ブティック社の本
表紙

2010年3月発売

ISBNコード/誌名

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。
内容

特集：簡単服、実物大の型紙付・１
つのパターンで２着の服、ブラウス
特集、ドレープ大研究、旅のコー
3/6発売 定価：830円 雑誌コード：09647-04 ディネート提案、製図の引き方順
序など満載。
4910096470402 00790

レディブティック2010年4月号

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

ステンシルを手作りのカードや金
封などにあしらって、おしゃれな雑
貨を作る本。型をひとつ作れば何
3/11発売 定価：945円 雑誌コード：69673-90 度でもインクを押して楽しめるステ
ンシルの魅力が詰まった本。
ISBN 978-4-8347-2990-0

レディブティックシリーズ№2990
暮らしのステンシル雑貨

レディブティックシリーズ№2991
大人のブラウス

カラオケＯＮＧＡＫＵ 2010年5月号
NOW
PRINTING

3/20発売 定価：890円

表紙：氷川きよし
特集：氷川きよしインタビュー
雑誌コード：12513-05 、新春演歌まつりなど

3/15発売 定価：990円

4910125130505 00848
表紙：JUJU
巻頭特集：JUJUシングルコレク
雑誌コード：02537-05 ション、8ビートで弾けるギター
、春の幸せの歌など

3/24発売 定価：700円

レディブティックシリーズ№2992
赤ちゃんの小さな刺しゅうの図案集
3/18発売 定価：900円

4910025370506 00667

表紙：深田恭子
特集：ナチュカワＯＬ派手カワ学生ネイ
ルＢＡＴＴＬＥ！！、春ペディでオンナを
雑誌コード：07225-05 アゲル↑↑、恋するウエディングネイ
ル、初心者さん必見ネイルテクニック

ネイルUP！2010年5月号
NOW
PRINTING

3/23発売 定価：500円

4910072250509 00476

エコガーデン特集、リフォーム、
ウッドデッキ＆テラス、門まわり、
3/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-04 モダン和風の庭などすてきな庭づ
くりのアイデア満載。

赤ちゃんの服や小物に刺したい、
可愛くてほのほのぼのとした刺
雑誌コード：69673-92 しゅうの図案集。刺しゅうをした布
小物も２１点紹介。全図案つき。

ISBN 978-4-8347-2992-4

レディブティックシリーズ№2993
ちいさなあみぐるみのストラップ

小さなあみぐるみのストラップが編
める本。トイプードルなどの犬やネ
コ、サル、クマ、ペンギンやシロク
3/23発売 定価：720円 雑誌コード：69673-93 マ、カエル、カメ、スイーツ、野菜な
ど全５９点掲載。
ISBN 978-4-8347-2993-1

レディブティックシリーズ№2994
夏のかぎ針編みこもの

エクステリア＆ガーデン2010年春号

NOW
PRINTING

一年を通して着られるブラウスを
カジュアルなものからフォーマル
雑誌コード：69673-91 にも対応できるものまで幅広く１７
９点紹介。すべて製図付き。

ISBN 978-4-8347-2991-7

歌謡曲ゲッカヨ2010年4・5月号
NOW
PRINTING

内容

3/24発売 定価：880円

4910120450400 01200

かぎ針で編む夏向けの小物の作品
集。バッグやラリエット、シューズクリッ
プなどのおでかけ小物や、ピンクッショ
雑誌コード：69673-94 ンやドイリーなどのおうち小物を作り方
つきで多数紹介。

ISBN 978-4-8347-2994-8

ちくちく一針一針手縫いで作れる
赤ちゃんの服と小物の作品集。肌
着、スタイ、ブルマーからキャミ
3/2発売 定価：990円 雑誌コード：69673-86 ソール、ベストなどデザイン豊富に
６２点掲載。
ISBN 978-4-8347-2986-3

愛くるしい表情が魅力的なクマの
ぬいぐるみ、ストラップやキーホル
ダー、ポーチなどのクマモチーフを
3/24発売 定価：840円 雑誌コード：69673-95 つけた雑貨を４５点紹介。実物大
の型紙付き。
ISBN 978-4-8347-2995-5

エコクラフトで作る北欧テイストの
かごと雑貨の本。ワイド幅のエコク
ラフトを中心におしゃれなかごや
3/2発売 定価：840円 雑誌コード：69673-87 小物入れを紹介。コースターやが
ま口などの小物も掲載。
ISBN 978-4-8347-2987-0

ママと女の子のペア感覚がうれし
い夏のソーイング本。着心地の良
さと、掲載作品での着回し提案も
3/24発売 定価：900円 雑誌コード：69673-96 魅力。小物を含めて４０点掲載。
実物大型紙２枚付き。
ISBN 978-4-8347-2996-2

綿１００％の天然素材のたこ糸を
使ってシンプルで可愛い小物を紹
NOW
介。バッグ、小物入れ、ルーム
PRINTING
3/2発売 定価：840円 雑誌コード：69673-88 シューズ、シュシュ、ショール、
ポーチなどができる。
ISBN 978-4-8347-2988-7

かぎ針編みで作るビーズアクセサリー
の本。ビーズのキラキラ感と糸の優し
い雰囲気を活かした、かわいいアクセ
3/26発売 定価：1260円 雑誌コード：69673-97 サリーを紹介。基本の編み方を丁寧に
解説しているので、初めての人でも安
心。
ISBN 978-4-8347-2997-9

レディブティックシリーズ№2986
手縫いで作る赤ちゃん服と小物

レディブティックシリーズ№2987
エコクラフトで作る北欧テイストのかご

レディブティックシリーズ№2988
たこ糸でかぎ針編み雑貨

デイリーに持てるトートバッグをバ
リエーション豊富に紹介。シンプル
なデザインからハンドメイド感のあ
3/6発売 定価：945円 雑誌コード：69673-89 るテイストまでバラエティ豊かな
バッグを掲載。
ISBN 978-4-8347-2989-4

レディブティックシリーズ№2989
コットン・リネンの大人かわいいバッグ

レディブティックシリーズ№2995
クマのぬいぐるみと雑貨

レディブティックシリーズ№2996
ママと女の子 夏の手作り服

レディブティックシリーズ№2997
ビーズクロッシェ

帳合・番線印

注文日付

年

月

ご担当者名

TEL:

FAX:

日

注文冊数

ブティック社の本
表紙

2010年3月発売

ISBNコード/誌名

内容

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

内容

ハワイアンプリントの布地を使って
作るフラドレスと小物の本。ドレ
雑誌コード：69673-98 ス、トップス、パウスカートやバッ
グ、リボンレイなど幅広く紹介。

はじめて花を育て、コンテナガー
ブティックムック№854
デンで楽しむ人のための本。育て
花づくり＆コンテナガーデニング
やすく人気の花がすぐに選べるカ
3/29発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-54 タログ、栽培カレンダー、写真イン
デックス付。
ISBN 978-4-8347-5854-2

シンプルなデザインからカバータ
イプ、ギャルソンエプロン、スモック
タイプ、かっぽう着などを掲載。エ
3/27発売 定価：990円 雑誌コード：69673-99 コバッグやなべつかみなど、余り
布で作れる小物も紹介。
ISBN 978-4-8347-2999-3

自宅で手軽に楽しめる、野菜作り
のノウハウをわかりやすいプロセ
ス写真とイラストで解説。農薬をあ
3/29発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-55 まり使わずに育てるための自然農
薬法の紹介。
ISBN 978-4-8347-5855-9

NOW
PRINTING

手作りで、かわいいオリジナル文
房具を作る本。紙を素材にしたペ
ンケース、豆本、写真立てやファイ
3/26発売 定価：840円 雑誌コード：69674-01 ルケースなど身近な素材で簡単に
作れるアイデア満載の一冊。
ISBN 978-4-8347-3001-2

毎日のお買い物や外出時にある
と便利なエコバッグ。シンプルで作
りやすくコンパクトな携帯型のデザ
3/24発売 定価：500円 雑誌コード：67699-42 イン、自転車のかご用バッグまで
勢揃い。
ISBN 978-4-8347-6542-7

NOW
PRINTING

ストラップやキーホルダーにぴった
りな、小さめサイズの羊毛フェルト
の作品集。フェルティングニードル
3/27発売 定価：680円 雑誌コード：69674-02 で作ったかわいいマスコットが勢
揃い。
ISBN 978-4-8347-3002-9

２０１０年サッカーＷ杯出場チーム
のカラーを始め、水玉やレー
シー、クールなデザイン、組みひも
3/29発売 定価：500円 雑誌コード：67699-43 タイプ、数字、アルファベットなど多
彩に全１０９点掲載。
ISBN 978-4-8347-6543-4

レディブティックシリーズ№2998
改訂版 フラのドレス＆小物
3/26発売 定価：990円

ISBN 978-4-8347-2998-6

レディブティックシリーズ№2999
手作りのエプロン

レディブティックシリーズ№3001
紙で作る文房具と雑貨

レディブティックシリーズ№3002
羊毛フェルトのちいさなマスコット

ディズニーのミッキー＆フレンズ、
プーさんやスティッチ、プリンセス
など、かんたんに楽しめる本格切
3/27発売 定価：900円 雑誌コード：69674-05 り紙レシピ集。折り紙を折って図案
を写し、切って開くだけで完成。
ISBN 978-4-8347-3005-0

レディブティックシリーズ№3005
ディズニー切り紙あそび

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

人気の花１０７種類の育て方・管
理法などを季節ごとにわかりやす
いまんがでプロセス解説。見た
3/24発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-51 目、植えつけと開花期がすぐわか
るインデックス付き。
ISBN 978-4-8347-5851-1

ブティックムック№851
改訂版 まんがでわかる花づくり107

ブティックムック№852
コード10個でギターアレンジ ベスト200曲

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、
3/26発売 定価：1365円 雑誌コード：62452-52 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！

ブティックムック№855
増補改訂版 野菜作り百科

プチブティックシリーズ№542

手作りエコバッグ

プチブティックシリーズ№543
ミサンガ！

折り紙を何回か折って図案通りに
切ればいろいろな形に！花、洋
NOW
服、食べ物、乗り物、動物、マーク
PRINTING
3/26発売 定価：500円 雑誌コード：67699-44 など作れる。こどもの知育にも役
立つ。
ISBN 978-4-8347-6544-1

プチブティックシリーズ№544
たのしい切り紙2

ケーキ、ドーナツ、キャンディ、ホッ
トドック、ハンバーガー、イチゴ、パ
イナップル、バナナ、りんご、トマ
3/26発売 定価：500円 雑誌コード：67699-45 ト、きのこ等、お子さまでも無理な
く折れる作品いっぱい。
ISBN 978-4-8347-6545-8

プチブティックシリーズ№545
改訂版 たべものをおる

帳合・番線印

注文日付

年

ISBN 978-4-8347-5852-8

NOW
PRINTING

定番のおかずから、肉・魚・野菜な
どの素材別の料理、おつまみにも
なるバリエーション豊かなおかず
3/27発売 定価：1365円 雑誌コード：62452-53 など、料理のすべてを網羅した一
冊。
ISBN 978-4-8347-5853-5

ブティックムック№853
料理大百科

ご担当者名
TEL
FAX

㈱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）

月

日

注文冊数

