
　　　ブティック社の本 2020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。
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帳合・番線印 TEL：

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3 FAX：
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

NOW
PRINTING

4910096470303　00864

ISBN 978-4-8347-4946-5

NOW
PRINTING

コットンフレンド2020年春号

ISBN 978-4-8347-4945-8

レディブティックシリーズ№4945
春夏＊ミセス 手編みコレクション27

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティックシリーズ№4947
ちくちく楽しむステッチこもの

4910136250308　00809

レディブティック2020年3月号
●とじこみ付録　ジャケット&ライト
コート ●縫い方イラスト解説付
重ね着を楽しむ　レイヤードアイテ
ム ●和服×服地　異素材ミックス
で小粋にリメイク ●花粉症対策
グッズ　他

人気企画「はぎれのハンドメイドア
イデア50」をはじめ、「口金のバッ
グ＆ポーチ〜口金徹底解説付き」
「春のエプロンと小物」など、本格
的なソーイングシーズンに向けて
企画が満載。

基本のステッチだけで味になるデ
ザイン33点。コースターや鍋つか
み、手持ちのデニムやシャツに
ちょこっと刺してリメイク。ステッチ
を気軽に楽しめるアイデアが満
載！

編みやすさはもちろん、色数・種類
ともに豊富なレース糸"エミーグラ
ンデ”で編むこものの作品集。いろ
んな編み地が楽しめて、実用的で
おしゃれなアイテムを掲載。

2月4日 1250円 69698-47

ISBN 978-4-8347-4947-2

レディブティックシリーズ№4946
レース糸で彩る

エミーグランデで編むこもの

2月7日 864円 09647-03

2月13日 1150円 69698-46809円 13625-032月7日

69698-48

ビーズfriend2020年春号

NOW
PRINTING

風景写真2020年3・4月号
特集1：写真家たちの桜前線
特集2：星野佑佳「花巡り」
特集3：本格的桜シーズンを前に
再チェック！去年の失敗、本当に
わかってますか？他

4910078930306　01909

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4948
改訂版　はぎれで作る

小さな布こもの

ISBN 978-4-8347-4943-4

はぎれやあまり布など、少しの布
をうまく生かした実用的でかわい
い小物を紹介。バッグやポーチ、
カードケース、キッチン小物、おう
ち小物、ブローチなど76点掲載。

2月20日 1909円 07893-03

2月13日 1000円

ISBN 978-4-8347-4948-9
レディブティックシリーズ№4949

エイジレスではける
ウエストゴムのスカート＆パンツ

レディブティックシリーズ№4943
大人の春夏 素敵なニット

大人の女性に似合うグラデーショ
ン糸や光沢感のある糸で編んだ
品よく爽やかなウエア集。着回し
のきくベスト、プルオーバー、チュ
ニック、カーディガン、ストールなど
全30点。

特別付録：スワロフスキー・クリス
タル見本帖、ソウタシエジュエリー
冊子　巻頭特集「春のおでかけア
クセ60」付録連動企画、スポーツ
モチーフのシェイプドステッチ、
パールなど情報満載。

年齢を問わずにはけるウエストゴ
ムのスカート&パンツ。総ゴム仕立
て、後ろのみゴム仕立て、前脇か
らゴム仕立てのウエストデザイン
で全26点掲載。

2月28日 1000円 17669-04

2月14日 1400円 69698-49

4910176690409　01000

ISBN 978-4-8347-4949-6

レディブティックシリーズ№4950
今こそ持ちたい

手作りのエコバッグ

プラスチック製のレジ袋が有料化
される今だからこそ、作って持ちた
いエコバッグ。お買い物バッグ、
トート型、リュックタイプ、お弁当
用、傘袋など全23点。

2月14日 1200円

ISBN 978-4-8347-4944-1

69698-442月13日 927円

㈱ブティック社

ISBN 978-4-8347-4950-2

2月6日 1050円 69698-43

2月13日 973円 69698-45

ミセス向きの春夏手編みニット作
品集。レーシーな模様や、まっすぐ
フォルムの編みやすい作品など、
デザイン豊富に掲載。ベスト、プル
オーバー、カーディガン、帽子な
ど、全28点。

レディブティックシリーズ№4944
大人の手編みスタイルvol.13

大人世代が今着たいと思う、手編
みのニット26点を紹介。かぎ針編
み、棒針編み、両方が楽しめる。
プルオーバー、ベスト、カーディガ
ン等のウエアを中心に、小物も数
点掲載。

69698-50
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NOW
PRINTING

プルオーバーやブラウス、ワイド
パンツやタックスカート、テーパー
ドパンツなど、セットでも単品使い
もできるコーディネート自在のデザ
インを集めた一冊。実物大の型紙
付き。

㈱ブティック社

ISBN 978-4-8347-4952-6

季節によっていろいろな表情を見
せてくれる花々を、春・夏・秋・冬の
テーマで表現。好きな花の表情
を、好きな色に糸でまずは一輪。
楽しみながら、自由に刺して欲し
い。

1300円 69698-52

69698-55

レディブティックシリーズ№4951
今編みたいニット春夏2020

。編みやすいまっすぐシルエットの
ウエアから編み応えのあるセット
アップニットまで幅広く掲載。ベ
ビー、キッズ、メンズ、ハイミセス、
小物など全78点。小冊子付き。

ISBNコード/誌名

69698-51

ISBN 978-4-8347-4951-9

2月14日 950円

ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№4952
西須久子 私の好きな花刺しゅう

2月14日

ISBN 978-4-8347-4953-3

レディブティックシリーズ№4953
セットアップで着たい服

2月17日 1250円 69698-54

レディブティックシリーズ№4954
手作りしたい男の子の毎日服

ISBN 978-4-8347-4955-7

ISBN 978-4-8347-7097-1

定番のシャツやパンツの他にじん
べいやアウター、帽子、サコッシュ
など男の子ならではのアイテムを
集めた一年中活躍してくれる一
冊。全46点掲載。

62458-91

2月25日2月17日 69698-53

ISBN 978-4-8347-4954-0

レディブティックシリーズ№4955
紙バンドのハイカラなバッグ＆雑貨

紙バンド初心者でもチャレンジしや
すいデザインがたくさん。持ち手を
バンブーなどに変えて高級感を出
したり、紙ラタンを使用してふっくら
させたり、レトロモダンでカラフルな
作品を集めました。

開発品

2月17日 1300円

D17
メイクアップおしゃれぬりえ

NOW
PRINTING

3～5歳対象、30日間で楽しみなが
ら絵が上手になるおえかきブック。
なぞりがきや自分でかく練習を取
り入れ、基本の線や形の練習から
食べ物人物がかけるようになりま
す。ISBN 978-4-8347-75914

ブティックムック№1491
30日で絵がじょうずになる

おえかきブック

キュートなコスメパレットがセットに
なったぬりえブック。コスメパレット
には、アイシャドウやチークの他、
本物の化粧品みたいなリップス
ティック1本付属。

2月14日 900円

1682円1200円


