
　　ブティック社の本 2008年 12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。

表紙 内容 注文冊数 表紙 内容 注文冊数

帳合・番線印 注文日付　　　　年　　　　月　　　日

ご担当者名

TEL

FAX

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名

レディブティック2009年1月号
表紙：片平なぎさ
特集：簡単服。ハイネックジャ
ケット。実物大の型紙で作る今
着たい服。この時期活躍する
コート。子供服＆メンズ服。

レディブティックシリーズ№2788

ナチュラルテイスト入園の小物

歌謡曲2009年2月号 表紙：いきものがかり
特集：いきものがかりアルバ
ム、ＥＸＩＬＥバラードベストアル
バムなど

レディブティックシリーズ№2789

改訂版　かんたんかわいいお菓子

入園に必要な手さげ袋、くつ入
れ、お弁当袋をナチュラルテイ
ストで作れる作品集。布地と
テープの付録付き。

12/6発売 定価：830円 雑誌コード：09647-01 12/9発売 定価：990円 雑誌コード：69671-88

4910096470198  00790 ISBN 978-4-8347-2788-3

12/19発売 定価：500円 雑誌コード：02537-02 12/12発売 定価：990円 雑誌コード：69671-89

4910025370292　00476 978-4-8347-2789-0

4910078930191　01886 ISBN 978-4-8347-2791-3

Now
Printing

風景写真　2009年1・2月号 特集：自然な発色のプリント研究
特別付録：美しい風景写真100人
展

レディブティックシリーズ№2791
改訂版　写真で解説 通園通学小物入門

通園通学に揃えたい袋物や小
物類全90点を全て作り方つき
で紹介。初めてでもできる通園
の基本の袋物3点の作り方を
写真で解説。

12/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-02 12/13発売 定価：945円 雑誌コード：69671-90

4910125130291　00848 ISBN 978-4-8347-2790-6

Now
Printing

カラオケＯＮＧＡＫＵ
2009年2月号

表紙：氷川きよし
特集：巻頭　氷川きよし
お年玉プレゼント
多岐川舞子、舟木一夫、岩出
和也など

レディブティックシリーズ№2790

手作りの通園通学小物

写真解説で詳しく作り方を紹介
してあるので、お菓子作り初心
者の人でも安心しておいしい
お菓子が作れる。人気の定番
お菓子を紹介。

定価：900円 雑誌コード：69671-91

通園通学小物の定番アイテム
を写真解説。初心者も迷わず
ソーイングができるように基
礎、用具の解説などを掲載。

12/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-01 12/19発売 定価：780円 雑誌コード：69671-92

4910120450196　01200 ISBN 978-4-8347-2792-0

エクステリア＆ガーデン
2009年冬号

レディブティックシリーズ№2792

デコ＆アクセ　粘土のスイーツ
粘土で作る、本物そっくりのス
イーツ達。ケータイやカード
ケース、ミラー、ネックレス、ス
トラップなどにデコレーションし
た作品をご紹介。

12/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-01 12/16発売

12/4発売 定価：990円 雑誌コード：69671-86 12/19発売 定価：860円 雑誌コード：69671-93

ISBN 978-4-8347-2786-9 ISBN 978-4-8347-2793-7

レディブティックシリーズ№2786

わくわくすごろくワールド
みんなで楽しめる、おもしろい
すごろくの本。大判すごろくと、
たくさんのコマ、サイコロつき。
5～12歳向き。

レディブティックシリーズ№2793
かわいいおりがみ

ディズニーのなかまたちNo.2

ミッキー、ミニー、ドナルド、デ
イジー、スティッチ、エンジェル
の仲間が折れる。折り方は写
真とイラストで解説。

レディブティックシリーズ№2787

めいろ・まちがいさがし・絵さがし

ＬＥＤ革命～ライトアップ特集
～、リフォーム、通販など。

レディブティックシリーズ№2794

ちりめんのスイーツ
ちりめんで作るスイーツモチーフ
の本。たい焼きやどら焼き、季節
の生菓子やかき氷、ケーキ、パ
フェなど本物みたいに美味しそう
なスイーツがいっぱい。

Now
Printing

12/9発売 定価：1050円 雑誌コード：69671-87 12/19発売 定価：990円 雑誌コード：69671-94

ISBN 978-4-8347-2787-6 ISBN 978-4-8347-2794-4

楽しいまちがいさがし・めいろ・
絵さがしの遊び絵本。かわい
いキャラクターと一緒に解き進
めていく。対象年齢3～6歳。



　　ブティック社の本 2008年 12月発売

表紙 内容 注文冊数 表紙 内容 注文冊数

帳合・番線印
注文日付　　　　年　　　　月　　　日

ご担当者名
TEL：
FAX：

〒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）

レディブティックシリーズ№2795

ミニチュアビーズドレス
丸小ビーズとミニトルソーで作
る、かわいいビーズドレスの
本。ワンピース、チュチュ、チャ
イナドレス、ゆかたなど約30点
を詳しい作り方つきで紹介。

プチブティックシリーズ№488

ナチュラルテイスト手作り通園小物

12/19発売 定価：945円 雑誌コード：69671-95

ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名
ナチュラルテイストの布地で作
る通園小物作品集。手さげ袋
やレッスンバッグ、くつ入れ、お
弁当セット、ナップサックなど幅
広く紹介。

12/11発売 定価：1260円 雑誌コード：62468-61

12/13発売 定価：500円 雑誌コード：67698-88

難関コード「Ｆ」の攻略法を徹
底解説。10個のコードの押さえ
方のコツを原寸大図解。その
上で「コード10個で弾けるアレ
ンジ」を100曲以上掲載。

ISBN 978-4-8347-2795-1 ISBN 978-4-8347-6488-8

ISBN 978-4-8347-5761-3

ブティックムック№761

コード10個でギターアレンジvol.2

ブティックムック№762

まんがでわかる　職業いろいろ150
こどもの将来の職業を、親しみ
やすく楽しいまんがで全150種
以上紹介。人気のスポーツ選
手から会社員まで、表から裏
までじっくり解説。

ブティックムック№763

アニメソング決定版2009年
マジンガーＺ～ガンダム、ゴー
レンジャー～アバレンジャーま
で、ロボットアニメや戦隊もの
を掲載。カラオケアニメヒット
100曲。

12/13発売 定価：1050円 雑誌コード：62468-62

ISBN 978-4-8347-5762-0

12/13発売 定価：1365円 雑誌コード：62468-63

ISBN 978-4-8347-5763-7

ブティックムック№765

ネイルデザインコレクション　vol.2
既刊のネイルＵＰ！から厳選し
た、9000種以上のネイルデザ
インを網羅した最強デザイン
集。サロンでオーダーする時に
も使える。

12/13発売 定価：1260円 雑誌コード：62468-64

ISBN 978-4-8347-5764-4

ブティックムック№764

確定申告2009年版
医療費控除や住宅ローン控除
など記入例が満載。面倒な申
告書の作成が簡単にすぐでき
る。昨年度に払いすぎた税金
を確定申告で取り戻そう。

12/13発売 定価：480円 雑誌コード：67698-86

12/19発売 定価：990円 雑誌コード：62468-65

ISBN 978-4-8347-5765-1

プチブティックシリーズ№487

あそびおりがみ
折って遊べる折り紙作品55点
を紹介。ふね、しゅりけん、め
んこ、おままごとグッズなど、
作ってすぐに楽しめる作品が
いっぱい。

プチブティックシリーズ№486

どうぶつをおる
動物の折り紙作品39点を紹
介。パンダ、コアラ、うさぎ、ワ
シ、鶴、海の動物、カエルや昆
虫など。男の子も女の子も大
好きな動物がいっぱい。

雑誌コード：67698-87

㈱ブティック社　
ISBN 978-4-8347-6487-1

12/13発売 定価：480円

ISBN 978-4-8347-6486-4


