
　　　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4月発売2011年4月発売2011年4月発売2011年4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

天然のヘンプで作るアクセサリー
の本。ブレスレット、ネックレス、カ
メラストラップなど多数掲載。アウ4/26発売 定価：990円 雑誌コード：09648-06 4/22発売 定価：840円 雑誌コード：69677-08

ISBN 978-4-8347-3207-8

NOW
PRINTING

春夏ミセスの簡単ソーイング春夏ミセスの簡単ソーイング春夏ミセスの簡単ソーイング春夏ミセスの簡単ソーイング
(レディブティック6月号増刊）(レディブティック6月号増刊）(レディブティック6月号増刊）(レディブティック6月号増刊）

簡単に作れる春夏の普段着が満
載。チュニック、ツーピース、ブラ
ウスなどアイテムを豊富に172点

レディブティックシリーズ№3208レディブティックシリーズ№3208レディブティックシリーズ№3208レディブティックシリーズ№3208
ヘンプで作るアクセサリーヘンプで作るアクセサリーヘンプで作るアクセサリーヘンプで作るアクセサリー

おばあちゃまのお洒落な夏の装いおばあちゃまのお洒落な夏の装いおばあちゃまのお洒落な夏の装いおばあちゃまのお洒落な夏の装い
(レディブティック5月号増刊）(レディブティック5月号増刊）(レディブティック5月号増刊）(レディブティック5月号増刊）

夏におすすめの手作り服が満載。
チュニック、ブラウス、ワンピース、
ジャケットなど、トレンドを取り入れ
た着やすいスタイルを39点掲載。

レディブティックシリーズ№3207レディブティックシリーズ№3207レディブティックシリーズ№3207レディブティックシリーズ№3207
手作りの革ひもアクセサリー手作りの革ひもアクセサリー手作りの革ひもアクセサリー手作りの革ひもアクセサリー

革ひもで作るブレスレットやネック
レスなど、結んで作れるアクセサ
リーを掲載。人気のパワーストー
ンやシルバーパーツを使った作品
も紹介しています。

4/19発売 定価：990円 雑誌コード：09648-05 4/26発売 定価：840円 雑誌コード：69677-07

4910096480517　00943

高橋恵美子著。チュニック、ブラウ
ス、ベスト、ワンピース、キュロッ
ト、スカート、ジャケット、コート、
バッグなど豊富に紹介。

4/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-05 4/15発売 定価：990円 雑誌コード：69677-06

4910078930511　01886 ISBN 978-4-8347-3206-1

ISBN 978-4-8347-3205-4

NOW
PRINTING

風景写真　2011年5・6月号風景写真　2011年5・6月号風景写真　2011年5・6月号風景写真　2011年5・6月号
特集：新緑＆初夏の風景、バリ
エーション撮影術など

レディブティックシリーズ№3206レディブティックシリーズ№3206レディブティックシリーズ№3206レディブティックシリーズ№3206
やさしい手ぬいの大人服やさしい手ぬいの大人服やさしい手ぬいの大人服やさしい手ぬいの大人服

NOW
PRINTING

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年6月号
表紙：　永井みゆき
特集：　巻頭　永井みゆき

レディブティックシリーズ№3205レディブティックシリーズ№3205レディブティックシリーズ№3205レディブティックシリーズ№3205
ナチュラルに着たい春夏の服ナチュラルに着たい春夏の服ナチュラルに着たい春夏の服ナチュラルに着たい春夏の服

肌触りがよくナチュラルな風合い
のコットンやリネンで作る春夏服
の本。チュニック、サルエルパンツ
などのアイテムを多数紹介。

4/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-06 4/14発売 定価：990円 雑誌コード：69677-05

4910125130611  00848

初心者でも簡単に作れるかわい
いデザインのワンピース、パンツ、
オールインワン、スカートなどの服
と小物を掲載。

4/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-05 4/21発売 定価：945円 雑誌コード：69677-04

4910096470518  00790 ISBN 978-4-8347-3204-7

ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名

NOW
PRINTING

レディブティック2011年5月号レディブティック2011年5月号レディブティック2011年5月号レディブティック2011年5月号 特集：　簡単ソーイング、ブラウス
カタログ、透ける素材の服、手作り
したい素敵な初夏の外出着、旅を
楽しむ着回しプランなど

レディブティックシリーズ№3204レディブティックシリーズ№3204レディブティックシリーズ№3204レディブティックシリーズ№3204
女の子に作ってあげたい夏服女の子に作ってあげたい夏服女の子に作ってあげたい夏服女の子に作ってあげたい夏服

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名ISBNコード/誌名

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:

レディブティックシリーズ№3193レディブティックシリーズ№3193レディブティックシリーズ№3193レディブティックシリーズ№3193
大人の春夏服大人の春夏服大人の春夏服大人の春夏服

着心地の良さと動きやすさにこだ
わったクライ・ムキの服をご紹介。
簡単で作りやすく、着こなしやすい
大人の女性のための春夏服が満
載。

4/26発売 定価：990円 雑誌コード：69675-93

ISBN 978-4-8347-3193-4

レディブティックシリーズ№3212レディブティックシリーズ№3212レディブティックシリーズ№3212レディブティックシリーズ№3212
おしゃれな女の子のカジュアル服おしゃれな女の子のカジュアル服おしゃれな女の子のカジュアル服おしゃれな女の子のカジュアル服

毎日着られる100～120ｃｍの女の
子のカジュアルな服を紹介。カー
ディガン、スカート、パンツ、ワン
ピース、小物もお揃いで作れま
す。

4/8発売 定価：990円 雑誌コード：69677-03 4/26発売 定価：950円 雑誌コード：69677-12

ISBN 978-4-8347-3203-0 ISBN 978-4-8347-3212-2

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3203レディブティックシリーズ№3203レディブティックシリーズ№3203レディブティックシリーズ№3203
ミセスの夏のソーイングミセスの夏のソーイングミセスの夏のソーイングミセスの夏のソーイング

ミセス世代へ向けた夏服を紹介。
ワンピースやチュニック、ブラウス
など今着たいスタイルを３２点掲
載。

切り絵作家の桜まあちさんの作品
集。ミッキー・ミニーをはじめ、ディ
ズニーキャラクターのかわいい切
り絵が楽しめます。

4/8発売 定価：990円 雑誌コード：69677-02 4/26発売 定価：945円 雑誌コード：69677-11

ISBN 978-4-8347-3202-3 ISBN 978-4-8347-3211-5

ISBN 978-4-8347-3201-6 ISBN 978-4-8347-3210-8
レディブティックシリーズ№3211レディブティックシリーズ№3211レディブティックシリーズ№3211レディブティックシリーズ№3211
ディズニーの素敵な切り絵ディズニーの素敵な切り絵ディズニーの素敵な切り絵ディズニーの素敵な切り絵

雑誌コード：69677-10

巻頭特集：バラを描く、人気作家
の描く“オリジナルキャラクター”
端午の節句を描く　など

NOW
PRINTING

4/5発売 定価：990円 雑誌コード：69677-01

夏にぴったりなトップス、麻の服、
レースの服、シンプルからエレガ
ントな装いまで１６０点掲載。全て
製図付き。

4/26発売

トールペイントの老舗「銀座ソレイ
ユ」の商品カタログ。著名作家の
作品や描き方も掲載。作品集とし
ても楽しむことができる一冊。

柔らかい金属シートを用いて楽し
むメタルアートの本。特別な技術
を必要とせず、誰でも手軽に本格
的な作品を作ることができる。

4/22発売 定価：1450円 雑誌コード：69677-09

レディブティックシリーズ№3210レディブティックシリーズ№3210レディブティックシリーズ№3210レディブティックシリーズ№3210
トールペインティング＆クラフトカタログ2トールペインティング＆クラフトカタログ2トールペインティング＆クラフトカタログ2トールペインティング＆クラフトカタログ2

定価：1470円

ISBN 978-4-8347-3209-2

NOW
PRINTING

１日あれば作れちゃう夏の服１日あれば作れちゃう夏の服１日あれば作れちゃう夏の服１日あれば作れちゃう夏の服
(コットンフレンド春号増刊）(コットンフレンド春号増刊）(コットンフレンド春号増刊）(コットンフレンド春号増刊）

人気のワンピースやチュニック、
キャミソール、サロペット、ショート
パンツ、ブラウス、ベストなど、旬
のデザインを豊富に紹介。

レディブティックシリーズ№3209レディブティックシリーズ№3209レディブティックシリーズ№3209レディブティックシリーズ№3209
メタルエンボッシングメタルエンボッシングメタルエンボッシングメタルエンボッシング

4/26発売 定価：945円 雑誌コード：13626-05

メラストラップなど多数掲載。アウ
トドアイベントにもぴったり。

4/26発売 定価：990円 雑誌コード：09648-06 4/22発売 定価：840円 雑誌コード：69677-08

4910096480616　00943 ISBN 978-4-8347-3208-5

PRINTING ウスなどアイテムを豊富に172点
紹介。全てかこみ製図つき。

NOW
PRINTING

PRINTING

NOW
PRINTING

4910136260512　00900
レディブティックシリーズ№3201レディブティックシリーズ№3201レディブティックシリーズ№3201レディブティックシリーズ№3201

夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服夏ミセスの大人服

レディブティックシリーズ№3202レディブティックシリーズ№3202レディブティックシリーズ№3202レディブティックシリーズ№3202
ペイントフレンド　Vol.6ペイントフレンド　Vol.6ペイントフレンド　Vol.6ペイントフレンド　Vol.6

TEL:                        FAX:
大人の女性のための春夏服が満
載。ISBN 978-4-8347-3193-4



　　　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4月発売2011年4月発売2011年4月発売2011年4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

ブティックムック№942ブティックムック№942ブティックムック№942ブティックムック№942
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　はじめて育てるバラはじめて育てるバラはじめて育てるバラはじめて育てるバラNOW

ブティックムック№933ブティックムック№933ブティックムック№933ブティックムック№933
改訂版　四季の寄せ植え百科改訂版　四季の寄せ植え百科改訂版　四季の寄せ植え百科改訂版　四季の寄せ植え百科

植え付けなど基礎はもちろん、種
まきや管理法、苗の増やし方な

バラ初心者でもわかりやすく、苗
の選び方から成長に沿った栽培

かんたん＆劇的なお庭のアレンジ
術を紹介！アプローチの飾り方か
ら、雨水タンクの作り方まで情報
満載。

4/26発売 定価：990円 雑誌コード：69677-16 4/26発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-41

ISBN 978-4-8347-3216-0 ISBN 978-4-8347-5941-9

ISBN 978-4-8347-5940-2
レディブティックシリーズ№3216レディブティックシリーズ№3216レディブティックシリーズ№3216レディブティックシリーズ№3216

ゆかたと甚平ゆかたと甚平ゆかたと甚平ゆかたと甚平
反物や洋服地で作る大人・こども
のゆかたと甚平を紹介。ゆかたと
共に揃えたい袋物や髪飾り、女児
のゆかたドレスセットなども紹介。

ブティックムック№941ブティックムック№941ブティックムック№941ブティックムック№941
ＤＩＹ庭づくりＤＩＹ庭づくりＤＩＹ庭づくりＤＩＹ庭づくり

ブティックムック№940ブティックムック№940ブティックムック№940ブティックムック№940
梅の漬け方、らっきょう、ぬか漬け、即席漬け梅の漬け方、らっきょう、ぬか漬け、即席漬け梅の漬け方、らっきょう、ぬか漬け、即席漬け梅の漬け方、らっきょう、ぬか漬け、即席漬け

梅干し・らっきょうをはじめ、この一
冊で日本の伝統漬け物を漬けら
れます。大きな写真と見やすい文
字で作り方を解説。

4/26発売 定価：800円 雑誌コード：69677-15 4/26発売 定価：1575円 雑誌コード：62453-40

ISBN 978-4-8347-3215-3

ご飯の炊き方、みそ汁、目玉焼き
から定番の料理まで、料理を初め
てする人でも失敗しないで作れる
よう、詳しい写真付きで解説。

4/26発売 定価：945円 雑誌コード：69677-14 4/21発売 定価：950円 雑誌コード：62453-39

ISBN 978-4-8347-3214-6 ISBN 978-4-8347-5939-6

有機・無農薬で体に優しい野菜作
りを、わかりやすいまんがプロセ
スと写真で徹底的に解説。実例・
アイデアなども豊富で、楽しみな
がら役立つ一冊。

4/26発売 定価：900円 雑誌コード：69677-13 4/26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

レディブティックシリーズ№3214レディブティックシリーズ№3214レディブティックシリーズ№3214レディブティックシリーズ№3214
Deco & Deco vol. 9Deco & Deco vol. 9Deco & Deco vol. 9Deco & Deco vol. 9

表紙：　平山　あや
特集：　春トレンドのデコ、パワー
ストーンでお願いスピデコ、萌えカ
ワデコvsクールデコなど

ブティックムック№939ブティックムック№939ブティックムック№939ブティックムック№939
改訂版　ひとり暮らしのはじめての料理改訂版　ひとり暮らしのはじめての料理改訂版　ひとり暮らしのはじめての料理改訂版　ひとり暮らしのはじめての料理

レディブティックシリーズ№3213レディブティックシリーズ№3213レディブティックシリーズ№3213レディブティックシリーズ№3213
手作りのとっておき布こもの手作りのとっておき布こもの手作りのとっておき布こもの手作りのとっておき布こもの

エキサイトのハンドメイドポータルサイ
ト『アトリエ』で募集した布こもの作品を
紹介。バッグ、ヘアアクセサリー、雑貨
などさまざまなアイテムを一部作り方
つきで紹介。

NOW
PRINTING

ブティックムック№938ブティックムック№938ブティックムック№938ブティックムック№938
よだひできの野菜づくり教室よだひできの野菜づくり教室よだひできの野菜づくり教室よだひできの野菜づくり教室

定価：1260円 雑誌コード：62453-38

ISBN 978-4-8347-3213-9 ISBN 978-4-8347-5938-9

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3215レディブティックシリーズ№3215レディブティックシリーズ№3215レディブティックシリーズ№3215
はじめてのタティングレースはじめてのタティングレースはじめてのタティングレースはじめてのタティングレース

繊細でかわいらしい作品が仕上
がるレースの技法、タティングレー
スの入門書。詳しいプロセス解説
つきでわかりやすく紹介。

NOW
PRINTING

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）

ISBN 978-4-8347-6572-4

㈱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№937ブティックムック№937ブティックムック№937ブティックムック№937
プランターで育てる有機・無農薬野菜プランターで育てる有機・無農薬野菜プランターで育てる有機・無農薬野菜プランターで育てる有機・無農薬野菜

庭がなくても、プランターで有機無
農薬野菜が作れる画期的な本。
すべてわかりやすいプロセス解
説。楽しくてためになるレクチャー
が満載。

4/14発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-37

ISBN 978-4-8347-5937-2

プチブティックシリーズ№572プチブティックシリーズ№572プチブティックシリーズ№572プチブティックシリーズ№572
かぎ針あみのバッグ・帽子・こものかぎ針あみのバッグ・帽子・こものかぎ針あみのバッグ・帽子・こものかぎ針あみのバッグ・帽子・こもの

かぎ針編みの春夏こもの作品集。
かごタイプやモチーフのバッグ、
キャスケットや麦わら風の帽子、
ルームシューズ、シュシュ、コサー
ジュなど満載。

4/19発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-36 4/26発売 定価：500円 雑誌コード：67699-72

ISBN 978-4-8347-5936-5

NOW
PRINTING

ブティックムック№936ブティックムック№936ブティックムック№936ブティックムック№936
ペットボトルでアイデア家庭菜園ペットボトルでアイデア家庭菜園ペットボトルでアイデア家庭菜園ペットボトルでアイデア家庭菜園

ペットボトルの手作り鉢で苗を育
てる環境に優しい園芸の本。人気
の野菜の育て方や、植えつけ等
の基礎もわかりやすく解説。

今話題のアニメソング、ゲーム音
楽のヒット曲をメロディー譜付きで
紹介。ピアノアレンジ、ギターアレ
ンジ、バンドスコアも掲載。

4/14発売 定価：1050円 雑誌コード：62453-35 4/26発売 定価：1500円 雑誌コード：62453-44

ISBN 978-4-8347-5935-8 ISBN 978-4-8347-5944-0

ISBN 978-4-8347-5943-3

NOW
PRINTING

ブティックムック№935ブティックムック№935ブティックムック№935ブティックムック№935
プランターでおうち畑プランターでおうち畑プランターでおうち畑プランターでおうち畑

ファームマエストロ協会の鈴木あ
さみさん監修。知識が全くなくても
始められる野菜づくりの情報が満
載。

ブティックムック№944ブティックムック№944ブティックムック№944ブティックムック№944
Gekkayo　アニソン部 Vol.2Gekkayo　アニソン部 Vol.2Gekkayo　アニソン部 Vol.2Gekkayo　アニソン部 Vol.2

ブティックムック№943ブティックムック№943ブティックムック№943ブティックムック№943
ナチュラルな庭ナチュラルな庭ナチュラルな庭ナチュラルな庭

人気のナチュラルな庭の実例を約
７０掲載。緑豊かな癒しの庭、花
いっぱいのフローラルガーデンな
ど魅力的な実例が満載！

4/19発売 定価：945円 雑誌コード：62453-34 4/26発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-43

ISBN 978-4-8347-5934-1

NOW
PRINTING

ブティックムック№934ブティックムック№934ブティックムック№934ブティックムック№934
1～3か月で収穫できる野菜づくり1～3か月で収穫できる野菜づくり1～3か月で収穫できる野菜づくり1～3か月で収穫できる野菜づくり

家庭で手軽にプランターなどで栽
培でできる野菜づくりの本。１か月
で収穫できる野菜、３ヶ月で収穫
できる野菜に分けて選べる。

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　はじめて育てるバラはじめて育てるバラはじめて育てるバラはじめて育てるバラNOW
PRINTING

改訂版　四季の寄せ植え百科改訂版　四季の寄せ植え百科改訂版　四季の寄せ植え百科改訂版　四季の寄せ植え百科 まきや管理法、苗の増やし方な
ど、詳しい写真とイラストのプロセ
ス解説。

の選び方から成長に沿った栽培
法をやさしく解説。オススメの育て
やすいバラを新品種を中心に１０
０種紹介。

4/26発売 定価：840円 雑誌コード：62453-42

ISBN 978-4-8347-5942-6

4/12発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-33

ISBN 978-4-8347-5933-4

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

〒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）


