
　　　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7月発売2010年7月発売2010年7月発売2010年7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。 NET

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

7/24発売 定価：700円 雑誌コード：02537-09

4910025370902　00667

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年9月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年9月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年9月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2010年9月号

7/23発売 定価：500円

レディブティック2010年8月号レディブティック2010年8月号レディブティック2010年8月号レディブティック2010年8月号

7/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-08

4910096470808 00790

4910125130901　00848

7/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-09

歌謡曲ゲッカヨ2010年8・9月号歌謡曲ゲッカヨ2010年8・9月号歌謡曲ゲッカヨ2010年8・9月号歌謡曲ゲッカヨ2010年8・9月号

雑誌コード：69674-68

定価：840円 雑誌コード：69674-70

日本の伝統手芸の刺し子を使った
レディブティックシリーズ№3050レディブティックシリーズ№3050レディブティックシリーズ№3050レディブティックシリーズ№3050

改訂版　かわいいおりがみ改訂版　かわいいおりがみ改訂版　かわいいおりがみ改訂版　かわいいおりがみ
ミッキーとミニー、ドナルドとデイ レディブティックシリーズ№3071レディブティックシリーズ№3071レディブティックシリーズ№3071レディブティックシリーズ№3071

NOW
PRINTING

表紙：　西野カナ
特集：　サマーネイルフェスティバ
ル、ブランドコスメＮｅｗ Colorコレ
クション、トレンドファッション＆ネ
イルなど

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3070レディブティックシリーズ№3070レディブティックシリーズ№3070レディブティックシリーズ№3070

エコクラフトのかごエコクラフトのかごエコクラフトのかごエコクラフトのかご

ISBN 978-4-8347-3070-8

7/20発売雑誌コード：07225-09

4910072250905　00476

ネイルUP！2010年9月号ネイルUP！2010年9月号ネイルUP！2010年9月号ネイルUP！2010年9月号

7/20発売 定価：990円 雑誌コード：69674-69

ISBN 978-4-8347-3069-2

牛乳パックや古紙から再生された
紙バンドを使って作るかごの本。
アクセントにラインを入れたもの
や、お出かけ用、家用など、バリ
エーション豊富に掲載。

表紙：　鏡 五郎
巻頭特集：　鏡 五郎
2010年度人気投票、他連載など

NOW
PRINTING

表紙：　YUI
特集：　YUIニューアルバム、ボカ
ロ(ボーカロイド)人気曲集、ロック
なアニソン大集合など

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3069レディブティックシリーズ№3069レディブティックシリーズ№3069レディブティックシリーズ№3069

くすだま折りの花くすだま折りの花くすだま折りの花くすだま折りの花
伝承折り紙の「くすだま折り」「花の
基本形」をアレンジして様々な花
の折り紙とくすだま状にまとめる方
法を紹介。

ポケモン、アンパンマン、ミッキー
マウス、ペコちゃん、カールおじさ
んなどのキャラクターと動物、花、
おもちゃ、箱などの折り方を紹介。

アイデアたっぷりの工作をまんが
で紹介。男の子も女の子も大好き
な夏休みの宿題にぴったりな工
作、リサイクル素材を使った工作
などを網羅しています。

7/8発売 定価：900円 雑誌コード：69674-67

ISBN 978-4-8347-3067-8

ISBN 978-4-8347-3068-5

レディブティックシリーズ№3068レディブティックシリーズ№3068レディブティックシリーズ№3068レディブティックシリーズ№3068

まんがで楽しい！こども工作162てんまんがで楽しい！こども工作162てんまんがで楽しい！こども工作162てんまんがで楽しい！こども工作162てん

7/12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

NOW
PRINTING

特集：簡単ソーイング、実物大の
型紙で作る今作って着たい服、ワ
ンラックアップの仕上りができる襟
の縫い方、流行のリボン風デザイ
ン

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3067レディブティックシリーズ№3067レディブティックシリーズ№3067レディブティックシリーズ№3067
キャラクターいっぱいのキャラクターいっぱいのキャラクターいっぱいのキャラクターいっぱいの

ワクワクおりがみワクワクおりがみワクワクおりがみワクワクおりがみ

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

レディブティックシリーズ№3064レディブティックシリーズ№3064レディブティックシリーズ№3064レディブティックシリーズ№3064

フェルトのかわいいマスコットフェルトのかわいいマスコットフェルトのかわいいマスコットフェルトのかわいいマスコット

ISBN 978-4-8347-3074-6

雑誌コード：69674-64

レディブティックシリーズ№3063レディブティックシリーズ№3063レディブティックシリーズ№3063レディブティックシリーズ№3063

ステキなパッチワークの袋物ステキなパッチワークの袋物ステキなパッチワークの袋物ステキなパッチワークの袋物

定価：1050円

ISBN 978-4-8347-3065-4

レディブティックシリーズ№3066レディブティックシリーズ№3066レディブティックシリーズ№3066レディブティックシリーズ№3066

改訂版　こども工作大百科改訂版　こども工作大百科改訂版　こども工作大百科改訂版　こども工作大百科

7/6発売 定価：945円

ISBN 978-4-8347-3064-7

7/3発売 定価：840円

7/3発売 雑誌コード：69674-65定価：840円 7/26発売

知りたいことがすぐわかる初心者
のための一冊。布の選び方、型紙
の写し方、手縫いやミシン縫いの
コツ、ボタンのつけ方などを丁寧
に解説。

レディブティックシリーズ№3065レディブティックシリーズ№3065レディブティックシリーズ№3065レディブティックシリーズ№3065

はじめてさんのソーイングQ&AはじめてさんのソーイングQ&AはじめてさんのソーイングQ&AはじめてさんのソーイングQ&A

TEL:                        FAX:

雑誌コード：69674-66

ISBN 978-4-8347-3066-1

定価：950円

ISBN 978-4-8347-3072-2

ISBN 978-4-8347-3071-5

7/20発売 定価：840円 7/21発売 雑誌コード：69674-71

7/23発売

レディブティックシリーズ№3072レディブティックシリーズ№3072レディブティックシリーズ№3072レディブティックシリーズ№3072

余り布で作るかんたんこもの余り布で作るかんたんこもの余り布で作るかんたんこもの余り布で作るかんたんこもの

雑誌コード：69674-637/3発売

ISBN 978-4-8347-3063-0

定価：890円 雑誌コード：69674-72

NOW
PRINTING

人気の貯金箱や万華鏡をはじめ、
のりもの、インテリア小物、楽器、
しかけおもちゃなど、こどもの楽し
い工作を２３９点掲載。夏休みの
自由研究にもぴったり。

帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印帳合・番線印

常にトップの人気を誇るネイリスト
黒崎えり子＆エリコネイルスタッフ
の著書。詳しいハウツーと美しい
最新デザイン、人気のジェルテク
などが満載。

7/23発売 定価：840円 雑誌コード：69674-73

ISBN 978-4-8347-3073-9

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3073レディブティックシリーズ№3073レディブティックシリーズ№3073レディブティックシリーズ№3073

紙で作るスイーツＢＯＸ紙で作るスイーツＢＯＸ紙で作るスイーツＢＯＸ紙で作るスイーツＢＯＸ
スイーツの形をした箱を作るペー
パークラフトの本。小物入れにした
り、プレゼントを入れて贈りものに
したり、そのまま飾っても可愛いで
す。

定価：1260円 雑誌コード：69674-74

レディブティックシリーズ№3074レディブティックシリーズ№3074レディブティックシリーズ№3074レディブティックシリーズ№3074
黒崎えり子の黒崎えり子の黒崎えり子の黒崎えり子の

キレイを叶えるﾈｲﾙＢＯＯＫキレイを叶えるﾈｲﾙＢＯＯＫキレイを叶えるﾈｲﾙＢＯＯＫキレイを叶えるﾈｲﾙＢＯＯＫ

NOW
PRINTING

シートフェルトで作る手のひらサイ
ズのマスコット作品集。ストラップ
やキーホルダーにして使いたい可
愛いデザインがいっぱい。

小さなはぎれで手軽に作れるこも
のの作品集。バッグやエコバッ
グ、ポーチ、キッチンやリビングの
こもの、アクセサリーなどを掲載。

NOW
PRINTING

憧れのパッチワーク要素を取り入
れた袋物が作れます。買い物に便
利な大きめバッグ、外出時のお洒
落バッグをはじめ、ポーチ、メガネ
ケース、巾着など満載！

NOW
PRINTING

日本の伝統手芸の刺し子を使った
日常小物が作れます。幾何学模
様の伝統柄はもちろん、カジュア
ルな柄も掲載。

NOW
PRINTING

改訂版　かわいいおりがみ改訂版　かわいいおりがみ改訂版　かわいいおりがみ改訂版　かわいいおりがみ
ディズニーのなかまたちディズニーのなかまたちディズニーのなかまたちディズニーのなかまたち

ミッキーとミニー、ドナルドとデイ
ジー、チップとデールなど、ディズ
ニーキャラクターをおりがみで再
現しています。わかりやすいプロ
セス写真で解説。

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3071レディブティックシリーズ№3071レディブティックシリーズ№3071レディブティックシリーズ№3071

刺し子こもの刺し子こもの刺し子こもの刺し子こもの

雑誌コード：69674-50

ISBN 978-4-8347-3050-0

TEL:                        FAX:ISBN 978-4-8347-3066-1



　　　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7月発売2010年7月発売2010年7月発売2010年7月発売 NET

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

レディブティックシリーズ№3076レディブティックシリーズ№3076レディブティックシリーズ№3076レディブティックシリーズ№3076

幸福を呼ぶインテリアサンキャッチャー幸福を呼ぶインテリアサンキャッチャー幸福を呼ぶインテリアサンキャッチャー幸福を呼ぶインテリアサンキャッチャー

7/27発売 定価：990円 雑誌コード：69674-76

7/3発売

定価：840円

ブティックムック№884ブティックムック№884ブティックムック№884ブティックムック№884

なぞりおえかき　2さいなぞりおえかき　2さいなぞりおえかき　2さいなぞりおえかき　2さい

定価：840円 雑誌コード：62452-85

ISBN 978-4-8347-5885-6

雑誌コード：62452-84

ISBN 978-4-8347-5884-9

雑誌コード：62452-90

ISBN 978-4-8347-6556-4

7/3発売

7/14発売

7/27発売 定価：1260円

ISBN 978-4-8347-5890-0

7/15発売 定価：500円 雑誌コード：67699-56

動物、昆虫、花、いろいろな形の
箱など、こどもでも楽しみながら折
れて遊べるおりがみを特集。

動物、昆虫、花、乗り物、お店屋さ
ん、パン屋さん、ハロウィン、アル
ファベットなどがカンタンに切れ
る。

広告チラシを使って作る昆虫特
集。トンボ、チョウチョ、カブトムシ、
バッタ、カマキリ、せみ、カタツムリ
などがつくれる。

定価：500円 雑誌コード：67699-54

プチブティックシリーズ№554プチブティックシリーズ№554プチブティックシリーズ№554プチブティックシリーズ№554
小学生のあんでるせん手芸小学生のあんでるせん手芸小学生のあんでるせん手芸小学生のあんでるせん手芸

プチブティックシリーズ№556プチブティックシリーズ№556プチブティックシリーズ№556プチブティックシリーズ№556

たのしいおりがみたのしいおりがみたのしいおりがみたのしいおりがみ

定価：500円

ISBN 978-4-8347-6555-7

ブティックムック№885ブティックムック№885ブティックムック№885ブティックムック№885

なぞりおえかき　3さいなぞりおえかき　3さいなぞりおえかき　3さいなぞりおえかき　3さい

ISBN 978-4-8347-6554-0

プチブティックシリーズ№555プチブティックシリーズ№555プチブティックシリーズ№555プチブティックシリーズ№555

こどもの切り紙こどもの切り紙こどもの切り紙こどもの切り紙

7/15発売 雑誌コード：67699-55

NOW
PRINTING

３歳児向け。線をクレヨンなどでな
ぞるだけで、動物など身の回りの
ものの絵を上手に描けるようにな
ります。

NOW
PRINTING

２歳児向け。線をクレヨンなどでな
ぞるだけで、食べ物や顔など、身
の回りのものの絵が上手に描ける
ようになります。

NOW
PRINTING

風水のラッキーアイテムとして人
気のサンキャッチャーの作り方を
紹介。おしゃれなインテリアアイテ
ムとしても効果的に使えます。

すてきな庭のリフォーム実例約５０
を掲載した永久保存版。花や緑の
庭、ウッドデッキ・テラス、門まわり
など、役に立つアイデアが満載！

ブティックムック№890ブティックムック№890ブティックムック№890ブティックムック№890

庭のリフォーム成功実例庭のリフォーム成功実例庭のリフォーム成功実例庭のリフォーム成功実例
レディブティックシリーズ№3075レディブティックシリーズ№3075レディブティックシリーズ№3075レディブティックシリーズ№3075

手縫いで作る布こもの手縫いで作る布こもの手縫いで作る布こもの手縫いで作る布こもの

ISBN 978-4-8347-3076-0

7/27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

バッグやポーチ、ヘアアクセサ
リー、赤ちゃんこもの、ランチョン
マット、クッションカバーなどを手縫
いで作れます。わかりやすい写真
解説で紹介。

定価：945円 雑誌コード：69674-75

ISBN 978-4-8347-3075-3

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）

米粉を使ったおいしいスイーツの
レシピを掲載。和菓子、洋菓子、ア
ジアンデザート、パンの４つのテー
マから幅広く紹介。

㈱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

普段の生活や人生に役立ちため
になる言葉がいっぱい！論語の
意味を分かりやすくマンガで解
説。大人が読んでもこどもが読ん
でも楽しめる一冊。

7/23発売 定価：1050円 雑誌コード：62452-89

ISBN 978-4-8347-5889-4

ブティックムック№889ブティックムック№889ブティックムック№889ブティックムック№889

こどもと楽しむマンガ論語こどもと楽しむマンガ論語こどもと楽しむマンガ論語こどもと楽しむマンガ論語

雑誌コード：62452-88

NOW
PRINTING

免疫力アップ、冷えの改善、消化
促進などの効果があるしょうがを
使った料理のレシピ集。夏の食欲
不振にも効果大！

7/23発売 定価：500円 雑誌コード：67699-59

ISBN 978-4-8347-6559-5

プチブティックシリーズ№559プチブティックシリーズ№559プチブティックシリーズ№559プチブティックシリーズ№559
しょうがレシピしょうがレシピしょうがレシピしょうがレシピ

３～６歳向け。キャラクターが冒険
しながら展開する楽しいめいろと
まちがいさがしの本。遊びながら
知能を育てられます。

ISBN 978-4-8347-5888-7

ブティックムック№888ブティックムック№888ブティックムック№888ブティックムック№888

改訂版　めいろとまちがいさがし改訂版　めいろとまちがいさがし改訂版　めいろとまちがいさがし改訂版　めいろとまちがいさがし

7/20発売 定価：990円

定価：840円 雑誌コード：62452-86

ISBN 978-4-8347-5886-3

プチブティックシリーズ№558プチブティックシリーズ№558プチブティックシリーズ№558プチブティックシリーズ№558
米粉の手作りスイーツ米粉の手作りスイーツ米粉の手作りスイーツ米粉の手作りスイーツ

日常使いのバッグを約４０点掲
載。ミニバッグやペタンコバッグ、
トートバッグ、人気のエコバッグな
ど。既刊掲載人気作品集。

7/23発売 定価：500円 雑誌コード：67699-58

7/3発売

ブティックムック№887ブティックムック№887ブティックムック№887ブティックムック№887

コード10個でギターアレンジ vol.5コード10個でギターアレンジ vol.5コード10個でギターアレンジ vol.5コード10個でギターアレンジ vol.5

ISBN 978-4-8347-5887-0

ブティックムック№886ブティックムック№886ブティックムック№886ブティックムック№886

なぞりおえかき　4さいなぞりおえかき　4さいなぞりおえかき　4さいなぞりおえかき　4さい

7/20発売 定価：1260円 雑誌コード：62452-87

ISBN 978-4-8347-6558-8

プチブティックシリーズ№557プチブティックシリーズ№557プチブティックシリーズ№557プチブティックシリーズ№557

毎日使いの手づくりバッグ毎日使いの手づくりバッグ毎日使いの手づくりバッグ毎日使いの手づくりバッグ

7/21発売 定価：500円 雑誌コード：67699-57

ISBN 978-4-8347-6557-1

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、
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