
　　　　　　　　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11月発売2009年11月発売2009年11月発売2009年11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

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

11/12発売 定価：840円 雑誌コード：07757-12 11/4発売 定価：945円 雑誌コード：69673-47

NOW
PRINTING

FEMALE（フィーメィル）FEMALE（フィーメィル）FEMALE（フィーメィル）FEMALE（フィーメィル）
2009-10年冬号2009-10年冬号2009-10年冬号2009-10年冬号

特集「本当は難しくない、ウールで
作る服」。流行の8アイテム別お
しゃれ大作戦。冬ボトム、キュート
なルームグッズ、リラックスウエア

レディブティックシリーズ№2947レディブティックシリーズ№2947レディブティックシリーズ№2947レディブティックシリーズ№2947

牛乳パックでできちゃうやさしい布箱牛乳パックでできちゃうやさしい布箱牛乳パックでできちゃうやさしい布箱牛乳パックでできちゃうやさしい布箱
牛乳パックで作ったとは思えな
い、ナチュラルなカルトナージュ風
の雑貨を手作りする本。牛乳パッ
クを使うからリーズナブル。アイテ

11/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-01 11/4発売 定価：945円 雑誌コード：69673-46

4910125130109  00848 ISBN 978-4-8347-2946-7

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年1月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年1月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年1月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年1月号 表紙　竹川美子
特集　竹川美子十日町ロケ、
氷川きよし10周年記念などのイン
タビュー。

レディブティックシリーズ№2946レディブティックシリーズ№2946レディブティックシリーズ№2946レディブティックシリーズ№2946

手作りの大人可愛い布バッグ手作りの大人可愛い布バッグ手作りの大人可愛い布バッグ手作りの大人可愛い布バッグ
レースやギャザー、タック、フリル
などひと手間加えて可愛らしさを
プラスし、機能性も兼ね備えた手
作りの布バッグとポーチを３８点紹
介。

11/24発売 定価：700円 雑誌コード：02537-01 11/4発売 定価：840円 雑誌コード：69673-45

4910025370100　00667 ISBN 978-4-8347-2945-0

NOW
PRINTING

歌謡曲ゲッカヨ 2010年1・2月号歌謡曲ゲッカヨ 2010年1・2月号歌謡曲ゲッカヨ 2010年1・2月号歌謡曲ゲッカヨ 2010年1・2月号
リニューアル第1号
表紙　いきものがかり
特集　いきものがかり
B’zアルバム特集
真冬の名曲

レディブティックシリーズ№2945レディブティックシリーズ№2945レディブティックシリーズ№2945レディブティックシリーズ№2945
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

はじめて編むかぎ針編みはじめて編むかぎ針編みはじめて編むかぎ針編みはじめて編むかぎ針編み

はじめてかぎ針編みに挑戦する
方のために、針の持ち方から基礎
の編み方、手軽なこものの作り方
をわかりやすく紹介。オールカ
ラーで詳しい写真プロセス解説付
き。

表紙：　大塚寧々
特集：材料費を抑えて、普段使いでき
るアクセサリー、2010年願い別運気
アップのストラップ、人気アーティスト7
人が作る大人ガーリーなモチーフな
ど。300名様お年玉プレゼント。

11/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-12 11/28発売 定価：700円 雑誌コード：17669-01

4910096471294　00790 4910176690102　00667

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

NOW
PRINTING

レディブティック2009年12月号レディブティック2009年12月号レディブティック2009年12月号レディブティック2009年12月号
冬の簡単ソーイング、ミセスのタウ
ンウエア、注目のケープ、実物大
の型紙で作るお洒落な服、ワード
ローブに加えたいボトム集など冬
に欲しいアイテム満載。

NOW
PRINTING

ビーズfriend 2010年冬号ビーズfriend 2010年冬号ビーズfriend 2010年冬号ビーズfriend 2010年冬号

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

PRINTING

NOW
PRINTING

テグス編みのアクセサリーやモ
チーフを多数紹介。初心者でも簡
単に作ることができるものから、難
易度の高いものまでバラエティ豊
富。

11/21発売 定価：500円 雑誌コード：07225-01 11/13発売 定価：950円 雑誌コード：69673-50

4910072250103  00476 ISBN 978-4-8347-2950-4

NOW
PRINTING

ネイルUP！2010年1月号ネイルUP！2010年1月号ネイルUP！2010年1月号ネイルUP！2010年1月号
表紙：　益若つばさ
特集：　年末年始恒例のHAPPY福袋、
おしゃれGIRLSのリアルイベントネイ
ル、ファッション×ネイルのコーディ
ネートなど。
特別綴込付録：ネイルUP！カレンダー

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№2950レディブティックシリーズ№2950レディブティックシリーズ№2950レディブティックシリーズ№2950

杉田奈穂子杉田奈穂子杉田奈穂子杉田奈穂子

ビーズアクセサリー＆モチーフビーズアクセサリー＆モチーフビーズアクセサリー＆モチーフビーズアクセサリー＆モチーフ

11/7発売 定価：840円 雑誌コード：13625-12 11/13発売 定価：990円 雑誌コード：69673-49

4910136251299　00800 ISBN 978-4-8347-2949-8

NOW
PRINTING

Cotton Friend 2009年冬号Cotton Friend 2009年冬号Cotton Friend 2009年冬号Cotton Friend 2009年冬号
手作りのコート、ワンピース、パン
ツ、ニット小物やバッグなど、お
しゃれな冬のコーディネートができ
る作品を詳しい作り方付きで紹
介。実物大型紙付き＆写真解説
も充実。

レディブティックシリーズ№2949レディブティックシリーズ№2949レディブティックシリーズ№2949レディブティックシリーズ№2949

今着たい手作りの服今着たい手作りの服今着たい手作りの服今着たい手作りの服
今着たいデザインのウエアを作り
方付きで紹介。スモックワンピー
ス、ドルマンスリーブのプルオー
バー、サロペットパンツ、２wayワ
ンピース、ドレープベストなど。

アンティーク風の色使い、暖かな
作風で人気の柴田明美さんの作
品集。バッグ、ポーチ、キッチンこ
もの、インテリア小物など、作りた
くなる作品を６１点掲載。

11/28発売 特別定価：945円 雑誌コード：03907-01 11/10発売 定価：1260円 雑誌コード：69673-48

4910039070102　00900 ISBN 978-4-8347-2948-1

NOW
PRINTING

こどもブティックCUCITOこどもブティックCUCITOこどもブティックCUCITOこどもブティックCUCITO
2010年冬・早春号2010年冬・早春号2010年冬・早春号2010年冬・早春号

入園入学準備特集。着まわしでき
る入・卒園＆入学式の服、小物を
多数紹介。ベビーウエア、ウィーク
エンドのワードローブ、基本・応用
で作るカジュアルウエアなどを紹
介。型紙2枚付き。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№2948レディブティックシリーズ№2948レディブティックシリーズ№2948レディブティックシリーズ№2948
改訂版　柴田明美の 私のパッチワーク改訂版　柴田明美の 私のパッチワーク改訂版　柴田明美の 私のパッチワーク改訂版　柴田明美の 私のパッチワーク

11/12発売 定価：840円 雑誌コード：07757-12 11/4発売 定価：945円 雑誌コード：69673-47

4910077571296　00800 ISBN 978-4-8347-2947-4

PRINTING なルームグッズ、リラックスウエア
など冬の手作り服と小物136点を
紹介。

クを使うからリーズナブル。アイテ
ム様々な収納ボックスなど掲載。

FAX



　　　　　　　　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11月発売2009年11月発売2009年11月発売2009年11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

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

日本が生まれ変わろうとしていた
幕末・維新期。激動の時代を駆け
抜けた志士たちの生き様を、歴史
作家の精緻な文章と人気絵師の
躍動感のあるイラストで紹介。

11/25発売 定価：945円 雑誌コード：69673-54 11/28発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-28

ISBN 978-4-8347-2954-2 ISBN 978-4-8347-5828-3

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№2954レディブティックシリーズ№2954レディブティックシリーズ№2954レディブティックシリーズ№2954
はじめてママでも安心！はじめてママでも安心！はじめてママでも安心！はじめてママでも安心！
通園通学の手作り小物通園通学の手作り小物通園通学の手作り小物通園通学の手作り小物

通園通学に必要な袋物を中心
に、スモックやエプロン、ナップ
サックまで豊富に紹介。基本セット
は写真解説付きなので初心者マ
マも安心。９５点全製図作り方つ

NOW
PRINTING

ブティックムック№828ブティックムック№828ブティックムック№828ブティックムック№828

幕末・維新ものしり読本幕末・維新ものしり読本幕末・維新ものしり読本幕末・維新ものしり読本

未婚、離婚、死別・・・ｅｔｃ．シング
ル女性が抱えるお金、住まい、親
の介護、人づきあい等の悩みを解
消させる一冊。自由で明るく楽し
いシングルライフを送りたい方に
おすすめ。

11/24発売 定価：840円 雑誌コード：69673-53 11/28発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-27

ISBN 978-4-8347-2953-5 ISBN 978-4-8347-5827-6

ISBN 978-4-8347-2952-8 ISBN 978-4-8347-5826-9

レディブティックシリーズ№2952レディブティックシリーズ№2952レディブティックシリーズ№2952レディブティックシリーズ№2952
かぎ針編みのモチーフ・ブレード・かぎ針編みのモチーフ・ブレード・かぎ針編みのモチーフ・ブレード・かぎ針編みのモチーフ・ブレード・

エジング・もよう編みエジング・もよう編みエジング・もよう編みエジング・もよう編み

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№2953レディブティックシリーズ№2953レディブティックシリーズ№2953レディブティックシリーズ№2953

革ひもの手作りアクセサリー革ひもの手作りアクセサリー革ひもの手作りアクセサリー革ひもの手作りアクセサリー

革ひもを使ったおしゃれなアクセ
サリーが作れる本。ブレスレットを
中心に、ネックレス、アンクレット、
ウォレットチェーン、キーホルダー
など５１点を紹介。全て作り方付
き。

NOW
PRINTING

ブティックムック№827ブティックムック№827ブティックムック№827ブティックムック№827
シングル女性のお金の貯め方・使い方シングル女性のお金の貯め方・使い方シングル女性のお金の貯め方・使い方シングル女性のお金の貯め方・使い方

簡単おせちや伝統のおせちから、
和・洋・中・韓のお正月料理、お酒
に合う簡単おつまみ、お祝いデ
ザートまで盛りだくさん。お雑煮や
年越しそばも掲載。

キッチン菜園をする人のためのく
わしい園芸誌。育てやすく人気の
野菜を紹介。すべてわかりやすい
プロセスと栽培カレンダーで解
説。検索便利な写真インデックス
付き。

11/19発売 定価：945円 雑誌コード：69673-52 11/19発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-26

11/25発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-25

かぎ針編みで編むモチーフ、ブ
レード、エジング、もよう編みパ
ターンの紹介とそのアレンジで作
れる小物１１１点。ドイリー、コサー
ジュ、ラリエット、ストール、バッグ
など掲載。

NOW
PRINTING

ブティックムック№826ブティックムック№826ブティックムック№826ブティックムック№826

おせちとお正月料理165点おせちとお正月料理165点おせちとお正月料理165点おせちとお正月料理165点

ISBN 978-4-8347-2951-1 ISBN 978-4-8347-5825-2

レディブティックシリーズ№2951レディブティックシリーズ№2951レディブティックシリーズ№2951レディブティックシリーズ№2951

折り紙フラワー総集編折り紙フラワー総集編折り紙フラワー総集編折り紙フラワー総集編
一般的な折り紙を使って折る立体
的な花の折り紙。なじみ深い
チューリップやひまわりから優雅
な胡蝶蘭など、５２品種を紹介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№825ブティックムック№825ブティックムック№825ブティックムック№825

ようこそわたしのキッチン菜園ようこそわたしのキッチン菜園ようこそわたしのキッチン菜園ようこそわたしのキッチン菜園

11/19発売 定価：1260円 雑誌コード：69673-51

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

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　

NOW
PRINTING

ブティックムック№824ブティックムック№824ブティックムック№824ブティックムック№824
とめ・はね・はらいがとめ・はね・はらいがとめ・はね・はらいがとめ・はね・はらいが

しっかり学べる　筆ペン字練習帳しっかり学べる　筆ペン字練習帳しっかり学べる　筆ペン字練習帳しっかり学べる　筆ペン字練習帳

筆ペンまたは小筆の練習帳。と
め・はね・はらいがしっかり学べ、
ひらがな、カタカナ、漢字はもちろ
ん、ハガキの書き方、手紙の挨拶
文、芳名帳などすぐに役立つ内容
がいっぱい！

11/17発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-24

ISBN 978-4-8347-5824-5

11/10発売 定価：945円 雑誌コード：62452-23

ISBN 978-4-8347-5823-8

NOW
PRINTING

ブティックムック№823ブティックムック№823ブティックムック№823ブティックムック№823

小さな土鍋ひとつですぐごはん小さな土鍋ひとつですぐごはん小さな土鍋ひとつですぐごはん小さな土鍋ひとつですぐごはん

小さな鍋（ひとり用）で作れる毎日
のごはんレシピ集。蒸す・煮る・焼
くおかずから、ごはん、スープ、
麺、デザートまで、鍋料理だけじゃ
ないバリエーション豊かな料理８７
点紹介。

風邪はもちろん、花粉やハウスダ
ストなど、もはやマスクは生活の
必需品。カラフルな布地使いや、
刺しゅうやアップリケのワンポイン
トがお洒落な手作りマスクをＳ・
Ｍ・Ｌサイズで紹介。

11/9発売 定価：1785円 雑誌コード：62452-22 11/6発売 定価：500円 雑誌コード：67699-24

ISBN 978-4-8347-5822-1 ISBN 978-4-8347-6524-3

NOW
PRINTING

ブティックムック№822ブティックムック№822ブティックムック№822ブティックムック№822

ベストヒット大全集2010年版ベストヒット大全集2010年版ベストヒット大全集2010年版ベストヒット大全集2010年版
昭和から平成のヒットソングを２７００
曲以上掲載。ポップス、演歌、アニメソ
ング、フォークソング、ムード歌謡な
ど、老若男女が楽しめる。２００９年ベ
ストヒット曲掲載。

NOW
PRINTING

プチブティックシリーズ№524プチブティックシリーズ№524プチブティックシリーズ№524プチブティックシリーズ№524

かんたんかわいい！手作りマスクかんたんかわいい！手作りマスクかんたんかわいい！手作りマスクかんたんかわいい！手作りマスク

かんたんに作れる立体カードを、
クリスマスなどの季節、誕生日や
結婚などの特別な日などとジャン
ルに分けて多数掲載。掲載作品
すべて詳しい作り方、一部実物大
の型紙付き。

11/28発売 定価：950円 雑誌コード：69673-55 11/6発売 定価：500円 雑誌コード：67699-23

ISBN 978-4-8347-2955-9 ISBN 978-4-8347-6523-6

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№2955レディブティックシリーズ№2955レディブティックシリーズ№2955レディブティックシリーズ№2955

丸小ビーズで作る動物モチーフ丸小ビーズで作る動物モチーフ丸小ビーズで作る動物モチーフ丸小ビーズで作る動物モチーフ
丸小ビーズでかわいい動物たち
が作れる５人の作家さんが作る、
個性豊かな動物がいっぱい。犬、
猫、くま、うさぎ、サル、ぞうなど約
４５作品、全て作り方付きで掲載。

NOW
PRINTING

プチブティックシリーズ№523プチブティックシリーズ№523プチブティックシリーズ№523プチブティックシリーズ№523

かわいい立体カードかわいい立体カードかわいい立体カードかわいい立体カード

躍動感のあるイラストで紹介。ISBN 978-4-8347-2954-2 ISBN 978-4-8347-5828-3
マも安心。９５点全製図作り方つ
き。

〒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）


