
　　　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2月発売2010年2月発売2010年2月発売2010年2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

レディブティック2010年3月号レディブティック2010年3月号レディブティック2010年3月号レディブティック2010年3月号
特集：　シンプルで素敵な簡単服、今す
ぐ欲しいジャケット＆ライトコート、
フォーマルウエア、ベビーウエア＆子ど
も服、カラーコーディネートレッスン、手
作りで祝うひなまつり　など

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年4月号

4910125130406　00848

2/20発売 定価：890円

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

風景写真2010年3・4月号風景写真2010年3・4月号風景写真2010年3・4月号風景写真2010年3・4月号

2/22発売

2/25発売

表紙：　藤原浩
特集：　巻頭：藤原浩の新曲インタ
ビュー、水森かおり中日劇場での初座
長公演レポートなど

雑誌コード：12513-04

2/12発売

レディブティックシリーズ№2978レディブティックシリーズ№2978レディブティックシリーズ№2978レディブティックシリーズ№2978

ベビー＆キッズ　春夏かわいい手編みベビー＆キッズ　春夏かわいい手編みベビー＆キッズ　春夏かわいい手編みベビー＆キッズ　春夏かわいい手編み

2/17発売 定価：990円 雑誌コード：69673-78

レディブティックシリーズ№2977レディブティックシリーズ№2977レディブティックシリーズ№2977レディブティックシリーズ№2977

ちりめんで作る和小物 100ちりめんで作る和小物 100ちりめんで作る和小物 100ちりめんで作る和小物 100

2/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-03

4910078930306　01886

コットンや綿麻の糸を使った、春夏の
コーディネートに合うかぎ針編みのボレ
ロとベストのウエアと、帽子、ショール、
アクセサリー、あみぐるみなどの可愛
いこものを３４点紹介。

2/6発売 定価：830円 雑誌コード：09647-03

4910096470303  00790

定価：800円 雑誌コード：69673-74

ISBN 978-4-8347-2974-0

レディブティックシリーズ№2974レディブティックシリーズ№2974レディブティックシリーズ№2974レディブティックシリーズ№2974
かぎ針編み　女の子の春夏こもの＆ウエアかぎ針編み　女の子の春夏こもの＆ウエアかぎ針編み　女の子の春夏こもの＆ウエアかぎ針編み　女の子の春夏こもの＆ウエア

4910077570305  00800

Cotton Friend 2010年春号Cotton Friend 2010年春号Cotton Friend 2010年春号Cotton Friend 2010年春号

巻頭特集：「桜一会」＆桜撮影ガイド
技法特集：タテ・ヨコ風景フレーミング考

定価：840円 雑誌コード：07757-03

FEMALE（フィーメィル）2010年春号FEMALE（フィーメィル）2010年春号FEMALE（フィーメィル）2010年春号FEMALE（フィーメィル）2010年春号

2/6発売 定価：840円 雑誌コード：13625-03 2/19発売 定価：840円 雑誌コード：69673-79

ISBN 978-4-8347-2978-8

春夏に向くミセスの手編み作品集。透
け感が魅力のベスト、プルオーバーか
ら、カーディガン、お洒落小物まで豊富
に掲載。全３８点すべて編み方付き。

2/8発売 定価：945円 雑誌コード：69673-77

ISBN 978-4-8347-2977-1

人気の高いちりめん地を使った生活小
物を１００点掲載。巾着、バッグ＆ポー
チ、髪飾り、根付、ソーイング小物、お
弁当＆箸入れ、おひな様、つるし飾り、
果物・野菜等。

レディブティックシリーズ№2975レディブティックシリーズ№2975レディブティックシリーズ№2975レディブティックシリーズ№2975

春夏*ミセス手編みコレクションⅦ春夏*ミセス手編みコレクションⅦ春夏*ミセス手編みコレクションⅦ春夏*ミセス手編みコレクションⅦ

定価：990円 雑誌コード：69673-75

ISBN 978-4-8347-2975-7

赤ちゃんにぴったりの手編み作品集。
ベビードレス、おくるみからケープ、ベ
ストなど便利なアイテムから、ママとお
揃いウエアや小物も掲載。全３９点紹
介。

レディブティックシリーズ№2979レディブティックシリーズ№2979レディブティックシリーズ№2979レディブティックシリーズ№2979

和風エコクラフト手芸 Part2和風エコクラフト手芸 Part2和風エコクラフト手芸 Part2和風エコクラフト手芸 Part2
特集：春からはじめるソーイングライフ
、エプロンワンピース、クライ・ムキ ス
プリングコート

エコバッグを中心に、お買い物かごや
ゆかたに似合う巾着など装いが楽しく
なる作品が満載。また、和テイストの花
かごや、トレー、おかき入れなどインテ

チュニック20、ブラウスカタログ
31、定番布地で作るライトコート＆
ジャケット、トレンドキーワード別
春の服、春の手作り帽子

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:

4910176690409　00667

2/6発売 定価：840円 雑誌コード：13625-03

4910136250308　00800

こどもブティックCUCITO 2010年春号こどもブティックCUCITO 2010年春号こどもブティックCUCITO 2010年春号こどもブティックCUCITO 2010年春号

2/27発売 定価：880円 雑誌コード：03907-04

レディブティックシリーズ№2972レディブティックシリーズ№2972レディブティックシリーズ№2972レディブティックシリーズ№2972

手編みのナチュラルニット手編みのナチュラルニット手編みのナチュラルニット手編みのナチュラルニット

2/2発売

ISBN 978-4-8347-2972-6

定価：950円 雑誌コード：69673-72

レディブティックシリーズ№2971レディブティックシリーズ№2971レディブティックシリーズ№2971レディブティックシリーズ№2971
春夏おばあちゃまのニット春夏おばあちゃまのニット春夏おばあちゃまのニット春夏おばあちゃまのニット

ISBN 978-4-8347-2971-9

ビーズフレンド 2010年春号ビーズフレンド 2010年春号ビーズフレンド 2010年春号ビーズフレンド 2010年春号

4910039070409　00838

2/19発売 定価：840円 雑誌コード：69673-79

ISBN 978-4-8347-2979-5

レディブティックシリーズ№2973レディブティックシリーズ№2973レディブティックシリーズ№2973レディブティックシリーズ№2973

ルームウエアを手作りしようルームウエアを手作りしようルームウエアを手作りしようルームウエアを手作りしよう

2/9発売 定価：990円 雑誌コード：69673-73

2/22発売 定価：990円

ISBN 978-4-8347-2983-2

レディブティックシリーズ№2982レディブティックシリーズ№2982レディブティックシリーズ№2982レディブティックシリーズ№2982

春夏*手編み　ニットスタイル春夏*手編み　ニットスタイル春夏*手編み　ニットスタイル春夏*手編み　ニットスタイル

2/22発売

レディブティックシリーズ№2981レディブティックシリーズ№2981レディブティックシリーズ№2981レディブティックシリーズ№2981
半日あればできちゃう　半日あればできちゃう　半日あればできちゃう　半日あればできちゃう　ちっちゃな布こものちっちゃな布こものちっちゃな布こものちっちゃな布こもの

定価：950円 雑誌コード：69673-83

2/23発売 定価：880円 雑誌コード：69673-81

ISBN 978-4-8347-2981-8

ISBN 978-4-8347-2973-3

定価：990円 雑誌コード：69673-82

ISBN 978-4-8347-2982-5

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

特集：　写真解説つきニットホームソー
イング、ウィークエンドのワードローブ、
作ってあげたい春のベビー服、春のア
ウターウエア、ふわふわガーゼで作る
春のチュニック

雑誌コード：69673-80

ISBN 978-4-8347-2980-1

レディブティックシリーズ№2980レディブティックシリーズ№2980レディブティックシリーズ№2980レディブティックシリーズ№2980

布で作るカーテン＆インテリア布で作るカーテン＆インテリア布で作るカーテン＆インテリア布で作るカーテン＆インテリア
自分で作るインテリアの布小物。テイス
トに合わせて好きな布で作る空間は、
毎日を豊かにそして幸せにしてくれる
はず。カーテン、フロアマット、クッショ
ンなど７４点掲載。

プリングコート
付録：実物大の型紙、seedsack小冊子

かごや、トレー、おかき入れなどインテ
リアやテーブルウエアも提案！

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

表紙：菊川怜
特集：春のイメチェン・アクセサリー、人
気アーティストのフラワーモチーフアク
セサリー、ジルコニアのアクセサリー材
料を1000名様にプレゼント！

余り布や端切れで半日あれば手軽に
作れるくらいかんたんな小さなこもの７
７点。バッグ、ポーチ、お弁当袋、ティッ
シュケース、ペンケース、こもの入れ、
シュシュなど掲載。

2/27発売 定価：700円 雑誌コード：17669-04

幼いお孫さんと過ごす若いおばあちゃ
まに向けての本。おしゃれなベストやプ
ルオーバーに加えて、ちょっとした外出
に装えるエレガントなニットジャケットや
ショールを掲載。

春夏糸で編む若々しいミセスのウエア
作品集。着回ししやすいベスト、ボレ
ロ、カーディガン、プルオーバーとアク
セントになるストール、帽子などこもの
を含め３１点掲載。

2/2発売 定価：990円 雑誌コード：69673-71

肌触りのよいリネンの糸で編むナチュ
ラルな服とこもの32点。重ね着や着回
ししやすいベスト、チュニック、カーディ
ガン、プルオーバー、ポンチョ、ストー
ル、バッグ、帽子など掲載。

ハート、クロス、フラワー、リボンなど人
気モチーフのかわいいアクセサリー全
７４点を作り方付きで紹介。スワロ、ジ
ルコニアなど定番のビーズで作れるの
もうれしい！

手作りのルームウエアを紹介。パー
カー、オールインワン、スウェット、ワン
ピ、ガウン、パジャマなど、おうちでのく
つろぎタイムにぴったりのアイテムを多
数掲載。

レディブティックシリーズ№2983レディブティックシリーズ№2983レディブティックシリーズ№2983レディブティックシリーズ№2983

人気モチーフのビーズアクセサリー人気モチーフのビーズアクセサリー人気モチーフのビーズアクセサリー人気モチーフのビーズアクセサリー

2/23発売

TEL:                        FAX:ISBN 978-4-8347-2973-3 数掲載。



　　　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2月発売2010年2月発売2010年2月発売2010年2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

レディブティックシリーズ№2984レディブティックシリーズ№2984レディブティックシリーズ№2984レディブティックシリーズ№2984
型紙なしで作れる　かんたん布こもの型紙なしで作れる　かんたん布こもの型紙なしで作れる　かんたん布こもの型紙なしで作れる　かんたん布こもの

布地に直接線を書いて切って縫うだ
け！型紙いらずの布こものを掲載。
トートバッグ、ぺたんこバッグ、グラニー
バッグ、インテリアこものなど可愛いア
イテムがいっぱい。

ブティックムック№848ブティックムック№848ブティックムック№848ブティックムック№848

ネイルテクニックバイブルネイルテクニックバイブルネイルテクニックバイブルネイルテクニックバイブル
ネイルＵＰ！バックナンバーから珠玉
のテクニックとデザインを集大成した決
定版！この１冊でほとんどのネイルを
マスターすることができる。好評な３ス
テッププロセス満載。

2/25発売 定価：790円 雑誌コード：69673-84 3/1発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-48

978-4-8347-2984-9 ISBN 978-4-8347-5848-1

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№2985レディブティックシリーズ№2985レディブティックシリーズ№2985レディブティックシリーズ№2985
ビーズアクセサリー＆ビーズカタログビーズアクセサリー＆ビーズカタログビーズアクセサリー＆ビーズカタログビーズアクセサリー＆ビーズカタログ

ネットのビーズショップ、ｘ－ｓｅｎｓｅのカ
タログ本。約４０００アイテムを掲載し、
ＦＡＸ＆ＷＥＢでのみ注文が可能。カタ
ログの他にも、人気作家１６人のアクセ
サリーをレシピ付きで紹介。

ブティックムック№849ブティックムック№849ブティックムック№849ブティックムック№849
赤ちゃんの脳とこころを育てる親子レッスン赤ちゃんの脳とこころを育てる親子レッスン赤ちゃんの脳とこころを育てる親子レッスン赤ちゃんの脳とこころを育てる親子レッスン

０歳から２歳までの赤ちゃんの成長過
程で脳と心を育てるためのノウハウを
解説。言葉や運動など、日常生活に気
軽に取り入れられる。楽しいまんが満
載で親しみやすい内容。

2/27発売 定価：1050円 雑誌コード：69673-85 3/1発売 定価：990円 雑誌コード：62452-49

978-4-8347-2985-6 ISBN 978-4-8347-5849-8
ブティックムック№841ブティックムック№841ブティックムック№841ブティックムック№841

一年中役立つお弁当百科一年中役立つお弁当百科一年中役立つお弁当百科一年中役立つお弁当百科
定番の人気お弁当や肉・魚・野菜など
の素材別おべんとう、15分で作れる超
スピード弁当、どんぶり、パン、パスタ
のお弁当などが満載。お弁当作りの全
てを網羅した一冊。

ブティックムック№850ブティックムック№850ブティックムック№850ブティックムック№850

私のガンを消した驚異の野菜ジュース私のガンを消した驚異の野菜ジュース私のガンを消した驚異の野菜ジュース私のガンを消した驚異の野菜ジュース
免疫力を高め、病気と闘う細胞を作り
上げる驚異の食事。野菜や果物をミキ
サーにかけて毎日飲む、生野菜をたく
さん食べるなどガンや生活習慣病をな
おす食事法を紹介。

2/5発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-41 3/1発売 定価：2000円 雑誌コード：62452-50

ISBN 978-4-8347-5841-2 ISBN 978-4-8347-5850-4

ブティックムック№842ブティックムック№842ブティックムック№842ブティックムック№842
キャラクターいっぱいのかわいい通園おべんとうキャラクターいっぱいのかわいい通園おべんとうキャラクターいっぱいのかわいい通園おべんとうキャラクターいっぱいのかわいい通園おべんとう

人気キャラクターのアンパンマン、ポケ
モン、ウルトラマン、しまじろう、ミッ
フィー、リラックマのお弁当、いろいろな
モチーフのお弁当が作れる。

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

プチブティックシリーズ№536プチブティックシリーズ№536プチブティックシリーズ№536プチブティックシリーズ№536
働くママのかんたんお弁当働くママのかんたんお弁当働くママのかんたんお弁当働くママのかんたんお弁当

10分以内で作れる園児向けのお手軽
弁当。冷凍食品やコンビニで買える食
材を上手に使った簡単弁当、前の晩の
残り物に変化を付けたお弁当など、働
くお母さん必見の一冊。

2/5発売 定価：950円 雑誌コード：62452-42 2/5発売 定価：500円 雑誌コード：67699-36

ISBN 978-4-8347-5842-9 ISBN 978-4-8347-6536-6
ブティックムック№843ブティックムック№843ブティックムック№843ブティックムック№843

働く男の毎日の弁当働く男の毎日の弁当働く男の毎日の弁当働く男の毎日の弁当
男性でも作れる簡単な弁当集。ボ
リューム満点のどんぶり弁当や、 ＮＯＷ

プチブティックシリーズ№537プチブティックシリーズ№537プチブティックシリーズ№537プチブティックシリーズ№537

ひとり暮らしのおいしいごはんひとり暮らしのおいしいごはんひとり暮らしのおいしいごはんひとり暮らしのおいしいごはん
基本の定番料理を詳しい作り方を解説
付きで掲載。男子でもできる、短時間
で簡単に作れるおかずが満載。和食

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

働く男の毎日の弁当働く男の毎日の弁当働く男の毎日の弁当働く男の毎日の弁当 リューム満点のどんぶり弁当や、
簡単に作れる麺弁当など、作り方
写真つきで紹介。

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

ひとり暮らしのおいしいごはんひとり暮らしのおいしいごはんひとり暮らしのおいしいごはんひとり暮らしのおいしいごはん
で簡単に作れるおかずが満載。和食
から中華、洋食まではじめての人でも
安心して使える一冊。

2/5発売 定価：950円 雑誌コード：62452-43 2/9発売 定価：500円 雑誌コード：67699-37

ISBN 978-4-8347-5843-6 ISBN 978-4-8347-6537-3
ブティックムック№844ブティックムック№844ブティックムック№844ブティックムック№844

パパッと作る　園児のおべんとうパパッと作る　園児のおべんとうパパッと作る　園児のおべんとうパパッと作る　園児のおべんとう
短時間でおべんとうを完成させる、調
理の手順を記載。身近な材料で安心、
美味しい、かわいい、おべんとうが簡
単に作れます。新米ママに贈るアイデ
ア満載の一冊。

プチブティックシリーズ№538プチブティックシリーズ№538プチブティックシリーズ№538プチブティックシリーズ№538

手作りのお弁当袋とお弁当グッズ手作りのお弁当袋とお弁当グッズ手作りのお弁当袋とお弁当グッズ手作りのお弁当袋とお弁当グッズ お弁当袋や箸入れ、ペットボトルホ
ルダー、ランチョンマットなどのお
弁当アイテムを37点掲載。2/5発売 定価：950円 雑誌コード：62452-44 2/9発売 定価：500円 雑誌コード：67699-38

ISBN 978-4-8347-5844-3 ISBN 978-4-8347-6538-0
ブティックムック№845ブティックムック№845ブティックムック№845ブティックムック№845

かんたん男子の弁当かんたん男子の弁当かんたん男子の弁当かんたん男子の弁当
男子が大好きな鳥の唐揚げやトン
カツ、牛丼、ハンバーグ、焼肉弁当
など、毎日飽きないメニューを満
載！

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

プチブティックシリーズ№539プチブティックシリーズ№539プチブティックシリーズ№539プチブティックシリーズ№539
クッキー、ロールケーキ、ムース、プディング、チョコスイーツクッキー、ロールケーキ、ムース、プディング、チョコスイーツクッキー、ロールケーキ、ムース、プディング、チョコスイーツクッキー、ロールケーキ、ムース、プディング、チョコスイーツ

人気のお菓子が作れる一冊。作り
方はすべて写真で解説。スタン
ダードな味から、アレンジされた味
まで、幅広くスイーツが楽しめる。

2/5発売 定価：900円 雑誌コード：62452-45 2/23発売 定価：500円 雑誌コード：67699-39

ISBN 978-4-8347-5845-0 ISBN 978-4-8347-6539-7
ブティックムック№846ブティックムック№846ブティックムック№846ブティックムック№846

ひとり暮らしのらくらくごはんひとり暮らしのらくらくごはんひとり暮らしのらくらくごはんひとり暮らしのらくらくごはん
料理初心者、男性にもわかりやすく、
写真で詳しく作り方を紹介。ご飯の炊き
方、みそ汁、卵焼きなど簡単なものか
ら、毎日のおかずに食べたくなるレシピ
満載。

プチブティックシリーズ№540プチブティックシリーズ№540プチブティックシリーズ№540プチブティックシリーズ№540

０～３歳　手作りの布おもちゃ０～３歳　手作りの布おもちゃ０～３歳　手作りの布おもちゃ０～３歳　手作りの布おもちゃ
０～３歳児向けの、楽しく遊べる手作り
布おもちゃの本。にぎにぎ、指人形、鳴
き笛、おきあがりこぼしなど赤ちゃんが
好きなおもちゃが満載。すべて作り方と
実物大の型紙つき。

2/9発売 定価：950円 雑誌コード：62452-46 2/23発売 定価：500円 雑誌コード：67699-40

ISBN 978-4-8347-5846-7 ISBN 978-4-8347-6540-3

ISBN 978-4-8347-5847-4 ISBN 978-4-8347-6541-0

ブティックムック№847ブティックムック№847ブティックムック№847ブティックムック№847
運が変わる！　おかたづけ風水運が変わる！　おかたづけ風水運が変わる！　おかたづけ風水運が変わる！　おかたづけ風水

不安なご時世だからこそ、見えない力
で運気を上向かせたい！恋愛、仕事、
お金、場所別、誕生別、収納グッズな
ど、まんがや実例図解でわかりやす
い。Ｑ＆Ａも掲載。

プチブティックシリーズ№541プチブティックシリーズ№541プチブティックシリーズ№541プチブティックシリーズ№541

かぎ針であむ　バッグ＆こものかぎ針であむ　バッグ＆こものかぎ針であむ　バッグ＆こものかぎ針であむ　バッグ＆こもの

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　
〒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）

夏に活躍するかぎ針あみのこものた
ち。既刊人気作品の中から選りすぐっ
た２２点を掲載。バッグ、帽子、ストー
ル、ショール、ポーチ、あみぐるみ、
コースターなど紹介。

3/1発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-47 2/23発売 定価：500円 雑誌コード：67699-41

TEL FAXTEL: 03(3234)2081 (販売部直通）　FAX: 03(3234)2135(販売部直通）


