ブティック社の本
表紙
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ISBNコード/誌名

内容

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。
注文冊数

表紙

ISBNコード/誌名

内容

特集： 気軽に着られる簡単
服、秋から冬に着たいタウン
スタイル、チェックの服、ハイ
10/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-11 ミセスの外出着、畳テープで
作るバッグなど満載。

手編みの帽子、マフラー、スヌー
ド、アームウォーマーなどを、人
手編みの帽子とこもの
気のスパンコールのついた糸や
オーガニックな糸など色々なテ
10/15発売 定価：680円 雑誌コード：69675-22 イストの糸で編んだ作品を紹
介。

表紙：水森かおり
巻頭特集 水森かおりインタ
NOW
ビュー、東京演歌ライブ、宮
PRINTING
10/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-12 路オサム、松原のぶえインタ
ビューなど

かわいい動物などのマスコッ
レディブティックシリーズ№3123
トをニードルで作る羊毛フェ
ちっちゃくて可愛い 羊毛フェルトの作品集 ルト作品集。小さめサイズだ
からストラップにもぴったり。
10/19発売 定価：670円 雑誌コード：69675-23 ８人の作家による作品を５３
点掲載。
ISBN 978-4-8347-3123-1

特集： 「余情 晩秋の景」
中秋から初秋にかけての紅
NOW
葉などドラマチックなシーン
PRINTING
10/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-11 が満載。第１６回前田真三賞
発表。

シンプルな型紙を使い、リボ
ン、フリルの流行を取り入れ
大人かわいい手作りバッグ
ながら、トートバッグ、ショル
10/19発売 定価：945円 雑誌コード：69675-24 ダーバッグ、ポーチなどを紹
介。

表紙：ほしのあき
全国ネイルサロンオーダーBOOK
特集：2000点に迫る最新ネイ
2011年版
NOW
ルアートのデザインが見られ
（ネイルUP！2010年11月号増刊）
PRINTING
る永久保存版バイブル。ジャ
10/28発売 定価：1050円 雑誌コード：07226-11 ンル別に見やすい誌面で毎
年人気。
4910072261109 01000

着なくなった着物、反物、帯
などの和服を素敵に洋服や
バッグ、小物へ。浴衣、訪問
10/21発売 定価：990円 雑誌コード：69675-25 着、留袖など、素材を生かし
て新たなお洒落にリメイク。

レディブティック2010年11月号

4910096471102 00790

カラオケＯＮＧＡＫＵ 2010年12月号

4910125131205 00848

風景写真 2010年11・12月号

4910078931105 01886

レディブティックシリーズ№3122

ISBN 978-4-8347-3122-4

レディブティックシリーズ№3124

ISBN 978-4-8347-3124-8

レディブティックシリーズ№3125

改訂版 和服をリフォーム

ISBN 978-4-8347-3125-5

懐かしのリリアン編みを使っ
レディブティックシリーズ№3120
て、かんたんに素敵なビーズ
リリアン編みのビーズアクセサリー アクセサリーが楽しめる本。
テグス、糸、ワイヤーにビー
10/15発売 定価：880円 雑誌コード：69675-20 ズを組み合わせたアクセサ
リーを５７点掲載。
ISBN 978-4-8347-3120-0

余り毛糸でデザインする手編み
のニット小物集。異素材の組み
余り毛糸で編む小物 48点
合わせや色使いのヒントになる
アイデアがいっぱい。人気のソッ
10/28発売 定価：840円 雑誌コード：69675-26 クスの編み方は解かりやすい写
真で解説！

かぎ針で編むマフラー、帽
レディブティックシリーズ№3121
子、バッグ、ミトン、ストール、
冬のかぎ針編みこもの
ヘアアクセサリーなどお出か
けこものと、ひざかけ、ルー
10/2発売 定価：945円 雑誌コード：69675-21 ムシューズ、ブックカバー、ド
イリーなど５９点掲載。
ISBN 978-4-8347-3121-7

今作って春まで着られるママと
子どものお揃い服。ママはＳ・
春まで着られるママとこどもの服
Ｍ・Ｌサイズ、子どもは９０～１２
０ｃｍが作れる。人気のチュニッ
10/28発売 定価：990円 雑誌コード：69675-27 クやワンピースを中心に、ボトム
やジャケットも掲載。

株式会社ブティック社

帳合・番線印

レディブティックシリーズ№3126

ISBN 978-4-8347-3126-2

レディブティックシリーズ№3127

ISBN 978-4-8347-3127-9

注文日付
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ご担当者名
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ブティック社の本

2010年10月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容

素材別、パーツ別に接着芯
を使う箇所を丁寧に説明。裏
改訂版 接着芯と裏布の使い方
布は主に服種別に使い方を
10/28発売 定価：840円 雑誌コード：69675-28 説明。初心者にもわかりやす
い図解説明付き。
レディブティックシリーズ№3128

ISBN 978-4-8347-3128-6

レディブティックシリーズ№3129
ビギナーシリーズ

はじめて棒針編みをする方
のために、針の持ち方から基
はじめて編む棒針編み
礎の編み方、マフラー、
10/28発売 定価：840円 雑誌コード：69675-29 キャップなど手軽な小物の編
み方をわかりやすく紹介。

ISBN 978-4-8347-3129-3

簡単に作れてかわいい立体
カードを、すべて写真解説で
紹介。誕生日、クリスマス、ウ
エディングカードなど多目的
10/28発売 定価：900円 雑誌コード：69675-30 に使えて楽しいカードが満
載！
ISBN 978-4-8347-3130-9
レディブティックシリーズ№3130
写真解説でぜったい作れる
はじめてのポップアップカード

注文冊数

ISBNコード/誌名

表紙

内容

注文冊数

毎日食べても飽きない野菜
を豊富に使った料理を紹介。
野菜がおいしいレシピ
野菜でも食べ応えのあるメ
NOW
ニュー、食材の食感を楽しむ
PRINTING
10/15発売 定価：1155円 雑誌コード：62453-02 メニューなど飽きない食べ方
が満載。
ISBN 978-4-8347-5902-0
ブティックムック№902

人気の高い、モダン和風の
庭の実例を約５０紹介。現代
NOW
のモダン住宅にも調和する
PRINTING
10/28発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-03 坪庭やつくばいなど和風庭
園のアイデアが満載。
ブティックムック№903

モダン和風の庭

ISBN 978-4-8347-5903-7

毛糸を巻いて作るボンボンの
動物マスコットの本。アクセ
ボンボンマスコット＆アクセサリー
サリー、マグネット、ストラップ
などのアイテムを９２点掲
雑誌コード：67699-62
10/8発売 定価：500円
載。
プチブティックシリーズ№562

ISBN 978-4-8347-6562-5

根強い人気の「折り紙手芸」
の基本から応用までを丁寧
NOW
に解説。手のリハビリにもな
PRINTING
10/28発売 定価：1260円 雑誌コード：69675-16 り、チラシなどが材料にでき
るエコ手芸。
レディブティックシリーズ№3116

折り紙手芸全書

ISBN 978-4-8347-3116-3

エコ素材の重曹を使ってお家
をピカピカにする方法、料理
やスキンケア、ダイエット、
10/5発売 定価：800円 雑誌コード：62452-99 ペットに活用できる方法を詳
しく紹介。
ブティックムック№899

改訂版 重曹の活用知恵袋

ISBN 978-4-8347-5899-3
ブティックムック№901

初音ミクに代表されるボーカ
ボーカロイド名曲100選
ロイドのミュージック集。イン
ターネットを通じて人気の１０
０曲を掲載。ボカロファン待
雑誌コード：62453-01
10/2発売 定価：1575円
望の１冊。

ISBN 978-4-8347-5901-3

㈱ブティック社

帳合・番線印

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）http://www.boutique-sha.co.jp/book/new/2 新刊情報

