
　　　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6月発売2011年6月発売2011年6月発売2011年6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：69677-37定価：890円6/23発売

ふせんに型紙を重ねてカッターで
切りぬく切り絵の作品集。バレリー
ナやサムライ、スポーツなどいろ
いろなポーズの人や動物、建物な
ど楽しい作品がいっぱい！

フェルトを使ったおままごと小物
集。人気のお店屋さんを中心に実
物大に近い大きさの物から、遊び
やすい小さいサイズと豊富。

6/23発売

定価：950円 雑誌コード：69677-38

ISBN 978-4-8347-3238-2

レディブティックシリーズ№3238レディブティックシリーズ№3238レディブティックシリーズ№3238レディブティックシリーズ№3238

すぐ使える折り紙すぐ使える折り紙すぐ使える折り紙すぐ使える折り紙

ISBN 978-4-8347-3237-5

レディブティックシリーズ№3237レディブティックシリーズ№3237レディブティックシリーズ№3237レディブティックシリーズ№3237

ふせんで作るミニチュア切り絵ふせんで作るミニチュア切り絵ふせんで作るミニチュア切り絵ふせんで作るミニチュア切り絵

ISBN 978-4-8347-3235-1

折り紙で作る、暮らしに役立つ箱、
ぽち袋、お菓子包み、鍋敷き、
コースターなどを詳しい折り方の
解説付きで掲載。

6/27発売6/16発売 定価：1260円 雑誌コード：12045-07

4910120450714　01200

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

エクステリア＆ガーデン2011年夏号エクステリア＆ガーデン2011年夏号エクステリア＆ガーデン2011年夏号エクステリア＆ガーデン2011年夏号 巻頭特集：リビングガーデン、節
電・節水対策、リフォーム、テラ
ス、門まわり、洋風な庭など素敵
な庭づくりのアイデアが満載

6/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-07

4910078930719  01886

NOW
PRINTING

風景写真　2011年7・8月号風景写真　2011年7・8月号風景写真　2011年7・8月号風景写真　2011年7・8月号 口絵：盛夏＆夏の風景
特集：バリエーション撮影術

6/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-08

4910125130819  00848

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

6/7発売 定価：830円 雑誌コード：09647-07 6/15発売

レディブティック2011年7月号レディブティック2011年7月号レディブティック2011年7月号レディブティック2011年7月号 特集：　夏に欲しい服、注目の白
の服、紫外線対策に役立つ羽織
もの、痩せたと言われる着こなし
術、夏服の部分縫いなど

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

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年8月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年8月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年8月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年8月号
表紙：岩出和也
特集：岩出和也

レディブティックシリーズ№3235レディブティックシリーズ№3235レディブティックシリーズ№3235レディブティックシリーズ№3235

改訂版　フェルトで作るおままごとこもの改訂版　フェルトで作るおままごとこもの改訂版　フェルトで作るおままごとこもの改訂版　フェルトで作るおままごとこもの

定価：945円 雑誌コード：69677-35

レディブティックシリーズ№3234レディブティックシリーズ№3234レディブティックシリーズ№3234レディブティックシリーズ№3234

ヨーロピアンフォークアートヨーロピアンフォークアートヨーロピアンフォークアートヨーロピアンフォークアート

定価：1500円 雑誌コード：69677-34

4910096470716  00790 ISBN 978-4-8347-3234-4

NOW
PRINTING

トールペイントの王道である「ヨー
ロピアンフォークアート」の７通りの
手法を１７人の作家の手によって
描く。豊富な作品とくわしい描き方
が満載。

NOW
PRINTING

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

定価：840円

ISBN 978-4-8347-3241-2

ISBN 978-4-8347-3240-5

レディブティックシリーズ№3239レディブティックシリーズ№3239レディブティックシリーズ№3239レディブティックシリーズ№3239

改訂版　和風エコクラフト手芸改訂版　和風エコクラフト手芸改訂版　和風エコクラフト手芸改訂版　和風エコクラフト手芸

ISBN 978-4-8347-3239-9

ISBN 978-4-8347-3238-2

雑誌コード：69677-39

和のテイストにこだわり、あじろ編
みやよろい編みで編んだ雑貨小
物を紹介。収納かご、文箱、ティッ
シュボックス、フォトフレーム、髪飾
りなど多数掲載。

6/28発売

6/28発売

6/28発売

6/15発売

雑誌コード：69677-40

雑誌コード：69677-41

一枚でさらりと着たり、パンツやレ
ギンスを合わせたりと着こなしが
楽しめるワンピースとチュニックの
作品集。優しい着心地と洗練され
たシルエットを提案。

デコ作品とそのハウツーをまとめ
た一冊。ラインストーン中心のキラ
キラ系、盛りデコ、スイーツデコな
どのジャンル別、色別、テイスト別
に掲載。好みのデコが必ず見つか
る！

定価：945円

定価：945円

レディブティックシリーズ№3240レディブティックシリーズ№3240レディブティックシリーズ№3240レディブティックシリーズ№3240

DECOデザインコレクション Vol.3DECOデザインコレクション Vol.3DECOデザインコレクション Vol.3DECOデザインコレクション Vol.3

レディブティックシリーズ№3241レディブティックシリーズ№3241レディブティックシリーズ№3241レディブティックシリーズ№3241

大人のワンピース＆チュニック大人のワンピース＆チュニック大人のワンピース＆チュニック大人のワンピース＆チュニック

6/15発売 定価：940円 雑誌コード：69677-33

ISBN 978-4-8347-3233-7

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3233レディブティックシリーズ№3233レディブティックシリーズ№3233レディブティックシリーズ№3233

畳へりのバッグと小物畳へりのバッグと小物畳へりのバッグと小物畳へりのバッグと小物
日本の伝統素材の畳のへりを
使ったバッグと小物を紹介。軽くて
丈夫で趣き深い素材と色を生か
し、お洒落でモダンな作品を４４点
掲載。

6/23発売 定価：945円 雑誌コード：07226-07

4910072260713　00900

6/3発売 定価：990円 雑誌コード：69677-32

NOW
PRINTING

野菜日記 vol.2野菜日記 vol.2野菜日記 vol.2野菜日記 vol.2
（エクステリア＆ガーデン2011年夏号増刊）（エクステリア＆ガーデン2011年夏号増刊）（エクステリア＆ガーデン2011年夏号増刊）（エクステリア＆ガーデン2011年夏号増刊）

特集：農薬派？無農薬派？今こそ
病害虫から野菜を守る！、家族み
んなで野菜づくり、今から始める
秋冬野菜、夏野菜の保存食

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3232レディブティックシリーズ№3232レディブティックシリーズ№3232レディブティックシリーズ№3232

縁起もののあみぐるみ縁起もののあみぐるみ縁起もののあみぐるみ縁起もののあみぐるみ
招き猫やダルマ、フクロウ、カエ
ル、十二支など縁起のよいモチー
フのあみぐるみ集。置物やストラッ
プ、がま口、つるし飾りなど、ほの
ぼのと可愛い小物を５１点紹介。ISBN 978-4-8347-3232-0

ネイルマスターBOOK 2011年版ネイルマスターBOOK 2011年版ネイルマスターBOOK 2011年版ネイルマスターBOOK 2011年版
（ネイルUP！2011年7月号増刊）（ネイルUP！2011年7月号増刊）（ネイルUP！2011年7月号増刊）（ネイルUP！2011年7月号増刊）

2011年最旬ネイルのテクニックと
デザイン集。カリスマネイリストの
テクニックから初心者向けテクま
で満載。ネイル検定対策にも対応
しています。

4910120450714　01200

定価：945円 雑誌コード：12046-07

4910120460713　00900

㈱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
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）　FAX: 03(3234)2135(販売部直通）

TEL:                        FAX:
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6月発売2011年6月発売2011年6月発売2011年6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

6/28発売 定価：1260円 雑誌コード：69677-42

ISBN 978-4-8347-3242-9

ISBN 978-4-8347-5954-9

ブティックムック№954ブティックムック№954ブティックムック№954ブティックムック№954
改訂版まんが改訂版まんが改訂版まんが改訂版まんが

こどもに伝えたい大切なこと100こどもに伝えたい大切なこと100こどもに伝えたい大切なこと100こどもに伝えたい大切なこと100

6/27発売 定価：900円 雑誌コード：62453-54

レディブティックシリーズ№3243レディブティックシリーズ№3243レディブティックシリーズ№3243レディブティックシリーズ№3243

ウルトラマンおりがみウルトラマンおりがみウルトラマンおりがみウルトラマンおりがみ

ブティックムック№953ブティックムック№953ブティックムック№953ブティックムック№953

ゆかた日和ゆかた日和ゆかた日和ゆかた日和

新作浴衣と初心者でも着られる着
付け＆帯結びの方法を紹介。浴
衣のテイスト別コーディネイトや小
物カタログ、ヘアアレンジ、手作り
小物などの浴衣をかわいく着こな
す情報が満載。

6/23発売 定価：840円 雑誌コード：62453-53

ISBN 978-4-8347-5953-2

日本に古くから伝わることわざや
大人になってからもよく使うことわ
ざを楽しい４コマまんがと丁寧な解
説で紹介。楽しく読めて、為になる
一冊。

子どもにとって大切なことを漫画
家のよだひでき氏が楽しい漫画で
わかりやすく紹介。日常生活での
マナー、友達や先生との付き合い
方、危険な目にあわせないための
コツなどを解説。

雑誌コード：69677-43

ビーズを通した糸をかぎ針で編ん
でいくビーズクロッシェの作品集。
ビーズの輝きと糸のしなやかさが
上品に調和したアクセサリーを紹
介。

12名の作家が正方形、長方形の
ピースをはぎあせて作るパッチ
ワークの作品集。バッグ、ポーチ、
クッションカバー、キルトなどを47
点紹介。

ブティックムック№955ブティックムック№955ブティックムック№955ブティックムック№955

改訂版4コマまんがでわかることわざ158改訂版4コマまんがでわかることわざ158改訂版4コマまんがでわかることわざ158改訂版4コマまんがでわかることわざ158

幅広い世代に人気のヒーローウ
ルトラマンとウルトラ兄弟やバルタ
ン星人などの折り方を紹介。オリ
ジナルプリントおりがみが付いて
います。

レディブティックシリーズ№3245レディブティックシリーズ№3245レディブティックシリーズ№3245レディブティックシリーズ№3245

ビーズクロッシェのアクセサリービーズクロッシェのアクセサリービーズクロッシェのアクセサリービーズクロッシェのアクセサリー

雑誌コード：69677-45

ISBN 978-4-8347-5956-3

レディブティックシリーズ№3244レディブティックシリーズ№3244レディブティックシリーズ№3244レディブティックシリーズ№3244

四角つなぎで作るパッチワーク四角つなぎで作るパッチワーク四角つなぎで作るパッチワーク四角つなぎで作るパッチワーク

ISBN 978-4-8347-3243-6

6/27発売 定価：900円 雑誌コード：62453-55

ISBN 978-4-8347-5955-6

定価：1260円6/28発売

雑誌コード：62453-56定価：1500円

人気シリーズの第二弾！ボカロ曲
の作り方や最新ソフトの紹介。人
気のボカロＰのインタビューや曲
の紹介。バンドスコアやギター譜、
ピアノ譜を多数掲載。

ブティックムック№956ブティックムック№956ブティックムック№956ブティックムック№956

Gekkayo ボーカロイドfan Vol.2Gekkayo ボーカロイドfan Vol.2Gekkayo ボーカロイドfan Vol.2Gekkayo ボーカロイドfan Vol.2

6/27発売定価：1260円

ISBN 978-4-8347-3245-0

6/28発売

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

6/28発売 定価：1050円 雑誌コード：69677-44

ISBN 978-4-8347-3244-3

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

レディブティックシリーズ№3242レディブティックシリーズ№3242レディブティックシリーズ№3242レディブティックシリーズ№3242

ステッチ・ビーズ織りで楽しむステッチ・ビーズ織りで楽しむステッチ・ビーズ織りで楽しむステッチ・ビーズ織りで楽しむ
デリカビーズのアクセサリー＆こものデリカビーズのアクセサリー＆こものデリカビーズのアクセサリー＆こものデリカビーズのアクセサリー＆こもの

ビーズステッチとビーズ織りのテク
ニックで作るアクセサリーとこもの
の本。ネックレス、リング、ストラッ
プ、ヘアアクセサリー、カードケー
スなど満載。

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

介。

人気のヘンプを使ったアクセサ
リー集。ビーズ、シルバーパーツ、
メタルパーツ等を使いバリエーショ
ン豊かなアクセサリーを楽しめる。
基本の結び方も分かりやすく写真
解説。

夏休みの工作向け貯金箱の作り
方を紹介。しかけが付いたアイデ
ア貯金箱、ペットボトルや牛乳パッ
クで作るリサイクル貯金箱などを
掲載。

４～５歳向け。楽しみながら絵を描
くことが好きになる知育本。絵本
のようなストーリー展開で、動物や
日用品など身近な題材をなぞって
描ける一冊。

２～３歳向け。楽しみながら絵を描
くことが好きになる知育本。線や
丸、三角など簡単な図形を組み合
わせて身近な題材をなぞって描け
る一冊。

人気作家なかさこ氏による遊び絵
本。ももたろう、グリム童話、３びき
のこぶた、さるかに合戦など誰も
が知っているテーマの絵遊びが
いっぱい。

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-5956-3

定価：1155円

6/9発売 定価：500円 雑誌コード：67699-76

ISBN 978-4-8347-6576-2

プチブティックシリーズ№576プチブティックシリーズ№576プチブティックシリーズ№576プチブティックシリーズ№576

改訂版　ヘンプの手作りアクセサリー2改訂版　ヘンプの手作りアクセサリー2改訂版　ヘンプの手作りアクセサリー2改訂版　ヘンプの手作りアクセサリー2

ISBN 978-4-8347-5958-7

ブティックムック№958ブティックムック№958ブティックムック№958ブティックムック№958

筆ペンイラスト練習帖筆ペンイラスト練習帖筆ペンイラスト練習帖筆ペンイラスト練習帖
ブティックムック№950ブティックムック№950ブティックムック№950ブティックムック№950

めいろ・えさがし・まちがいさがしめいろ・えさがし・まちがいさがしめいろ・えさがし・まちがいさがしめいろ・えさがし・まちがいさがし

ISBN 978-4-8347-3246-7

6/23発売 雑誌コード：62453-50

ISBN 978-4-8347-5950-1

雑誌コード：62453-58

手紙やカードに添えて描きたくな
るようなかわいいイラストを描き方
と共に紹介。ボールペンで気軽
に、誰にでも描けるように詳しいポ
イントを掲載しています。

ピアノ譜を多数掲載。

ブティックムック№957ブティックムック№957ブティックムック№957ブティックムック№957
かわいいがいっぱい！ボールペンでイラストかわいいがいっぱい！ボールペンでイラストかわいいがいっぱい！ボールペンでイラストかわいいがいっぱい！ボールペンでイラスト

筆ペンで簡単に描ける本格イラス
トを紹介。暑中見舞いやラッピング
などに添えて描きたい動物や食べ
物などのモチーフを詳しい描き方
と共に掲載。

雑誌コード：62453-57

レディブティックシリーズ№3246レディブティックシリーズ№3246レディブティックシリーズ№3246レディブティックシリーズ№3246

しかけがいっぱいの手作り貯金箱しかけがいっぱいの手作り貯金箱しかけがいっぱいの手作り貯金箱しかけがいっぱいの手作り貯金箱

6/28発売

6/28発売 定価：1155円

ISBN 978-4-8347-5957-0

6/28発売 定価：840円

6/23発売 定価：890円 雑誌コード：62453-51

ブティックムック№951ブティックムック№951ブティックムック№951ブティックムック№951

改訂版　3歳のなぞりおえかき改訂版　3歳のなぞりおえかき改訂版　3歳のなぞりおえかき改訂版　3歳のなぞりおえかき

定価：990円

ISBN 978-4-8347-3245-0

雑誌コード：69677-46

ISBN 978-4-8347-5952-5

雑誌コード：62453-52

ブティックムック№952ブティックムック№952ブティックムック№952ブティックムック№952
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