
　　　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6月発売2010年6月発売2010年6月発売2010年6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 5555 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

風景写真　2010年7・8月号風景写真　2010年7・8月号風景写真　2010年7・8月号風景写真　2010年7・8月号

6/19発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-07

4910078930702　01886

6/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-07

4910120450707　01200

エクステリア＆ガーデン2010年夏号エクステリア＆ガーデン2010年夏号エクステリア＆ガーデン2010年夏号エクステリア＆ガーデン2010年夏号

おばあちゃまの素敵な夏の装いおばあちゃまの素敵な夏の装いおばあちゃまの素敵な夏の装いおばあちゃまの素敵な夏の装い

定価：840円 雑誌コード：69674-47

雑誌コード：69674-44

ISBN 978-4-8347-3044-9

6/21発売

レディブティックシリーズ№3048レディブティックシリーズ№3048レディブティックシリーズ№3048レディブティックシリーズ№3048

雑誌コード：69674-45

おばあちゃま世代の夏服が作れ 表紙：　辻希美

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

牛乳パックや古紙から再生された
紙バンドを使って、実用のバッグ、
かご、バスケット、ティッシュカ
バー、ソーイングボックスが作れ
る。

6/19発売 定価：890円 雑誌コード：12513-08

6/18発売 定価：990円

これから草木染めをはじめる
人におすすめの入門書。タマ
ネギの皮やお茶の葉など、身
近な天然の材料で気楽に染め
方を学べる。

雑誌コード：69674-46

4910125130802　00848

ISBN 978-4-8347-3046-3

NOW
PRINTING

巻頭特集：　リビングガーデン
特集：　ウォーターガーデン、エコ
ガーデン実践編、エクステリア工
事の上手な依頼の仕方など

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3047レディブティックシリーズ№3047レディブティックシリーズ№3047レディブティックシリーズ№3047

エコクラフトで編むバッグ・かご・小ものエコクラフトで編むバッグ・かご・小ものエコクラフトで編むバッグ・かご・小ものエコクラフトで編むバッグ・かご・小もの

ISBN 978-4-8347-3047-0

6/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-07

4910096470709　00790

表紙：　氷川きよし
特集：　氷川きよしニューアルバ
ム、出光仁美(コロムビア創立100
周年記念演歌アーティスト)、桜井
くみ子、インタビューなど

NOW
PRINTING

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年8月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年8月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年8月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年8月号

NOW
PRINTING

レディブティック2010年7月号レディブティック2010年7月号レディブティック2010年7月号レディブティック2010年7月号
特集：　ミセスのかんたんソーイン
グ、この時期役立つトップス、季節
を楽しむ夏モチーフの小物、着や
せして見える服、通販布地でソー
イングなど

NOW
PRINTING

おばあちゃま世代の為の夏のソー
イング本。チュニックやワンピー
ス、ベストなど、人気のアイテム満
載。夏のお洒落着におすすめ。

細長い紙をくるくる巻いて様々な
パーツを作り、そのパーツを組み
立ててカードやタグ、箱や色紙な
どに貼り付けて楽しむペーパーク
ラフト。作品５９点掲載。

「海の景」を中心に美しい水風景
を特集。風景写真家注目のＰＥＮＴ
ＡＸ６４５Ｄを撮影現場でたっぷりレ
ポート紹介。

NOW
PRINTING

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№3046レディブティックシリーズ№3046レディブティックシリーズ№3046レディブティックシリーズ№3046

おばあちゃまの美しい夏服おばあちゃまの美しい夏服おばあちゃまの美しい夏服おばあちゃまの美しい夏服

レディブティックシリーズ№3045レディブティックシリーズ№3045レディブティックシリーズ№3045レディブティックシリーズ№3045

はじめての草木染めはじめての草木染めはじめての草木染めはじめての草木染め

ISBN 978-4-8347-3045-6

6/18発売 定価：945円

レディブティックシリーズ№3044レディブティックシリーズ№3044レディブティックシリーズ№3044レディブティックシリーズ№3044

これからはじめるペーパークイリングこれからはじめるペーパークイリングこれからはじめるペーパークイリングこれからはじめるペーパークイリング

6/18発売 定価：840円

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:

おばあちゃまの素敵な夏の装いおばあちゃまの素敵な夏の装いおばあちゃまの素敵な夏の装いおばあちゃまの素敵な夏の装い
(レディブティック6月号増刊）(レディブティック6月号増刊）(レディブティック6月号増刊）(レディブティック6月号増刊）

6/24発売

6/29発売 定価：945円 雑誌コード：07226-07

6/1発売 定価：990円 雑誌コード：09648-06

ネイルマスターBOOK 2010年版ネイルマスターBOOK 2010年版ネイルマスターBOOK 2010年版ネイルマスターBOOK 2010年版
（ネイルUP！2010年7月号増刊）（ネイルUP！2010年7月号増刊）（ネイルUP！2010年7月号増刊）（ネイルUP！2010年7月号増刊）

6/29発売 定価：990円 雑誌コード：69674-43

ISBN 978-4-8347-3043-2

レディブティックシリーズ№3043レディブティックシリーズ№3043レディブティックシリーズ№3043レディブティックシリーズ№3043

ネイルデザインコレクション Vol.3ネイルデザインコレクション Vol.3ネイルデザインコレクション Vol.3ネイルデザインコレクション Vol.3

定価：945円 雑誌コード：69674-30

ISBN 978-4-8347-3030-2

レディブティックシリーズ№3048レディブティックシリーズ№3048レディブティックシリーズ№3048レディブティックシリーズ№3048

おしゃれガールズコレクションおしゃれガールズコレクションおしゃれガールズコレクションおしゃれガールズコレクション

レディブティックシリーズ№3049レディブティックシリーズ№3049レディブティックシリーズ№3049レディブティックシリーズ№3049

ラミネートの布で作るバッグとこものラミネートの布で作るバッグとこものラミネートの布で作るバッグとこものラミネートの布で作るバッグとこもの

4910072260706　00900

レディブティックシリーズ№3030レディブティックシリーズ№3030レディブティックシリーズ№3030レディブティックシリーズ№3030

愛されビーズモチーフジュエリー愛されビーズモチーフジュエリー愛されビーズモチーフジュエリー愛されビーズモチーフジュエリー

6/15発売

NOW
PRINTING

ビーズfriendで人気のあったビー
ズモチーフに新作を加えた作品
集。人気のあるハート、クロス、フ
ラワーを中心に、リボンやバタフラ
イなども紹介。

定価：880円 雑誌コード：69674-06

ISBN 978-4-8347-3006-7

ネイルＵＰ！から厳選した、９０００
種以上のネイルデザインを網羅し
た最強デザイン集。サロンでオー
ダーする時も、自分でデザインを
選ぶのにもおすすめ。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3006レディブティックシリーズ№3006レディブティックシリーズ№3006レディブティックシリーズ№3006

手作りゴルフグッズ手作りゴルフグッズ手作りゴルフグッズ手作りゴルフグッズ
毛糸や布で作るウッド・アイアン・
パターのヘッドカバー、消しゴムは
んこで作る自分だけのボール、オ
リジナルのゴルフグッズDECOなど
を提案。

NOW
PRINTING

デコ作品とそのハウツーをまとめ
た一冊。キラキラ系、盛りデコ、ス
イーツデコなどジャンル別、色別、
テイスト別に掲載。好みのデコが
必ず見つかる！

6/10発売

NOW
PRINTING

ラミネート加工で作る実用アイテ
ムの作品集。トートバッグ、ポー
チ、ランチョンマット、エプロン、ベ
ビーグッズなど満載。ラミネート加
工の布地の扱い方解説付き。

NOW
PRINTING

ネイルＵＰ！がお届けする２０１０
年最旬ネイルテクニックとデザイン
が一同に集結！本誌では見られ
ないカリスマの超絶テクから初心
者向けのテクまで満載。

NOW
PRINTING 6/24発売

ISBN 978-4-8347-3049-4

雑誌コード：69674-49定価：800円

NOW
PRINTING

おばあちゃま世代の夏服が作れ
ます。世代を問わず人気のチュ
ニックやベーシックなブラウス、ワ
ンピースなど、夏の装いをお洒落
に見せてくれるスタイル満載。

NOW
PRINTING

表紙：　辻希美
内容：　ティーン女子向けのファッ
ション、コスメ、ネイル、浴衣アレン
ジ、ヘア、デコなどが詰まった一
冊。

雑誌コード：69674-48

ISBN 978-4-8347-3048-7

定価：735円

4910096480609　00943

レディブティックシリーズ№3051レディブティックシリーズ№3051レディブティックシリーズ№3051レディブティックシリーズ№3051

DECOデザインコレクション Vol.2DECOデザインコレクション Vol.2DECOデザインコレクション Vol.2DECOデザインコレクション Vol.2

6/29発売 定価：945円 雑誌コード：69674-51

ISBN 978-4-8347-3051-7

ISBN 978-4-8347-3043-2



　　　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6月発売2010年6月発売2010年6月発売2010年6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

金運・恋愛運・仕事運など誰も
が気になる自分の運勢を読む
手相の解説書。実生活に則し
たアドバイスが心強い一冊。

表紙：　桃華絵里

ISBN 978-4-8347-5883-2

定価：800円

ISBN 978-4-8347-3053-1

ブティックムック№883ブティックムック№883ブティックムック№883ブティックムック№883

今からはじめる重曹生活のススメ今からはじめる重曹生活のススメ今からはじめる重曹生活のススメ今からはじめる重曹生活のススメ

重ねた布をミシンで縫ってから上
の布だけカットして起毛させる技
法の「スラッシュキルト」で作る和
の袋物作品集。布合わせなど楽し
める要素が盛りだくさん。

重曹＋サポート素材でどんな汚れ
も撃退！！天然素材の重曹でお
掃除から、ボディケア、ダイエット、
今話題のバスボムのレシピを紹
介。

7/3発売

レディブティックシリーズ№3052レディブティックシリーズ№3052レディブティックシリーズ№3052レディブティックシリーズ№3052

私にもできる！はじめて作るワンピース私にもできる！はじめて作るワンピース私にもできる！はじめて作るワンピース私にもできる！はじめて作るワンピース

レディブティックシリーズ№3055レディブティックシリーズ№3055レディブティックシリーズ№3055レディブティックシリーズ№3055

改訂版　スラッシュキルトの和の袋物改訂版　スラッシュキルトの和の袋物改訂版　スラッシュキルトの和の袋物改訂版　スラッシュキルトの和の袋物

海・川で釣れる魚のさばき方と調
理例を写真プロセスでわかりやす
く解説。三枚おろし、五枚おろし、
切り身など料理に自信がつく一
冊！

定価：990円

レディブティックシリーズ№3053レディブティックシリーズ№3053レディブティックシリーズ№3053レディブティックシリーズ№3053

アイデアいっぱいハートフル絵手紙アイデアいっぱいハートフル絵手紙アイデアいっぱいハートフル絵手紙アイデアいっぱいハートフル絵手紙 NOW
PRINTING

6/22発売 定価：630円

ISBN 978-4-8347-3055-5

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING 雑誌コード：67699-50定価：950円 雑誌コード：69674-55

ISBN 978-4-8347-6550-2

プチブティックシリーズ№550プチブティックシリーズ№550プチブティックシリーズ№550プチブティックシリーズ№550
改訂版こどもあんでるせん手芸総集編改訂版こどもあんでるせん手芸総集編改訂版こどもあんでるせん手芸総集編改訂版こどもあんでるせん手芸総集編

6/1発売 雑誌コード：62452-83雑誌コード：69674-54

ISBN 978-4-8347-3054-8

広告チラシをくるくる丸めたものを
編んでいくとバスケットやバッグな
どが作れる。インテリアこものから
バッグ、ビーズアクセサリーや昆
虫の作り方も掲載。

NOW
PRINTING 定価：950円6/29発売

レディブティックシリーズ№3054レディブティックシリーズ№3054レディブティックシリーズ№3054レディブティックシリーズ№3054

改訂版　型紙の補正改訂版　型紙の補正改訂版　型紙の補正改訂版　型紙の補正

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№881ブティックムック№881ブティックムック№881ブティックムック№881

改訂版　釣り魚のさばき方改訂版　釣り魚のさばき方改訂版　釣り魚のさばき方改訂版　釣り魚のさばき方

ブティックムック№882ブティックムック№882ブティックムック№882ブティックムック№882

しあわせ手相占いしあわせ手相占いしあわせ手相占いしあわせ手相占い

ISBN 978-4-8347-5882-5

6/29発売 定価：1155円雑誌コード：69674-53

雑誌コード：62452-81

NOW
PRINTING 定価：840円 雑誌コード：69674-52

ISBN 978-4-8347-3052-4

6/26発売

洋服のツレジワやタルミジワを型
紙の段階で直す方法や、着用後
の補正例を身頃、袖などのパーツ
ごとにわかりやすく解説した基礎
の一冊。

NOW
PRINTING

6/29発売

季節のあいさつやお祝いに送る絵
はがきの作品集。野菜や消しゴム
はんこ、スタンプなどを使って簡単
に作れる絵はがきを紹介。

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

直接切って使える型紙でＡライン
のワンピース、チュニックが作れ
る。布の買い方、ミシンの使い方
など基本から１着作る工程をプロ
セス写真とイラストで詳しく解説。

6/29発売

雑誌コード：62452-82

定価：1470円

ISBN 978-4-8347-5881-8

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）

6/29発売 定価：500円 雑誌コード：67699-53

6/14発売 雑誌コード：62452-76 雑誌コード：67699-51

ISBN 978-4-8347-5879-5

ISBN 978-4-8347-5880-1

体温を上げることで免疫力を
高めるノウハウを紹介。日常
生活、運動、食事、ツボ押しな
どの方法を解説。

表紙：　桃華絵里
若い女性向けの浴衣の着こなし
ブック。コーディネートや一人で着
られる着付け法、キュート&クール
なヘアアレンジなど満載。

定価：500円 雑誌コード：67699-52

定価：840円

新作ゆかたとはじめてでもできる
着付け＆帯結びの本。最旬コー
ディネート、着まわし、注目ブラン
ド＆ショップ、ヘアアレンジなどゆ
かたに関することは全て解決！

㈱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 雑誌コード：62452-80

雑誌コード：62452-78定価：1155円

6/18発売

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

定価：840円

定価：1155円

城巡りの楽しさを紹介する城
攻めガイドブック。日本の名城
を美麗な写真と戦略的な解説
で徹底攻略！

6/29発売 定価：630円

6/29発売

ブティックムック№879ブティックムック№879ブティックムック№879ブティックムック№879

日本の名城　城攻めガイド日本の名城　城攻めガイド日本の名城　城攻めガイド日本の名城　城攻めガイド

6/21発売

ブティックムック№880ブティックムック№880ブティックムック№880ブティックムック№880

今着たい　おでかけゆかた今着たい　おでかけゆかた今着たい　おでかけゆかた今着たい　おでかけゆかた

ISBN 978-4-8347-5878-8

スワロフスキー、天然石、キュー
ビックジルコニア、アンティークテ
イストの４つのテーマで作るビーズ
リングの作品集。お気に入りが必
ず見つかります！ISBN 978-4-8347-6553-3

プチブティックシリーズ№553プチブティックシリーズ№553プチブティックシリーズ№553プチブティックシリーズ№553

改訂版とっておきのビーズリング86点改訂版とっておきのビーズリング86点改訂版とっておきのビーズリング86点改訂版とっておきのビーズリング86点

プチブティックシリーズ№551プチブティックシリーズ№551プチブティックシリーズ№551プチブティックシリーズ№551

増補改訂版　たのしいバルーン工作増補改訂版　たのしいバルーン工作増補改訂版　たのしいバルーン工作増補改訂版　たのしいバルーン工作

ISBN 978-4-8347-5876-4

6/16発売

雑誌コード：62452-79

ISBN 978-4-8347-6552-6

プチブティックシリーズ№552プチブティックシリーズ№552プチブティックシリーズ№552プチブティックシリーズ№552

お気に入りいっぱい　こどもの貯金箱お気に入りいっぱい　こどもの貯金箱お気に入りいっぱい　こどもの貯金箱お気に入りいっぱい　こどもの貯金箱
ブティックムック№878ブティックムック№878ブティックムック№878ブティックムック№878
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