ブティック社の本

2020年9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。
注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ №8016

とじこみ付録 実物大の型紙付
「大人のエレガントスーツ」「ゆる・
09647-10 かわシルエットの服」「かこみ製図
で作るワンマイルウエア」他。

レディブティック2020年10月号
NOW
PRINTING

発売日

9月7日 本体 864円
4910096471003 00864

雑誌コード

発売日

9月4日 本体 909円
4910175071001 00909

雑誌コード

ネイルUP!2020年11月号
NOW
PRINTING

発売日

9月23日 特別本体 745円
4910072251100 00745

雑誌コード

発売日

発売日

発売日

発売日

9月2日
ISBN

「快適に過ごすためのガーデンリ
フォーム」「家族で楽しくテラスガー
デン」「ガーデニング＆家庭菜園を
12045-10 楽しめるお庭」 「バリアフリー」な
ど

乙女のソーイングBOOK no.9・
10・11から人気のウェディングドレ
乙女のソーイングBOOK Best Selection
スや軍服、簡単ソーイングなどを
セレクト。全39点。すべて作り方付
発売日 9月3日 本体 1500円 雑誌コード 69699-28
きで一部実物大の型紙付（S～L
ISBN 978-4-8347-8028-4
の3サイズ）

大人の女性に似合う、趣のあるグ
ラデ系を使ったかぎ針と棒針編み
大人の素敵なニットvol.1秋冬
のウエア集。プルオーバー、べス
ト、カーディガン、羽織りものと帽
雑誌コード
69699-02
本体
9月7日
1050円
子、スヌード、ストールなど全32
ISBN 978-4-8347-8002-4
点。

紙バンドを使ってすみっコぐらしの
レディブティックシリーズ №8029
すみっコぐらし 紙バンドで作るかわいいバスケット かわいいキャラクターを再現。テー
ブルバスケット、カトラリーケース
発売日 9月8日 本体 1200円 雑誌コード 69699-29 など、実用的で便利な紙バンドク
ラフト。
ISBN 978-4-8347-8029-1

レディブティックシリーズ №8028

9月16日 本体 1227円
4910120451001 01227

雑誌コード

段染め糸や上質の素材で編ん
だ、ミセス向けの手編みニット作品
集。秋冬に着たいベスト、プル
本体 982円 雑誌コード 69699-03 オーバー、カーディガン、ケープ、
ミニバッグ、帽子など、全28点。
978-4-8347-8003-1

9月7日
ISBN

レディブティックシリーズ №8030

NOW
PRINTING

シンプルな編み地から凝ったもの
まで手編みの魅力が楽しめる一
大人の手編みスタイルvol.14
冊。ベスト、プルオーバー、カー
9月7日 本体 936円 雑誌コード 69699-04 ディガン、帽子やバッグ、アーム
ウォーマーやスヌードの小物も掲
ISBN 978-4-8347-8004-8
載。

折り紙で小さいパーツ（ユニット）を
レディブティックシリーズ №8011
増補改訂版 はじめて作るかんたんユニット折り紙 多数作り、組み合わせて色々な多
面体を作る本。動物や花など色々
発売日 9月11日 本体 1000円 雑誌コード 69699-11 なビジュアルのものまで32作品を
掲載。
ISBN 978-4-8347-8011-6

㈱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

レジン作家6名の独創的な作品を
一挙にご紹介。作家・地球屋、双
月堂、ソラハナ、Rui、BluePlanet、
9月29日 本体 1100円 雑誌コード 69699-30 Planet Nine。とっておきのテクニッ
クや丁寧なレシピ解説も魅力！
ISBN 978-4-8347-8030-7

レジンで作る 情景アクセサリー

発売日

レディブティックシリーズ №8004

発売日

極太毛糸をメインに使って、棒針
でざくざく編める巻きものの本。色
や糸で遊ぶ、楽しい巻きものがた
本体 1000円 雑誌コード 69699-27 くさん！はじめてさんにもおすすめ
の一冊。
978-4-8347-8027-7

ざくざく編める毎日の巻きもの

レディブティックシリーズ №8003

NOW
PRINTING

9月8日
ISBN

レディブティックシリーズ №8027

「おしゃれが叶うセルフネイルレッ
スン！」 「伸びてもバレないシン
プルでヘルシーな優秀バージンネ
07225-11 イル」 「秋冬パウダー図鑑」「ハー
ドクリアジェル比較」など。

秋冬＊ミセス 手編みコレクション28
発売日

赤ちゃんに作ってあげたいスタイ
を集めた一冊。普段使いしやすい
ものから、おめかしデザインどアイ
本体 1100円 雑誌コード 69699-26 テム豊富に掲載。すべて作り方
付。
978-4-8347-8026-0

改訂版 とびきりかわいいスタイ

レディブティックシリーズ №8002

発売日

9月7日
ISBN

レディブティックシリーズ №8026

特集「ログキャビンキルト」ではい
ろいろなスタイルのキルトや小物
17507-10 を掲載。家族で使うクリスマスイン
テイリアやマスクポーチも必見。

エクステリア＆ガーデン2020年秋号
NOW
PRINTING

糸の表情を活かした美しい編地の
プルオーバー、ベスト、カーディガ
ンなどのウエアと大判ショール、帽
本体 1200円 雑誌コード 69699-04 子、マフラーなどの小物まで充実
の一冊。
978-4-8347-8016-1

秋冬 美しい大人の編みもの

パッチワーク教室2020年秋号
NOW
PRINTING

内容

レディブティックシリーズ №8031

美しさに惹かれてついつい買って
しまう着物地などの古布やハギ
レ、どんなに小さくても捨てらない
本体 1200円 雑誌コード 69699-31 和柄のあまり布を使ったこものを
アイテム豊富に全52点掲載。
978-4-8347-8031-4

和のハギレで作る布こもの
発売日

9月9日
ISBN

レディブティックシリーズ №8032

NOW
PRINTING

流行を程よく取り入れ、着やすさ、
作りやすさにもこだわった、トップ
ス、ワンピース、ボトム、コートな
9月17日 本体 1000円 雑誌コード 69699-32 ど、全７６点。話題の布マスク、エ
コバッグなどの小物も掲載。
ISBN 978-4-8347-8032-1

大人のかんたんソーイング2020-2021秋冬
発売日

帳合・番線印

ご担当者名
TEL:
FAX:

注文冊数

ブティック社の本

2020年9月発売

ISBNコード/誌名

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 №8033

和布作家「にゃん」の針しごとの和
久亞子さん。古布で作るふくろも
のに次ぐ第2誌では、日常着として
9月24日 本体 1300円 雑誌コード 69699-33 の暮らし着とふくろもの、こものを
ご紹介。
ISBN 978-4-8347-8033-8

藍と刺し子の暮らし着

発売日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8034

グレイヘアが気になってくる50代・
60代の女性におすすめしたい素
敵なスタイルを提案。ありのまま
9月29日 本体 1200円 雑誌コード 69699-34 の美しさとして自信を持って楽しめ
る服を紹介。
ISBN 978-4-8347-8034-5

グレイヘアに映える服

発売日

ソーイング初心者でも作れるまっ
すぐ縫いのバッグと小物の本。
まっすぐ縫いのバッグとこもの
バッグやリュック、エコバッグ、
9月29日 本体 1200円 雑誌コード 69699-35 ポーチ、マスク、など豊富なアイテ
ムを掲載。すべて作り方付。実物
ISBN 978-4-8347-8035-2
大の型紙付。

NOW
PRINTING

ブティックムック №1519
改訂版 小さな庭づくり

発売日

発売日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ №8036

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

流行の手作りが詰まった一冊！
巻頭は布こものの特集。マスク、
エコバッグなどを掲載。他にもレジ
9月29日 本体 1200円 雑誌コード 69699-36 ン、アクセサリー、消しゴムはんこ
など盛りだくさんの内容。
ISBN 978-4-8347-8036-9

ハンドメイド日和vol.11

発売日

発売日

レディブティックシリーズ №8037
少ない玉数で手軽に編める
大人世代のおしゃれこもの
9月10日 本体 1050円 雑誌コード 69699-37

ISBN 978-4-8347-8037-6

あり

発売日

ブティックムック№1521
DIY手作りガーデンBOOK

発売日

NOW
PRINTING

発売日

9月8日
ISBN

数字をつなぐとイラストが完成する
点つなぎの本。ミッキー＆フレンド
やプリンセス、ピクサーなど60問
本体 1000円 雑誌コード 62459-18 掲載！本のサイズが大きく子供か
ら大人まで遊べるよ！
978-4-8347-76188

ポットハンガー、ベンチ、バーベ
キューコンロ、池まで、作り方はす
べて写真で解説。建物をすてきに
9月29日 本体 1600円 雑誌コード 62459-21 彩る植物の植え方や手入れや、
ガーデニングテクニックも充実。
ISBN 978-4-8347-7621-8

小さいのにまるで本物の籐のかご
プチブティックシリーズ№648
改訂版 ミニチュアサイズのかわいい手編みのかご みたいなエコクラフトのかごを作っ
てみませんか。飾ってもお人形の
発売日 9月24日 本体
600円 雑誌コード 67700-48 コーディネート用にしても楽しめま
す。
ISBN 978-4-8347-6648-6

つまみ細工のアクセサリー新装版
発売日

書籍
9月9日 本体 1300円
ISBN 978-4-8347-9046-7

D23

レディブティックシリーズ №8038

ブティックムック №1518
ディズニー マジカル点つなぎ

家の顔ともいえる外構（門まわり・
駐車場）の美しく機能的な成功実
例を集めた総集編に新規内容を
9月14日 本体 1500円 雑誌コード 62459-20 プラス。家の外まわりをおしゃれで
暮らしやすくするアイデアが満載。
ISBN 978-4-8347-7620-1

K46

１～５玉以内の糸量で手軽に編め
る、大人世代に似合うストール、マ
フラー、帽子、バッグ、ポーチ、靴
下、ルームシューズなど42点掲
載。一部写真プロセス付き。

ベーシックな形や、用途別、口金
改訂版 仕立て方が写真でわかるパッチワークポーチ などを使ったタイプを掲載。パッチ
NOW
ワークポーチならではの仕立て方
PRINTING 発売日
9月29日 本体 1100円 雑誌コード 69699-38 を写真で丁寧に解説しているの
で、きれいに作れる。
ISBN 978-4-8347-8038-3

玄関前や建物と塀の間の狭いス
ペースを有効利用して、植栽ス
ペースや花壇で彩る庭づくりの既
9月14日 本体 1650円 雑誌コード 62459-19 刊の本に、新しく「雑木のナチュラ
ルガーデン」などの内容を追加。
ISBN 978-4-8347-7619-5

ブティックムック№1520
改訂版 すてきな門まわり・駐車場百科

レディブティックシリーズ №8035

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

スターティングノート
発売日

帳合・番線印

㈱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

内容

開発品
9月28日 本体 1000円
ISBN 978-4-8347-6723-0

ご担当者名
TEL:
FAX:

基本から新しい技法まで、普段着
にも合わせられるアクササリーか
ら、七五三、成人式、結婚式の髪
飾りなどの作り方を初心者向けに
写真プロセスで丁寧に解説。
定年後・第二の人生を楽しく、豊か
にするための書き込み式、計画
ノート。趣味、お金、健康、家など
の情報と自分の現状や目標を記
録してこれからの人生に役立てよ
う！

注文冊数

