
　　　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2月発売2011年2月発売2011年2月発売2011年2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

雑誌コード：69675-74定価：945円2/22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

2/19発売 定価：880円 雑誌コード：69675-73

4910125130413　00848

レディブティック2011年3月号レディブティック2011年3月号レディブティック2011年3月号レディブティック2011年3月号 特集：　毎日を素敵に演出する
服、和服をリメイク、裁断前の準備
を解説、コンシールファスナーのつ
け方、洋裁Ｑ＆Ａなど

NOW
PRINTING

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年4月号 表紙：　氷川きよし
特集：　氷川きよし新曲インタビュー
、竹川美子イベント、東京演歌ライブ
、服部浩子・瀬口侑希・松前ひろ子・森
川つくし等のインタビュー

2/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-03

4910096470310  00790

流行の大柄の花柄やリバティプリ
ントなどを中心とした花柄のバッグ
と小物を紹介。トートバッグ、ショ
ルダーバッグ、ボストンバッグなど
デザイン豊富。

2/19発売 定価：890円 雑誌コード：12513-04

ISBN 978-4-8347-3173-6

2/19発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-03

4910078930313  01886 ISBN 978-4-8347-3174-3

風景写真　2011年3・4月号風景写真　2011年3・4月号風景写真　2011年3・4月号風景写真　2011年3・4月号 桜＆日本の春景色。
特集：桜のフレーミング考。カラ
フルな春景色が満載！

FEMALE（フィーメィル）2011年春号FEMALE（フィーメィル）2011年春号FEMALE（フィーメィル）2011年春号FEMALE（フィーメィル）2011年春号
特集：春のトップス、写真で解説ブ
ラウス＆シャツ、流行のカットソー
やボトム、新作帽子、ビーズアクセ
サリーなど春のアイテム盛りだくさ
ん

高橋恵美子著の、初心者でも簡
単に作れる手縫いのバッグ集。縫
う箇所が少ない一枚裁ちのパター
ンの作品を中心に３８点掲載。

NOW
PRINTING

初めてでもカンタンに作れるビー
ズモチーフの入門書。フラワーや
ハートなど定番のモチーフを分り
やすく写真解説で紹介。アクセサ
リーへの応用も掲載。

2/12発売 定価：840円 雑誌コード：07757-03 2/22発売 雑誌コード：69675-75

4910077570312　00800 ISBN 978-4-8347-3175-0

レディブティックシリーズ№3173レディブティックシリーズ№3173レディブティックシリーズ№3173レディブティックシリーズ№3173

花柄のバッグとこもの花柄のバッグとこもの花柄のバッグとこもの花柄のバッグとこもの

手作りの女の子の服を紹介。ス
カート、ブラウス、ワンピース、ジャ
ンパースカート、カチューシャやヘ
アポニー、バッグ、パニエなど充
実。１００～１３０ｃｍに対応。

レディブティックシリーズ№3175レディブティックシリーズ№3175レディブティックシリーズ№3175レディブティックシリーズ№3175
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

改訂版　はじめて作るビーズモチーフ改訂版　はじめて作るビーズモチーフ改訂版　はじめて作るビーズモチーフ改訂版　はじめて作るビーズモチーフ

レディブティックシリーズ№3174レディブティックシリーズ№3174レディブティックシリーズ№3174レディブティックシリーズ№3174
大人の手ぬいバッグ大人の手ぬいバッグ大人の手ぬいバッグ大人の手ぬいバッグ

レディブティックシリーズ№3172レディブティックシリーズ№3172レディブティックシリーズ№3172レディブティックシリーズ№3172

女の子のスイートな服女の子のスイートな服女の子のスイートな服女の子のスイートな服

2/15発売 定価：990円 雑誌コード：69675-72

ISBN 978-4-8347-3172-9

定価：840円

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:

〒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）
㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　㈱ブティック社　

定価：945円2/22発売

雑誌コード：17669-04

4910176690416  00667

NOW
PRINTING

ビーズfriend 2011年春号ビーズfriend 2011年春号ビーズfriend 2011年春号ビーズfriend 2011年春号

ん リーへの応用も掲載。4910077570312　00800 ISBN 978-4-8347-3175-0

2/28発売 定価：880円 雑誌コード：03907-04 2/22発売 定価：790円 雑誌コード：69675-76

4910039070416　00838 ISBN 978-4-8347-3176-7

こどもブティックCUCITO 2011年春号こどもブティックCUCITO 2011年春号こどもブティックCUCITO 2011年春号こどもブティックCUCITO 2011年春号

Cotton Friend 2011年春号Cotton Friend 2011年春号Cotton Friend 2011年春号Cotton Friend 2011年春号
毎日着たいエプロンワンピ、春に嬉し
いフォーマルワンピース＆コサージュ
など

布地に線を書いて、切って、縫うだ
けで作れる布小物を紹介。バッ
グ、ポーチ、ブックカバー、シュ
シュ、エプロンなどソーイング初心
者でも作れる作品満載。

NOW
PRINTING

家族で楽しむお揃い服、ビギナー
のためのシンプルウエア、春のベ
ビーウエア、春のカジュアルウエ
アなど満載

表紙：　川原亜矢子
特集：　一日で作れる春に着けたいア
クセサリー、人気アーティストが作るフ
ラワーモチーフアクセサリー、春の動
物モチーフなど満載

余った布や、端切れを生かして作
る布小物の作品集。小さなバッグ
やポーチ、ルームシューズなど、
普段使いに便利で気軽に作れる
アイテムを多数掲載。

2/28発売 定価：700円

2/7発売 定価：840円 雑誌コード：13625-03

4910136250315　00800 ISBN 978-4-8347-3177-4

雑誌コード：69675-77

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3171レディブティックシリーズ№3171レディブティックシリーズ№3171レディブティックシリーズ№3171
1玉～５玉で編むミセスの1玉～５玉で編むミセスの1玉～５玉で編むミセスの1玉～５玉で編むミセスの

春夏ストール＆ウエア春夏ストール＆ウエア春夏ストール＆ウエア春夏ストール＆ウエア

１～３玉で編むストール、５玉以内
で編むウエアを掲載。さまざまな
ストールとネクタイ、ベスト、ボレ
ロ、プルオーバーなどを紹介。

2/5発売 定価：945円 雑誌コード：69675-71

ISBN 978-4-8347-3171-2

レディブティックシリーズ№3176レディブティックシリーズ№3176レディブティックシリーズ№3176レディブティックシリーズ№3176

型紙いらずの手作りこもの型紙いらずの手作りこもの型紙いらずの手作りこもの型紙いらずの手作りこもの

レディブティックシリーズ№3177レディブティックシリーズ№3177レディブティックシリーズ№3177レディブティックシリーズ№3177
半日でできちゃう　ちっちゃな手作り布こもの半日でできちゃう　ちっちゃな手作り布こもの半日でできちゃう　ちっちゃな手作り布こもの半日でできちゃう　ちっちゃな手作り布こもの

〒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2月発売2011年2月発売2011年2月発売2011年2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

定価：990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

レディブティックシリーズ№3178レディブティックシリーズ№3178レディブティックシリーズ№3178レディブティックシリーズ№3178

改訂版　花の立体折り紙改訂版　花の立体折り紙改訂版　花の立体折り紙改訂版　花の立体折り紙
立体的で本物のように仕上げる花
の折り紙作品集。すみれ、チュー
リップ、バラ、菖蒲、カラー、ハイビ
スカス、ユリなど種類豊富に紹
介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№920ブティックムック№920ブティックムック№920ブティックムック№920

ボリューム満点　男子のお弁当ボリューム満点　男子のお弁当ボリューム満点　男子のお弁当ボリューム満点　男子のお弁当

2/22発売 定価：990円 雑誌コード：69675-78

2/7発売 定価：950円 雑誌コード：62453-22

ISBN 978-4-8347-3178-1

ブティックムック№922ブティックムック№922ブティックムック№922ブティックムック№922
朝ラク園児のおべんとう朝ラク園児のおべんとう朝ラク園児のおべんとう朝ラク園児のおべんとう

レディブティックシリーズ№3179レディブティックシリーズ№3179レディブティックシリーズ№3179レディブティックシリーズ№3179

春夏も手編みのスヌード＆ストール春夏も手編みのスヌード＆ストール春夏も手編みのスヌード＆ストール春夏も手編みのスヌード＆ストール
注目のスヌードとボタンで留めて
ベストやポンチョになる便利なス
トールを掲載。一枚でいろいろな
着まわしができて、春から秋口ま
で大活躍。

保存できる素材別のおかずやお
弁当を特集。肉・魚介類、野菜、
卵、ごはんなど朝ラクにできて、そ
して可愛いアイデアレシピ集。

ISBN 978-4-8347-5922-8

週末や前の晩に作りおきして当日
の朝はお弁当箱に詰めるだけ！
しかも一回のお弁当が１００円以
下で作れるアイデアレシピ満載！

2/23発売 定価：880円 雑誌コード：69675-79 2/7発売 定価：950円 雑誌コード：62453-21

ISBN 978-4-8347-3179-8 ISBN 978-4-8347-5921-1

3/1発売 定価：945円 雑誌コード：69675-80

ISBN 978-4-8347-3180-4

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3180レディブティックシリーズ№3180レディブティックシリーズ№3180レディブティックシリーズ№3180
手縫いでふんわり　赤ちゃん服とこもの手縫いでふんわり　赤ちゃん服とこもの手縫いでふんわり　赤ちゃん服とこもの手縫いでふんわり　赤ちゃん服とこもの

手縫いで作る新生児用の肌着か
ら成長に合わせて準備したい洋
服、おもちゃなどを多数紹介。プレ
ゼントにも喜ばれる作品がいっぱ
い。

3/1発売 定価：800円 雑誌コード：69675-81 2/7発売 雑誌コード：62453-23

ISBN 978-4-8347-3181-1 ISBN 978-4-8347-5923-5

レディブティックシリーズ№3181レディブティックシリーズ№3181レディブティックシリーズ№3181レディブティックシリーズ№3181

かんたん、かわいいエコクラフト雑貨②かんたん、かわいいエコクラフト雑貨②かんたん、かわいいエコクラフト雑貨②かんたん、かわいいエコクラフト雑貨②
地球にやさしいエコクラフトテープ
を使って作るかご、バスケット、
バッグ、キッチン小物の特集。写
真でわかりやすく解説。

レディブティックシリーズ№3182レディブティックシリーズ№3182レディブティックシリーズ№3182レディブティックシリーズ№3182
改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集

人気作家たちのかわいいワンポイ
ント刺しゅうが満載！また図案を

ひとつのお弁当を男子向けのボ
リューム弁当、女子向けにヘル
シー弁当に作り分けるテクニック
法とアイデアレシピを紹介。

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

大きな作り方写真でわかりやすくブティックムック№924ブティックムック№924ブティックムック№924ブティックムック№924

ひとり暮らしのおいしい料理ひとり暮らしのおいしい料理ひとり暮らしのおいしい料理ひとり暮らしのおいしい料理

ブティックムック№923ブティックムック№923ブティックムック№923ブティックムック№923
ボリューム男子、ヘルシー女子のラクラク弁当ボリューム男子、ヘルシー女子のラクラク弁当ボリューム男子、ヘルシー女子のラクラク弁当ボリューム男子、ヘルシー女子のラクラク弁当

ブティックムック№921ブティックムック№921ブティックムック№921ブティックムック№921

朝つめるだけ！100円以下で作れるお弁当朝つめるだけ！100円以下で作れるお弁当朝つめるだけ！100円以下で作れるお弁当朝つめるだけ！100円以下で作れるお弁当

男子中高生が大好きなボリューム
満点のお弁当特集。から揚げ、ハ
ンバーグ、焼肉、コロッケ、トンカツ
弁当などアイデア満載！

2/7発売 定価：945円 雑誌コード：62453-20

ISBN 978-4-8347-5920-4

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

〒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）

3/1発売 雑誌コード：62453-26定価：1260円

NOW
PRINTING

改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集改訂版　ちいさな刺しゅうの図案集 ント刺しゅうが満載！また図案を
使ったバッグやポーチなども作り
方付きで紹介。刺しゅうの基本や
テクニックの解説も。

NOW
PRINTING

大きな作り方写真でわかりやすく
解説。火加減や水加減マーク付き
で作り方のポイント解説。イラスト
でワンポイントアドバイス付き。

2/22発売 定価：945円 雑誌コード：69675-82 雑誌コード：62453-24

ISBN 978-4-8347-3182-8 ISBN 978-4-8347-5924-2

ひとり暮らしのおいしい料理ひとり暮らしのおいしい料理ひとり暮らしのおいしい料理ひとり暮らしのおいしい料理

2/8発売 定価：950円

ISBN 978-4-8347-3183-5 ISBN 978-4-8347-5925-9

レディブティックシリーズ№3183レディブティックシリーズ№3183レディブティックシリーズ№3183レディブティックシリーズ№3183
牛乳パックでつくる便利なおうちこもの牛乳パックでつくる便利なおうちこもの牛乳パックでつくる便利なおうちこもの牛乳パックでつくる便利なおうちこもの

牛乳パックにお洒落な布を貼って
作る小さな布箱をはじめ、イスや
収納棚など日常で使える小物を多
数掲載。

NOW
PRINTING

ブティックムック№925ブティックムック№925ブティックムック№925ブティックムック№925

Gekkayo ボーカロイド fanGekkayo ボーカロイド fanGekkayo ボーカロイド fanGekkayo ボーカロイド fan

2/28発売 雑誌コード：62453-25

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3185レディブティックシリーズ№3185レディブティックシリーズ№3185レディブティックシリーズ№3185

かぎ針で編む　夏の帽子とバッグかぎ針で編む　夏の帽子とバッグかぎ針で編む　夏の帽子とバッグかぎ針で編む　夏の帽子とバッグ
エコアンダリヤで編む手編みの帽
子とバッグを掲載。ネット編みの
バッグやトート、かごバッグ、カンカ
ン帽など夏に活躍しそうなアイテ
ム満載。

3/3発売 定価：800円 雑誌コード：69675-85

ISBN 978-4-8347-3185-9

㈱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№919ブティックムック№919ブティックムック№919ブティックムック№919

ちいさなおかずいっぱいのおべんとうちいさなおかずいっぱいのおべんとうちいさなおかずいっぱいのおべんとうちいさなおかずいっぱいのおべんとう

カワイイお弁当に変身させるアイ
デア、おにぎりやサンドイッチのバ
リエーション、野菜やかまぼこなど
を使った簡単で子どもも喜ぶおか
ず満載。

2/7発売 定価：990円 雑誌コード：62453-19

ISBN 978-4-8347-5919-8

NOW
PRINTING

ブティックムック№926ブティックムック№926ブティックムック№926ブティックムック№926

ウエディング＆パーティーネイルウエディング＆パーティーネイルウエディング＆パーティーネイルウエディング＆パーティーネイル
ウエディングの主役の花嫁用ネイ
ル、ゲスト用ネイルを詳しいプロセ
スとともに多数紹介。人気のジェ
ルネイル、スカルプなども盛りだく
さん。ISBN 978-4-8347-5926-6

ボカロ制作者、絵を描く絵師、動
画を作成す動画師、アイドル的人
気の歌い手などのインタビューと
譜面などを掲載。

定価：1500円3/3発売 雑誌コード：69675-83定価：945円


