-23 棒針・かぎ針の作品をそれぞれ写
真でプロセス解説。

発売日

レディブティックシリーズ№4524
好きな布をつないで自分好みの作
パッチワーク教室特別号
品を作る。テイスト別パッチワーク
好きな布で作るとっておきのパッチワーク やシンプルスタイルバッグ、大切な
雑誌コード

69690-24

ISBN 978-4-8347-4524-5

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

雑誌コード

2018年の秋冬の新商品をフィー
チャーしたジェルネイルのテクニッ
クとアートが満載の一冊。新色・
新しい特徴が際立つ主要ジェル
メーカーの商品と一流ネイリスト
10月28日 本体 1111円 雑誌コード 62457-96
のアートを豊富なプロセス解説で
紹介。
ISBN 978-4-8347-7496-2

ブティックムック№1396
ジェルネイル Special Edition

ISBN 978-4-8347-4523-8

10月28日 本体 1000円

10月28日 本体 1204円

まったく新しいタイプのパズル塗り
絵。指定された箇所に、決められ
た図柄のパターンを描き入れるこ
とで、不思議な模様のアートを楽
62457-95 しめる。癒し効果抜群の塗り絵
BOOK。

ISBN 978-4-8347-7495-5

レディブティックシリーズ№4523
改訂版 まっすぐ編みの巻きもの

発売日

10月18日 本体 1389円

伝統的な和風庭園・坪庭から、モ
ダン和風の庭まで、魅力的な実例
を約30掲載。和風向きの竹垣・
石・植物などのカタログも充実。最
62457-93
新実例を追加して増補改訂。

ISBN 978-4-8347-7493-1

ISBN 978-4-8347-4522-1

発売日

雑誌コード

ブティックムック№1393
増補改訂版 新和風の庭

レディブティックシリーズ№4521
かぎ針編みの円座＆角座
発売日

10月11日 本体 1204円

数字に従って決まったマスを塗っ
ていくと、世界各国のリアルな都
市風景の絵が浮かび上がるパズ
ル塗り絵。大きなサイズでじっくり
62457-80
楽しめる。

ISBN 978-4-8347-7480-1

レディブティックシリーズ№4520
和布ソーイングvol.9
発売日

内容

プチブティックシリーズ№644
増補改訂版
折って遊ぼう おもしろおりがみ

ハギレで作るスクラップキルトの
他、季節の飾り物も掲載。

発売日

10月18日 本体 648円

雑誌コード

動く動物や本当に飛ぶ飛行機、
ゲームを楽しめるオセロなど、
折ってから遊べる作品がたっぷり
51点。折り方は全て写真なので初
67700-44
心者でも簡単に作れる。

ISBN 978-4-8347-6644-8
帳合・番線印

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

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

