
　　ブティック社の本 2018年2月発売 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 内容 注文冊数 表紙 内容 注文冊数

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

発売日 本体 雑誌コード 発売日 本体 雑誌コード

㈱ブティック社 帳合・番線印 注文日付　　　　年　　　　月　　　日

〒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
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01898

69690-65

ISBN 978-4-8347-4565-8

ISBNコード/誌名

2月14日

美しい編み地を楽しむ、春夏の手
編みニット作品集。ミセスらしい優
雅なデザインから、編みやすい
まっすぐフォルムなど、程よく流行
を加味した26点。写真も編み図も
見やすい大判サイズの1冊。

レディブティック2018年3月号 「とじこみ付録実物大の型紙付　美
しい人、美しい服」「誰でも作れる春
のチュニック」「お出かけ日和、3月
の旅支度」など192点掲載。

4910096470389

コットンフレンド2018年春号
春色ハンドメイド特集号！人気の北
欧プリント「Tilda」と「kippis」を大特
集。小物作りための接着芯講座を
はじめ、赤峰清香・坂内鏡子・くぼ
でらようこ・福田とし子らの人気作
家の連載も充実。

ISBNコード/誌名

00796

4910136250384 00806

2月7日

2月14日 972円 69690-63

レディブティックシリーズ№4563
春夏＊ミセス　手編みコレクション23

ISBN 978-4-8347-4563-4

2月7日 796円 09647-03

NOW
PRINTING

風景写真2018年3・4月号
特集1：全国フォトジェニック桜名鑑
特集2：なぜ、シャープに撮れない
のか？
特集3：今、短焦点レンズが熱い！
小冊子「瞬間と永遠」付き。

レディブティックシリーズ№4565
とっておきのタティングレース帖

2月20日 1898円 07893-03 1111円

806円 13625-03 2月14日

レディブティックシリーズ№4564
やさしく編める　毎日使いのバッグと帽子

ISBN 978-4-8347-4564-1

1111円 69690-64

1204円 69690-66

レディブティックシリーズ№4566
ゆったり着られる大人服

さらっとした手触りと軽さが春夏に
ぴったりのエコアンダリヤのバッ
グと帽子の本。刺しゅうのバッグ
やカンカン帽、クラッチバッグなど
旬のデザインも取り入れて35点掲
載。丁寧なプロセス解説付き。

4910078930382

結びのレースで作るタティング
レースは、どこでも気軽に楽しめ
る人気の手芸。おしゃれなアクセ
サリーやかわいい小物を多数掲
載。作り方は写真やカラーのイラ
ストでわかりやすく解説。

ゆったり着られるだけでなく、シル
エットにもこだわった今どきの大人
服。トップス、ボトムス、ワンピース
など、さっと作れる27点を紹介。実
物大型紙付き。

ISBN 978-4-8347-4566-5

レディブティックシリーズ№4562
大人の手編みスタイルvol.9

大人の女性に似合う、かぎ針編み
と棒針編みの春夏ニット。プルオー
バー、カーディガン、ベストなどのウ
エアを中心に紹介。シンプルで着や
すいシルエットにこだわったスタイ
ル。小物も数点掲載。

レディブティックシリーズ№4568
ハギレで作るかわいい布こもの

NOW
PRINTING

2月28日

ビーズfriend 2018年春号
巻頭特集は日柳佐貴子わたしの
ビーズスタイル。他にも、ビーズア
クセサリーはドラマティック、シンプ
ルモダンなアクセサリー、エレガント
クロス、ディズニーツムツムイース
ターなどを特集。4910176690485 00778

69690-57

778円

69690-67

ISBN 978-4-8347-4557-3 ISBN 978-4-8347-4567-2

レディブティックシリーズ№4557
使えてかわいい！がまぐちポーチ

2月27日 1600円

17669-04 2月8日

お気に入りのハギレで作るかわい
い小物。バッグやポーチをはじ
め、インテリア雑貨、日常使いの
小物、アクセサリーまで大満足の
119点掲載。全作品オールカラー
解説。実物大型紙付き。

丁寧な写真プロセス解説付きで初
めての方にもオススメ。毎日使いに
ぴったりの使いやすくて可愛いがま
ぐちポーチが満載。がまぐちスター
ターキット付き。

レディブティックシリーズ№4567
今編みたいニット春夏2018

この春夏に編んで着たいニットウ
エアを幅広く掲載。旬の手編み、
ネックから編むニット、袖つけなし
のカジュアルニット、エイジレス、
小物など。保存版、手編みの基礎
BOOK付き。

2月9日 907円

2月14日 926円 69690-62 2月16日 1111円 69690-68

ISBN 978-4-8347-4562-7 ISBN 978-4-8347-4568-9
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2月8日 1204円 62458-11

ISBN 978-4-8347-7511-2

レディブティックシリーズ№4575
3Dアートレジンで作る

スイーツ＆アクセサリー

2月17日 1296円 69690-69 2月27日 1800円 69690-75

ISBN 978-4-8347-4569-6 ISBN 978-4-8347-4575-7

69690-71

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4569
作って着回す大人のふだん着

ワンピースやサロペット、ノースリー
ブブラウス、ボリュームスリーブブラ
ウス、ショートジャケット、ワンドパン
ツなどアイテム豊富に掲載。M、L、
LLの3サイズ展開。全て作り方と実
物大型紙付き。

1204円

レディブティックシリーズ№4571
ニードルフェルトの

ふんわりかわいい動物マスコット

アクリル繊維でできたアクレーヌを
ニードルでちくちく刺して、かわいい
動物マスコットが作れる。短時間で
完成するから手芸初心者にもオス
スメ！作り方は写真やカラーのイラ
ストで解説。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4570
ファスナーつけのない

かんたんスカート&パンツ

面倒なファスナー付けのないスカー
トとパンツの本。ウエストがゴム使
いなので簡単に作れる。実用的で、
綺麗なシルエットと旬を取り入れた
デザインを多数紹介。バッグやター
バン等の小物も掲載。全28点。

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4570-2

1111円

ISBN 978-4-8347-4576-4

2月19日 1111円 69690-72

かわいいワンポイント刺しゅうを集
めた一冊。花、動物、スイーツ、和
風、北欧風などテーマごとに掲載。
刺しゅうの基礎も写真で解説。

ISBN 978-4-8347-4572-6

ISBN 978-4-8347-7509-9ISBN 978-4-8347-4571-9

ブティックムック№1411
改訂版ディズニーキャラクター

お弁当レシピNOW
PRINTING

2月26日 1204円 62458-09

ブティックムック№1409
動物・生きもの　全部でいくつ？

海や陸、空の生き物や動物がB4
ビッグサイズの本の中にいっぱ
い。どの動物が何匹いるかを探し
て数えていくゲーム要素が詰まっ
た本。大人から子供まで楽しめ
る。

ミッキーやミニーはもちろん、アナ
やエルサ、ベイマックスなど人気
のディズニーキャラクターがお弁
当になって登場！アイテムやパー
ツになる食材、作り方のテクニック
やコツが載っているから安心。

レディブティックシリーズ№4572
エコクラフトで作る

おしゃれな編み地のかごバッグと雑貨

2月19日

いろいろな編み地でデザインした、
かごバッグや雑貨小物を掲載。イン
テリアとしても素敵な「ねこちぐら」、
飾りたくなる北欧風の収納かごなど
が作れる。全作品をわかりやすい
写真プロセスで解説。

1111円

2月17日 1204円 69690-70 2月27日

1389円

レディブティックシリーズ№4574
結んで作る大人のおしゃれ

マクラメアクセサリー

ひもを結んで作る自分だけのマクラ
メアクセサリー。ブレスレット、リン
グ、ネックレスなどたっぷり作れる
93点掲載。基本の技法はプロセス
ごとの写真で丁寧に解説。

2月19日

69690-76

レディブティックシリーズ№4576
ボタニカル図案集

新しいレジン体験！立体を作った
り、模様を描くなど今までにないテ
クニックが楽しめる3Dアートレジ
ン。スイーツとアクセサリーを掲
載。材料キット付き。

ハンドメイドに役立つ植物画の図
案集。消しゴムはんこで再現した
スタンプや刺しゅう、アート画など
様々な手作りのモチーフに役立
つ。作品実例と365日の誕生花と
しての英名や花言葉も解説。

69690-74

ISBN 978-4-8347-4574-0

69690-73

ISBN 978-4-8347-4573-3

レディブティックシリーズ№4573
ワンポイント刺しゅう図案全集

2月19日


