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レディブティック2010年12月号レディブティック2010年12月号レディブティック2010年12月号レディブティック2010年12月号 特集：　7～15号まで展開・実物大型紙
付きの手作りしたい秋冬服、注目アイ
テム「ケープ」を着る、和服のリフォー
ム、この冬着たい服247点、季節の小
物22点掲載。

レディブティックシリーズ№3131レディブティックシリーズ№3131レディブティックシリーズ№3131レディブティックシリーズ№3131

毎日使いたい手編みのこもの毎日使いたい手編みのこもの毎日使いたい手編みのこもの毎日使いたい手編みのこもの

NOW
PRINTING

11/6発売 定価：830円 雑誌コード：09647-12 11/1発売 定価：890円 雑誌コード：69675-31

4910096471201 00790 ISBN 978-4-8347-3131-6

表紙： 北川大介
巻頭特集：　北川大介
虹の架け橋コンサート
氷川きよし、舟木一夫などの連載

レディブティックシリーズ№3132レディブティックシリーズ№3132レディブティックシリーズ№3132レディブティックシリーズ№3132

ゴスロリ Vol.16ゴスロリ Vol.16ゴスロリ Vol.16ゴスロリ Vol.16
ゴシックウエア、2way&3wayの服、プリ
ンセスドレス、バッグとアクセサリーを
掲載。人気ブランド”PUTUMAYO”のエ
プロン付ショートパンツをプロセス解説
付きで紹介。

カラフルな糸や杢糸で編むマフラー、
スヌード、アームウォーマー、バッグ、ミ
トン、円座、ルームシューズ、ポットホ
ルダーなどを掲載。

11/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-01 11/2発売 定価：1155円 雑誌コード：69675-32

4910125130116　00848 ISBN 978-4-8347-3132-3

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年1月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年1月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年1月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年1月号

NOW
PRINTING

歌謡曲ゲッカヨ2010-2011年12・1月号歌謡曲ゲッカヨ2010-2011年12・1月号歌謡曲ゲッカヨ2010-2011年12・1月号歌謡曲ゲッカヨ2010-2011年12・1月号
表紙：BREAKERZ(ブレイカーズ)
特集：ボカロ、アキバ歌、V系(ヴィジュ
アル系)ナツメロ、V系ヘドバン曲

レディブティックシリーズ№3133レディブティックシリーズ№3133レディブティックシリーズ№3133レディブティックシリーズ№3133

今編みたいスヌード＆ネックウォーマー今編みたいスヌード＆ネックウォーマー今編みたいスヌード＆ネックウォーマー今編みたいスヌード＆ネックウォーマー

リング状になっている注目のマフラー
「スヌード」とあったかおしゃれなネック
ウォーマーを31点掲載。シンプルな棒
針編みの作品、レーシーなかぎ針編み
の作品、男女兼用のデザインなどを紹
介。

11/24発売 定価：700円 雑誌コード：02537-01 11/5発売 定価：780円 雑誌コード：69675-33

4910025370117　00667 ISBN 978-4-8347-3133-0

NOW
PRINTING

ネイルUP！2011年1月号ネイルUP！2011年1月号ネイルUP！2011年1月号ネイルUP！2011年1月号
表紙：　スザンヌ
特集：　イベント真っ盛りの冬のネイル
新作を一挙公開！パワーストーンネイ
ル、ファッションとのコーデ、スイーツネ
イル、年末特大プレゼントなど満載！
付録：　ブックインカレンダー

レディブティックシリーズ№3134レディブティックシリーズ№3134レディブティックシリーズ№3134レディブティックシリーズ№3134

四季を彩る魔法のタワシ四季を彩る魔法のタワシ四季を彩る魔法のタワシ四季を彩る魔法のタワシ
季節や行事などをテーマに、一年
を通して楽しめるアクリル毛糸で
編むタワシと小物を89点掲載。親
子で楽しめるかわいいタワシの作
品集。

11/22発売 定価：500円 雑誌コード：07225-01 11/24発売 定価：800円 雑誌コード：69675-34

4910072250110　00476 ISBN 978-4-8347-3134-7

Cotton Friend 2010-11年冬号Cotton Friend 2010-11年冬号Cotton Friend 2010-11年冬号Cotton Friend 2010-11年冬号 特集：　ナチュラルソーイング特集、圧 レディブティックシリーズ№3135レディブティックシリーズ№3135レディブティックシリーズ№3135レディブティックシリーズ№3135 難しい工程が少なく、かんたんで作り

今後の新刊予定　http://www.boutique-sha.co.jp/book/new/3

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:

NOW
PRINTING

Cotton Friend 2010-11年冬号Cotton Friend 2010-11年冬号Cotton Friend 2010-11年冬号Cotton Friend 2010-11年冬号 特集：　ナチュラルソーイング特集、圧
縮ニットで作る切りっぱなしソーイン
グ、ニット・ハンカチ・はぎれで作れる
素材別リメイク大作戦、おしゃれキッズ
の冬ウエアなど

レディブティックシリーズ№3135レディブティックシリーズ№3135レディブティックシリーズ№3135レディブティックシリーズ№3135

今着たいかんたん手作り服今着たいかんたん手作り服今着たいかんたん手作り服今着たいかんたん手作り服
難しい工程が少なく、かんたんで作り
やすいお洒落なウエアを作り方つきで
紹介。フレンチスリーブのワンピース、
コンビネゾン、ボレロ、ベストなど30点
を掲載。

11/6発売 定価：840円 雑誌コード：13625-12 11/11発売 定価：990円 雑誌コード：69675-35

4910136251206　00800 ISBN 978-4-8347-3135-4

FEMALE（フィーメィル）2010-11年冬号FEMALE（フィーメィル）2010-11年冬号FEMALE（フィーメィル）2010-11年冬号FEMALE（フィーメィル）2010-11年冬号 特集：　季節にあったウールニットの服
とワンピース、ロックミシンで作るパー
カーなど、初心者でも作れるよう写真
解説で紹介。流行のファーアイテムや
コート、バッグなど

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3136レディブティックシリーズ№3136レディブティックシリーズ№3136レディブティックシリーズ№3136

布で作る布で作る布で作る布で作る　　　　ママの手作り知育おもちゃママの手作り知育おもちゃママの手作り知育おもちゃママの手作り知育おもちゃ
遊びながら知能を高める手作りおも
ちゃを紹介。サイコロ型の絵パズル
や、数字のアップリケのついたおも
ちゃ、布絵本など、赤ちゃんに優しい柔
らかい布を使った作品を掲載。

11/12発売 定価：840円 雑誌コード：07757-12 11/18発売 定価：945円 雑誌コード：69675-36

4910077571203　00800 ISBN 978-4-8347-3136-1

4910039070119  00900 ISBN 978-4-8347-3137-8

NOW
PRINTING

こどもブティックCUCITO 2011年冬・早春号こどもブティックCUCITO 2011年冬・早春号こどもブティックCUCITO 2011年冬・早春号こどもブティックCUCITO 2011年冬・早春号 特集：　入園・入学準備特集、冬のカ
ジュアルウエア、ママとこどものお揃い
スタイル、冬のベビーウエアなどかわ
いい作品＆情報が盛りだくさん！

レディブティックシリーズ№3137レディブティックシリーズ№3137レディブティックシリーズ№3137レディブティックシリーズ№3137

たのしい。かわいい。消しゴムはんこ。たのしい。かわいい。消しゴムはんこ。たのしい。かわいい。消しゴムはんこ。たのしい。かわいい。消しゴムはんこ。

表紙：　牧瀬里穂
特集：　スワロフスキー・エレメント大特
集！、一日で作れる冬のイベント大活
躍アクセサリー、クリスマス＆お正月プ
レゼント企画、うさぎモチーフ特集など

人気作家mizutamaが生み出す、
可愛くて、ユーモラスな消しゴムは
んこの作品集。たくさんの図案と、
その使用例を紹介。見て、彫って、
押して楽しめる一冊。

11/27発売 特別定価：945円 雑誌コード：03907-01 11/24発売 定価：880円 雑誌コード：69675-37

11/27発売 定価：700円 雑誌コード：17669-01

4910076690119　00667

NOW
PRINTING

ビーズfriend2011年冬号ビーズfriend2011年冬号ビーズfriend2011年冬号ビーズfriend2011年冬号

NOW
PRINTING

トミカ＆プラレール才能発掘シールえほんトミカ＆プラレール才能発掘シールえほんトミカ＆プラレール才能発掘シールえほんトミカ＆プラレール才能発掘シールえほん
（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）（こどもブティックCUCITO 2010年冬号増刊）

楽しく絵本で学び、入園入学準備
ができる通販ブックの2011年版。
興味があることから才能を発掘で
きます。シール125枚付き。

11/18発売 定価：630円 雑誌コード：03908-12

4910039081207　00600 ㈱ブティック社　TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）　FAX: 03(3234)2135(販売部直通）4910039081207　00600 ㈱ブティック社　TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）　FAX: 03(3234)2135(販売部直通）

今後の新刊予定　http://www.boutique-sha.co.jp/book/new/3
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なつかしの童謡や楽しいあそびう
たを素敵なイラストと共に全132曲
掲載。食べ物・乗り物・季節の歌、
元気が出る歌、ゆかいな歌など
いっぱい。ISBN 978-4-8347-3139-2

レディブティックシリーズ№3140レディブティックシリーズ№3140レディブティックシリーズ№3140レディブティックシリーズ№3140

柴田明美とっておきのパッチワーク柴田明美とっておきのパッチワーク柴田明美とっておきのパッチワーク柴田明美とっておきのパッチワーク

入園・入学準備に必要な手さげバッ
グ、くつ入れ、ランチセットやスモックな
どが作れます。通園に必要な基本セッ
トは写真で作り方を詳しく解説。

NOW
PRINTING

ブティックムック№908ブティックムック№908ブティックムック№908ブティックムック№908

改訂版　あそびうた・わらべうた絵本改訂版　あそびうた・わらべうた絵本改訂版　あそびうた・わらべうた絵本改訂版　あそびうた・わらべうた絵本

定価：945円 雑誌コード：62453-0811/24発売 定価：945円 雑誌コード：69675-39

ISBN 978-4-8347-3140-8

ISBN 978-4-8347-5908-2

レディブティックシリーズ№3139レディブティックシリーズ№3139レディブティックシリーズ№3139レディブティックシリーズ№3139

通園通学のかわいい小物通園通学のかわいい小物通園通学のかわいい小物通園通学のかわいい小物

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

アンティークカラーを基調にした、柴田
明美の素敵な作品を紹介。使いやすく
てお洒落なバッグを中心に、ポーチや
旅行におすすめのバッグと小物、その
他キルトも掲載。

ブティックムック№909ブティックムック№909ブティックムック№909ブティックムック№909

漫画で楽しく歌を味わう 漫画で楽しく歌を味わう 漫画で楽しく歌を味わう 漫画で楽しく歌を味わう 百人一首百人一首百人一首百人一首

11/26発売 定価：1260円 雑誌コード：69675-40

11/26発売

小倉百人一首のすべての歌をま
んがで紹介。歌にまつわるストー
リーや意味、歌人の紹介、かるた
競技や時代背景なども詳しく解説
しています。

11/29発売 定価：1100円 雑誌コード：62453-09

ISBN 978-4-8347-5909-9

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3141レディブティックシリーズ№3141レディブティックシリーズ№3141レディブティックシリーズ№3141
スワロフスキー・エレメント × ワイヤーで作るスワロフスキー・エレメント × ワイヤーで作るスワロフスキー・エレメント × ワイヤーで作るスワロフスキー・エレメント × ワイヤーで作る

モードジュエリーモードジュエリーモードジュエリーモードジュエリー

ワイヤーアーティスト余合ナオミ作
品集。スワロフスキー、エレメント
を使って美しく輝くワイヤーアクセ
サリーを多数紹介。

プチブティックシリーズ№563プチブティックシリーズ№563プチブティックシリーズ№563プチブティックシリーズ№563
手づくりの布こもの手づくりの布こもの手づくりの布こもの手づくりの布こもの

ISBN 978-4-8347-3141-5

11/27発売 定価：1500円 雑誌コード：69675-41

コットンやリネン等ナチュラル素材
で作った使いやすくてかわいい雑
貨感覚の小物を紹介。バッグ、
ポーチ、キッチン・ランチ小物など
４２点紹介。

11/12発売 定価：500円 雑誌コード：67699-63

ISBN 978-4-8347-6563-2

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3142レディブティックシリーズ№3142レディブティックシリーズ№3142レディブティックシリーズ№3142

ナチュラル素材の手作りこものナチュラル素材の手作りこものナチュラル素材の手作りこものナチュラル素材の手作りこもの
麻、綿、綿混紡の布地を使ったナ
チュラルな魅力の小物を紹介。
バッグ、ポーチ、ティータイムグッ
ズ、リビング用品などデザイン豊
富に掲載。

プチブティックシリーズ№564プチブティックシリーズ№564プチブティックシリーズ№564プチブティックシリーズ№564

余り毛糸で編むあったかこもの余り毛糸で編むあったかこもの余り毛糸で編むあったかこもの余り毛糸で編むあったかこもの

11/29発売 定価：880円 雑誌コード：69675-42

ISBN 978-4-8347-3142-2

家の中で埋もれている余り毛糸を
使って編む作品集。人気のモチー
フ編みを中心にキュートな小物が
満載。様々な素材を組み合わせて
作れます。

11/13発売 定価：500円 雑誌コード：67699-64

ISBN 978-4-8347-6564-9

入園に必要な手さげバッグやラン

今後の新刊予定　http://www.boutique-sha.co.jp/book/new/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）

11/2発売

グリーティングカードやアルバム作り、
トールペインティング、刺しゅう等に添
えたい便利な英文フレーズを１４２０点
収録。季節、挨拶、お祝い、ご招待、感
謝の気持ちなどを紹介。

雑誌コード：62453-04定価：1575円

昭和から平成のヒット曲を２５００
曲以上掲載。懐かしのグループサ
ウンズ、フォーク＆ニューミュー
ジックから今話題の曲まで、老若
男女が楽しめる曲が満載！

雑誌コード：62453-05

入園に必要な手さげバッグやラン
チタイムに必要な小物など４０点を
紹介。アップリケや名前ラベルの
付け方も合わせてマスターでき
る。

11/24発売 定価：500円 雑誌コード：67699-65

ISBN 978-4-8347-6565-6

プチブティックシリーズ№565プチブティックシリーズ№565プチブティックシリーズ№565プチブティックシリーズ№565

手作りの通園準備小物手作りの通園準備小物手作りの通園準備小物手作りの通園準備小物

雑誌コード：62453-07

ISBN 978-4-8347-5907-5

「平和主義」「基本的人権の尊重」「国
民主権」の３本柱を軸にまんがでわか
りやすく解説。憲法ができた過程から、
日常生活との関わりまで、いろいろな
側面から展開。

11/24発売 定価：1100円 雑誌コード：62453-06

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　

ISBN 978-4-8347-5905-1

ISBN 978-4-8347-5904-4

11/16発売 定価：1785円

NOW
PRINTING

ブティックムック№907ブティックムック№907ブティックムック№907ブティックムック№907
大集合！めいろ・まちがいさがし・えさがし66大集合！めいろ・まちがいさがし・えさがし66大集合！めいろ・まちがいさがし・えさがし66大集合！めいろ・まちがいさがし・えさがし66

NOW
PRINTING

ブティックムック№906ブティックムック№906ブティックムック№906ブティックムック№906
マンガで丸わかり！マンガで丸わかり！マンガで丸わかり！マンガで丸わかり！親子で覚える日本国憲法親子で覚える日本国憲法親子で覚える日本国憲法親子で覚える日本国憲法

ISBN 978-4-8347-5906-8

NOW
PRINTING

ブティックムック№905ブティックムック№905ブティックムック№905ブティックムック№905

ベストヒット大全集2011年版ベストヒット大全集2011年版ベストヒット大全集2011年版ベストヒット大全集2011年版

NOW
PRINTING

ブティックムック№904ブティックムック№904ブティックムック№904ブティックムック№904

改訂版　ステキな英文フレーズ1420改訂版　ステキな英文フレーズ1420改訂版　ステキな英文フレーズ1420改訂版　ステキな英文フレーズ1420

こどもに大人気のめいろ・まちが
いさがし・えさがしをぎっしり詰め
込んだ一冊。みんなが楽しめる豊
富なテーマが魅力。たっぷり遊べ
ます。

11/26発売 定価：1260円

今後の新刊予定　http://www.boutique-sha.co.jp/book/new/3


