ブティック社の本

2019年2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。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

●とじこみ付録 実物大の型紙付
シンプルなデザインこそ生地選び
が大切 無地vs和柄 ●今すぐ作
るべきアイテムは春の羽織りもの
09647-03 ●暮らしを彩る手作り雑貨 他 全
171点掲載

2月7日 本体 824円 雑誌コード
4910096470396
00796

発売日

2月7日 本体 806円 雑誌コード
4910136250391
00806

NOW
PRINTING

発売日

発売日

2月20日 本体 1898円 雑誌コード 07893-03
4910078930399
01898

巻頭：イメージ別桜撮影レシピ＆ガ
イド。失敗しない春風景の撮影計画
など

発売日

発売日

00778

大人の女性向け春夏手編み作品
集。編み地を楽しむプルオーバー、
重ね着したいベスト、お出かけに映
えるカーディガン、ミニストールなど
69696-58 全33点。中級者対象ですが、初級
者でも編める作品も多数。

2月6日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4758-4

発売日

スタイリッシュに着こなせる、大人
の女性のための手編みの本。シン
プルなストレートヤーンや、段染め
糸、ラメ入り糸などを使い、糸と編
み地の魅力が生きるウエアを18
2月13日 本体 926円 雑誌コード 69696-59 点、帽子とバッグの小物を6点掲
載。
ISBN 978-4-8347-4759-1

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

人気ブロガー猪俣友紀(neige＋)
の著書。内ポケットの充実や、使
いやすさ、見た目の完成度など、
長く大事に使えるバッグの作り方
69696-62 を掲載。ポーチやお財布などの布
小物も一部掲載。

2月8日 本体 1389円
ISBN 978-4-8347-4762-1
雑誌コード

春夏に編んで着たい程よく流行を
取り入れた手編み作品集。まっす
ぐシルエット、カジュアルな棒針編
みプル、ネックから編む、エイジレ
スニット、注目の編み地のがま口
2月13日 本体 926円 雑誌コード 69696-63 他、メンズ、ベビーも掲載。保存版
手編みの基礎BOOKつき。
ISBN 978-4-8347-4763-8
母娘のリンクスタイルが手作りで
楽しめる、90〜130cmサイズの女
の子とママのお揃い服を集めた1
冊。ワンピース、トップス、スカー
69696-65 ト、パンツなど全32点。実物大の
型紙つき。

レディブティックシリーズ №4765
女の子とママの手作りおそろい服

レディブティックシリーズ №4759
大人の手編みスタイル VOL.11
発売日

№4762

レディブティックシリーズ №4763
今編みたいニット春夏2019

レディブティックシリーズ №4758
春夏に似合う大人のカジュアルニット
発売日

雑誌コード

猪俣友紀(neige＋)の
仕立てがきれいな大人バッグ

巻頭特集：憧れのコスチュームジュ
エリー。ビーズとわたしの素敵な関
ビーズfriend 2019年春号
係、さくっと簡単！おでかけ前のマ
イアクサセリー、ビーズ織り、フラ
2月28日 本体 778円 雑誌コード 17669-04 ワーモチーフ大特集 他、わくわく
するビーズ情報が満載。

4910176690492

気軽に作れるジャンパースカート
とサロペットの本。すっきりとした
シルエットなのに、ゆったりと着ら
れて体型カバーにもなる旬のデザ
69696-61 インが満載。S・M・Lの3サイズ。22
アイテムすべて作り方つき。

2月8日 本体 1204円
ISBN 978-4-8347-4761-4

レディブティックシリーズ

風景写真2019年3・4月号
発売日

2月13日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4760-7

レディブティックシリーズ №4761
今着たいサロペットとジャンパースカート

特集 アイデア満載 春のはぎれレ
シピ50、便利なバッグ、ハンドメイド
講座「ファスナー付けをマスターし
よう」、スワニーSTYLEのバッグ、他
13625-03
連載など。

コットンフレンド2019年春号
発売日

ミセス向きの春夏手編みニット作
品集。繊細なレーシー模様、流行
を意識したビッグシルエット、気軽
に編める小物など、デザイン豊富
69696-60 に29点掲載。写真も編み図も見
やすい大判サイズの一冊。

レディブティックシリーズ №4760
春夏＊ミセス 手編みコレクション25

レディブティック2019年3月号
発売日

内容

2月18日 本体 1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4765-2

お気に入りの和柄布や古布が映
える、和布作家が提案するポ
シェットとリュックを紹介。貴重品
を入れる小さなものから収納力の
あるポシェット、女性ならではのお
2月18日 本体 1204円 雑誌コード 69696-66 洒落なものから男女楽しめる大き
めサイズのリュックまで満載。
ISBN 978-4-8347-4766-9

レディブティックシリーズ №4766
和布で作るリュックとポシェット
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

2019年2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。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

レディブティックシリーズ №4767
いちばんわかりやすいビーズの教科書
発売日

D12

ビーズの道具や材料、アクセサリー
作りのテクニックが学べる基礎本。
10のレッスンでビーズがマスターで
きる。おしゃれな作品とわかりやす
69696-67
い写真解説、作り図を掲載。

カレイドフレーム手作りキット

2月18日 本体 1296円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4767-6

発売日

開発品
3月13日 価格 2400円
ISBN 978-4-8347-7092-6

K5

タティングレースを愛するタッターさ
んへお届けする作品集。繊細な
レースのアクセサリーやこものを多
数掲載。オールカラーの作り方と写
69696-68 真プロセス解説でわかりやすく便利
な一冊。

レディブティックシリーズ №4768
心華やぐタティングレース
発売日

四季の折り紙
季節の移り変わりを楽しむ折り紙

2月19日 本体 1204円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4768-3

発売日

書籍
2月16日 本体 1400円
ISBN 978-4-8347-9005-4

和をテーマに、浴衣に似合う手提

げかご、インテリアとしても楽しめる
レディブティックシリーズ №4769
エコクラフトで作る 和のかごバッグと雑貨 花かごや小物入れをデザイン。縦
発売日

K6
型紙補正

縞模様の花結び、あじろ編み、レー
シー編みなど、斬新な編み地と配
2月19日 本体 1204円 雑誌コード 69696-69 色で、今までにない和テイストの作
品を満載！
ISBN 978-4-8347-4769-0

発売日

レディブティックシリーズ №4770
リサイクル雑貨総集編
発売日

発売日

折り紙フラワーの世界

2月19日 本体 1111円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4770-6

絵を描くことが苦手でも大丈夫。簡
単なパターンを繰り返し描くだけ
で、自由自在にアートが完成！基
本のゼンタングルパターン、ゼンダ
ラ、文字・アルファベットの描き方な
2月16日 本体 1713円 雑誌コード 62458-54 ど満載！新たなパターンと応用技
法をプラス。
ISBN 978-4-8347-7554-9

発売日

書籍
2月27日 本体 1500円
ISBN 978-4-8347-9007-8

ナチュラルウッドの刺しゅう枠のフ
レームに透明感のあるチュールを
貼って、可憐なお花で自由にアレ
ンジを楽しむ・・・そんな新しいハ
ンドメイドがキットに。万華鏡（カレ
イドスコープ）のように彩り広がる
花の世界を、ぜひ味わってみて！
四季折々のシーンを切り取った折
り紙の飾りが作れる本。春夏秋冬
を彩る花々や、季節の行事など。
日常で飾ったり、友人へのプレゼ
ントにしたり、日本の四季を感じな
がら伝統工芸・折り紙を楽しめる
一冊。
型紙作りの段階で直せるパターン
操作方法や着用後の補正のパ
ターン操作。中高年齢の体型変
化と補正法など、美しくて着やす
い服作りのための補正の仕方を
詳しく解説。
折り紙フラワーの第一人者の著
者が生み出す折り紙フラワーの
世界をたっぷり凝縮。折り紙から
作られているとは思わないほどリ
アルな花々が、あなたの指先から
生まれる。

帳合・番線印

ブティックムック №1455
モダンエクステリア
発売日

書籍
2月18日 本体 1500円
ISBN 978-4-8347-9006-1

K7

とってもおしゃれで便利なこものが
たくさん作れる、リサイクルのアイ
デアを大特集。牛乳パック、空きビ
ン、新聞紙etc...身近な素材が可愛
69696-70
いグッズに変身。

ブティックムック №1454
改訂版moreゼンタングル

内容

現代住宅に調和するエクステリア
実例集。最新の素材や技法を用
い、スタイリィッシュなデザインから
あたたかみのある外構と庭まで全
62458-55
70例掲載。

2月19日 本体 1667円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-7555-6

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3
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
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