
　　　　　　　　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 12月発売2009年 12月発売2009年 12月発売2009年 12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2010年1月号レディブティック2010年1月号レディブティック2010年1月号レディブティック2010年1月号 特集：普段に役立つ簡単服、実物
大の型紙付手作りの冬服、「裏
地」で楽しむ冬のお洒落、新春に
華やぎを添えるお正月小物

レディブティックシリーズ№2957レディブティックシリーズ№2957レディブティックシリーズ№2957レディブティックシリーズ№2957

フェルトスイーツプレゼントフェルトスイーツプレゼントフェルトスイーツプレゼントフェルトスイーツプレゼント

12/8発売 定価：945円12/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-01

12/10発売 定価：945円 雑誌コード：69673-58

4910096470105  00790

レディブティックシリーズ№2958レディブティックシリーズ№2958レディブティックシリーズ№2958レディブティックシリーズ№2958
Deco&Deco　vol.6Deco&Deco　vol.6Deco&Deco　vol.6Deco&Deco　vol.6

《大切な方へプレゼントしたい》を
テーマに、作家・江見眞理子さん
のフェルトで作れる美味しそうなス
イーツをご紹介。ショートケーキを
はじめホールケーキなど２８種類
掲載。

ISBN 978-4-8347-2958-0

デコのすべてがわかる！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
ファッションなど、携帯電話だけで
なく、あらゆるものへのデコを網羅
しています！

12/19発売 定価：890円 雑誌コード：12513-02

4910125130208  00848

雑誌コード：69673-57

ISBN 978-4-8347-2957-3

Now
Printing

エクステリア＆ガーデン2010年冬号エクステリア＆ガーデン2010年冬号エクステリア＆ガーデン2010年冬号エクステリア＆ガーデン2010年冬号
ライトアップの庭、女性プランナー
がつくる夢の庭、ガーデンリフォー
ム特集、150万円以内でも実現！
エクステリア&ガーデン成功実例
など満載。

4910120450103　01200

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年2月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年2月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年2月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年2月号 表紙：氷川きよし
特集：氷川きよしアルバム特集、
お年玉プレゼント

レディブティックシリーズ№2959レディブティックシリーズ№2959レディブティックシリーズ№2959レディブティックシリーズ№2959
和布で手作り　袋ものとこもの和布で手作り　袋ものとこもの和布で手作り　袋ものとこもの和布で手作り　袋ものとこもの

和布を使った手作りの袋ものとこもの
の本。普段使いやすい手さげバッグや
ななめがけバッグ、巾着、ポーチ、イン
テリアこもの、キッチンまわりのこも
の、ランチタイムグッズなどアイテム豊
富に紹介。全７７アイテム。作り方付
き。

12/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-01 12/14発売 定価：945円 雑誌コード：69673-59

ISBN 978-4-8347-2959-7

雑誌コード：69673-60

風景写真　2010年1・2月号風景写真　2010年1・2月号風景写真　2010年1・2月号風景写真　2010年1・2月号
特集：鈴木一雄「桜乃物語」、全国の
風景写真愛好家が出会った100の素
晴らしい瞬間や感動の場面、撮影地
ガイドなど。
特別付録：2009美しい風景写真100人

レディブティックシリーズ№2960レディブティックシリーズ№2960レディブティックシリーズ№2960レディブティックシリーズ№2960
鈴山キナコ粘土で作るとっておきスイーツ鈴山キナコ粘土で作るとっておきスイーツ鈴山キナコ粘土で作るとっておきスイーツ鈴山キナコ粘土で作るとっておきスイーツ

人気の粘土スイーツ作家、鈴山キ
ナコの作品集。マカロンやアイス
などの人気スイーツを120点以上
紹介。特別な材料を使わず誰にで12/19発売 特別定価：2100円 雑誌コード：07893-01 12/17発売 定価：900円

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

雑誌コード：69673-60

4910078930108　02000 ISBN 978-4-8347-2960-3

ガイドなど。
特別付録：2009美しい風景写真100人
展

4910039080101　00600

紹介。特別な材料を使わず誰にで
も簡単に作れる。写真解説付き。

12/19発売 特別定価：2100円 雑誌コード：07893-01 12/17発売 定価：900円

雑誌コード：69673-61

ISBN 978-4-8347-2961-0

Now
Printing

今すぐ作りたいビーズストラップ88今すぐ作りたいビーズストラップ88今すぐ作りたいビーズストラップ88今すぐ作りたいビーズストラップ88
（ビーズフレンド2010年冬号増刊）（ビーズフレンド2010年冬号増刊）（ビーズフレンド2010年冬号増刊）（ビーズフレンド2010年冬号増刊）

今すぐ使えてかわいいストラップ
が満載。人気のスイーツやアニマ
ル、イニシャル、バッグ、ハートな
どのモチーフを全て作り方付きで
紹介。

レディブティックシリーズ№2961レディブティックシリーズ№2961レディブティックシリーズ№2961レディブティックシリーズ№2961
改訂版ディズニーファンタジービーズモチーフ改訂版ディズニーファンタジービーズモチーフ改訂版ディズニーファンタジービーズモチーフ改訂版ディズニーファンタジービーズモチーフ

定価：630円 雑誌コード：03908-01

ブティックムック№829ブティックムック№829ブティックムック№829ブティックムック№829
GARDEN　STYLE（ガーデンスタイル）55GARDEN　STYLE（ガーデンスタイル）55GARDEN　STYLE（ガーデンスタイル）55GARDEN　STYLE（ガーデンスタイル）55

ミッキー＆フレンズ・バンビ・チップ
＆デール・わんわん物語・ふしぎ
の国のアリス・くまのプーさんなど
をオールカラー図解でわかりやす
く解説。ビーズお買い物ノートつ
き。

12/17発売 定価：945円 雑誌コード：17670-01

12/17発売

数々の受賞作品を生んだ、全国
の有名ガーデンデザイナー「庭Ｓｔ
ｙｌｅ会」の施工実例集。「こんなお
庭がほしい！」を実現させた、全
国５５の実例を厳選！4910176700108　00900

12/3発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-29

ISBN 978-4-8347-5829-0

レディブティックシリーズ№2956レディブティックシリーズ№2956レディブティックシリーズ№2956レディブティックシリーズ№2956
アップリケ図案集アップリケ図案集アップリケ図案集アップリケ図案集

“自分マーク”にぴったりのアップ
リケ図案集。動物、乗り物、花な
ど、子供に人気のモチーフを２７８
点掲載。手提げバッグや上履き入
れなど基本アイテムの作り方も掲
載。

パパやママも昔歌った童謡から新
しいアニメなどの歌まで、親子で
楽しめる歌絵本。楽譜もいっぱ
い。遊び歌、学習、自然、動物、行
事、勇気が出る歌など全１０２曲
掲載。

12/4発売 定価：840円 雑誌コード：62452-30

ISBN 978-4-8347-5830-6

定価：950円

ブティックムック№830ブティックムック№830ブティックムック№830ブティックムック№830
改訂版　こどものうた絵本102曲改訂版　こどものうた絵本102曲改訂版　こどものうた絵本102曲改訂版　こどものうた絵本102曲

ISBN 978-4-8347-2956-6

12/3発売 定価：945円 雑誌コード：69673-56

楽しく絵本で学び、通販でそろえる通
販ブックの2010年版。シールを使った
体験型ストーリーやゲーム、ぬりえな
どを盛り込み、親子で楽しくマナーが
学べる。シールが125枚付いていま
す。

トミカ・プラレール　マナー＆知育シール絵本トミカ・プラレール　マナー＆知育シール絵本トミカ・プラレール　マナー＆知育シール絵本トミカ・プラレール　マナー＆知育シール絵本
（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）

12/11発売

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 12月発売2009年 12月発売2009年 12月発売2009年 12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

雑誌コード：62452-32

ISBN 978-4-8347-5831-3

ブティックムック№832ブティックムック№832ブティックムック№832ブティックムック№832
スゴロク　ゲームブックスゴロク　ゲームブックスゴロク　ゲームブックスゴロク　ゲームブック

ブティックムック№831ブティックムック№831ブティックムック№831ブティックムック№831
アニメソング決定版2010年アニメソング決定版2010年アニメソング決定版2010年アニメソング決定版2010年

ロボットアニメ、平野綾ヒットコ
レクション、最新アニメヒッツ、
タイムボカンシリーズ主題歌大
特集など、アニメファン必見の
一冊。

プチブティックシリーズ№526プチブティックシリーズ№526プチブティックシリーズ№526プチブティックシリーズ№526
みんなだいすき　はたらくくるまみんなだいすき　はたらくくるまみんなだいすき　はたらくくるまみんなだいすき　はたらくくるま

みんなで楽しめる面白いすご
ろくの本。本を大きく開いて遊
べるから友達とも楽しめる。コ
マ・サイコロの特大ふろく付き。
5-12歳向き。

ホットケーキミックスでかんたんにおう
ちのおやつが作れる一冊。親子で楽し
めるお絵かきホットケーキ・クッキー・
ドーナツ・ロールケーキなど、かわいく
てこどももよろこぶおやつがいっぱい
のレシピ集。

12/8発売 定価：1365円 雑誌コード：62452-31

12/8発売 定価：500円 雑誌コード：67699-26

ISBN 978-4-8347-5832-0

ブティックムック№833ブティックムック№833ブティックムック№833ブティックムック№833
たのしい絵かきうた大集合！たのしい絵かきうた大集合！たのしい絵かきうた大集合！たのしい絵かきうた大集合！

「へのへのもへじ」「つるさんはま
るまるむし」などの伝承はもちろ
ん、動物や乗り物、花などさまざま
な絵を楽しく歌いながら描ける絵
かきうたの本。全１５５曲掲載。

パトカー、消防車、救急車、バ
ス、清掃車、集配車、タンク
ローリー、ブルドーザー、除雪
車、ダンプカーなど町で見かけ
る働く車を特集。ISBN 978-4-8347-6526-7

新幹線Ｎ７００系をはじめ、北
海道から九州で活躍中の新幹
線、特急を特集。こどもたちの
あこがれの列車が数多くみら
れる。

12/8発売 定価：990円

12/15発売 定価：990円 雑誌コード：62452-33 12/8発売 定価：500円 雑誌コード：67699-27

ISBN 978-4-8347-5833-7 ISBN 978-4-8347-6527-4

12/11発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-34 12/14発売 定価：500円 雑誌コード：67699-28

ISBN 978-4-8347-5834-4 ISBN 978-4-8347-6528-1

ブティックムック№834ブティックムック№834ブティックムック№834ブティックムック№834
コード10個でギターアレンジ vol.4コード10個でギターアレンジ vol.4コード10個でギターアレンジ vol.4コード10個でギターアレンジ vol.4

幼稚園、保育園など入園が決まったら
用意しておかないといけない、お子様
が使う袋物やスモック類。ママの手作
りが感じられて、作りやすく使いやすい
形を中心にご紹介。

コード１０個を覚えれば本誌に
掲載の曲がすべて弾ける。コ
ブクロ、福山雅治、いきものが
かり、スキマスイッチなどヒット
曲満載！

プチブティックシリーズ№527プチブティックシリーズ№527プチブティックシリーズ№527プチブティックシリーズ№527
みんなだいすき　しんかんせん・とっきゅうみんなだいすき　しんかんせん・とっきゅうみんなだいすき　しんかんせん・とっきゅうみんなだいすき　しんかんせん・とっきゅう

プチブティックシリーズ№528プチブティックシリーズ№528プチブティックシリーズ№528プチブティックシリーズ№528
かわいい人気の通園小物かわいい人気の通園小物かわいい人気の通園小物かわいい人気の通園小物

プチブティックシリーズ№525プチブティックシリーズ№525プチブティックシリーズ№525プチブティックシリーズ№525
ホットケーキミックスでおうちのおやつホットケーキミックスでおうちのおやつホットケーキミックスでおうちのおやつホットケーキミックスでおうちのおやつ

12/4発売 定価：500円 雑誌コード：67699-25

ISBN 978-4-8347-6525-0

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 978-4-8347-5834-4 ISBN 978-4-8347-6528-1

ブティックムック№835ブティックムック№835ブティックムック№835ブティックムック№835
30分で書けちゃう！確定申告2010年版30分で書けちゃう！確定申告2010年版30分で書けちゃう！確定申告2010年版30分で書けちゃう！確定申告2010年版

医療費控除や住宅ローン控除な
ど記入例が満載。面倒な申告書
の作成が簡単・ラクラクにすぐでき
る。昨年度に払いすぎた税金を確
定申告して取り戻しましょう。

形を中心にご紹介。曲満載！

余り布で作れる小物の本。
バッグ、ポーチ、巾着、お部屋
の中の小物、アクセサリーな
ど、約50点全て作り方付きで
紹介。

12/14発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-35 12/17発売 定価：500円 雑誌コード：67699-29

ISBN 978-4-8347-5835-1 ISBN 978-4-8347-6529-8

ISBN 978-4-8347-5836-8

ブティックムック№836ブティックムック№836ブティックムック№836ブティックムック№836
まんがでわかる偉人伝まんがでわかる偉人伝まんがでわかる偉人伝まんがでわかる偉人伝
世界を動かした200人世界を動かした200人世界を動かした200人世界を動かした200人

世界を動かした偉人の物語を、大
小合わせて200人掲載。親しみや
すいまんがで、こどもの歴史の学
習にも最適。政治家、文化功労
者、信念を説いた人などくわしく紹
介。

こどもに大人気のまちがいさがし・
めいろの中から、男の子に人気の
ジャンルが大集合！スポーツ、
車、戦い、冒険などをテーマにし
た楽しいゲームがいっぱい！

12/15発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-36

12/17発売 定価：840円 雑誌コード：62452-37

ISBN 978-4-8347-5837-5

ブティックムック№837ブティックムック№837ブティックムック№837ブティックムック№837
男の子のめいろ＆まちがいさがし男の子のめいろ＆まちがいさがし男の子のめいろ＆まちがいさがし男の子のめいろ＆まちがいさがし

ブティックムック№838ブティックムック№838ブティックムック№838ブティックムック№838
女の子のめいろ＆まちがいさがし女の子のめいろ＆まちがいさがし女の子のめいろ＆まちがいさがし女の子のめいろ＆まちがいさがし

こどもに大人気のまちがいさがし・
めいろの中から、女の子に人気の
ジャンルが大集合！お姫様、ス
イーツ、お花畑、ショッピングなど
をテーマにした楽しいゲームが
いっぱい！

12/17発売 定価：840円 雑誌コード：62452-38

ISBN 978-4-8347-5838-2

㈱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№529プチブティックシリーズ№529プチブティックシリーズ№529プチブティックシリーズ№529
余り布で作るかわいい小物余り布で作るかわいい小物余り布で作るかわいい小物余り布で作るかわいい小物

〒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）


