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レディブティック2011年1月号レディブティック2011年1月号レディブティック2011年1月号レディブティック2011年1月号
特集：　手作りしたい素敵な
冬の外出着、冬のお洒落な
「裏地」使い、体型をすっきり
見せる着こなしテクニックな
ど満載。

レディブティックシリーズ№3145レディブティックシリーズ№3145レディブティックシリーズ№3145レディブティックシリーズ№3145
いつも着たいワンピース＆チュニックいつも着たいワンピース＆チュニックいつも着たいワンピース＆チュニックいつも着たいワンピース＆チュニック

そのまま着ても、重ね着をし
てもかわいいワンピースと
チュニック。シャツタイプ、ス
モックタイプ、フォーマルにも
対応できるものなど、様々な
デザインを紹介。

12/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-01 12/9発売 定価：990円 雑誌コード：69675-45

4910096470112　00790 ISBN 978-4-8347-3145-3

NOW
PRINTING

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年2月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年2月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年2月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年2月号 表紙：　氷川きよし
巻頭特集：　氷川きよし東京
湾クルーズイベント記事、お
年玉プレゼント特集

レディブティックシリーズ№3146レディブティックシリーズ№3146レディブティックシリーズ№3146レディブティックシリーズ№3146
桜まあち　かわいい切り紙あそび桜まあち　かわいい切り紙あそび桜まあち　かわいい切り紙あそび桜まあち　かわいい切り紙あそび

動物、家、洋服、デザート、
四季のモチーフなどカワイイ
切り紙作品を作り方を紹介。
ちびまるこちゃんやスティッチ
などキャラクターも掲載。

12/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-02 12/9発売 定価：900円 雑誌コード：69675-46

4910125130215  00848 ISBN 978-4-8347-3146-0

NOW
PRINTING

風景写真　2011年1・2月号風景写真　2011年1・2月号風景写真　2011年1・2月号風景写真　2011年1・2月号 特集：　日本の冬風景を撮る
特別付録：　2010美しい風景
写真100人展

レディブティックシリーズ№3147レディブティックシリーズ№3147レディブティックシリーズ№3147レディブティックシリーズ№3147
とびきりリアル＆リッチに作るとびきりリアル＆リッチに作るとびきりリアル＆リッチに作るとびきりリアル＆リッチに作る
スイーツ小物＆アクセサリースイーツ小物＆アクセサリースイーツ小物＆アクセサリースイーツ小物＆アクセサリー

人気スイーツモチーフ作家、熊
谷ゆかり著書。定番の樹脂粘土
はもちろん、ふわふわ質感の発
泡ウレタンや透明レジンなど話
題の素材も使ってよりリアルな
作品を紹介。

12/18発売 特別定価：2100円 雑誌コード：07893-01 12/11発売 定価：1260円 雑誌コード：69675-47

4910078930115　02000 ISBN 978-4-8347-3147-7

レディブティックシリーズ№3148レディブティックシリーズ№3148レディブティックシリーズ№3148レディブティックシリーズ№3148
美しい和布地を使った手作り
バッグを紹介。使いやすくてお
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エクステリア＆ガーデン2011年冬号エクステリア＆ガーデン2011年冬号エクステリア＆ガーデン2011年冬号エクステリア＆ガーデン2011年冬号 特集：　冬から早春の庭、狭
小住宅のエクステリア、メン
テナンスの達人、リフォーム
ガーデン大特集など

レディブティックシリーズ№3148レディブティックシリーズ№3148レディブティックシリーズ№3148レディブティックシリーズ№3148
和布地のバッグ和布地のバッグ和布地のバッグ和布地のバッグ

バッグを紹介。使いやすくてお
洒落なデザインの手さげやショ
ルダーバッグ、ななめがけバッ
グやポシェット、巾着、ブックカ
バーなど、バッグの中の小物ま
で豊富に掲載。

12/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-01 12/14発売 定価：945円 雑誌コード：69675-48

4910120450110　01200 ISBN 978-4-8347-3148-4

レディブティックシリーズ№3143レディブティックシリーズ№3143レディブティックシリーズ№3143レディブティックシリーズ№3143
かんたん便利な毎日バッグかんたん便利な毎日バッグかんたん便利な毎日バッグかんたん便利な毎日バッグ

毎日活躍するシンプルで使
いやすい手作りのバッグを３
４点掲載。ぺたんこ型やマチ
ありのトート、ショルダー、エ
コ、グラニー、ミニボストンな
どを紹介。

レディブティックシリーズ№3149レディブティックシリーズ№3149レディブティックシリーズ№3149レディブティックシリーズ№3149
かんたんかわいいかんたんかわいいかんたんかわいいかんたんかわいい
フェルトのマスコットフェルトのマスコットフェルトのマスコットフェルトのマスコット

ストラップやチャームにぴったり
の、小さめサイズのフェルトのマ
スコットの作品集。動物をはじ
め、初心者向きの作品を100点
掲載。実物大型紙＆作り方カ
ラー解説。

12/2発売 定価：945円 雑誌コード：69675-43 12/14発売 定価：840円 雑誌コード：69675-49

ISBN 978-4-8347-3143-9 ISBN 978-4-8347-3149-1

レディブティックシリーズ№3144レディブティックシリーズ№3144レディブティックシリーズ№3144レディブティックシリーズ№3144
今すぐ作りたいビーズストラップ88今すぐ作りたいビーズストラップ88今すぐ作りたいビーズストラップ88今すぐ作りたいビーズストラップ88

今すぐ使えるかわいいスト
ラップがいっぱい。人気のス
イーツやアニマル、イニシャ
ル、バッグ、ハートなどモチー
フを紹介。すべて作り方付
き。

レディブティックシリーズ№3150レディブティックシリーズ№3150レディブティックシリーズ№3150レディブティックシリーズ№3150
端切れでできちゃうかわいいこもの端切れでできちゃうかわいいこもの端切れでできちゃうかわいいこもの端切れでできちゃうかわいいこもの

余った布や小さな布で手軽
に作れる小物の作品集。好
みの布を合わせて気軽に始
められる簡単な形の小物を
100点掲載。

12/9発売 定価：945円 雑誌コード：69675-44 12/14発売 定価：880円 雑誌コード：69675-50

ISBN 978-4-8347-3144-6 ISBN 978-4-8347-3150-7

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12月発売2010年12月発売2010年12月発売2010年12月発売
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レディブティックシリーズ№3151レディブティックシリーズ№3151レディブティックシリーズ№3151レディブティックシリーズ№3151
牛乳パックでつくる素敵な布箱牛乳パックでつくる素敵な布箱牛乳パックでつくる素敵な布箱牛乳パックでつくる素敵な布箱

牛乳パックに布を貼って作る
布箱。四角形、長方形、丸
型、六角形など様々な形、サ
イズを51点紹介。丸箱のプロ
セス写真解説付き。

ブティックムック№913ブティックムック№913ブティックムック№913ブティックムック№913
コード5個・10個でらくらくコード5個・10個でらくらくコード5個・10個でらくらくコード5個・10個でらくらく
ギター弾き語りアレンジギター弾き語りアレンジギター弾き語りアレンジギター弾き語りアレンジ

コード5個・10個を覚えれ
ば、本誌の曲がすべて弾
ける！コブクロ・YUIなど
ヒット曲を満載！12/14発売 定価：945円 雑誌コード：69675-51 12/14発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-13

ISBN 978-4-8347-3151-4 ISBN 978-4-8347-5913-6

レディブティックシリーズ№3152レディブティックシリーズ№3152レディブティックシリーズ№3152レディブティックシリーズ№3152
願いを叶える願いを叶える願いを叶える願いを叶える

幸せビーズアクセサリー幸せビーズアクセサリー幸せビーズアクセサリー幸せビーズアクセサリー

ラッキーチャームやパワーストー
ン、風水をビーズアクセサリーに
取り入れて、おしゃれと幸せを呼
び込む。ネックレスやリング、ス
トラップなど普段使えるアクセサ
リーがいっぱい。

ブティックムック№914ブティックムック№914ブティックムック№914ブティックムック№914
まんがでわかる冠婚葬祭まんがでわかる冠婚葬祭まんがでわかる冠婚葬祭まんがでわかる冠婚葬祭

冠婚葬祭時のマナーを全編
詳しくまんがで解説。地方や
風習ごとの違いや、宗教別
の作法など、全てまんがと図
解でわかりやすく紹介。

12/16発売 定価：945円 雑誌コード：69675-52 12/18発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-14

ISBN 978-4-8347-3152-1 ISBN 978-4-8347-5914-3

レディブティックシリーズ№3153レディブティックシリーズ№3153レディブティックシリーズ№3153レディブティックシリーズ№3153
ビギナーシリーズビギナーシリーズビギナーシリーズビギナーシリーズ

はじめて作るバッグはじめて作るバッグはじめて作るバッグはじめて作るバッグ

使いやすくお洒落なバッグが作
れます。トートバッグ、ショルダー
バッグ、エコバッグ、グラニー
バッグなどを紹介。初心者でも
作れる、バッグ作りに必要な基
礎も掲載。

ブティックムック№915ブティックムック№915ブティックムック№915ブティックムック№915
改訂版まんがでわかる日本の行事12か月改訂版まんがでわかる日本の行事12か月改訂版まんがでわかる日本の行事12か月改訂版まんがでわかる日本の行事12か月

まんがで月ごとの行事をわ
かりやすく紹介。親子で一緒
に楽しく覚えられる。行事や
記念日、風習、祭り、由来な
どいろいろな事柄について解
説。

12/16発売 定価：735円 雑誌コード：69675-53 12/18発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-15

ISBN 978-4-8347-3153-8 ISBN 978-4-8347-5915-0

楽しい創作絵かき歌が満 ブティックムック№917ブティックムック№917ブティックムック№917ブティックムック№917 はじめてでも作れるクッキー

帳合・番線印
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〒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）

ブティックムック№910ブティックムック№910ブティックムック№910ブティックムック№910
楽しくあそべる絵かきうた　105曲楽しくあそべる絵かきうた　105曲楽しくあそべる絵かきうた　105曲楽しくあそべる絵かきうた　105曲

楽しい創作絵かき歌が満
載。いきもの、花、童謡とわら
べうた、乗り物、季節の行事
や風物、アイテム、食べ物の
絵かきうたなどを紹介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№917ブティックムック№917ブティックムック№917ブティックムック№917
はじめての手作りお菓子はじめての手作りお菓子はじめての手作りお菓子はじめての手作りお菓子

クッキー＆ケーキクッキー＆ケーキクッキー＆ケーキクッキー＆ケーキ

はじめてでも作れるクッキー
やケーキ。初心者でも安心
な、作り方写真が大きく見や
すい仕様。みんなが大好きな
スイーツがいっぱい。

12/4発売 定価：945円 雑誌コード：62453-10 12/16発売 定価：945円 雑誌コード：62453-17

ISBN 978-4-8347-5910-5 ISBN 978-4-8347-5917-4

NOW
PRINTING

ブティックムック№911ブティックムック№911ブティックムック№911ブティックムック№911
Gekkayo　アニソン部Gekkayo　アニソン部Gekkayo　アニソン部Gekkayo　アニソン部

2010年アニメヒット曲をはじ
め、バトルアニソン、魔女っ
子ソング、ジブリ系、黒いア
ニソンなどアニメファンには
欠かせない一冊。

プチブティックシリーズ№566プチブティックシリーズ№566プチブティックシリーズ№566プチブティックシリーズ№566
おうちでらくらく！おうちでらくらく！おうちでらくらく！おうちでらくらく！

ホットケーキミックスのかんたんスイーツホットケーキミックスのかんたんスイーツホットケーキミックスのかんたんスイーツホットケーキミックスのかんたんスイーツ

今人気のスイーツを中心に、
ホットケーキのアレンジ、ドー
ナツ、焼き菓子、本格的な
ケーキから、炊飯器で作る簡
単ケーキなど、様々なスイー
ツを紹介。

12/14発売 定価：1575円 雑誌コード：62453-11 12/13発売 定価：500円 雑誌コード：67699-66

ISBN 978-4-8347-5911-2 ISBN 978-4-8347-6566-3

㈱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

ブティックムック№912ブティックムック№912ブティックムック№912ブティックムック№912
すごろくワンダーランドすごろくワンダーランドすごろくワンダーランドすごろくワンダーランド

大きく開いて楽しめる。宇
宙、富士山、おばけやしき、
季節、アイデア、遊園地、動
物園、仕事などいろいろな
テーマのすごろくが魅力。特
大付録付き。

12/14発売 定価：990円 雑誌コード：62453-12

ISBN 978-4-8347-5912-9


