
　　　　　　　　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 2010年1月発売2010年1月発売2010年1月発売2010年1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

表紙：　土屋アンナ レディブティックシリーズ№2967レディブティックシリーズ№2967レディブティックシリーズ№2967レディブティックシリーズ№2967 写真に折り線、矢印をプラスした

1/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-03 1/22発売 定価：890円 雑誌コード：69673-66

4910125130307　00848 ISBN 978-4-8347-2966-5

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年3月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年3月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年3月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年3月号 表紙；　氷川きよし
特集：　氷川きよし10周年記念コ
ンサート、お年玉プレゼント第2
弾、歌手への直撃アンケート

レディブティックシリーズ№2966レディブティックシリーズ№2966レディブティックシリーズ№2966レディブティックシリーズ№2966
かわいいかわいいかわいいかわいい

フェルトのつるし飾りフェルトのつるし飾りフェルトのつるし飾りフェルトのつるし飾り

お雛様やこいのぼり、クリスマス
にお正月などのイベントモチーフ
はもちろん、大人の楽しめるデ
ザインや子ども部屋用などいろ
いろなつるし飾りをフェルトで作
れます。

1/23発売 定価：700円 雑誌コード：02537-03 1/22発売 定価：945円 雑誌コード：69673-65

4910025370209　00667 ISBN 978-4-8347-2965-8

歌謡曲ゲッカヨ2010年2・3月号歌謡曲ゲッカヨ2010年2・3月号歌謡曲ゲッカヨ2010年2・3月号歌謡曲ゲッカヨ2010年2・3月号
表紙：　FUNKY MONKEY
BABYS
特集：　FUNKY MONKEY
BABYS、EXILE特集、卒業のう
た、新ドラマ主題歌

レディブティックシリーズ№2965レディブティックシリーズ№2965レディブティックシリーズ№2965レディブティックシリーズ№2965
今すぐ作りたいワンピース＆チュニック今すぐ作りたいワンピース＆チュニック今すぐ作りたいワンピース＆チュニック今すぐ作りたいワンピース＆チュニック

そのまま着ても、重ね着をしても
かわいいワンピースとチュニック
の本。キャミワンピ、シャツワン
ピース、スモックワンピース、カ
シュクールワンピースなど３１点
掲載。

コットンの糸で編むウエアとこも
のの本。リサイクルジーンズ、
オーガニックコットンなどの糸を
使ったベスト、ボレロなど人気ア
イテムを掲載。オールシーズン
楽しめる１冊。

1/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-02 1/19発売 定価：950円 雑誌コード：69673-64

4910096470204  00790 ISBN 978-4-8347-2964-1

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2月号レディブティック2010年2月号レディブティック2010年2月号レディブティック2010年2月号
特集：　簡単ソーイング、実物大
の型紙付　お揃いの布で作る服
と小物、タウンウエア、旅行着、
介護服、布小物＆袋物など計
310点

レディブティックシリーズ№2964レディブティックシリーズ№2964レディブティックシリーズ№2964レディブティックシリーズ№2964
コットンの糸で編む　今着たいニットコットンの糸で編む　今着たいニットコットンの糸で編む　今着たいニットコットンの糸で編む　今着たいニット

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

ＮＯＷ
PRINTING

ＮＯＷ
PRINTING

1/19発売 定価：840円 雑誌コード：69673-63 1/28発売 定価：945円 雑誌コード：69673-69

ISBN 978-4-8347-2963-4 ISBN 978-4-8347-2969-6

レディブティックシリーズ№2963レディブティックシリーズ№2963レディブティックシリーズ№2963レディブティックシリーズ№2963
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

はじめて作るエコクラフトの雑貨はじめて作るエコクラフトの雑貨はじめて作るエコクラフトの雑貨はじめて作るエコクラフトの雑貨

ビギナーの方に向けてのエコク
ラフト手芸の作品集。日常使い
のマルシェバッグやリビングの
収納など、北欧風のナチュラル
テイストのデザインが満載！

レディブティックシリーズ№2969レディブティックシリーズ№2969レディブティックシリーズ№2969レディブティックシリーズ№2969
キャラクターいっぱいのフェルトマスコットキャラクターいっぱいのフェルトマスコットキャラクターいっぱいのフェルトマスコットキャラクターいっぱいのフェルトマスコット

ディズニー、サンリオ、リサとガ
スパール、ガチャピンとムック、
みんなが大好きなキャラクター
がいっぱい掲載されたフェルトマ
スコットの本。他に動物などの作
品も紹介。

1/8発売 定価：800円 雑誌コード：69673-62 1/28発売 定価：990円 雑誌コード：69673-68

ISBN 978-4-8347-2962-7 ISBN 978-4-8347-2968-9

レディブティックシリーズ№2962レディブティックシリーズ№2962レディブティックシリーズ№2962レディブティックシリーズ№2962
ちいさなレース編みこものちいさなレース編みこものちいさなレース編みこものちいさなレース編みこもの

１～３玉までで編めるレース編
みの小物の作品集。ストール、
ドイリー、ポーチ、シュシュ、コ
サージュ、きんちゃくなど、使い
やすいかわいい小物を４６点掲
載。

レディブティックシリーズ№2968レディブティックシリーズ№2968レディブティックシリーズ№2968レディブティックシリーズ№2968
大人の春夏ニット大人の春夏ニット大人の春夏ニット大人の春夏ニット

ミセスに人気のチュニックやベス
ト、プルオーバーやジャケットな
どウエアを中心に手編みの作品
をご紹介。かぎ針と棒針、両方
が楽しめる。

1/23発売 定価：500円 雑誌コード：07225-03 1/22発売 定価：1260円 雑誌コード：69673-67

4910072250301　00476 ISBN 978-4-8347-2967-2

ＮＯＷ
PRINTING

ネイルUP！2010年3月号ネイルUP！2010年3月号ネイルUP！2010年3月号ネイルUP！2010年3月号
表紙：　土屋アンナ
特集：　ネイルテクニック強化
号！Level別人気アートマス
ター、バレンタインネイル、職業
別流行ネイルSNAP、全国オー
ダープライス早見表など

レディブティックシリーズ№2967レディブティックシリーズ№2967レディブティックシリーズ№2967レディブティックシリーズ№2967
みんな大好きみんな大好きみんな大好きみんな大好き
おりがみ百科おりがみ百科おりがみ百科おりがみ百科

写真に折り線、矢印をプラスした
解かりやすいプロセス解説で、
伝承おりがみから創作おりがみ
まで９０点を掲載。作品の飾り
方、遊び方につながる雰囲気写
真も掲載。

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 2010年1月発売2010年1月発売2010年1月発売2010年1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

ちりめんや和柄の布を使って、
ほっこりとした京風の味わいが
あるこものをご紹介。刺しゅうや
アップリケを施したきんちゃくや
ポーチ、根付、携帯ケース、花
袋など全４３点。

1/8発売 定価：945円 雑誌コード：62452-39 1/26発売 定価：500円 雑誌コード：67699-34

ISBN 978-4-8347-5839-9 ISBN 978-4-8347-6534-2

ISBN 978-4-8347-2976-4 ISBN 978-4-8347-6533-5

レディブティックシリーズ№2976レディブティックシリーズ№2976レディブティックシリーズ№2976レディブティックシリーズ№2976
ワイヤーワークのビーズアクセサリーワイヤーワークのビーズアクセサリーワイヤーワークのビーズアクセサリーワイヤーワークのビーズアクセサリー

ＮＯＷ
PRINTING

ブティックムック№839ブティックムック№839ブティックムック№839ブティックムック№839
女子中高生のかわいいチョコ女子中高生のかわいいチョコ女子中高生のかわいいチョコ女子中高生のかわいいチョコ

女子中高生のためのチョコレシ
ピ本。簡単で可愛いチョコスイー
ツ満載。本命の彼や友達にもプ
レゼントできる簡単チョコから、
ちょっと大人のチョコまで紹介。

プチブティックシリーズ№534プチブティックシリーズ№534プチブティックシリーズ№534プチブティックシリーズ№534
ちりめんと和柄布でつくる ちりめんと和柄布でつくる ちりめんと和柄布でつくる ちりめんと和柄布でつくる 京こもの京こもの京こもの京こもの

服や小物に刺すだけで自分らし
さが加わる刺しゅうの図案集。
かわいいデザインをテーマごと
に紹介。刺しゅうの刺し方、ブッ
クカバーやバッグなどの小物の
作り方も掲載。

フェルトで作るかわいいマスコッ
ト７０点を紹介。人気の動物に加
え、話題のスイーツやロボット、
恐竜を掲載。ストラップをつけ
キーホルダーにも。全作品作り
方解説付き。

1/28発売 定価：1260円 雑誌コード：69673-76 1/22発売 定価：500円 雑誌コード：67699-33

1/21発売 定価：500円 雑誌コード：67699-32

ビーズ手芸の人気テクニック「ワ
イヤーワーク」を使って作るアク
セサリーの本。テクニックを丁寧
にプロセス解説しているので初
心者にも安心。上品な作品を多
数紹介。

プチブティックシリーズ№533プチブティックシリーズ№533プチブティックシリーズ№533プチブティックシリーズ№533
かわいい小さな刺しゅう図案集かわいい小さな刺しゅう図案集かわいい小さな刺しゅう図案集かわいい小さな刺しゅう図案集

ISBN 978-4-8347-2970-2 ISBN 978-4-8347-6532-8

レディブティックシリーズ№2970レディブティックシリーズ№2970レディブティックシリーズ№2970レディブティックシリーズ№2970
おりがみヒコーキおりがみヒコーキおりがみヒコーキおりがみヒコーキ

ジェット機やスペースシャトルな
どのヒコーキや、鳥や動物、昆
虫などをモチーフにしたおりがみ
を紹介。すべてイラストで折り方
解説付き。

プチブティックシリーズ№532プチブティックシリーズ№532プチブティックシリーズ№532プチブティックシリーズ№532
フェルトで作る　かわいいマスコットフェルトで作る　かわいいマスコットフェルトで作る　かわいいマスコットフェルトで作る　かわいいマスコット

1/28発売 定価：790円 雑誌コード：69673-70

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　

プチブティックシリーズ№531プチブティックシリーズ№531プチブティックシリーズ№531プチブティックシリーズ№531

ＬＬＬＬ♡♡♡♡ＶＥチョコＶＥチョコＶＥチョコＶＥチョコ
バレンタインデー向けの溶かし
て固める簡単チョコから、本格
チョコまで掲載。本命の彼にも
使える便利な一冊。ラッピングア
イデアも紹介。

1/8発売 定価：480円 雑誌コード：67699-31

ISBN 978-4-8347-6531-1

1/8発売 定価：480円 雑誌コード：67699-30

ISBN 978-4-8347-6530-4

プチブティックシリーズ№530プチブティックシリーズ№530プチブティックシリーズ№530プチブティックシリーズ№530

プチショコラプチショコラプチショコラプチショコラ

今年こそは手づくりチョコにチャ
レンジ！！簡単にできるものか
らちょっと大人っぽいお菓子まで
幅広く掲載。大好きな彼、友達
にプレゼントできるラッピング例
も紹介。

レース編みで作る、簡単でかわ
いい小物の作品集。基本のドイ
リーをはじめ、コースターやポー
チ、コサージュなど約３５点の人
気作品を掲載。

1/28発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-40 1/28発売 定価：500円 雑誌コード：67699-35

ISBN 978-4-8347-5840-5 ISBN 978-4-8347-6535-9

ＮＯＷ
PRINTING

ブティックムック№840ブティックムック№840ブティックムック№840ブティックムック№840
低予算で実現！！エクステリア成功実例低予算で実現！！エクステリア成功実例低予算で実現！！エクステリア成功実例低予算で実現！！エクステリア成功実例

比較的低予算－１５０万円以内
で実現した、エクステリアや庭の
成功実例集。コストを抑えるアイ
デアやヒントが満載。

プチブティックシリーズ№535プチブティックシリーズ№535プチブティックシリーズ№535プチブティックシリーズ№535
レース編みのちっちゃなこものレース編みのちっちゃなこものレース編みのちっちゃなこものレース編みのちっちゃなこもの

〒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）


