
　　　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5月発売2010年5月発売2010年5月発売2010年5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

１dayソーイング　今着せたい女の子の夏服１dayソーイング　今着せたい女の子の夏服１dayソーイング　今着せたい女の子の夏服１dayソーイング　今着せたい女の子の夏服
（こどもブティックCUCITO 2010年夏号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年夏号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年夏号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年夏号増刊）

5/11発売 定価：945円 雑誌コード：03908-06

初心者にもオススメの簡単で可愛
い女の子の夏服が作れる一冊。
身長90・100・110ｃｍの３サイズ対
応。ワンピースからキャミソールま
で40点掲載。

5/22発売 定価：500円 雑誌コード：07225-07

夏に着やすいブラウスとチュ
ニックの本。９号、１１号、１３号
と３サイズでの展開。詳しい縫
い方と全て実物大の型紙付定価：990円 雑誌コード：69674-27

5/24発売 定価：700円 雑誌コード：02537-07

4910025370704　00667

いろいろな技法を組み合わせ
て生活雑貨を楽しく飾りましょ
う。自分だけの自分好みの可
愛い小物たちを作るアイデア
がいっぱい。

NOW
PRINTING

歌謡曲ゲッカヨ2010年6・7月号歌謡曲ゲッカヨ2010年6・7月号歌謡曲ゲッカヨ2010年6・7月号歌謡曲ゲッカヨ2010年6・7月号 表紙　SCANDAL
特集　SCANDAL特集
新ドラマ主題歌
RAINソングなど

レディブティックシリーズ№3027レディブティックシリーズ№3027レディブティックシリーズ№3027レディブティックシリーズ№3027
ミセスのブラウス＆チュニック　夏ミセスのブラウス＆チュニック　夏ミセスのブラウス＆チュニック　夏ミセスのブラウス＆チュニック　夏

5/10発売

NOW
PRINTING

ネイルUP！2010年7月号ネイルUP！2010年7月号ネイルUP！2010年7月号ネイルUP！2010年7月号
表紙：　木下優樹菜
特集：　目指せ！美脚＆美ペディ
道、最旬パーティネイル、ショート
ネイル最前線、オススメネイルア

5/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-07

4910125130703　00848

ファスナーや袖付けのないシンプルで
作りやすい夏服と小物を掲載。チュ
ニック、キャミソール、ワンピース、人
気のコンビネゾン、マキシ丈の服など
を紹介。

NOW
PRINTING

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年7月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年7月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年7月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年7月号
表紙　竹川美子
特集　竹川美子インタビュー

レディブティックシリーズ№3026レディブティックシリーズ№3026レディブティックシリーズ№3026レディブティックシリーズ№3026
スタンピングコラージュスタンピングコラージュスタンピングコラージュスタンピングコラージュ

ISBN 978-4-8347-3026-5

雑誌コード：69674-26定価：1400円5/6発売

4910077580601　00900

5/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-06

4910096470600　00790

定価：945円 雑誌コード：07758-06

一日あればできちゃう夏服一日あればできちゃう夏服一日あればできちゃう夏服一日あればできちゃう夏服
（フィーメィル2010年夏号増刊）（フィーメィル2010年夏号増刊）（フィーメィル2010年夏号増刊）（フィーメィル2010年夏号増刊）

5/18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

レディブティック2010年6月号レディブティック2010年6月号レディブティック2010年6月号レディブティック2010年6月号
特集：　簡単に作れる夏の普段
着、実物大の型紙で作る服、デザ
インの考え方解説付　和服のリ
フォーム、薄手素材をキレイに縫
うコツなど。 4910039080606　00900

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

5/28発売 定価：700円

4910176690706　00667

4910077570602　00800

定価：990円5/11発売

ビーズfriend2010年夏号ビーズfriend2010年夏号ビーズfriend2010年夏号ビーズfriend2010年夏号
表紙：　田丸麻紀
特集：　夏のカジュアル格上げアクセ
サリー、人気アーティスト7人が作るク
ロスモチーフのアクセ、天然石の夏ア
クセサリー、クリスタライズのリッチな
サマージュエリーなど。

雑誌コード：17669-07

5/28発売 定価：880円 雑誌コード：03907-07

4910039070706  00838

こどもブティックCUCITO 2010年夏号こどもブティックCUCITO 2010年夏号こどもブティックCUCITO 2010年夏号こどもブティックCUCITO 2010年夏号
特集：　夏のカジュアルウエア、家
族で楽しむホリデイ・スタイル、マ
マと女の子のフラワープリントの
チュニック＆ワンピース、夏のか
わいいベビー服など。

雑誌コード：69674-31

女の子のキュートなワンピースや
トップス、履き心地抜群のボトム３
３点と、余り布で作れる簡単ヘア
アクセサリーを６点紹介。実物大
の型紙付き。

5/20発売

レディブティックシリーズ№3031レディブティックシリーズ№3031レディブティックシリーズ№3031レディブティックシリーズ№3031
女の子120cm～140cmの手作りの夏服女の子120cm～140cmの手作りの夏服女の子120cm～140cmの手作りの夏服女の子120cm～140cmの手作りの夏服

ISBN 978-4-8347-3031-9

定価：990円

FEMALE（フィーメィル）2010年夏号FEMALE（フィーメィル）2010年夏号FEMALE（フィーメィル）2010年夏号FEMALE（フィーメィル）2010年夏号
特集：　写真解説つき簡単なトップス32
点、流行のレース・ペイズリー柄・フラ
ワープリントの服、夏の必須アイテム
best10、メンズ&レディス手作りじんべ
い＆ゆかた、Tシャツデコなど。

5/12発売 定価：840円 雑誌コード：07757-06

5/7発売 定価：840円 雑誌コード：13625-06

4910136250605　00800

NOW
PRINTING

ふだん着、おでかけ着、ワン
ピース＆サンドレス、男の子の
服、ベビー＆幼児の服、バッグ
やポシェットなど全１０６点掲
載。

レディブティックシリーズ№3028レディブティックシリーズ№3028レディブティックシリーズ№3028レディブティックシリーズ№3028
夏のかわいい子供服夏のかわいい子供服夏のかわいい子供服夏のかわいい子供服

ISBN 978-4-8347-3028-9

雑誌コード：69674-28

Cotton Friend 2010年夏号Cotton Friend 2010年夏号Cotton Friend 2010年夏号Cotton Friend 2010年夏号
人気のマリン、リネン、フラワープリント
で今日作って明日から着られる簡単デ
イリーウエアをご紹介。バッグ、甚平、
アクセ、帽子など、夏のおしゃれハンド
メイドを提案。

おしゃれなソーイング本の決定
版。コート、パンツ、帽子、バッ
グ・・・今作りたいアイテムを作り
方・型紙付きでご紹介。ソーイング
マニアのマストブック。

レディブティックシリーズ№3029レディブティックシリーズ№3029レディブティックシリーズ№3029レディブティックシリーズ№3029
ソーイングBOOK２ソーイングBOOK２ソーイングBOOK２ソーイングBOOK２

ISBN 978-4-8347-3029-6

5/18発売 定価：990円 雑誌コード：69674-29

5/22発売 定価：500円 雑誌コード：07225-07

4910072250707　00476
い方と全て実物大の型紙付
き。

定価：990円 雑誌コード：69674-27

ISBN 978-4-8347-3027-2

5/10発売ネイル最前線、オススメネイルア
イテムなど。

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5月発売2010年5月発売2010年5月発売2010年5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

ブティックムック№873ブティックムック№873ブティックムック№873ブティックムック№873

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-5871-9

ISBN 978-4-8347-5872-6

5/6発売 定価：680円

乾くと不思議な粘土『すけるくん』
を使って作る雑貨とアクセサリー
の本。リング、スイーツ、インテリ
アなど種類も豊富に掲載。

5/28発売 定価：900円 雑誌コード：69674-42

ISBN 978-4-8347-3042-5

ブティックムック№871ブティックムック№871ブティックムック№871ブティックムック№871
あなたの年金　2010-2011年度版あなたの年金　2010-2011年度版あなたの年金　2010-2011年度版あなたの年金　2010-2011年度版

雑誌コード：62452-71

植え付けなどの基礎から種まきや
管理法、苗の増やし方など、四季
に合わせてその時期にあった花な
どを、詳しい写真とイラストでプロ
セス解説。

レディブティックシリーズ№3042レディブティックシリーズ№3042レディブティックシリーズ№3042レディブティックシリーズ№3042
大人かわいい消しゴムはんこの図案集大人かわいい消しゴムはんこの図案集大人かわいい消しゴムはんこの図案集大人かわいい消しゴムはんこの図案集

雑誌コード：69674-41

紙に型紙を写して糸でつなぐだけで、

紙や布、その他身近な素材を使っ
て、素敵なインテリアになるガーラン
ドや、部屋を彩るウォールステッカー
を紹介。様々な素材を同じ形に切っ
て糸でつなぐだけなので簡単。

基本のシュークリームとエクレアを

ISBN 978-4-8347-3035-7

レディブティックシリーズ№3041レディブティックシリーズ№3041レディブティックシリーズ№3041レディブティックシリーズ№3041

透明粘土で作る雑貨とアクセサリー透明粘土で作る雑貨とアクセサリー透明粘土で作る雑貨とアクセサリー透明粘土で作る雑貨とアクセサリー

レディブティックシリーズ№3036レディブティックシリーズ№3036レディブティックシリーズ№3036レディブティックシリーズ№3036

ナチュラルなものから、サテン等
の素材を使ったきれいめのシュ
シュまで幅広く掲載。最近注目の
カチュームやヘアゴム、細めの
シュシュ等も紹介。ISBN 978-4-8347-3034-0

Ｑ＆Ａ形式で年金の仕組みともら
い方をわかりやすく解説。ねんき
ん定期便の見方から裁定請求書
の書き方まで「知りたいこと」がズ
バリわかる。

９名の作家による、かわいい消し
ゴムはんこの図案。食べ物や動
物、植物、雑貨、洋服などの図案
と作品例を紹介。

5/25発売 定価：945円 雑誌コード：69674-35 5/25発売 定価：945円 雑誌コード：62452-72

レディブティックシリーズ№3035レディブティックシリーズ№3035レディブティックシリーズ№3035レディブティックシリーズ№3035
手作りガーランド＆ウォールステッカー手作りガーランド＆ウォールステッカー手作りガーランド＆ウォールステッカー手作りガーランド＆ウォールステッカー

羊毛フェルトで作る、かわいいアクセ
サリーとマスコットを掲載。フェルトボー
ルメーカー「ふって・ふって」やニードル
を使って、気軽にハンドメイドできるア
イテム多数紹介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№872ブティックムック№872ブティックムック№872ブティックムック№872
改訂版　四季の寄せ植えレッスン改訂版　四季の寄せ植えレッスン改訂版　四季の寄せ植えレッスン改訂版　四季の寄せ植えレッスン

5/24発売 定価：720円 雑誌コード：69674-34

ISBN 978-4-8347-3041-8

5/28発売

ISBN 978-4-8347-3033-3

レディブティックシリーズ№3034レディブティックシリーズ№3034レディブティックシリーズ№3034レディブティックシリーズ№3034
手作りでおしゃれシュシュ手作りでおしゃれシュシュ手作りでおしゃれシュシュ手作りでおしゃれシュシュ

ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名

定価：840円

5/21発売 定価：720円 雑誌コード：69674-33

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№3033レディブティックシリーズ№3033レディブティックシリーズ№3033レディブティックシリーズ№3033
フェルトボールのアクセサリー&マスコットフェルトボールのアクセサリー&マスコットフェルトボールのアクセサリー&マスコットフェルトボールのアクセサリー&マスコット

手作りで揃えたい赤ちゃんの服と
便利な小物を紹介。新生児から生
後１８ヶ月くらいのサイズまで成長
に合わせて重宝するデザインが
いっぱい。ISBN 978-4-8347-3032-6

NOW
PRINTING 雑誌コード：69674-32定価：950円5/20発売

レディブティックシリーズ№3032レディブティックシリーズ№3032レディブティックシリーズ№3032レディブティックシリーズ№3032
改訂版プレママのための出産準備小物改訂版プレママのための出産準備小物改訂版プレママのための出産準備小物改訂版プレママのための出産準備小物

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
㈱ブティック社㈱ブティック社㈱ブティック社㈱ブティック社 ご担当者名
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通） TEL
FAX: 03(3234)2135(販売部直通） FAX

それぞれの品種の被害に遭いや
すい病害虫対策をＱ＆Ａ方式で徹
底解説。初めての方でもきれいに
花を咲かせる方法をサポート。

ブティックムック№873ブティックムック№873ブティックムック№873ブティックムック№873
デコシュー＆エクレアデコシュー＆エクレアデコシュー＆エクレアデコシュー＆エクレア

ブティックムック№874ブティックムック№874ブティックムック№874ブティックムック№874
改訂版　はじめてのエクステリア改訂版　はじめてのエクステリア改訂版　はじめてのエクステリア改訂版　はじめてのエクステリア

人気の高いモチーフを集めたビー
ズアクセサリーの本。ハート、クロ
ス、リボン、フラワーの定番モチー
フから、しずく、バッグなど個性的
なモチーフも掲載。

ISBN 978-4-8347-5873-3

ISBN 978-4-8347-5874-0

広告チラシを編んで籠などの小物
を作る「あんでるせん手芸」の本。
ちょっとした道具と広告チラシがあ
れば始められる。籠や小物入れな
どを紹介。

5/28発売 定価：945円 雑誌コード：69674-39

5/27発売 定価：945円 5/28発売

NOW
PRINTING

一日でできちゃうくらいかんたんで着
回しやすい夏服を小物３点を含め、４
２点掲載。キャミソール、ワンピース、
チュニック、スカート、パンツ、つなぎ、
カーディガンジャケットを紹介。

雑誌コード：69674-37

雑誌コード：69674-38

にぎにぎやガラガラ、指人形、形
や字、色が学べるなどのおもちゃ
を掲載。フェルトや布、段ボールな
どを使って簡単に作れる。

はじめてエクステリアを作る方へ
の解説書。実例はリフォーム３０、
新築１４、門まわり、アプローチ、
ガレージ、ウッドデッキなど施工写
真３００点以上掲載。

5/28発売 定価：990円 雑誌コード：62452-745/27発売 定価：945円

定価：450円 雑誌コード：67699-495/24発売

プチブティックシリーズ№549プチブティックシリーズ№549プチブティックシリーズ№549プチブティックシリーズ№549
改訂版人気のビーズモチーフアクセサリー改訂版人気のビーズモチーフアクセサリー改訂版人気のビーズモチーフアクセサリー改訂版人気のビーズモチーフアクセサリー

ブティックムック№875ブティックムック№875ブティックムック№875ブティックムック№875
改訂版　花の病害虫対策改訂版　花の病害虫対策改訂版　花の病害虫対策改訂版　花の病害虫対策

紙に型紙を写して糸でつなぐだけで、
北欧風の素敵なインテリアモビールが
作れる本。全作品の作り方つき。巻末
には、本をそのまま切ってつなぐだけ
で使えるモビールつき。

ISBN 978-4-8347-5875-7

定価：1050円 雑誌コード：62452-75

ISBN 978-4-8347-3036-4

基本のシュークリームとエクレアを
可愛く彩りよくデコレーションする
テクニックを紹介。フルーツやチー
ズ、アイシング、マジパンを使って
華やかに！

ISBN 978-4-8347-3039-5

レディブティックシリーズ№3039レディブティックシリーズ№3039レディブティックシリーズ№3039レディブティックシリーズ№3039
広告チラシで作る　あんでるせん手芸広告チラシで作る　あんでるせん手芸広告チラシで作る　あんでるせん手芸広告チラシで作る　あんでるせん手芸

ISBN 978-4-8347-3038-8

レディブティックシリーズ№3038レディブティックシリーズ№3038レディブティックシリーズ№3038レディブティックシリーズ№3038
改訂版　知育おもちゃベスト55改訂版　知育おもちゃベスト55改訂版　知育おもちゃベスト55改訂版　知育おもちゃベスト55

ISBN 978-4-8347-3037-1

レディブティックシリーズ№3037レディブティックシリーズ№3037レディブティックシリーズ№3037レディブティックシリーズ№3037
一日でできちゃう夏に着たい服一日でできちゃう夏に着たい服一日でできちゃう夏に着たい服一日でできちゃう夏に着たい服

ISBN 978-4-8347-6549-6

5/25発売 定価：1050円 雑誌コード：69674-36 5/21発売 定価：880円 雑誌コード：62452-73

レディブティックシリーズ№3036レディブティックシリーズ№3036レディブティックシリーズ№3036レディブティックシリーズ№3036
かわいいインテリア・モビールかわいいインテリア・モビールかわいいインテリア・モビールかわいいインテリア・モビール

FAX: 03(3234)2135(販売部直通） FAX


