
　　　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9月発売2009年9月発売2009年9月発売2009年9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

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

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10月号レディブティック2009年10月号レディブティック2009年10月号レディブティック2009年10月号 表紙：　前田　美波里
特集：　ミセスの簡単服、秋に活躍する
タウンウエア、改まった日の装い、この
時期役立つジャケット集など

レディブティックシリーズ№2879レディブティックシリーズ№2879レディブティックシリーズ№2879レディブティックシリーズ№2879

ナチュラルスタイル　手編みのニットナチュラルスタイル　手編みのニットナチュラルスタイル　手編みのニットナチュラルスタイル　手編みのニット
染めていない天然色の毛糸で編むナ
チュラルテイストのニットウエアと小物
を３２点掲載。チュニック、ベスト、ケー
プなど重ね着が楽しめる人気アイテム
がいっぱい。

9/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-10 9/4発売 定価：990円 雑誌コード：69672-79

4910096471096　00790 ISBN 978-4-8347-2879-8

歌謡曲2009年11月号歌謡曲2009年11月号歌謡曲2009年11月号歌謡曲2009年11月号 表紙　ゆず
特集　ゆずシングル特集
スポーツの秋・走り歌
読者が選ぶ文化祭で演奏したい曲

Now
Printing

レディブティックシリーズ№2881レディブティックシリーズ№2881レディブティックシリーズ№2881レディブティックシリーズ№2881

こどものナチュラル・ニットこどものナチュラル・ニットこどものナチュラル・ニットこどものナチュラル・ニット
簡単でかわいい作品が定評のｍｉｃｈｉｙ
ｏさんがデザインしたこどものニットを
すべて編み方付きで３２点紹介。主な
掲載アイテムはプルオーバー、ベス
ト、チュニックなど。

9/24発売 定価：500円 雑誌コード：02537-11 9/4発売 定価：990円 雑誌コード：69672-81

4910025371190　00476 ISBN 978-4-8347-2881-1

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年11月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年11月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年11月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2009年11月号
表紙　水森かおり
特集　水森かおり、巻頭インタビュー、
氷川きよし、練馬のコンサート、舟木
一夫、中日劇場の千秋楽、サマープレ
ゼント第2弾…etc

レディブティックシリーズ№2894レディブティックシリーズ№2894レディブティックシリーズ№2894レディブティックシリーズ№2894

5玉までで編める　帽子＆マフラーetc.5玉までで編める　帽子＆マフラーetc.5玉までで編める　帽子＆マフラーetc.5玉までで編める　帽子＆マフラーetc.
マフラー、帽子、小物の本。ポンポン
付きのマフラーやベレー、キャスケッ
ト、アラン模様のマフラーなど、おしゃ
れな小物を掲載。

9/19発売 定価：890円 雑誌コード：12513-11 9/8発売 定価：680円 雑誌コード：69672-94

4910125131199　00848 ISBN 978-4-8347-2894-1

ネイルUP！2009年11月号ネイルUP！2009年11月号ネイルUP！2009年11月号ネイルUP！2009年11月号 表紙：　南　明奈
特集：　ネイルが熱い西海岸特集、海
外のネイルサロン発の特別おみやげ、
極めろ！超ＨＩＴフレンチネイルなど

レディブティックシリーズ№2895レディブティックシリーズ№2895レディブティックシリーズ№2895レディブティックシリーズ№2895

女の子*秋冬手編みこもの＆ウェア女の子*秋冬手編みこもの＆ウェア女の子*秋冬手編みこもの＆ウェア女の子*秋冬手編みこもの＆ウェア
メイクメイクシリーズの糸で編む、秋冬
の帽子やマフラー、ミトン、あみぐる
み、コサージュなどのこものとボレロ、
チュニックのウエアを３０点紹介。

9/23発売 定価：500円 雑誌コード：07225-11 9/8発売 定価：800円 雑誌コード：69672-95

4910072251193  00476 ISBN 978-4-8347-2895-8

エクステリア＆ガーデン2009年秋号エクステリア＆ガーデン2009年秋号エクステリア＆ガーデン2009年秋号エクステリア＆ガーデン2009年秋号
巻頭特集：緑ゆたかな四季の庭
プロが教える庭づくりのコツ～樹木・草
花の選び方・手入れのしかた、リ
フォームガーデン大特集、おしゃれな
門まわり

レディブティックシリーズ№2906レディブティックシリーズ№2906レディブティックシリーズ№2906レディブティックシリーズ№2906

今着たい和服のリフォーム今着たい和服のリフォーム今着たい和服のリフォーム今着たい和服のリフォーム
既刊人気作品集。着物、羽織、浴衣な
どを、今着たいお洒落な服や小物にリ
フォーム。全５３点、製図付き。内１点
プロセス解説あり。

9/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-10 9/11発売 定価：990円 雑誌コード：69673-06

4910120451094　01200 ISBN 978-4-8347-2906-1

Now
Printing

秋冬おばあちゃまの服秋冬おばあちゃまの服秋冬おばあちゃまの服秋冬おばあちゃまの服
(レディブティック10月号増刊）(レディブティック10月号増刊）(レディブティック10月号増刊）(レディブティック10月号増刊）

着やすく、若々しく、上品に映るおばあ
ちゃま世代の秋冬スタイルを提案。プ
ルオーバー、ブラウス、ジャケットにス
カート、パンツ、ホームウエア、バッグ
と満載。

レディブティックシリーズ№2921レディブティックシリーズ№2921レディブティックシリーズ№2921レディブティックシリーズ№2921

かぎ針編みのモチーフつなぎかぎ針編みのモチーフつなぎかぎ針編みのモチーフつなぎかぎ針編みのモチーフつなぎ

9/14発売 定価：990円 雑誌コード：09648-10 9/4発売 定価：900円 雑誌コード：69673-21

4910096481095　00943 ISBN 978-4-8347-2921-4

一日で作れる秋冬服のを紹介。ワン
ピースやスカート、パンツ、ジャケット、
ベスト、サロペット、ポンチョなど今すぐ
着たくなるデザインが満載。

レディブティックシリーズ№2922レディブティックシリーズ№2922レディブティックシリーズ№2922レディブティックシリーズ№2922

使えてかわいい　あみぐるみ雑貨使えてかわいい　あみぐるみ雑貨使えてかわいい　あみぐるみ雑貨使えてかわいい　あみぐるみ雑貨
羊の湯たんぽカバーやヒヨコの
ポーチ、犬のスリッパなど、かわ
いいあみぐるみが便利な雑貨に。
お出かけ小物やインテリア雑貨な
ど多数紹介。

かぎ針１本で編めるモチーフつなぎの
作品集。人気のチュニックやボレロ、
ストール、バッグ、マフラーなど２７点
掲載。配色が楽しめる多色使いなど、
モチーフデザインが満載。

9/17発売 定価：945円 雑誌コード：07758-10 9/8発売 定価：945円 雑誌コード：69673-22

4910077581097　00900 ISBN 978-4-8347-2922-1

1dayソーイング　今日作って明日着る秋冬服1dayソーイング　今日作って明日着る秋冬服1dayソーイング　今日作って明日着る秋冬服1dayソーイング　今日作って明日着る秋冬服

（フィーメィル2009年秋号増刊）（フィーメィル2009年秋号増刊）（フィーメィル2009年秋号増刊）（フィーメィル2009年秋号増刊）

1日でできちゃうかわいいこども服1日でできちゃうかわいいこども服1日でできちゃうかわいいこども服1日でできちゃうかわいいこども服
（こどもブティックCUCITO2009年秋号増刊）（こどもブティックCUCITO2009年秋号増刊）（こどもブティックCUCITO2009年秋号増刊）（こどもブティックCUCITO2009年秋号増刊）

ワンピース、キュロット、スカート、パン
ツなどのアイテムが身長95～105、105
～115、115～125ｃｍの3サイズ作れま
す。男の子のアイテムも掲載。

レディブティックシリーズ№2923レディブティックシリーズ№2923レディブティックシリーズ№2923レディブティックシリーズ№2923

手あみの冬の帽子手あみの冬の帽子手あみの冬の帽子手あみの冬の帽子

手編みの帽子の作品集。キャップや
キャスケット、クロッシュ、ハット、耳あ
てつき帽子など人気のデザインが満
載。帽子の他に、お揃いのマフラーや
ミトン、リストウォーマーなど小物も紹
介。

9/24発売 定価：945円 雑誌コード：03908-10 9/8発売 定価：680円 雑誌コード：69673-23

4910039081092　00900 ISBN 978-4-8347-2923-8

レディブティックシリーズ№2877レディブティックシリーズ№2877レディブティックシリーズ№2877レディブティックシリーズ№2877

かわいいおざぶ　手編みの円座・角座かわいいおざぶ　手編みの円座・角座かわいいおざぶ　手編みの円座・角座かわいいおざぶ　手編みの円座・角座
毛糸で編むざぶとん、円座と角座を一
部プロセスつきで４１点掲載。中綿や
スポンジを使わず、ふんわり座り心地
がよく、かわいいデザインがいっぱい。

9/4発売 定価：945円 雑誌コード：69672-77

ISBN 978-4-8347-2877-4 TEL:                        FAX:

帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印



　　　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9月発売2009年9月発売2009年9月発売2009年9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）

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№2924レディブティックシリーズ№2924レディブティックシリーズ№2924レディブティックシリーズ№2924

あみぐるみネコと仲間たちあみぐるみネコと仲間たちあみぐるみネコと仲間たちあみぐるみネコと仲間たち
ほしみつきさんのあみぐるみ作品集。
スコティッシュフォールドやトラネコ、三
毛ネコなどかわいいネコ達やうさぎや
リスなどのあみぐるみを紹介。ストラッ
プなど小物も掲載。

レディブティックシリーズ№2932レディブティックシリーズ№2932レディブティックシリーズ№2932レディブティックシリーズ№2932

かぎ針で編む冬こものかぎ針で編む冬こものかぎ針で編む冬こものかぎ針で編む冬こもの
かぎ針で編むかわいいデイリー小物を
多数紹介。ミニマフラーやラリエット、
バッグ、帽子、ストール、ハンドウォー
マー、ポーチ、ブックカバー、シュシュ、
湯たんぽカバーなど。

9/8発売 定価：945円 雑誌コード：69673-24 10/2発売 定価：880円 雑誌コード：69673-32

ISBN 978-4-8347-2924-5 ISBN 978-4-8347-2932-0

レディブティックシリーズ№2925レディブティックシリーズ№2925レディブティックシリーズ№2925レディブティックシリーズ№2925
トールペインティング＆クラフトカタログトールペインティング＆クラフトカタログトールペインティング＆クラフトカタログトールペインティング＆クラフトカタログ

トールペインティングメーカー、株式会
社サンーケイの通信販売カタログと人
気作家の作品を組み合わせた本。アト
リエ紹介やプロセス写真解説、描き方
なども紹介。

Now
Printing

レディブティックシリーズ№2933レディブティックシリーズ№2933レディブティックシリーズ№2933レディブティックシリーズ№2933

お気に入りのニットこものお気に入りのニットこものお気に入りのニットこものお気に入りのニットこもの
ニットのおでかけこもの作品集。帽子、
ミトン、マフラー、バッグ、ストール、ベ
ストなどお気に入りになること間違い
なしのアイテムが満載。

9/17発売 定価：1470円 雑誌コード：69673-25 10/2発売 定価：880円 雑誌コード：69673-33

ISBN 978-4-8347-2925-2 ISBN 978-4-8347-2933-7

レディブティックシリーズ№2926レディブティックシリーズ№2926レディブティックシリーズ№2926レディブティックシリーズ№2926

手編みのナチュラルニットでおでかけ手編みのナチュラルニットでおでかけ手編みのナチュラルニットでおでかけ手編みのナチュラルニットでおでかけ
秋冬に着たいかぎ針編みと棒針編み
のニットの本。重ね着が楽しめるベス
トやチュニック等のウエアや、ストール
やベレー等のこものを掲載。オールカ
ラーでわかりやすい一冊。

ブティックムック№815ブティックムック№815ブティックムック№815ブティックムック№815

手作りガーデン秋冬手作りガーデン秋冬手作りガーデン秋冬手作りガーデン秋冬
特集：　かんたんキットハウスで趣味
の庭を作ろう、徹底解説！　モルタル
のスゴイ利用術、照明を使ったガーデ
ン演出、ペットのための庭づくり、な
ど。

9/24発売 定価：800円 雑誌コード：69673-26 9/29発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-15

ISBN 978-4-8347-2926-9 ISBN 978-4-8347-5815-3

レディブティックシリーズ№2927レディブティックシリーズ№2927レディブティックシリーズ№2927レディブティックシリーズ№2927

こどもたちのお気に入りニットこどもたちのお気に入りニットこどもたちのお気に入りニットこどもたちのお気に入りニット
男女お揃いで着られるデザインやガー
リーテイストのウエアなどを紹介。９０ｃ
ｍと１１０ｃｍの２サイズ展開で、かぎ
針・棒針の作品各１点ずつプロセス解
説しています。

プチブティックシリーズ№518プチブティックシリーズ№518プチブティックシリーズ№518プチブティックシリーズ№518
ちっちゃくて、かわいい　ボンボンマスコットちっちゃくて、かわいい　ボンボンマスコットちっちゃくて、かわいい　ボンボンマスコットちっちゃくて、かわいい　ボンボンマスコット

くるくるボンボン器を使って作る毛糸の
ボンボンに、フェルトなどで作ったいろ
いろなパーツをつけ、動物やケーキ、
クリスマスグッズなど７３点紹介。

9/24発売 定価：800円 雑誌コード：69673-27 9/4発売 定価：500円 雑誌コード：67699-18

ISBN 978-4-8347-2927-6 ISBN 978-4-8347-6518-2

レディブティックシリーズ№2928レディブティックシリーズ№2928レディブティックシリーズ№2928レディブティックシリーズ№2928

ママと女の子　手作りできる秋冬の服ママと女の子　手作りできる秋冬の服ママと女の子　手作りできる秋冬の服ママと女の子　手作りできる秋冬の服
ママと女の子がお揃い感覚を楽しめる
ソーイング本。秋冬素材を使っても簡
単にできて可愛いデザインがいっぱ
い。実物大の型紙と詳しい作り方つき
で３２点掲載。

プチブティックシリーズ№519プチブティックシリーズ№519プチブティックシリーズ№519プチブティックシリーズ№519
ひとりであめちゃう！！ひとりであめちゃう！！ひとりであめちゃう！！ひとりであめちゃう！！

かんたん＆かわいい　こどものゆびあみかんたん＆かわいい　こどものゆびあみかんたん＆かわいい　こどものゆびあみかんたん＆かわいい　こどものゆびあみ
ゆびリリアンあみで作るニットこもの
本。マフラーやシュシュ、マスコットや
ターバン、バッグ、帽子など、おしゃれ
でかわいいアイテムがいっぱい。

9/24発売 定価：990円 雑誌コード：69673-28 9/24発売 定価：500円 雑誌コード：67699-19

ISBN 978-4-8347-2928-3 ISBN 978-4-8347-6519-9

レディブティックシリーズ№2929レディブティックシリーズ№2929レディブティックシリーズ№2929レディブティックシリーズ№2929

おばあちゃまのふだん着おばあちゃまのふだん着おばあちゃまのふだん着おばあちゃまのふだん着
ご年配の方におすすめのチュニックや
ベーシックなスカート、パンツからエプ
ロンまで、デザイン豊富に４２点掲載。
実物大の型紙つき。９・１１・１３号が作
れます。

プチブティックシリーズ№520プチブティックシリーズ№520プチブティックシリーズ№520プチブティックシリーズ№520

お菓子キャラクターの魔法のタワシお菓子キャラクターの魔法のタワシお菓子キャラクターの魔法のタワシお菓子キャラクターの魔法のタワシ
キョロちゃん、カールおじさん、マーブル
わんちゃん、アポロちゃん、カバガラス、
ポテコ、ビートくん、おっとっとなどのお菓
子キャラクターのエコタワシ。

9/24発売 定価：990円 雑誌コード：69673-29 9/24発売 定価：500円 雑誌コード：67699-20

ISBN 978-4-8347-2929-0 ISBN 978-4-8347-6520-5

ISBN 978-4-8347-2930-6

Now
Printing

レディブティックシリーズ№2930レディブティックシリーズ№2930レディブティックシリーズ№2930レディブティックシリーズ№2930

一日でできちゃう　かんたん秋冬服一日でできちゃう　かんたん秋冬服一日でできちゃう　かんたん秋冬服一日でできちゃう　かんたん秋冬服
面倒なファスナー付けやボタンホー
ル、衿付けなどのない、ビギナーにも
簡単なデザインのベスト、ワンピース、
キャミソール、チュニックなど、３９点を
掲載。

定価：945円 雑誌コード：69673-31
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シンプルでかわいいこども服を多数紹
介。ワンピース、スカート、パンツなど、
今流行のデザインがいっぱい。型紙付
きなので洋裁ビギナーのママでも、ラ
クラクソーイング。

9/29発売


