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レディブティック2009年5月号レディブティック2009年5月号レディブティック2009年5月号レディブティック2009年5月号
表紙：益戸 育江
ミセスの簡単ソーイング、旅の装い、
季節のジャケット、型紙で作る初夏の
服、ハワイアンプリントでソーイング、
保存版手作りの雑貨＆ホームウエア
54選

レディブティックシリーズ№2848レディブティックシリーズ№2848レディブティックシリーズ№2848レディブティックシリーズ№2848

ゴスロリ　Vol.13ゴスロリ　Vol.13ゴスロリ　Vol.13ゴスロリ　Vol.13

NOW
PRINTING

歌謡曲2009年6月号歌謡曲2009年6月号歌謡曲2009年6月号歌謡曲2009年6月号 表紙：関ジャニ∞
特集：関ジャニ∞ニューアルバム
レミオロメン、チャットモンチー
アンサーソング集

レディブティックシリーズ№2849レディブティックシリーズ№2849レディブティックシリーズ№2849レディブティックシリーズ№2849

リネン、コットン、ガーゼのナチュラルな服リネン、コットン、ガーゼのナチュラルな服リネン、コットン、ガーゼのナチュラルな服リネン、コットン、ガーゼのナチュラルな服

4910025370698 00476 ISBN 978-4-8347-2849-1

簡単ソーイング企画としてウエスト
ゴムのパンツを掲載。ウエディン
グドレスや手作りバッグ、ブランド
服カタログ、日暮里ＭＡＰなどテー
マの充実した1冊。

4/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-05 4/28発売 定価：990円 雑誌コード：69672-48

4910096470594  00790 ISBN 978-4-8347-2848-4

カラオケＯＮＧＡＫＵ 2009年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ 2009年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ 2009年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ 2009年6月号 表紙：北川大介
巻頭特集 北川大介
氷川きよし、舟木一夫、岩出
和也連載

レディブティックシリーズ№2850レディブティックシリーズ№2850レディブティックシリーズ№2850レディブティックシリーズ№2850

改訂版　手作りのウエディングドレス改訂版　手作りのウエディングドレス改訂版　手作りのウエディングドレス改訂版　手作りのウエディングドレス

キラキラ＆スイーツデコまで作品
もプロセスも満載。ステーショナ
リーやファッション、12星座別デ
コ、ウエディング、ペットまで全て
のデコを網羅。

天然素材を使って作るナチュラル
テイストのウエアを紹介。ワンピー
スやチュニック、ベスト、ペチコー
ト、ペチパンツなど、重ね着が楽し
めて作りやすいアイテムを掲載。

4/24発売 定価：500円 雑誌コード：02537-06 4/28発売 定価：990円 雑誌コード：69672-49

シンプルなドレスを中心にワンピース
タイプからセパレート、カラードレスま
でデザインが満載。綴じ込み付録とし
てＳ、Ｍ、Ｌの3サイズが作れる実物大
型紙付き。布地とキットが通信販売に
て購入できる。

4/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-06 4/28発売 定価：1575円 雑誌コード：69672-50

4910125130697 00848 ISBN 978-4-8347-2850-7

4/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-05 4/28発売 定価：840円 雑誌コード：69672-51

4910078930597　01886 ISBN 978-4-8347-2851-4

レディブティックシリーズ№2844レディブティックシリーズ№2844レディブティックシリーズ№2844レディブティックシリーズ№2844

みんなのスクラップブッキングみんなのスクラップブッキングみんなのスクラップブッキングみんなのスクラップブッキング
台紙に写真やペーパー、装飾
パーツを貼って楽しむスクラップ
ブッキングの本。基礎とテクニッ
ク、キッズやベビーなどのテーマ
別に作品を紹介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№777ブティックムック№777ブティックムック№777ブティックムック№777

改訂版　園芸大百科改訂版　園芸大百科改訂版　園芸大百科改訂版　園芸大百科

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

風景写真　2009年5・6月号風景写真　2009年5・6月号風景写真　2009年5・6月号風景写真　2009年5・6月号 特集：花の香りに誘われて
　　　　花の景、花風景を美しく撮
る画面構成とテクニック

レディブティックシリーズ№2851レディブティックシリーズ№2851レディブティックシリーズ№2851レディブティックシリーズ№2851

Deco＆Deco　vol.4Deco＆Deco　vol.4Deco＆Deco　vol.4Deco＆Deco　vol.4

ベランダで育てやすい野菜を中心
に、全てわかりやすいイラストと写
真でプロセス解説。ポイントごとの
丁寧な解説なので、初めての方に
もおすすめの一冊。

直線裁ちでできるブラウス、キャミ
ソール、チュニック、スカート、パン
ツなど、シンプルだけど着やすい
お洒落な服が半日で作れる。

ブティックムック№776ブティックムック№776ブティックムック№776ブティックムック№776

かんたん！おいしい！ベランダ家庭菜園かんたん！おいしい！ベランダ家庭菜園かんたん！おいしい！ベランダ家庭菜園かんたん！おいしい！ベランダ家庭菜園

4/18発売 定価：900円 雑誌コード：69672-43 4/9発売 定価：1050円 雑誌コード：62468-76

ISBN 978-4-8347-2843-9 ISBN 978-4-8347-5776-7

レディブティックシリーズ№2843レディブティックシリーズ№2843レディブティックシリーズ№2843レディブティックシリーズ№2843

半日でできちゃうシンプルな服半日でできちゃうシンプルな服半日でできちゃうシンプルな服半日でできちゃうシンプルな服

1200種もの花の栽培カレンダーと詳し
い育て方が満載。季節ごとの花、ハー
ブ、グリーン、ミニ野菜、果樹など家庭
で育てやすいものから、新種の花まで
掲載。

4/20発売 定価：990円 雑誌コード：69672-44 4/2発売 定価：2100円 雑誌コード：62468-77

ISBN 978-4-8347-2844-6 ISBN 978-4-8347-5777-4

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№2846レディブティックシリーズ№2846レディブティックシリーズ№2846レディブティックシリーズ№2846

あみぐるみsweetsあみぐるみsweetsあみぐるみsweetsあみぐるみsweets
パフェやケーキ、マカロン、クッ
キーなど人気のスイーツをあみぐ
るみ感覚で編んで作れる。ストラッ
プやポーチなどにアレンジする方
法も紹介。

ブティックムック№779ブティックムック№779ブティックムック№779ブティックムック№779

増補改訂版　洋裁増補改訂版　洋裁増補改訂版　洋裁増補改訂版　洋裁

ISBN 978-4-8347-5779-8

人気の曲をメロ譜、ギター用タ
ブ譜、ギターコードつきで掲
載。ミスチル、ＹＵＩ、コブクロ、
ゆず等のヒット曲を30曲掲載。

4/23発売 定価：990円 雑誌コード：69672-45 4/2発売 定価：1260円 雑誌コード：62468-78

ISBN 978-4-8347-2845-3 ISBN 978-4-8347-5778-1

レディブティックシリーズ№2845レディブティックシリーズ№2845レディブティックシリーズ№2845レディブティックシリーズ№2845

即席漬け、一夜漬け、梅干し即席漬け、一夜漬け、梅干し即席漬け、一夜漬け、梅干し即席漬け、一夜漬け、梅干し
日頃冷蔵庫にある野菜で簡単に
漬物ができる。きゅうり、大根、に
んじん、なすなどを使ってすぐでき
るものから一晩でできる漬物と定
番の梅干しの漬け方を紹介。

ブティックムック№778ブティックムック№778ブティックムック№778ブティックムック№778

ギター弾き語り入門　30曲ギター弾き語り入門　30曲ギター弾き語り入門　30曲ギター弾き語り入門　30曲

誰にでもわかるよう専門用語を極
力使わずに易しく解説。見やすい
イラスト付きで、疑問点もすぐに解
決。初心者の方から上級者の方
まで幅広く対応した1冊。

4/23発売 定価：990円 雑誌コード：69672-46 4/9発売 定価：2940円 雑誌コード：62468-79

ISBN 978-4-8347-2846-0

TEL:                        FAX:

レディブティックシリーズ№2847レディブティックシリーズ№2847レディブティックシリーズ№2847レディブティックシリーズ№2847
ビギナーシリーズ　はじめて描くトールペイントビギナーシリーズ　はじめて描くトールペイントビギナーシリーズ　はじめて描くトールペイントビギナーシリーズ　はじめて描くトールペイント

人気ペインター6人の井川恵美、
越智千文、くまがいなおみ、新貝
美代子、鈴木恵、出口むつみがビ
ギナー向けに描いた作品を18点
紹介。

帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印

4/23発売 定価：890円 雑誌コード：69672-47

ISBN 978-4-8347-2847-7
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帳合・番線印
注文日付　　　　年　　　　月　　　日注文日付　　　　年　　　　月　　　日注文日付　　　　年　　　　月　　　日注文日付　　　　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）

室内で楽しめるグリーンや観葉植物、
日陰に強い草花やキッチンガーデンに
おすすめのミニ野菜、スプラウトなどを
お洒落に楽しむハウツーが満載。素敵
な実例写真も豊富。ISBN 978-4-8347-5788-0

ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名 ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名

ブティックムック№780ブティックムック№780ブティックムック№780ブティックムック№780

家庭菜園入門　Ｑ＆Ａ家庭菜園入門　Ｑ＆Ａ家庭菜園入門　Ｑ＆Ａ家庭菜園入門　Ｑ＆Ａ
家庭で野菜を作る上でのノウハウをイ
ラスト図解と写真で徹底解説。実際に
育てる順のプロセスだけでなく、実例
に則したＱ＆Ａが満載なので初心者か
らベテランまで役立つ一冊。

ブティックムック№788ブティックムック№788ブティックムック№788ブティックムック№788

部屋を彩るグリーン部屋を彩るグリーン部屋を彩るグリーン部屋を彩るグリーン

NOW
PRINTING

ブティックムック№781ブティックムック№781ブティックムック№781ブティックムック№781

花木・庭木・果樹花木・庭木・果樹花木・庭木・果樹花木・庭木・果樹
庭を華やかに彩り、花や果実が楽しめ
る花木・庭木・果樹の育て方を豊富な
写真と図解で解説。家のシンボルツ
リーとしての飾り方などをくわしく紹
介。

ブティックムック№789ブティックムック№789ブティックムック№789ブティックムック№789

リビングガーデンリビングガーデンリビングガーデンリビングガーデン

定価：1260円 雑誌コード：62468-89

ISBN 978-4-8347-5781-1 ISBN 978-4-8347-5789-7

毎日食べているものを手帳に
記入するだけでダイエット。食
べ物、飲み物のカロリーがよく
わかるカロリー事典。

4/14発売 定価：1260円 雑誌コード：62468-80 4/18発売 定価：1050円 雑誌コード：62468-88

ISBN 978-4-8347-5780-4

季刊誌「エクステリア＆ガーデン」
からすてきなリビングガーデン50
例を厳選。ウッドデッキ・テラス・サ
ンルームなどで彩る魅力的なプラ
イベートガーデン実例集。

4/14発売 定価：1050円 雑誌コード：62468-81 4/28発売

4/21発売 定価：1260円 雑誌コード：62468-82 4/23発売 定価：990円 雑誌コード：62468-90

ISBN 978-4-8347-5782-8 ISBN 978-4-8347-5790-3

ブティックムック№784ブティックムック№784ブティックムック№784ブティックムック№784

ペイントフレンド2009　Vol.1ペイントフレンド2009　Vol.1ペイントフレンド2009　Vol.1ペイントフレンド2009　Vol.1
暮らしの中で絵を楽しむ本。全国
のペインターから寄せられた作品
と、著名な作家の作品を数多く掲
載。ペイント初心者の人でも気軽
にはじめられる解説つき。

プチブティックシリーズ№504プチブティックシリーズ№504プチブティックシリーズ№504プチブティックシリーズ№504

増補改訂版　かんたん漬けもの増補改訂版　かんたん漬けもの増補改訂版　かんたん漬けもの増補改訂版　かんたん漬けもの

ブティックムック№782ブティックムック№782ブティックムック№782ブティックムック№782
まんがと写真でよくわかる　野菜をつくろう！まんがと写真でよくわかる　野菜をつくろう！まんがと写真でよくわかる　野菜をつくろう！まんがと写真でよくわかる　野菜をつくろう！

家庭菜園歴30年以上の著者による野
菜作りのプロセスまんがと、実際に育
てる中で見られる写真満載。初心者か
らベテランまでよくわかり、ためになる
野菜作りの本。

ブティックムック№790ブティックムック№790ブティックムック№790ブティックムック№790

カロリーブック決定版カロリーブック決定版カロリーブック決定版カロリーブック決定版

身近なペットやキッチン小物、野
菜などをモチーフにデザインした
作品集。全50点。

ワンピース、ブラウス、スカート
等、服種別、デザイン別の157
点を全て製図つきで掲載。

プチブティックシリーズ№503プチブティックシリーズ№503プチブティックシリーズ№503プチブティックシリーズ№503

魔法のタワシ Part11魔法のタワシ Part11魔法のタワシ Part11魔法のタワシ Part11

4/14発売 定価：990円 雑誌コード：62468-83 4/20発売 定価：500円 雑誌コード：67699-03

ISBN 978-4-8347-5783-5 ISBN 978-4-8347-6503-8

ブティックムック№783ブティックムック№783ブティックムック№783ブティックムック№783

ミセスの夏服ミセスの夏服ミセスの夏服ミセスの夏服

NOW
PRINTING

ブティックムック№785ブティックムック№785ブティックムック№785ブティックムック№785

園芸の知恵袋園芸の知恵袋園芸の知恵袋園芸の知恵袋
家庭で園芸を楽しむためのちょっとし
た知恵やコツをぎっしり詰め込んだ1
冊。苗の植えつけなどの基礎から日常
の管理・病害虫対策・楽しいアイデア
やリサイクル要素まで掲載。

プチブティックシリーズ№505プチブティックシリーズ№505プチブティックシリーズ№505プチブティックシリーズ№505

ヘンプ＆レザーのアクセサリーヘンプ＆レザーのアクセサリーヘンプ＆レザーのアクセサリーヘンプ＆レザーのアクセサリー

ISBN 978-4-8347-5785-9 ISBN 978-4-8347-6505-2

ハワイアンレイをモチーフにした可愛
いデザイン、マクラメのテクニックを
使ったユニセックスなデザインなど
様々なタイプで全63点。作り方の写真
プロセス解説も一部あり。

即席漬けや一夜漬けを中心に定
番の白菜漬け、ぬか漬け、梅干し
も紹介。きゅうり、大根、なす、キャ
ベツ、小松菜など日頃手に入る野
菜で作ることができる。

4/16発売 定価：990円 雑誌コード：62468-84 4/23発売 定価：460円 雑誌コード：67699-04

ヘンプとレザーコードを使ったアク
セサリーの本。ベーシック、キュー
ト、クール、ナチュラルのテーマに
わけ、ブレスレットやネックレスな
ど約45点を掲載。

4/18発売 定価：1050円 雑誌コード：62468-85 4/28発売 定価：500円 雑誌コード：67699-05

定価：1260円 雑誌コード：62468-86 4/28発売 定価：500円 雑誌コード：67699-06

ISBN 978-4-8347-5784-2 ISBN 978-4-8347-6504-5

ISBN 978-4-8347-5786-6 ISBN 978-4-8347-6506-9

NOW
PRINTING

ブティックムック№786ブティックムック№786ブティックムック№786ブティックムック№786

手作りガーデン春夏手作りガーデン春夏手作りガーデン春夏手作りガーデン春夏
ホームセンターで手に入るレンガ、
石、枕木などを使って庭を作るアイデ
ア満載。まさ土を使った段差解消アプ
ローチ、簡単ＢＢＱコンロの作り方など
プロセス写真と解説つきで掲載。

プチブティックシリーズ№506プチブティックシリーズ№506プチブティックシリーズ№506プチブティックシリーズ№506
リボン・リリヤーン・コードで作るリボン・リリヤーン・コードで作るリボン・リリヤーン・コードで作るリボン・リリヤーン・コードで作る

ストラップ＆アクセサリーストラップ＆アクセサリーストラップ＆アクセサリーストラップ＆アクセサリー

4/18発売

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　

ブティックムック№787ブティックムック№787ブティックムック№787ブティックムック№787

改訂版　まんがでわかる野菜づくり改訂版　まんがでわかる野菜づくり改訂版　まんがでわかる野菜づくり改訂版　まんがでわかる野菜づくり
家庭菜園歴30年以上の著者による野
菜作りのプロセスまんがで解説。コラ
ム「野山の自然ウォッチング」や4コマ
まんがも掲載。初心者からベテランま
でためになる入門書。
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