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帳合・番線印
ご担当者名

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3 TEL:
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通） FAX:

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

㈱ブティック社

69702-01

ISBN 978-4-8347-8301-8

レディブティックシリーズ№8297
改訂版　アフガン編みのこもの

秋冬に編んで着たい手編みのウ
エアとこものの作品集。今どきの
フォルムやシンプルで編みやすい
デザイン、伝統柄など、幅広く掲
載。バッグ、巻きものなど、こもの
も充実。

レディブティックシリーズ№8301
改訂版　1dayソーイングで

かんたん子ども服

今日作って明日着られるぐらい気
軽に作れる90〜120cmサイズの子
ども服を特集。豊富な写真解説と
詳しいイラスト解説なので安心。ワ
ンピース、トップス、パンツ、スカー
トなど97点掲載。

8月29日 1300円

1000円 69701-98

プレゼントにも喜ばれるサコッシュ
やポシェットの他、バッグやタペス
トリー、ポーチ類、お部屋で使える
小物など、新作45点を掲載。キット
や布地などの通信販売も。柴田明
美著。ISBN 978-4-8347-8299-8

レディブティックシリーズ№8291
改訂版　おしゃれ着を手作りで。

赤ちゃんとキッズ向けのアイテム
をバリエーション豊かに掲載。ベ
ビーキルト、スタイ、レッスンバッグ
をはじめ、おうちで使えるアイテム
や季節のイベントに役立つ小物も
あり。

1500円

巻頭特集　すきま時間を楽しむ　1
時間以内で作れる秋アクセ。秋に
おすすめのトレンドを取り入れたア
クセサリーを掲載。すぐ作って、身
に付けられます。

4910176691024　01000

定期誌「野菜だより」の増刊。初心
者の方でも簡単に有機無農薬で
秋冬野菜が作れる基本とコツを既
刊の「野菜だより」から記事を抜粋
してまとめた一冊。2022年におす
すめの野菜も紹介。

レディブティックシリーズ№8298
今編みたいニット秋冬2022-2023

8月31日

8月16日

ISBN 978-4-8347-8293-6

4910088340928　01000

レディブティックシリーズ№8292
パッチワークで作る

ベビー＆キッズの贈りもの

ISBN 978-4-8347-8298-1

1000円 08834-09

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№8299
柴田明美　プレゼントしたくなるパッチワーク

8月29日 1400円 69701-99

おしゃれなペーパーアイテムが作
れる、大人のための折り紙本。イ
ンテリアや、プレゼントのラッピン
グに使ったり、パーティーシーンを
演出したりと日常に溶け込むアイ
テムが満載。

8月22日 1400円

ISBN 978-4-8347-8291-2

8月3日

レディブティックシリーズ№8293
改訂版　大人かわいい折り紙＆雑貨

海外竜也著「おしゃれ着を手作り
で。」に雑誌掲載作品を追加した
改訂版。効率と仕上がりの美しさ
を追求した著者ならではの手法を
紹介した、部分縫いプロセス解説
は必見。

69701-91

1300円

ISBN 978-4-8347-8292-9

69701-92

69701-93

8月3日 1000円 08833-09 8月16日 1300円 69701-94

人気の既刊本「完全版 消しゴム
はんこスペシャルBOOK」が復
刻！過去のmizutamaさんの著書
から人気の図案を厳選して８p追
加しリニューアル。

8月20日 1909円 07893-09

レディブティックシリーズ№8295
改訂版　縫い代つき型紙ですぐに作れる

普段使いのバッグ

69701-95

NOW
PRINTING

69701-97

かぎ針と棒針が合体したような
フォルムのアフガン針で編む「アフ
ガン編み」。既刊に新規作品をプ
ラスした改訂版。写真プロセスとカ
ラーの編み方ページでわかりやす
い。ISBN 978-4-8347-8297-4

季節の移ろい、年中行事などの情
景を切り取って布絵キルトで表現
したパッチワーク。壁掛けや額に
入れて眺めたり、身の回りのバッ
グやポーチにアップリケをして楽し
める素敵な手仕事をご紹介。

トート、ショルダー、リュック、エコ
バッグ 、ポシェット、サコッシュ、ウ
エストポーチ、バッグインバッグ…
普段に使いやすいデザインを網羅
したバッグの本。

8月22日

ISBN 978-4-8347-8295-0

レディブティックシリーズ№8296
改訂版　庄司京子のパッチワーク

季節を彩る布絵キルトNOW
PRINTING

NOW
PRINTING

ビーズfriend2022年秋号

1400円8月22日

1400円

秋冬野菜づくり
超基本とコツのコツ2022年版

（野菜だより2022年9月号増刊）

ISBN 978-4-8347-8296-7

69701-96

9月1日

ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

4910078930924 01909

8月26日 1000円

風景写真2022年9・10月号

ISBNコード/誌名

1300円8月18日

ISBN 978-4-8347-8294-3

特集：絢爛！錦秋50撰　写真家50
人による豪華秋の饗宴

野菜だより2022年9月秋号

巻頭特集はおいしい！有機のタマ
ネギづくり。育苗から収穫までを徹
底解説。ダイコンの2本仕立て栽
培、もっとおいしくなるカブづくり。
また秋冬野菜のアイデア栽培・病
害虫対策など、知りたい内容が満
載の一冊。

レディブティックシリーズ№8294
復刻版　消しゴムはんこ

スペシャルBOOK

4910088330929 01000

17669-10
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NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-8304-9

㈱ブティック社

1500円 62460-27

ブティックムック №1617
生姜のレシピ

食べるだけでなく、生薬や香辛料
として用いられてきた生姜は、冷
え性の改善やダイエット効果があ
ることから、近年若い女性に大人
気。体に良い生姜を使ったレシピ
を集めた一冊。

NOW
PRINTING

ブティックムック№1635
とっても可愛い！ディズニー 塗り絵BOOK2

NOW
PRINTING

ブティックムック №1628
癒しの塗り絵BOOK 2

心と体を整え、リラックスさせなが
ら脳を活性化してくれる「塗り絵
BOOK」の第2弾。「名画」「ピーター
ラビット」「子どもマンダラ」など人
気のテーマが満載。

9月1日 1000円 62460-28

ISBN 978-4-8347-7728-4

9月1日

ディズニー可愛い塗り絵シリーズ
第2弾！ミッキー&フレンズ、プーさ
ん、プリンセス、ディズニー映画な
どのとっても可愛い塗り絵がたっ
ぷり55点。巻末に全ての塗り絵の
色見本付き！

1100円 62460-35

ISBN 978-4-8347-7735-2

ブティックムック№1627
DIYの庭づくり

ガーデンをおしゃれに彩るDIYアイ
デアが詰まった一冊。SNSで人気
の方々が作り上げたお庭や小物
をピックアップ。今すぐ真似したくな
るセンスのよいデザインが満載！

8月29日 1000円 62460-17

ISBN 978-4-8347-7717-8

ISBN 978-4-8347-7727-7

8月30日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№8303
丸小・丸大ビーズでキュンと作る

うちのわんこ

いろいろな犬種の愛らしいポーズ
をビーズで本物そっくりに再現。
柴犬、トイプードル、ダックス、チワ
ワ、ヨークシャテリアなど掲載。

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№8302
花・動物・フードetc.

 ときめき刺しゅうアクセサリー83

9月1日 1300円 69702-03 9月1日

長い間親しまれてきた「洋裁百科」
から洋裁初心者～中級者に役立
つ知識をより抜き、コンパクトな一
冊に。裁断や基本的な縫い方、衿
などの部分縫いをイラストで詳しく
紹介。

2500円

ISBN 978-4-8347-8303-2 ISBN 978-4-8347-9065-8

書籍№K65
洋裁大全

9月1日 1400円 69702-04

レディブティックシリーズ№8304
ボトムス全書

かんたんに作れるウエストゴム仕
立て、人気のサロペットタイプ、シ
ルエットの美しいファスナーあきの
デザインまで、定番から流行のス
カートとパンツが大集合。S・M・L・
LLの4サイズ。

開発品№D52
大橋忍の幻想スクラッチアート

人気切り絵作家、大橋忍のスク
ラッチアート。黒いシートを専用ペ
ンで削ると、下からカラフルな美し
い絵柄が浮かび上がり、鮮やかな
アートに変貌！スクラッチシート全
７枚入り。

9月1日 1300円 69702-02 9月1日 1400円 開発品

書籍

ISBN 978-4-8347-8302-5 ISBN 978-4-8347-6752-0

SNSやハンドメイドマーケットで人
気の刺しゅう作家さんの作品とレ
シピを一挙にご紹介。人気のお花
の刺しゅうや、どうぶつ、たべも
の、季節をテーマに掲載！作り方
も写真解説付。

ブティックムック

№1618 一白水星 冊

-7718-5 62460-18

№1619 二黒土星 冊

-7719-2 62460-19

№1620 三碧木星 冊

-7720-8 62460-20

№1621 四緑木星 冊

-7721-5 62460-21

№1622 五黄土星 冊

-7722-2 62460-22

№1623 六白金星 冊

-7723-9 62460-23

№1624 七赤金星 冊

-7724-6 62460-24

№1625 八白土星 冊

-7725-3 62460-25

№1626 九紫火星 冊

-7726-0 62460-26

8月2日発売／本体各650円

★九星開運帖 2023年★

あたたかなアドバイスで支持を集める「新宿の母易

学鑑定所」の2023年度版分冊本。愛情運、仕事運、

金運の月毎の傾向や、毎日の運勢を知ることができ

る。


