
　　　　　　　　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4月発売2010年4月発売2010年4月発売2010年4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

夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服
夏のカジュアルウエアからよ

レディブティックシリーズ№3009レディブティックシリーズ№3009レディブティックシリーズ№3009レディブティックシリーズ№3009
子どもに人気の動物を１３種

4/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-05 4/3発売 定価：945円 雑誌コード：69674-08

4910078930504　01886 ISBN 978-4-8347-3008-1

風景写真　2010年5・6月号風景写真　2010年5・6月号風景写真　2010年5・6月号風景写真　2010年5・6月号
特集：　初夏・新緑の風景
残雪と新緑のブナ林、萌黄の山
腹に紅一点彩を添える山桜、雪
解け水に可憐に咲くミズバショウ
など初夏を感じる作品を紹介。

レディブティックシリーズ№3008レディブティックシリーズ№3008レディブティックシリーズ№3008レディブティックシリーズ№3008
改訂版ハワイアンキルト改訂版ハワイアンキルト改訂版ハワイアンキルト改訂版ハワイアンキルト
アップリケパターン120アップリケパターン120アップリケパターン120アップリケパターン120

タペストリーやクッションに
ちょうど良いサイズのハワイ
アンキルトの実物大図案を１
２０種類掲載。各モチーフに
ハワイ語とそのスペル、コラ
ムも紹介。

4/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-06 4/8発売 定価：735円 雑誌コード：69674-07

4910125130604　00848 ISBN 978-4-8347-3007-4

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年6月号 表紙：　水森かおり
特集：　水森かおり　デビュー
15周年記念曲「松島紀行」
その他連載

レディブティックシリーズ№3007レディブティックシリーズ№3007レディブティックシリーズ№3007レディブティックシリーズ№3007
DECOリメイクDECOリメイクDECOリメイクDECOリメイク

益若つばさのＤＥＣＯテクニッ
ク紹介や、安かわファッション
紹介など、洋服、バッグ、帽
子、シューズなどにＤＥＣＯし
たコーディネイトを多数紹
介。

１００円ショップのグッズにひと手
間加えるだけで作れるかわいい
雑貨を８２点紹介。生活小物、イ
ンテリア小物など、毎日の暮らし
が楽しくなるアイデアがいっぱ
い！

4/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-05 4/5発売 定価：945円 雑誌コード：69674-04

4910096470501  00790 ISBN 978-4-8347-3004-3

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5月号レディブティック2010年5月号レディブティック2010年5月号レディブティック2010年5月号
特集：　簡単ソーイング、実物大
の型紙付・着まわしができる服、
徹底研究　シルエットの美しいス
カート作り、洋裁Q&Aなど、計
250点掲載。

レディブティックシリーズ№3004レディブティックシリーズ№3004レディブティックシリーズ№3004レディブティックシリーズ№3004
100円グッズで作るかわいい雑貨100円グッズで作るかわいい雑貨100円グッズで作るかわいい雑貨100円グッズで作るかわいい雑貨

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

4/16発売 定価：840円 雑誌コード：69674-03 4/13発売 定価：840円 雑誌コード：69674-11

ISBN 978-4-8347-3003-6 ISBN 978-4-8347-3011-1

レディブティックシリーズ№3003レディブティックシリーズ№3003レディブティックシリーズ№3003レディブティックシリーズ№3003
50個・70個・100個以内で作る50個・70個・100個以内で作る50個・70個・100個以内で作る50個・70個・100個以内で作る

ビーズアクセサリービーズアクセサリービーズアクセサリービーズアクセサリー

余りがちなビーズを使って作る
ビーズアクセサリーの本。ビー
ズ５０～１００個以内で作れるア
クセサリーを９６点掲載。かんた
んな作品が多く、初心者にもお
すすめ！

レディブティックシリーズ№3011レディブティックシリーズ№3011レディブティックシリーズ№3011レディブティックシリーズ№3011
ヘンプのかぎ針編みこものヘンプのかぎ針編みこものヘンプのかぎ針編みこものヘンプのかぎ針編みこもの

ヘンプの糸を使った、かぎ針
で簡単に編める小物の作品
集。森ガールテイストのアク
セサリーや、バッグ、キッチン
小物など、日常使いの作品
を幅広く紹介。

4/23発売 定価：990円 雑誌コード：09648-05 4/13発売 定価：840円 雑誌コード：69674-10

4910096480500　00943 ISBN 978-4-8347-3010-4

ミセスの夏のソーイングミセスの夏のソーイングミセスの夏のソーイングミセスの夏のソーイング
(レディブティック5月号増刊）(レディブティック5月号増刊）(レディブティック5月号増刊）(レディブティック5月号増刊）

人気アイテムのチュニックや
ワンピース、ブラウス、ベス
ト、ジャケット、スカート、パン
ツなど着まわしにも便利なア
イテムが満載。実物大の型
紙付き。

レディブティックシリーズ№3010レディブティックシリーズ№3010レディブティックシリーズ№3010レディブティックシリーズ№3010
かぎ針編みのエコタワシとこものかぎ針編みのエコタワシとこものかぎ針編みのエコタワシとこものかぎ針編みのエコタワシとこもの

洗剤なしでもきれいに洗える
アクリル毛糸で編んだナチュ
ラルでかわいいタワシとこも
のを８１点掲載。初心者でも
安心の写真プロセス解説２
点。

4/2発売 定価：990円 雑誌コード：09648-04 4/5発売 定価：950円 雑誌コード：69674-09

4910096480401　00943 ISBN 978-4-8347-3009-8

夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服
(レディブティック4月号増刊）(レディブティック4月号増刊）(レディブティック4月号増刊）(レディブティック4月号増刊）

夏のカジュアルウエアからよ
そいきのお洒落な服まで幅
広く160点紹介。チュニック、
ワンピース、ツーピース、
スーツ、ベストなど全て製図
付き。

レディブティックシリーズ№3009レディブティックシリーズ№3009レディブティックシリーズ№3009レディブティックシリーズ№3009
増補改訂版　おりがみ入門増補改訂版　おりがみ入門増補改訂版　おりがみ入門増補改訂版　おりがみ入門

子どもに人気の動物を１３種
類追加掲載。どれも立体的
に出来上がる作品を紹介。
折り方は写真展開に矢印や
折り線を加えわかりやすく説
明。

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4月発売2010年4月発売2010年4月発売2010年4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

牛乳パックにお洒落な布を貼っ
レディブティックシリーズ№3015レディブティックシリーズ№3015レディブティックシリーズ№3015レディブティックシリーズ№3015 かぎ針編みで作るアクセサ レディブティックシリーズ№3021レディブティックシリーズ№3021レディブティックシリーズ№3021レディブティックシリーズ№3021

人気のデコリメイクやファッション
小物とのコラボ、多数の作品と
プロセス解説など、あらゆる「デ
コ」に対応。全国のサロンから届
いたデコ作品も紹介。

4/22発売 定価：990円 雑誌コード：69674-14 4/27発売 定価：945円 雑誌コード：69674-20

ISBN 978-4-8347-3014-2 ISBN 978-4-8347-3020-3

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№3014レディブティックシリーズ№3014レディブティックシリーズ№3014レディブティックシリーズ№3014
夏。手作りゆかた夏。手作りゆかた夏。手作りゆかた夏。手作りゆかた

１００～１２０ｃｍサイズの男
女児、大人の男女のゆかた
と甚平の作品集。わかりやす
いプロセス解説で作り方を掲
載。

レディブティックシリーズ№3020レディブティックシリーズ№3020レディブティックシリーズ№3020レディブティックシリーズ№3020

Deco & Deco vol.7Deco & Deco vol.7Deco & Deco vol.7Deco & Deco vol.7

ヘンプのアクセサリーをベーシッ
ク、キュート、クール、ミサンガと
４テーマに分けて掲載。ブレス
レットを中心にネックレス、アンク
レットなど６０点を紹介。

4/16発売 定価：990円 雑誌コード：69674-13 4/27発売 定価：840円 雑誌コード：69674-19

ISBN 978-4-8347-3013-5 ISBN 978-4-8347-3019-7

定価：1050円 雑誌コード：69674-18

ISBN 978-4-8347-3012-8 ISBN 978-4-8347-3018-0

レディブティックシリーズ№3013レディブティックシリーズ№3013レディブティックシリーズ№3013レディブティックシリーズ№3013
いつも着たい手ぬいの大人服いつも着たい手ぬいの大人服いつも着たい手ぬいの大人服いつも着たい手ぬいの大人服

高橋恵美子の手縫いの大人服
と小物を紹介。一枚裁ちのパ
ターンで作るシンプルできれい
なシルエットの服が中心。ジャ
ケット、ブラウス、チュニックなど
３０点掲載。

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№3019レディブティックシリーズ№3019レディブティックシリーズ№3019レディブティックシリーズ№3019
作ろう！ヘンプのアクセサリー作ろう！ヘンプのアクセサリー作ろう！ヘンプのアクセサリー作ろう！ヘンプのアクセサリー

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№3012レディブティックシリーズ№3012レディブティックシリーズ№3012レディブティックシリーズ№3012
ペイントフレンドＶｏｌ．3ペイントフレンドＶｏｌ．3ペイントフレンドＶｏｌ．3ペイントフレンドＶｏｌ．3

巻頭特集：人気の「花」、妖精
たちが可愛い「ファンタ
ジー」。使えるものに絵を描く
「雑貨ペイント」を大テーマと
し、絵のある暮らしを提唱。

レディブティックシリーズ№3018レディブティックシリーズ№3018レディブティックシリーズ№3018レディブティックシリーズ№3018
I LOVE スクラップブッキングI LOVE スクラップブッキングI LOVE スクラップブッキングI LOVE スクラップブッキング

こども、赤ちゃん、旅行など、
テーマごとに豊富に見られるス
クラップブッキング作品の総集
編。プロセス解説も満載で、初
心者から愛好家までおすすめ。

4/16発売 定価：990円 雑誌コード：69674-12 4/27発売

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

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

レディブティックシリーズ№3017レディブティックシリーズ№3017レディブティックシリーズ№3017レディブティックシリーズ№3017
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

はじめて作る帽子はじめて作る帽子はじめて作る帽子はじめて作る帽子

初心者のために帽子の作り
方を丁寧な写真解説つきで
紹介。基本のデザインをはじ
め、アレンジでいろいろなデ
ザインが楽しめる。

4/23発売 定価：840円 雑誌コード：69674-17

ISBN 978-4-8347-3017-3

お菓子屋さん、レストラン、まま
ごとなどの遊び折り紙、虫や乗
り物、おひな様などの行事折り
紙などの折って遊べる作品を紹
介。詳しい折り方解説付き。

4/23発売 定価：840円 雑誌コード：69674-16 4/27発売 定価：990円 雑誌コード：69674-22

ISBN 978-4-8347-3016-6 ISBN 978-4-8347-3022-7

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№3016レディブティックシリーズ№3016レディブティックシリーズ№3016レディブティックシリーズ№3016
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

はじめての刺しゅうはじめての刺しゅうはじめての刺しゅうはじめての刺しゅう

せばたやすこ監修。糸の通し
方や図案の写し方、各ステッ
チの刺し方などわかりやすく
紹介。ワンポイント図案や小
物の作り方も掲載。

レディブティックシリーズ№3022レディブティックシリーズ№3022レディブティックシリーズ№3022レディブティックシリーズ№3022
こどものおりがみあそびこどものおりがみあそびこどものおりがみあそびこどものおりがみあそび

牛乳パックにお洒落な布を貼っ
て、エコでリーズナブルに作る、
収納小物や雑貨の本。四角や
丸の小箱、引き出しやキッチン
雑貨など、デザイン豊富に紹
介。

4/23発売 定価：880円 雑誌コード：69674-15 4/27発売 定価：945円 雑誌コード：69674-21

ISBN 978-4-8347-3015-9 ISBN 978-4-8347-3021-0

レディブティックシリーズ№3015レディブティックシリーズ№3015レディブティックシリーズ№3015レディブティックシリーズ№3015
かぎ針を使って手編みのアクセサリーかぎ針を使って手編みのアクセサリーかぎ針を使って手編みのアクセサリーかぎ針を使って手編みのアクセサリー

かぎ針編みで作るアクセサ
リーの本。シュシュ、ネックレ
ス、ラリエット、コサージュな
ど５５点掲載。全て作り方付
き。

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№3021レディブティックシリーズ№3021レディブティックシリーズ№3021レディブティックシリーズ№3021
牛乳パックの手作りこもの牛乳パックの手作りこもの牛乳パックの手作りこもの牛乳パックの手作りこもの



　　　　　　　　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4月発売2010年4月発売2010年4月発売2010年4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

4/27発売 定価：990円 雑誌コード：69674-25 4/19発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-61

ISBN 978-4-8347-3025-8 ISBN 978-4-8347-5861-0

レディブティックシリーズ№3025レディブティックシリーズ№3025レディブティックシリーズ№3025レディブティックシリーズ№3025
リネンとコットンで作るナチュラル服リネンとコットンで作るナチュラル服リネンとコットンで作るナチュラル服リネンとコットンで作るナチュラル服

リネンとコットンの布地で作るナ
チュラルテイストの服を紹介。
ゆったりしていて着心地のよい
ワンピースや、重ね着に便利な
ペチパンツやペチワンピなどを
作り方付きで掲載。

ブティックムック№861ブティックムック№861ブティックムック№861ブティックムック№861
まんがでわかる楽しい家庭菜園まんがでわかる楽しい家庭菜園まんがでわかる楽しい家庭菜園まんがでわかる楽しい家庭菜園

有機・無農薬で体に優しい野
菜作りをまんがでわかりやす
く解説。著者の体験に基づい
て、プロセス、コラムや野菜
作りのエピソードなども掲
載。

はじめてベランダ菜園をする
方に育てやすく人気の野菜
を紹介。全てわかりやすいプ
ロセスと栽培カレンダーで解
説。検索に便利な写真イン
デックス付き。

4/27発売 定価：1155円 雑誌コード：69674-24 4/13発売 定価：840円 雑誌コード：62452-60

ISBN 978-4-8347-3024-1 ISBN 978-4-8347-5860-3

レディブティックシリーズ№3024レディブティックシリーズ№3024レディブティックシリーズ№3024レディブティックシリーズ№3024
ゴスロリ Vol.15ゴスロリ Vol.15ゴスロリ Vol.15ゴスロリ Vol.15

読者デザインのジャンパース
カート＆ワンピース、パンツ、
カットソーアイテム、手作りくまＢ
ａｇ、はじめてのゆびあみ、人気
のブランドのキャミソール、日暮
里ＭＡＰなど楽しい企画がいっ
ぱい。

ブティックムック№860ブティックムック№860ブティックムック№860ブティックムック№860
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

はじめて育てるベランダ野菜はじめて育てるベランダ野菜はじめて育てるベランダ野菜はじめて育てるベランダ野菜

はじめて有機・無農薬野菜づ
くりをはじめる方に育てやすく
人気の野菜を紹介。栽培プ
ロセスとカレンダーで解説。
検索に便利な写真インデック
ス付き。

4/27発売 定価：990円 雑誌コード：69674-23 4/13発売 定価：840円 雑誌コード：62452-59

ISBN 978-4-8347-3023-4 ISBN 978-4-8347-5859-7

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

レディブティックシリーズ№3023レディブティックシリーズ№3023レディブティックシリーズ№3023レディブティックシリーズ№3023
スイーツモチーフワンダーランドスイーツモチーフワンダーランドスイーツモチーフワンダーランドスイーツモチーフワンダーランド

女の子が大好きなリアルスイー
ツモチーフを、スイーツ界きって
の人気アーティスト関口真優・谷
美和・熊谷ゆかり・中嶋美年子
の競演で展開。詳しい作り方解
説付き。

ブティックムック№859ブティックムック№859ブティックムック№859ブティックムック№859
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

はじめて育てる有機・無農薬野菜はじめて育てる有機・無農薬野菜はじめて育てる有機・無農薬野菜はじめて育てる有機・無農薬野菜

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

〒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）

ブティックムック№858ブティックムック№858ブティックムック№858ブティックムック№858
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

はじめて育てるハーブはじめて育てるハーブはじめて育てるハーブはじめて育てるハーブ

はじめてハーブづくりをはじめる
人へ育てやすく人気のハーブを
紹介。全てわかりやすいプロセ
スと栽培カレンダーで解説して
います。検索に便利な写真イン
デックス付き。

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　

4/13発売 定価：840円 雑誌コード：62452-58

ISBN 978-4-8347-5858-0

4/5発売 定価：840円 雑誌コード：62452-57 4/23発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-63

ISBN 978-4-8347-5857-3 ISBN 978-4-8347-5863-4

ブティックムック№857ブティックムック№857ブティックムック№857ブティックムック№857
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

はじめて育てる花はじめて育てる花はじめて育てる花はじめて育てる花

はじめて花づくりをはじめる人の
ための詳しい園芸誌。育てやす
く人気の花を紹介。全てわかり
やすいプロセスと栽培カレン
ダーで解説。検索に便利な写真
インデックス付き。

ブティックムック№863ブティックムック№863ブティックムック№863ブティックムック№863
私のバラづくり私のバラづくり私のバラづくり私のバラづくり

バラを育てる人のための詳し
い園芸誌。植え付けから剪
定、仕立て方まで詳しいプロ
セス写真とイラストで解説。
初心者のための基礎知識も
詳しく解説。

4/5発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-56 4/19発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-62

ISBN 978-4-8347-5856-6 ISBN 978-4-8347-5862-7

ブティックムック№856ブティックムック№856ブティックムック№856ブティックムック№856
改訂版　まんがでわかる野菜づくり107改訂版　まんがでわかる野菜づくり107改訂版　まんがでわかる野菜づくり107改訂版　まんがでわかる野菜づくり107

はじめて野菜を育てる人のため
の詳しい園芸誌。有機・無農薬
野菜で育てる野菜１０７点を、全
てわかりやすく楽しいまんがと栽
培カレンダーで解説。検索便利
な写真一覧付き。

ブティックムック№862ブティックムック№862ブティックムック№862ブティックムック№862
手作りガーデン手作りガーデン手作りガーデン手作りガーデン

エコガーデン＆家庭菜園特集号エコガーデン＆家庭菜園特集号エコガーデン＆家庭菜園特集号エコガーデン＆家庭菜園特集号

エコ＆家庭菜園を総力特集。
お庭に野菜畑を作る方法、お
手軽な省エネアイデア、すて
きな木工作品、植栽づかい
の基礎などＤＩＹに役立つ情
報が満載。

〒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4月発売2010年4月発売2010年4月発売2010年4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

ビーズで作るリングを８９点全作

マカロンなどのプチスイー
ツ、ケーキ、キャンディーなど
のおやつ、サマースイーツ、
和のお菓子などが折れる。4/26発売 定価：1365円 雑誌コード：62452-66 4/27発売 定価：480円 雑誌コード：67699-47

ISBN 978-4-8347-5866-5 ISBN 978-4-8347-6547-2

ブティックムック№866ブティックムック№866ブティックムック№866ブティックムック№866
図解園芸シリーズ図解園芸シリーズ図解園芸シリーズ図解園芸シリーズ

花木・庭木・果樹の育て方花木・庭木・果樹の育て方花木・庭木・果樹の育て方花木・庭木・果樹の育て方

花を楽しめる花木・樹形を整
えて楽しむ庭木・実を収穫で
きる果樹の育て方をくわしい
イラストで図解。植え付けの
基礎から、剪定や増やし方ま
で徹底解説。

プチブティックシリーズ№547プチブティックシリーズ№547プチブティックシリーズ№547プチブティックシリーズ№547
スイーツをおるスイーツをおるスイーツをおるスイーツをおる

刺しゅう糸やヘンプ等を結んで
編むミサンガ、組みひもが簡単
に作れる組みひもディスク、組
みひもプレートを使って作るミサ
ンガを多数掲載。Ｗ杯出場国の
ユニフォームカラーのミサンガも
掲載。

4/26発売 定価：450円 雑誌コード：67699-46

ISBN 978-4-8347-6546-5

植物・石・レンガなどの自然
素材を使った緑の庭の実例
集。エコガーデン・ナチュラル
ガーデンなどすてきな施行例
＆アイデアが満載。

4/23発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-65

4/27発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-70

ISBN 978-4-8347-5870-2

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

ブティックムック№865ブティックムック№865ブティックムック№865ブティックムック№865
おつまみ漬けものおつまみ漬けものおつまみ漬けものおつまみ漬けもの

ささっと作れておつまみにも
なる漬け物を特集。即席漬け
や一夜漬けなどの漬け方プ
ラスおつまみレシピの紹介。
和、洋、中のレシピ満載。

ブティックムック№870ブティックムック№870ブティックムック№870ブティックムック№870
グリーンガーデングリーンガーデングリーンガーデングリーンガーデン

ISBN 978-4-8347-5865-8

プチブティックシリーズ№546プチブティックシリーズ№546プチブティックシリーズ№546プチブティックシリーズ№546
改訂版　手作りミサンガ改訂版　手作りミサンガ改訂版　手作りミサンガ改訂版　手作りミサンガ

ブティックムック№864ブティックムック№864ブティックムック№864ブティックムック№864
図解園芸シリーズ　野菜の育て方図解園芸シリーズ　野菜の育て方図解園芸シリーズ　野菜の育て方図解園芸シリーズ　野菜の育て方

初心者にもかんたんにわかるよ
うに、全プロセスを図解で詳しく
説明。すぐに楽しめる葉もの野
菜から、ちょっと難しい根もの野
菜まで、この一冊で野菜づくりが
楽しめる。

4/26発売 定価：1365円 雑誌コード：62452-64

ISBN 978-4-8347-5864-1

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№869ブティックムック№869ブティックムック№869ブティックムック№869
プリザーブドフラワーレッスンプリザーブドフラワーレッスンプリザーブドフラワーレッスンプリザーブドフラワーレッスン

全国５５名の作家から集まった
素敵なプリザーブドフラワーのア
レンジメントを、シーン別に全レ
シピつきで掲載。はじめての方
でもわかりやすいプロセス写真
解説つき。

4/30発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-69

ISBN 978-4-8347-5869-6

ブティックムック№868ブティックムック№868ブティックムック№868ブティックムック№868
日本語と英語が同時に学べる日本語と英語が同時に学べる日本語と英語が同時に学べる日本語と英語が同時に学べる

こどもの絵本ずかんこどもの絵本ずかんこどもの絵本ずかんこどもの絵本ずかん

家と町、人、季節、動物、身の回
りのもの、食べ物など、子供が
触れる様々な物をかわいいイラ
ストで図鑑絵本式に掲載。ネイ
ティブに近い発音で覚える英語
も掲載。

4/27発売 定価：950円 雑誌コード：62452-68

ISBN 978-4-8347-5868-9

4/26発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-67 4/27発売 定価：450円 雑誌コード：67699-48

ISBN 978-4-8347-5867-2 ISBN 978-4-8347-6548-9

ブティックムック№867ブティックムック№867ブティックムック№867ブティックムック№867
お清め風水お清め風水お清め風水お清め風水

幸運を呼び込む風水、悪運
を振り払う風水の特集。恋愛
運、家庭運、仕事運などがよ
くなるために、簡単にできる
風水テクニックを紹介。

ビーズで作るリングを８９点全作
り方付きで紹介。スワロフスキー
やパール、キュービックジルコニ
アなどで作る可愛いリングが
いっぱい！ハートやリボン、フラ
ワーなどの人気のデザインも掲
載。

プチブティックシリーズ№548プチブティックシリーズ№548プチブティックシリーズ№548プチブティックシリーズ№548
改訂版　ビーズ・リング改訂版　ビーズ・リング改訂版　ビーズ・リング改訂版　ビーズ・リング


