
　　　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 2011年1月発売2011年1月発売2011年1月発売2011年1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 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

表紙：氷川きよし
巻頭特集 氷川きよしのきよしこの
夜コンサート取材
舟木一夫、岩出和也連載など

表紙：AliceNine
特集：AliceNine、Mr.children
ニューアルバム全曲集、オトゲー
など

表紙：未定
特集：新春～春向けのネイル大特
集！リッチなOL向けVS流行先取
りの学生ネイルなど、新デザイン、
テクニックを大公開！

歌謡曲ゲッカヨ2011年3月号歌謡曲ゲッカヨ2011年3月号歌謡曲ゲッカヨ2011年3月号歌謡曲ゲッカヨ2011年3月号

4910025370315　00667

ネイルUP！2011年3月号ネイルUP！2011年3月号ネイルUP！2011年3月号ネイルUP！2011年3月号

4910072250318　00476

1/24発売

1/22発売

定価：700円 雑誌コード：02537-03

定価：500円 雑誌コード：07225-03

カラオケONGAKU　2011年3月号カラオケONGAKU　2011年3月号カラオケONGAKU　2011年3月号カラオケONGAKU　2011年3月号

1/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-03

4910125130314　00848

30g以内で手軽にレース編みが楽
しめる作品集。テーブルウエア、ド
イリー、ティッシュケース、コサー
ジュ、バッグ、ヘアアクセサリー等
全６２点掲載。

1/24発売 定価：945円 雑誌コード：69675-58

ISBN 978-4-8347-3158-3

ISBN 978-4-8347-3157-6
レディブティックシリーズ№3158レディブティックシリーズ№3158レディブティックシリーズ№3158レディブティックシリーズ№3158
改訂版　30ｇ以内でできる改訂版　30ｇ以内でできる改訂版　30ｇ以内でできる改訂版　30ｇ以内でできる

プチレース編み62点プチレース編み62点プチレース編み62点プチレース編み62点

レディブティックシリーズ№3157レディブティックシリーズ№3157レディブティックシリーズ№3157レディブティックシリーズ№3157
ひも結びのアクセサリーと小物ひも結びのアクセサリーと小物ひも結びのアクセサリーと小物ひも結びのアクセサリーと小物

アジアン結びのテクニックで作る
アクセサリーとストラップ、キーホ
ルダーから箸置きなどのキッチン
小物を紹介。ヘンプ、ワックスコー
ド、革ひも、シルクコードなどのナ
チュラルな風合いのひもを使用。

1/24発売 定価：840円 雑誌コード：69675-57

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

レディブティックシリーズ№3156レディブティックシリーズ№3156レディブティックシリーズ№3156レディブティックシリーズ№3156

小物を作りましょう小物を作りましょう小物を作りましょう小物を作りましょう
普段使いのバッグ、ポーチ、バッ
グの中の小物類、暮らしの中の部
屋小物、少しの布で生活全般で使
える小物を豊富に紹介。

1/24発売 定価：945円 雑誌コード：69675-56

ISBN 978-4-8347-3156-9

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バッグとか
ごを特集。アクセントにラインを入
れたものや、お出かけ用、家用な
ど形も様々。

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

ISBN 978-4-8347-3159-0

1/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-02

1/25発売 定価：800円 雑誌コード：69675-59

4910096470211　00790

レディブティックシリーズ№3159レディブティックシリーズ№3159レディブティックシリーズ№3159レディブティックシリーズ№3159
かんたん、かわいいエコクラフト雑貨かんたん、かわいいエコクラフト雑貨かんたん、かわいいエコクラフト雑貨かんたん、かわいいエコクラフト雑貨

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2011年2月号レディブティック2011年2月号レディブティック2011年2月号レディブティック2011年2月号 実物大型紙付き、今作って着たい
服。徹底研究、接着芯について。
ファミリーの日常着３７選。１玉・２
玉で編むニット小物。

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

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　 TEL

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3 FAX

テクニックを大公開！4910072250318　00476

レディブティックシリーズ№3155レディブティックシリーズ№3155レディブティックシリーズ№3155レディブティックシリーズ№3155
改訂版　和布のつるし飾り改訂版　和布のつるし飾り改訂版　和布のつるし飾り改訂版　和布のつるし飾り

四季の催事に合わせて楽しめる
和布を使った細工物のつるし飾り
の作品集。人気の和テイストをお
部屋のインテリアに加えて季節感
をプラス。２１点詳しい作り方付
き。

レディブティックシリーズ№3162レディブティックシリーズ№3162レディブティックシリーズ№3162レディブティックシリーズ№3162
いちばんわかりやすいビーズ教室いちばんわかりやすいビーズ教室いちばんわかりやすいビーズ教室いちばんわかりやすいビーズ教室

雑誌コード：69675-62

ISBN 978-4-8347-3155-2

レディブティックシリーズ№3154レディブティックシリーズ№3154レディブティックシリーズ№3154レディブティックシリーズ№3154
どうぶつモチーフがかわいいベビー小物どうぶつモチーフがかわいいベビー小物どうぶつモチーフがかわいいベビー小物どうぶつモチーフがかわいいベビー小物

動物のモチーフがかわいい、赤
ちゃん小物が手作りできる作品
集。手縫いで作るスタイからベス
ト、おくるみまで７０点掲載。すべ
て詳しい作り方つきで紹介。

ISBN 978-4-8347-3162-0

定価：890円

ISBN 978-4-8347-3161-3

ISBN 978-4-8347-3138-5

1/24発売 定価：990円 雑誌コード：69675-55 1/28発売

雑誌コード：69675-61

ISBN 978-4-8347-3154-5

ディズニーキャラクターのかわい
いフェルトマスコットと小物の作品
集。ミッキー＆ミニーと仲間たちが
作れます。ストラップやキーホル
ダーとしても楽しめる８０点以上を
掲載。ISBN 978-4-8347-3160-6

ど形も様々。

初心者や基礎を学びたい方へ向
けた、ビーズアクセサリーの本。テ
クニックを９つのパートに分け、写
真解説とイラストを使い、わかりや
すく丁寧に説明。基礎作品と応用
作品を計５３点掲載。

1/24発売 定価：945円 雑誌コード：69675-54 1/27発売 定価：900円

1/27発売 定価：945円 雑誌コード：69675-60

レディブティックシリーズ№3161レディブティックシリーズ№3161レディブティックシリーズ№3161レディブティックシリーズ№3161
改訂版　サンリオキャラクターの改訂版　サンリオキャラクターの改訂版　サンリオキャラクターの改訂版　サンリオキャラクターの

フェルトマスコット＆こものフェルトマスコット＆こものフェルトマスコット＆こものフェルトマスコット＆こもの

キティ、マイメロディ、ツインス
ター、シナモン、プリン、ウサハナ
などサンリオキャラクターのマス
コットや小物、アップリケタイプなど
初心者にもわかりやすい解説付き
で紹介。

レディブティックシリーズ№3138レディブティックシリーズ№3138レディブティックシリーズ№3138レディブティックシリーズ№3138
ペイントフレンド　Vol.5ペイントフレンド　Vol.5ペイントフレンド　Vol.5ペイントフレンド　Vol.5

巻頭特集：ハートを描いた作品
心温まる作品が多数掲載。季節
特集として、個性あふれるお雛様
が大集合、好評のピンクリボン運
動支援チャリティー企画など。

レディブティックシリーズ№3160レディブティックシリーズ№3160レディブティックシリーズ№3160レディブティックシリーズ№3160
改訂版　ディズニーの改訂版　ディズニーの改訂版　ディズニーの改訂版　ディズニーの

フェルトマスコット＆小物フェルトマスコット＆小物フェルトマスコット＆小物フェルトマスコット＆小物

ISBN 978-4-8347-3159-0

1/7発売 定価：990円 雑誌コード：69675-38

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3 FAX
販売部直通TEL: 03(3234)2081　FAX: 03(3234)2135



　　　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 2011年1月発売2011年1月発売2011年1月発売2011年1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

手軽に編めるかぎ針編みの小物
とウエアの本。コットンやリネンの
糸を中心に、ナチュラルでお出掛
けにピッタリのアイテムを多数掲
載。

1/7発売 定価：945円

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

ISBN 978-4-8347-3166-8

レディブティックシリーズ№3166レディブティックシリーズ№3166レディブティックシリーズ№3166レディブティックシリーズ№3166
かぎ針で編む春夏ウエアかぎ針で編む春夏ウエアかぎ針で編む春夏ウエアかぎ針で編む春夏ウエア

2/4発売 定価：945円 雑誌コード：69675-70

ISBN 978-4-8347-3170-5

ISBN 978-4-8347-3165-1

プチブティックシリーズ№567プチブティックシリーズ№567プチブティックシリーズ№567プチブティックシリーズ№567
もらってうれしいチョコレートもらってうれしいチョコレートもらってうれしいチョコレートもらってうれしいチョコレート

バレンタイン向けのチョコレシピ
集。超カンタン４ステップで作れる
チョコ、彼チョコ、友チョコ、デコチョ
コなどが満載。

注目の女性プランナーがつくった
美しい庭実例約７０を厳選したエク
ステリアの永久保存版。女性らし
いセンスがキラリと光る。

雑誌コード：62453-16

ISBN 978-4-8347-5916-7

定価：1260円 雑誌コード：62453-18

1/7発売 定価：390円 雑誌コード：67699-67

ブティックムック№916ブティックムック№916ブティックムック№916ブティックムック№916
キュートなガールズチョコキュートなガールズチョコキュートなガールズチョコキュートなガールズチョコ

はじめてでもカンタンな、溶かして
固めるだけのチョコからケーキま
で満載。プレゼントしやすいラッピ
ングアイディアも紹介。

ISBN 978-4-8347-6567-0

春夏向けのかぎ針で編むウエア
の作品集。透かし編みなどの軽や
かなレイヤードスタイルが楽しめ
るデザインを多数掲載。

ブティックムック№918ブティックムック№918ブティックムック№918ブティックムック№918
女性プランナーがつくる美しい庭女性プランナーがつくる美しい庭女性プランナーがつくる美しい庭女性プランナーがつくる美しい庭

定価：990円 雑誌コード：69675-65

2/2発売 定価：950円 雑誌コード：69675-66

1/28発売

ISBN 978-4-8347-5918-1

ISBN 978-4-8347-3164-4

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№3165レディブティックシリーズ№3165レディブティックシリーズ№3165レディブティックシリーズ№3165
気軽に編んで着たいニット気軽に編んで着たいニット気軽に編んで着たいニット気軽に編んで着たいニット

増減なくまっすぐ編める、はがず
にできる、編む面積が少ないな
ど、気負わず気軽に編めるデザイ
ンのウエアと小物を３１点掲載。

レディブティックシリーズ№3164レディブティックシリーズ№3164レディブティックシリーズ№3164レディブティックシリーズ№3164
かぎ針で編む春夏こもの＆ウエアかぎ針で編む春夏こもの＆ウエアかぎ針で編む春夏こもの＆ウエアかぎ針で編む春夏こもの＆ウエア

レディブティックシリーズ№3163レディブティックシリーズ№3163レディブティックシリーズ№3163レディブティックシリーズ№3163
大人の春夏手編み大人の春夏手編み大人の春夏手編み大人の春夏手編み

大人の女性に似合う、手編みの
ニットスタイル。チュニック、プル
オーバー、ベスト、カーディガン、
ショール、ストールなど３２点掲
載。

2/2発売

2/22発売 定価：800円 雑誌コード：69675-64

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 978-4-8347-3163-7

レディブティックシリーズ№3170レディブティックシリーズ№3170レディブティックシリーズ№3170レディブティックシリーズ№3170
フェルトで作るかわいいつるし飾りフェルトで作るかわいいつるし飾りフェルトで作るかわいいつるし飾りフェルトで作るかわいいつるし飾り

フェルトで作るつるし飾りの作品
集。季節の飾りや、お部屋を可愛
く演出してくれる飾りを２６点掲
載。

1/28発売 定価：990円 雑誌コード：69675-63

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

㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　
〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3

ＮＯＷ
ＰＲＩＮＴＩＮＧ

2/22発売 定価：990円 雑誌コード：69675-67

ミセス向け春夏の手編み作品集。
好感度が高く人気のベストから、
一枚で着てもお洒落にきまるプル
オーバー、カーディガンなど３７点
掲載。

涼しげな模様編みのベスト、プル
オーバー、ショール、コサージュな
ど春夏ニットが満載。コーディネイ
トや配色の参考にも活用できま
す。

プチブティックシリーズ№568プチブティックシリーズ№568プチブティックシリーズ№568プチブティックシリーズ№568
愛されショコラ愛されショコラ愛されショコラ愛されショコラ

ISBN 978-4-8347-3166-8

2/4発売

レディブティックシリーズ№3167レディブティックシリーズ№3167レディブティックシリーズ№3167レディブティックシリーズ№3167
春夏*ミセス手編みコレクション9春夏*ミセス手編みコレクション9春夏*ミセス手編みコレクション9春夏*ミセス手編みコレクション9

ISBN 978-4-8347-3167-5

チョコを可愛くデコレーションした
デコチョコ、市販のお菓子にひと
手間加えたアイデアチョコ、チョコ
パイやチョコレアチーズなど本格
チョコを紹介。

2/2発売 定価：780円 雑誌コード：69675-69

定価：990円 雑誌コード：69675-68

レディブティックシリーズ№3168レディブティックシリーズ№3168レディブティックシリーズ№3168レディブティックシリーズ№3168
編みたい、編んであげたい編みたい、編んであげたい編みたい、編んであげたい編みたい、編んであげたい
おばあちゃまの春夏ニットおばあちゃまの春夏ニットおばあちゃまの春夏ニットおばあちゃまの春夏ニット

ISBN 978-4-8347-3169-9

レディブティックシリーズ№3169レディブティックシリーズ№3169レディブティックシリーズ№3169レディブティックシリーズ№3169
シュシュとカチュームとヘアアクセシュシュとカチュームとヘアアクセシュシュとカチュームとヘアアクセシュシュとカチュームとヘアアクセ

シュシュやカチューム、ヘアゴムな
ど７６点掲載。市販のテープや
レースを使って、ニット素材で、造
花やチャームを付けて、お洒落な
アイテムが満載。

ISBN 978-4-8347-3168-2

1/7発売 定価：480円 雑誌コード：67699-68

ISBN 978-4-8347-6568-7

ISBN 978-4-8347-6567-0

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3
販売部直通TEL: 03(3234)2081　FAX: 03(3234)2135


