ブティック社の本
表紙

2009年 10月発売

ISBNコード/誌名

内容

表紙：東ちづる
特集：気軽に手作り 簡単ソー
イング、手作りの外出着、ミセ
10/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-11 スの街服、エイジレスで着られ
る服、ハイミセスの装い
4910096471195 00790

レディブティック2009年11月号

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

かぎ針編みの水玉やボーダー、
透かし柄、モチーフつなぎ、模様
手編みのひざかけ
編み、棒針編みのアラン模様や編
10/14発売 定価：880円 雑誌コード：69673-35 み込み、地模様などの編み地の
ひざかけ１７点と小物７点を紹介。

ISBN 978-4-8347-2935-1
レディブティックシリーズ№2936

歌謡曲2009年12月特大号

特集：09年ヒット総集編
10/24発売 定価：600円 雑誌コード：02537-12 、最新洋楽HITS、演歌HITS
4910025371299 00571
全国ネイルサロンオーダーBOOK 2010年版
（ネイルUP！特別編集）

表紙：平山あや
2000点に迫る最新ネイルアートの
デザインが見られる永久保存版
10/27発売 定価：1050円 雑誌コード：07226-11 バイブル。近くのサロンに持参し
てオーダーするのにも便利です。

4910072261192 01000

表紙:岩出和也(新曲『雨よ降
れ』発売)
特集:氷川きよし10周年記念、
10/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-12 水森かおりコンサート、香西か
おり、松原健之などのインタ
ビュー。
4910125131298 00848

カラオケONGAKU 2009年12月号

特集：晩秋から初冬へ
冬の足音、季節感あふれる作
品、季節の情感や季節の移り
10/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-11 変わりを捉えるヒントと撮影地
ガイドが満載。
4910078931198 01886

風景写真 2009年11・12月号

マフラー、帽子、手袋、ルーム
シューズ、ケープなど既刊人気作
手編みのマフラー・帽子＆こもの
品のかわいいこものを１００点掲
10/14発売 定価：990円 雑誌コード：69673-34 載。レディースを中心にメンズ物も
プラス。棒針、かぎ針編みの両方
が楽しめる。
ISBN 978-4-8347-2934-4
レディブティックシリーズ№2934

帳合・番線印

切りっぱなしでもほつれないフェル
トは、手作り初心者の方にもお勧
めの素材。ミニバッグ、ポーチ、コ
雑誌コード：69673-36 サージュ、キッチンこもの等、可愛
い雑貨を７１点掲載。

フェルトで作るこもの

定価：945円
ISBN 978-4-8347-2936-8

10/14発売

レディブティックシリーズ№2937
10/16発売

定価：990円

ISBN 978-4-8347-2937-5

約400点のスクラップブッキング作

レディブティックシリーズ№2938

スクラップブッキングセレクション 400 品を、こども、赤ちゃん、旅行・・・と
テーマごとに豊富に見られる総集
10/27発売

定価：990円 雑誌コード：69673-38 編。わかりやすいプロセス解説も

満載で、初心者から愛好家までお
すすめ。

ISBN 978-4-8347-2938-2
レディブティックシリーズ№2939

人気のカード作家、鈴木孝美の手
作りカードの本第６弾。季節のグ
雑誌コード：69673-39 リーティングカードや多用途で使
えるカードなどを掲載。

手作りカードBOOK
10/27発売

定価：945円

ISBN 978-4-8347-2939-9
レディブティックシリーズ№2940
四季を飾る

女の子や男の子の初節句に飾る
つるし飾り、飾る場所を選ばない
小さなつるし飾りに加え、季節ごと
つるし飾りと小物
10/27発売 定価：990円 雑誌コード：69673-40 に飾りたい小物、和布で作る花、
和式のウエディング向け小物など
を紹介。
ISBN 978-4-8347-2940-5

注文日付

TEL
FAX

2009年 10月発売

使えるものに絵を描く、雑貨ペイン
トを大特集。半日で描ける風景
画、花のペイント、動物がいる絵、
雑誌コード：69673-37 誌上コンテストのグランプリ発表な
ど盛りだくさんの内容。

ペイントフレンドVol. 2

ご担当者名

ブティック社の本

内容

レディブティックシリーズ№2935
編み地を楽しむ

年

月

日

注文冊数

表紙

ISBNコード/誌名

内容

注文冊数

ブティックムック№819

レディブティックシリーズ№2942
ほっこりかわいい

ISBN 978-4-8347-2942-9

レディブティックシリーズ№2943
手作りのゴシック＆ロリータファッション

読者デザインの「ゴスロリスタイル」で
は双子ちゃん、クラシカルロリータ、カ
ジュアルな着まわし提案の３テーマを
ゴスロリVol. 14
10/30発売 定価：1155円 雑誌コード：69673-43 特集。人気ブランドＰＵＴＵＭＡＹＯのス
カートやアーティストＬＩＥＮオリジナル
のぬいぐるみの作り方も掲載。
ISBN 978-4-8347-2943-6

Now
Printing

ブティックムック№820
1日20分で美文字になれる！！

１日２０分練習するだけで楷書が
みるみる上達するペン字練習帳。
ひらがな、カタカナ、漢字はもちろ
ボールペン字練習帳
10/27発売 定価：735円 雑誌コード：62452-20 ん、ハガキの住所の書き方、手紙
の挨拶文などすぐに役立つ内容も
いっぱい！
ISBN 978-4-8347-5820-7
ブティックムック№821

季刊誌「エクステリア＆ガーデン」
から、人気の高かった美しいライト
アップの庭の施工実例50を厳選。
10/29発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-21 ＬＥＤを使うＤＩＹのイルミネーション
の作り方プロセス写真解説あり。

ライトアップの庭

ISBN 978-4-8347-5821-4

プチブティックシリーズ№521
かんたんにできる！
アジアン結びのストラップとかわいい小物

レディブティックシリーズ№2944

かぎ針で気軽に編めるあみぐるみ
かわいいどうぶつ あみぐるみ
作品集。イヌ、ネコ、クマ、アルパ
カ、ヒツジなど、可愛い心癒される
11/4発売 定価：945円 雑誌コード：69673-44 動物ばかり掲載。人気のクマの作
り方を写真解説しています。

10/6発売 定価：500円

ISBN 978-4-8347-2944-3

今人気のスイーツを中心に、パンケー
キなどの基本のおやつ、カップケーキ
やドーナッツなどの小さなおやつ、本
格ケーキ、和菓子やパンの作り方を紹
雑誌コード：62452-16
10/5発売 定価：990円
介。ホットケーキミックスのコツを伝
授。
ISBN 978-4-8347-5816-0

ブティックムック№816

ホットケーキミックスの手作りおやつ

内容

不安なご時世だからこそ、見えな
い力で運気を上向かせたい！悪
開運！厄ばらい風水
い厄を落として開運に導く本。楽し
10/22発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-19 いまんがや模様替え、折り紙で作
るモチーフやおまじないなど開運
法が満載。
ISBN 978-4-8347-5819-1

異素材の余った毛糸を上手に
組み合わせてお部屋のインテ
余り毛糸で編む小物46点
リア小物、おしゃれ小物を提
10/27発売 定価：840円 雑誌コード：69673-41 案！総点数４６点のニット小物
集。
ISBN 978-4-8347-2941-2
レディブティックシリーズ№2941

和柄の木綿やちりめんを使っ
て、袋物、バッグ、キッチン小
大人の和小物
10/27発売 定価：945円 雑誌コード：69673-42 物、ストラップを作れます。全６
８点作り方解説付き。

ISBNコード/誌名

表紙

かんたんに作れるアジアン結びの
ストラップと、ピアスやブレスレット
などの小物を多数掲載。結び方は
雑誌コード：67699-21 全てわかりやすいプロセス解説付
き。掲載点数全７４点。

ISBN 978-4-8347-6521-2

和布・和服の布を使用した作
品。バッグ・きんちゃくなどの袋
物から、めがねケースなどの
10/27発売 定価：500円 雑誌コード：67699-22 小物やアクセサリーまで全４７
点掲載。
ISBN 978-4-8347-6522-9
プチブティックシリーズ№522

和の小物 47点

ブティックムック№817
コラーゲンたっぷりの

マシュマロでデコレーションする
ケーキなどのレシピを紹介。本格
的なマシュマロのレシピと、市販
マシュマロお菓子
10/14発売 定価：990円 雑誌コード：62452-17 のマシュマロを使ったお菓子。マ
シュマロを使った食べ方アレンジ
も！
ISBN 978-4-8347-5817-7

具だくさんのみそ汁だから栄
養もたっぷりとれる。野菜、魚
食べるみそ汁と手作りみそ
介、お肉などのみそ汁150点紹
10/22発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-18 介。自家製みその作り方も詳
しく紹介。
ISBN 978-4-8347-5818-4
ブティックムック№818

帳合・番線印

注文日付
ご担当者名
TEL：
FAX：

㈱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）

年

月

日

注文冊数

