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ISBNコード/誌名

注文冊数
ISBNコード/誌名
内容
表紙
とじこみ付録 実物大の型紙付
レディブティックシリーズ№4907
「冬のタウンスタイル」 「普段着＆
レディブティック2019年12月号
1dayソーイングでかんたん子ども服
フォーマルウエア」 「軽めのアウ
NOW
ターを作ろう！（9・11・13号サイズ
PRINTING
発売日 11月7日 本体 824円 雑誌コード 09647-12 展開、すべてかこみ製図付）」他
発売日 11月6日 本体 1200円 雑誌コード 69698-07
全166点掲載。
4910096471294 00824
ISBN 978-4-8347-4907-6

ハンドメイドシーズンの冬に向け、
クリスマス小物、バッグ、ポーチ、
コットンフレンド2019-2020年冬号
インテリア小物など満載でお届
NOW
け。カットクロス活用術やファー・
PRINTING
発売日 11月7日 本体 809円 雑誌コード 13625-12 革などの特殊素材の縫い方講座
も。
4910136251299 00809

内容
気軽に作れる90～120ｃｍサイズ
の子ども服を特集した一冊。作り
方は豊富な写真解説と詳しいイラ
スト解説で安心。ワンピース、トッ
プス、スカートなど89点掲載。

レディブティックシリーズ№4908
素敵なシニアの袋物
発売日 11月6日

本体 1150円 雑誌コード

シニア世代にオススメしたい手作
りできる布製バッグをご紹介。トー
トタイプ、ショルダータイプ、貴重品
69698-08 や外出時に便利なポシェットタイプ
と形別に展開。

ISBN 978-4-8347-4908-3

付録：プリジェル2020年版カレン
ダー「2019ネイルシーン振り返り＆
ネイルUP!2020年1月号
ネイル」「開運ネイル ゴールド＆
NOW
PRINTING
シルバーラメジェル」 「誰よりも目
発売日 11月22日 本体 627円 雑誌コード 07225-01 立つ成人式ネイル」「立体ネイル」
他
4910072250103 00627

レディブティックシリーズ№4909
余り毛糸で編む
お気に入りのニット小物101点
発売日 11月8日 本体 1200円 雑誌コード 69698-09

特別付録：マルチホールビーズ特
別色見本帳 「お年玉プレゼント企
ビーズfriend2020年冬号
画」巻頭特集 「トレンドアクセ50」
NOW
PRINTING
「ディズニーユニベアシティのビー
発売日 11月28日 特別本体 1000円 雑誌コード 17669-01 ズモチーフ」 その他 楽しいアク
セサリー情報が満載です。
4910176690102 01000
和布を使ったお洒落なお出かけ服
レディブティックシリーズ№4904
や着物リメイクで作るコートやチュ
和布ソーイングvol.13
ニック,ベスト、日々の暮らしを彩る
普段着。バッグやバッグの中の小
発売日 11月5日 本体 1050円 雑誌コード 69698-04 物、アクセサリー、季節や干支の
お飾りなど全80点掲載。
ISBN 978-4-8347-4904-5

従来のシニア向けの服では飽き
足らない女性に提案。アウター、
ワンピース、チュニック、割烹着な
どの人気のアイテムに加え、バッ
発売日 11月14日 本体 1400円 雑誌コード 69698-10 グなどのこものも掲載。全50点。
実物大の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-4910-6

ISBN 978-4-8347-4909-0
レディブティックシリーズ№4910
60代からのソーイングvol.4

香田あおいさん、かたやまゆうこさ
ん、伊藤みちよさん、クライ・ムキさ
ん、Sa-rahさんなど人気の作家が
作る「冬の装い」大特集。ワンピー
発売日 11月14日 本体 1300円 雑誌コード 69698-11 スからコートまで作り映えする作品
が目白押しです！
ISBN 978-4-8347-4911-3

レディブティックシリーズ№4911
COTTON FRIEND SEWING vol.3

紙バンド雑貨情報誌、第3弾。人
気作家が提案するかごのある暮ら
し、紙ニットで編むスケルトンバッ
グ、お正月飾り、困りごと解決など
発売日 11月5日 本体 1350円 雑誌コード 69698-05 盛りだくさんの特集を分かりやす
い作り方と共に紹介。
ISBN 978-4-8347-4905-2

レディブティックシリーズ№4905
みんなの紙バンド雑貨vol.3

シルバニアファミリーのバリエー
レディブティックシリーズ№4906
ション豊かなシーンにぴったりのお
シルバニアファミリー着せかえソーイング 洋服を手作りする本。赤ちゃん
服、かんたんワンピース、毎日服、
発売日 11月5日 本体 1150円 雑誌コード 69698-06 水着、職業系お洋服など小物も含
めてたっぷり80点掲載。
ISBN 978-4-8347-4906-9

㈱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

余り毛糸を活用して作れる作品を
ご紹介。アイテムは手袋、靴下、マ
フラー、ポーチなどの小物含め全
101点！一部の作品は編み物初
心者さんにもうれしいプロセス解
説付き。

レディブティックシリーズ№4912
シニアのシックな手編みの帽子
発売日 11月14日

本体 1200円 雑誌コード

あたたかとお洒落を兼ね備えた手
編みの帽子。定番のキャップはも
ちろん、キャプリーヌ、ベレー、キャ
69698-12 スケット、ターバン風など34点のい
ろいろなデザインを掲載。

ISBN 978-4-8347-4912-0

人気急上昇中にニット作家 東海
えりか初のウエア中心の著書で、
セーターやカーディガン、ベストな
NOW
ど掲載。バッグやマフラー、ルーム
PRINTING
発売日 11月14日 本体 1450円 雑誌コード 69698-13 シューズなどの小物も充実。オー
ルカラーで編み図も見やすい。
ISBN 978-4-8347-4913-7

帳合・番線印

レディブティックシリーズ№4913
毎日のごきげんニット

注文日付
ご担当者名

TEL：
FAX：

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本
表紙

2019年11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。

ISBNコード/誌名

注文冊数
ISBNコード/誌名
内容
表紙
棒針をコードでつないだ形状の便
レディブティックシリーズ
№4919
レディブティックシリーズ№4914
利な「輪針」を使う編物の本。輪編
斉藤謠子＆キルトパーティ
輪針で編むニット
みはもちろん、往復編みやマジッ
NOW
いつも楽しい布遊び 私たちのキルト
PRINTING
クループ等の使い方もできるの
雑誌コード
発売日 11月18日 本体 1300円
69698-14 で、ビギナーからベテランまで楽し
発売日 11月28日 本体 1500円 雑誌コード 69698-19
める一冊。
ISBN 978-4-8347-4914-4
ISBN 978-4-8347-4919-9

かんたんに折って、大きな壁飾り
を作ろう！保育の現場や介護施
設などで楽しみながら圧巻の作品
が作れます。小さなリースへのア
雑誌コード
発売日 11月18日 本体 1100円
69698-15 レンジも掲載しているので、一人で
作りたい方にも楽しめる一冊。
ISBN 978-4-8347-4915-1

レディブティックシリーズ№4915
改訂版 四季を楽しむ壁面かざり折り紙

伝統的でいつの時代にも愛される
アラン模様のニット。プルオーバー
やベスト、カーディガンにマフ
ラー、帽子、ミトン、レッグウォー
雑誌コード
発売日 11月18日 本体 1200円
69698-16 マーなどのこものも充実した38点
掲載。
ISBN 978-4-8347-4916-8

レディブティックシリーズ№4916
今着たいアラン模様のニット

注文冊数
内容
斉藤謠子が主宰するキルトパー
ティー。33年の実績に基づいてバ
ラエティに富んだ作品を紹介。実
用的なバッグ、ユニークなデザイ
ンのポーチ、美しいタペストリーな
ど30点掲載。
すみっコぐらしのキャラクターがつ
レディブティックシリーズ№4921
いにアイロンビーズで登場！実物
アイロンビーズで作るすみっコぐらし
大の図案付きだから上にプレート
NOW
を重ねてかんたんに作品が作れ
PRINTING
発売日 11月28日 本体 1000円 雑誌コード 69698-21 る！作品を飾るためのスタンドや、
日常で使える小箱も紹介。
ISBN 978-4-8347-4921-2

ブティックムック№1483
NOW
PRINTING

発売日 11月26日

本体 600円

大人気作家 いしばしなおこが贈
る福を呼ぶ縁起物折り紙の本。だ
るまや松竹梅、干支や七福神など
NOW
PRINTING
もかわいく再現。折ったアイテムを
雑誌コード
11月26日
発売日
69698-17 貼るためのぽち袋や絵馬・熊手な
本体 1300円
ども紹介。
ISBN 978-4-8347-4917-5

レディブティックシリーズ№4918
今作りたいサコッシュ
発売日 11月28日

本体 1050円

雑誌コード

コンパクトサイズで使いやすいデ
ザインが満載。コットンやナイロ
ン、帆布、ボア、ビニール、和布な
69698-18 どさまざまな素材を使ったサコッ
シュが勢揃い。全36点掲載

ISBN 978-4-8347-4918-2

㈱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

帳合・番線印

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-7583-9

レディブティックシリーズ№4917
いしばしなおこの縁起物折り紙

NOW
PRINTING

30日間で無理なく綺麗な文字が身
につくペン字練習帖。ひらがなや
漢字それぞれの文字のポイントも
62458-83 しっかり学べます。書き込み式で
すぐに始められるのもうれしい！

30日で誰でも自然に上達 美文字レッスン 帖

TEL：
FAX：

