
　　　　　　　　ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本 2009年8月発売2009年8月発売2009年8月発売2009年8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。

表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数 表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数

帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印帳合・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

8/28発売 定価：700円 雑誌コード：17669-10 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：69672-76

4910176691093　00667 ISBN 978-4-8347-2876-7

ビーズfriend 2009年秋号ビーズfriend 2009年秋号ビーズfriend 2009年秋号ビーズfriend 2009年秋号
表紙　内田恭子
人気アーティスト7人が作るロマ
ンティックモチーフアクセサ
リー、秋のトレンドアクセサリー
予報、キティちゃんを作ろう！な
ど。

レディブティックシリーズ№2876レディブティックシリーズ№2876レディブティックシリーズ№2876レディブティックシリーズ№2876

大人の秋冬ニット大人の秋冬ニット大人の秋冬ニット大人の秋冬ニット
ミセス世代の為の秋冬ニットの
本。かぎ針編み、棒針編みのベ
スト、プルオーバー、ジャケット、
ポンチョを掲載。２７点掲載。

8/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-09 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：69672-75

4910078930993　01886 ISBN 978-4-8347-2875-0

風景写真　2009年9・10月号風景写真　2009年9・10月号風景写真　2009年9・10月号風景写真　2009年9・10月号 秋の風景＆紅葉特集号
現代の風景写真の最高峰を
行く作品を紹介。充実した技
法とガイドをお届します。

レディブティックシリーズ№2875レディブティックシリーズ№2875レディブティックシリーズ№2875レディブティックシリーズ№2875

秋冬*ミセス　手編みコレクションⅥ秋冬*ミセス　手編みコレクションⅥ秋冬*ミセス　手編みコレクションⅥ秋冬*ミセス　手編みコレクションⅥ
秋冬に向くミセスの手編み作品
集。ベストを中心にプルオー
バー、カーディガン、ストール、
帽子とアイテム豊富に４６点掲
載。すべて編み方付き。

8/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-10 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：13626-09

4910125131090　00848 4910136260994　00943

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年10月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年10月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年10月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年10月号
表紙　氷川きよし
内容　氷川きよしの新曲インタ
ビュー、舟木一夫　中日劇場講
演の取材、歌手からのサマープ
レゼント特集など

かんたんミセスの服秋冬かんたんミセスの服秋冬かんたんミセスの服秋冬かんたんミセスの服秋冬
(コットンフレンド2009年秋号増刊）(コットンフレンド2009年秋号増刊）(コットンフレンド2009年秋号増刊）(コットンフレンド2009年秋号増刊）

秋冬に重宝する服をテーマ別に掲
載。人気のある秋冬素材で作るブラ
ウス、ボトム、ワンピース、スーツ、
コートなど豊富に掲載。カジュアルな
デザインからフェミニンなタイプまで
幅広いラインナップ。すべて製図つ
き。

ワンピース、ツーピース、ブラウ
ス、日常着、ツインセット、スー
ツなど、ハイミセスのための洋
服を紹介。全て型紙つきで、9・
11・13号が作れます。

8/24発売 定価：500円 雑誌コード：02537-10 8/24発売 定価：990円 雑誌コード：09648-09

4910025371091  00476 4910096480999　00943

定価：880円 雑誌コード：03907-10

4910136250995　00800 4910039071093  00838

歌謡曲2009年10月号歌謡曲2009年10月号歌謡曲2009年10月号歌謡曲2009年10月号 表紙　コブクロ
内容　コブクロNEWアルバム全曲紹
介、蟹工船時代の社会派特集、ロマ
ンティックな曲など

ハイミセスの素敵な装いハイミセスの素敵な装いハイミセスの素敵な装いハイミセスの素敵な装い
(レディブティック2009年9月号増刊）(レディブティック2009年9月号増刊）(レディブティック2009年9月号増刊）(レディブティック2009年9月号増刊）

Cotton Friend　2009年秋号Cotton Friend　2009年秋号Cotton Friend　2009年秋号Cotton Friend　2009年秋号
秋のおしゃれソーイング決定
版！羽織物～ワンピースまで、
旬のウエアが手作りできます。
はぎれで作るおしゃれ小物や仕
立ての良いバッグなど

こどもブティックCUCITO 2009年秋号こどもブティックCUCITO 2009年秋号こどもブティックCUCITO 2009年秋号こどもブティックCUCITO 2009年秋号
家族で楽しむウィークエンドの
ワードローブ、秋のカジュアル
ウエア、ベビーウエア、ちっちゃ
な布で作るかわいい小物など秋
のアイテム満載

8/7発売 定価：840円 雑誌コード：13625-09 8/28発売

特集　秋冬新作布地　誌上展示
会、10、20、30代の年代別布地
選びと着こなし、秋のトップス、
定番スカート人気の4タイプ、秋
色の帽子、デニムの服など

8/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-09 8/11発売 定価：840円 雑誌コード：07757-09

4910096470990 00790 4910077570992  00800

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

レディブティック2009年9月号レディブティック2009年9月号レディブティック2009年9月号レディブティック2009年9月号
表紙　早見優
特集　ミセスのかんたんソーイング、
エレガントに装うスーツ、ハイミセス
＆シルバー世代の外出着、実物大
型紙つき　エイジレスで着られる服、
夏から秋まで着られる服など

FEMALE 2009年秋号FEMALE 2009年秋号FEMALE 2009年秋号FEMALE 2009年秋号



　　　　　　　　ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本 2009年8月発売2009年8月発売2009年8月発売2009年8月発売

表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数 表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数

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）

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　

レディブティックシリーズ№2901レディブティックシリーズ№2901レディブティックシリーズ№2901レディブティックシリーズ№2901

増補改訂版　和の小物全書増補改訂版　和の小物全書増補改訂版　和の小物全書増補改訂版　和の小物全書

改訂版に、更に人気のつるし飾
りを加えた増補改訂版。日本的
な美しさを醸し出す粋な和柄の
バッグ、巾着、髪飾り、雛人形
や干支人形、縁起物の鶴亀、招
き猫など満載。

8/18発売 定価：945円 雑誌コード：69673-01

ISBN 978-4-8347-2901-6

人気ビーズアクセサリー作家、
富樫由美子さんの待望の著作
本。ロマンチックやクールなど
テーマ別に紹介。普段使いでき
る、上品でお洒落なアクセサ
リーの数々を楽しめます。

8/11発売 定価：890円 雑誌コード：69672-99 8/24発売 定価：950円 雑誌コード：69673-07

ISBN 978-4-8347-2899-6 ISBN 978-4-8347-2907-8

レディブティックシリーズ№2899レディブティックシリーズ№2899レディブティックシリーズ№2899レディブティックシリーズ№2899

余った布で作るこもの100てん余った布で作るこもの100てん余った布で作るこもの100てん余った布で作るこもの100てん

捨てられずに残っている余り布
やお気に入りの端切れで小物
が作れる本。エコバッグからラ
ンチセット、リビング小物やお洒
落小物まで１００点掲載。全て
作り方つき。

レディブティックシリーズ№2907レディブティックシリーズ№2907レディブティックシリーズ№2907レディブティックシリーズ№2907

富樫由美子の富樫由美子の富樫由美子の富樫由美子の
ビーズアクセサリーコレクションビーズアクセサリーコレクションビーズアクセサリーコレクションビーズアクセサリーコレクション

春夏秋冬の節句や十二支の飾りも
のを紹介。どの作品も美しい和紙を
材料とし、重厚感あふれるものが満
載。手すき、手染めの和紙と折り紙
作品の可愛らしさで日々の暮らしを
豊かに演出。折り方はイラストで掲
載。

8/8発売 定価：1050円 雑誌コード：69672-98 8/18発売 定価：990円 雑誌コード：69673-05

ISBN 978-4-8347-2898-9 ISBN 978-4-8347-2905-4

レディブティックシリーズ№2898レディブティックシリーズ№2898レディブティックシリーズ№2898レディブティックシリーズ№2898

エコクラフト手芸総集編エコクラフト手芸総集編エコクラフト手芸総集編エコクラフト手芸総集編

既刊エコクラフト手芸作品集の
中から人気作品を選抜。すべて
の作品を解かりやすい写真プロ
セスで解説。きれいに仕上げる
ためのコツやテクニックを４４点
紹介。

レディブティックシリーズ№2905レディブティックシリーズ№2905レディブティックシリーズ№2905レディブティックシリーズ№2905
日本の伝統行事　五節句・十二支を折る日本の伝統行事　五節句・十二支を折る日本の伝統行事　五節句・十二支を折る日本の伝統行事　五節句・十二支を折る

折り紙歳時記折り紙歳時記折り紙歳時記折り紙歳時記

円形、四角形、三角形、六角
形、花形の５種類のモチーフを
色や素材を変えるなどバリエー
ション豊かに紹介。マフラーや
ショール、バッグ、帽子などの作
品が作れます。

8/4発売 定価：950円 雑誌コード：69672-97 8/18発売 定価：990円 雑誌コード：69673-04

ISBN 978-4-8347-2897-2 ISBN 978-4-8347-2904-7

レディブティックシリーズ№2897レディブティックシリーズ№2897レディブティックシリーズ№2897レディブティックシリーズ№2897

基本だけで作れる基本だけで作れる基本だけで作れる基本だけで作れる
初めてのビーズステッチ初めてのビーズステッチ初めてのビーズステッチ初めてのビーズステッチ

針と糸でビーズを編む技法、
『ビーズステッチ』の本。基本の
編み方を丁寧にイラスト解説し
ているので、初心者でも安心。
ネックレスやリング、小物など７
１点全て作り方つきで紹介。

レディブティックシリーズ№2904レディブティックシリーズ№2904レディブティックシリーズ№2904レディブティックシリーズ№2904

増補改訂版　かぎ針編みのモチーフ増補改訂版　かぎ針編みのモチーフ増補改訂版　かぎ針編みのモチーフ増補改訂版　かぎ針編みのモチーフ

携帯ストラップにおすすめの可
愛いモチーフを紹介。スイーツ、
フルーツ、バッグ、ドレス、コスメ
グッズなど５５点のモチーフを全
て作り方つきで掲載。

8/29発売 定価：945円 雑誌コード：69672-80 8/18発売 定価：950円 雑誌コード：69673-03

ISBN 978-4-8347-2880-4 ISBN 978-4-8347-2903-0

定価：990円 雑誌コード：69673-02

ISBN 978-4-8347-2878-1 ISBN 978-4-8347-2902-3

レディブティックシリーズ№2880レディブティックシリーズ№2880レディブティックシリーズ№2880レディブティックシリーズ№2880

今編んで着たいニット今編んで着たいニット今編んで着たいニット今編んで着たいニット

重ね着が楽しめる手編みのニッ
トウエア２２点と帽子やストール
などこもの１３点。アイテムは人
気のチュニック、ベスト、キャミ
ソール、ジャケットケープ、他。
かぎ針と棒針編みの作品集。

レディブティックシリーズ№2903レディブティックシリーズ№2903レディブティックシリーズ№2903レディブティックシリーズ№2903

おしゃれビーズモチーフおしゃれビーズモチーフおしゃれビーズモチーフおしゃれビーズモチーフ

レディブティックシリーズ№2878レディブティックシリーズ№2878レディブティックシリーズ№2878レディブティックシリーズ№2878

若々しいおばあちゃまのニット若々しいおばあちゃまのニット若々しいおばあちゃまのニット若々しいおばあちゃまのニット
若々しいおばあちゃんに向けて
のニット作品集。着やすいベス
トを中心におしゃれなデザイン
を満載！！全３４点

レディブティックシリーズ№2902レディブティックシリーズ№2902レディブティックシリーズ№2902レディブティックシリーズ№2902
改訂版　和服リフォーム60てん改訂版　和服リフォーム60てん改訂版　和服リフォーム60てん改訂版　和服リフォーム60てん

着なくなった和服をリフォー
ムできる人気シリーズの改
訂版。帽子やロングベスト、
リバーシブルコートなどが作
れます。

8/29発売 定価：990円 雑誌コード：69672-78 8/18発売

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



　　　　　　　　ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本 2009年8月発売2009年8月発売2009年8月発売2009年8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。

表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数 表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数

帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印帳合・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

8/29発売 定価：990円 雑誌コード：69673-13 8/29発売 定価：980円 雑誌コード：69673-19

ISBN 978-4-8347-2913-9 ISBN 978-4-8347-2919-1

レディブティックシリーズ№2913レディブティックシリーズ№2913レディブティックシリーズ№2913レディブティックシリーズ№2913

秋冬春3シーズン着られる秋冬春3シーズン着られる秋冬春3シーズン着られる秋冬春3シーズン着られる

リネン、コットン、ウールの服リネン、コットン、ウールの服リネン、コットン、ウールの服リネン、コットン、ウールの服

ウール、リネン、コットンのナ
チュラル素材の服を紹介しま
す。重ね着で3シーズン着ら
れる、ゆったりとしたシルエッ
トのデザインを34点掲載。

レディブティックシリーズ№2919レディブティックシリーズ№2919レディブティックシリーズ№2919レディブティックシリーズ№2919

かぎ針編み　秋冬かぎ針編み　秋冬かぎ針編み　秋冬かぎ針編み　秋冬

人気のかぎ針編みをテーマに
初級から上級者まで満足する
小物とウエアの作品集。ショー
ル、ケープ、チュニック、ベスト、
カーディガンなど使いやすいア
イテムを紹介しています。

8/25発売 定価：945円 雑誌コード：69673-12 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：69673-18

ISBN 978-4-8347-2912-2 ISBN 978-4-8347-2918-4

レディブティックシリーズ№2912レディブティックシリーズ№2912レディブティックシリーズ№2912レディブティックシリーズ№2912

手作りの布バッグ手作りの布バッグ手作りの布バッグ手作りの布バッグ

毎日持ち歩くものだからこそ、
見た目にも使い勝手にもこだわ
りたいバッグ。直線縫いの多い
バッグはソーイング初心者の方
にもおすすめ。使いやすいデザ
インを３５点掲載。

レディブティックシリーズ№2918レディブティックシリーズ№2918レディブティックシリーズ№2918レディブティックシリーズ№2918

秋冬ミセスの服171点秋冬ミセスの服171点秋冬ミセスの服171点秋冬ミセスの服171点

既刊人気作品集。普段着から
フォーマルなデザインまで幅広
く、テーマ別に編集。すべて製
図つき。一部の作品はかこみ製
図なので、洋裁初心者の方にも
オススメできる一冊です。

8/24発売 定価：840円 雑誌コード：69673-11 8/29発売 定価：950円 雑誌コード：69673-17

ISBN 978-4-8347-2911-5 ISBN 978-4-8347-2917-7

レディブティックシリーズ№2911レディブティックシリーズ№2911レディブティックシリーズ№2911レディブティックシリーズ№2911

棒針編みの基本棒針編みの基本棒針編みの基本棒針編みの基本

棒針編みの目の作り方、編み
目記号の解説、とじはぎ、つな
ぎ方などの基礎から応用までイ
ラストを使って細かく解説。初め
て編み物をする人から上級者ま
で役立つ一冊です。

レディブティックシリーズ№2917レディブティックシリーズ№2917レディブティックシリーズ№2917レディブティックシリーズ№2917

ハートフルビーズモチーフハートフルビーズモチーフハートフルビーズモチーフハートフルビーズモチーフ

人気ビーズモチーフ作家、佐々
木公子さんの最新刊。いろいろ
なコスチュームを着たウサギや
くまたちの作品を紹介。人気
キャラクターのリサとガスパー
ルも掲載。

8/24発売 定価：840円 雑誌コード：69673-10 8/29発売 定価：950円 雑誌コード：69673-16

ISBN 978-4-8347-2910-8 ISBN 978-4-8347-2916-0

レディブティックシリーズ№2910レディブティックシリーズ№2910レディブティックシリーズ№2910レディブティックシリーズ№2910

かぎ針編みの基本かぎ針編みの基本かぎ針編みの基本かぎ針編みの基本

かぎ針編みの目の作り方、編み
目記号の解説、とじはぎ、つな
ぎ方などの基礎から応用までイ
ラストを使って細かく解説。初め
て編み物をする人から上級者ま
で役立つ一冊です。

レディブティックシリーズ№2916レディブティックシリーズ№2916レディブティックシリーズ№2916レディブティックシリーズ№2916
0歳～3歳のこどものための0歳～3歳のこどものための0歳～3歳のこどものための0歳～3歳のこどものための

フェルトのおもちゃフェルトのおもちゃフェルトのおもちゃフェルトのおもちゃ

ベビーから3歳くらいのこどもが
楽しめる、手作りのフェルトおも
ちゃの本。ベビーのガラガラ、ベ
ビーカートイ、おままごとセット、
ボーリングなど満載。

8/24発売 定価：2100円 雑誌コード：69673-09 8/28発売 定価：945円 雑誌コード：69673-15

ISBN 978-4-8347-2909-2 ISBN 978-4-8347-2915-3

レディブティックシリーズ№2909レディブティックシリーズ№2909レディブティックシリーズ№2909レディブティックシリーズ№2909

改訂版　パッチワークパターン300改訂版　パッチワークパターン300改訂版　パッチワークパターン300改訂版　パッチワークパターン300

パッチワークキルトで人気があ
るパターン３００種類の実物大
の型紙集。パターンの縫い方、
ピースの枚数も掲載。昔からあ
るトラディショナルパターンから
アルファベット、数字など創作し
たパターンも紹介。

レディブティックシリーズ№2915レディブティックシリーズ№2915レディブティックシリーズ№2915レディブティックシリーズ№2915

Deco＆Deco　vol.5Deco＆Deco　vol.5Deco＆Deco　vol.5Deco＆Deco　vol.5

表紙　加藤夏希
デコの全てがわかる最強の
定期誌第４弾。きらきらのデ
コからラブリーなスイーツデ
コまで作品もプロセスも満載
です！

人気の和布地で作る春、
秋、初冬のミセス向けの服を
ご紹介。スカート、ブラウス、
コートなどが作れます。8/24発売 定価：990円 雑誌コード：69673-08 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：69673-14

ISBN 978-4-8347-2908-5 ISBN 978-4-8347-2914-6

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

レディブティックシリーズ№2908レディブティックシリーズ№2908レディブティックシリーズ№2908レディブティックシリーズ№2908

和紙で作る折り紙人形和紙で作る折り紙人形和紙で作る折り紙人形和紙で作る折り紙人形

おひなさま、武者人形、かぐや
姫、連獅子など「きもの」の美し
さを折り紙で表現した作品集。
「ひとがた」と言われ古来から残
る人形にアレンジを加え、より華
やかで美しい人形を創り上げま
した。

レディブティックシリーズ№2914レディブティックシリーズ№2914レディブティックシリーズ№2914レディブティックシリーズ№2914

改訂版　和布地のすてきな服改訂版　和布地のすてきな服改訂版　和布地のすてきな服改訂版　和布地のすてきな服



　　　　　　　　ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本ブティック社の本 2009年8月発売2009年8月発売2009年8月発売2009年8月発売
表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数 表紙表紙表紙表紙 内容内容内容内容 注文冊数注文冊数注文冊数注文冊数

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）
㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　

プチブティックシリーズ№515プチブティックシリーズ№515プチブティックシリーズ№515プチブティックシリーズ№515

コットン＆リネンコットン＆リネンコットン＆リネンコットン＆リネン
ナチュラル素材で作るこものナチュラル素材で作るこものナチュラル素材で作るこものナチュラル素材で作るこもの

コットン、リネンなどナチュラル
な素材を使った手作り小物の
本。バッグやコサージュ、シュ
シュ、リビングまわりの小物。ド
イリー、ルームシューズなど人
気のデザインを掲載。

8/27発売 定価：500円 雑誌コード：67699-15

ISBN 978-4-8347-6515-1

8/29発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-14

ISBN 978-4-8347-5814-6

ブティックムック№814ブティックムック№814ブティックムック№814ブティックムック№814

改訂版　炊飯器料理改訂版　炊飯器料理改訂版　炊飯器料理改訂版　炊飯器料理

炊飯器を使った簡単レシピ集、
タイマーをセットするだけで手軽
に料理が作れます。ごはんとお
かずを同時に作ったり、炊飯器
でデザートも作れるレシピを125
点掲載。

8/25発売 定価：950円 雑誌コード：62452-13

ISBN 978-4-8347-5813-9

ブティックムック№813ブティックムック№813ブティックムック№813ブティックムック№813

改訂版　ひとり暮らしの基礎料理改訂版　ひとり暮らしの基礎料理改訂版　ひとり暮らしの基礎料理改訂版　ひとり暮らしの基礎料理 目玉焼きの作り方、ご飯の作り
方から煮物、揚げ物まで、料理
１年生の人にもわかりやすく料
理を解説。定番の料理満載。

8/31発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-12

ISBN 978-4-8347-5812-2

NOW
PRINTING

ブティックムック№812ブティックムック№812ブティックムック№812ブティックムック№812
おうち力アップで幸運偏差値がみるみる上昇！おうち力アップで幸運偏差値がみるみる上昇！おうち力アップで幸運偏差値がみるみる上昇！おうち力アップで幸運偏差値がみるみる上昇！

プチ模様替え風水プチ模様替え風水プチ模様替え風水プチ模様替え風水

こんな時代だからこそ、神秘的
なパワーで開運したい！ちょっ
と模様替えをしたり、家具など
の置き場所を変えるだけで金
運・仕事運・恋愛運などがグン
と上向く風水の本。

生活に欠かせない、いろいろな
バッグを作り方つきで紹介。エコ
バッグやおでかけ用、おけいこ
用のバッグなど、様々なシーン
で活躍しそうなバッグを４０点掲
載。

8/25発売 定価：1155円 雑誌コード：62452-11 8/25発売 定価：500円 雑誌コード：67699-17

ISBN 978-4-8347-5811-5 ISBN 978-4-8347-6517-5

定価：500円 雑誌コード：67699-16

ISBN 978-4-8347-2920-7 ISBN 978-4-8347-6516-8

ブティックムック№811ブティックムック№811ブティックムック№811ブティックムック№811

魚のさばき方とおいしい保存料理魚のさばき方とおいしい保存料理魚のさばき方とおいしい保存料理魚のさばき方とおいしい保存料理
アジやいわしなどの干物の作り
方や、酢じめ、粕漬け、みそ漬
け、しょうゆ漬け、オイル漬け、
薫製、塩辛、昆布じめなど、魚
を十分楽しめる方法を解説。

プチブティックシリーズ№517プチブティックシリーズ№517プチブティックシリーズ№517プチブティックシリーズ№517

毎日使いたい手作りのバッグ毎日使いたい手作りのバッグ毎日使いたい手作りのバッグ毎日使いたい手作りのバッグ

レディブティックシリーズ№2920レディブティックシリーズ№2920レディブティックシリーズ№2920レディブティックシリーズ№2920

ビギナーシリーズビギナーシリーズビギナーシリーズビギナーシリーズ

はじめて作るパッチワークはじめて作るパッチワークはじめて作るパッチワークはじめて作るパッチワーク

イラストと写真で作り方を解説し
ている、パッチワークビギナー
の方へ向けた一冊。鍋つかみ、
ランチョンマット、ポーチ、バッ
グ、キルトなど１１点の作品が
作れます。

プチブティックシリーズ№516プチブティックシリーズ№516プチブティックシリーズ№516プチブティックシリーズ№516

巻くだけでかんたん巻くだけでかんたん巻くだけでかんたん巻くだけでかんたん

まきぐるみマスコットまきぐるみマスコットまきぐるみマスコットまきぐるみマスコット

毛糸をくるくると巻いてマスコット
を作る本。動物をはじめ、食べ
ものや人形など、バリエーション
豊富なモチーフが６０点せいぞ
ろい。手軽に簡単に作れる１
冊。

9/3発売 定価：735円 雑誌コード：69673-20 8/25発売
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