
　　　　　　　　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8月発売2011年8月発売2011年8月発売2011年8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

Cotton friend 2011年秋号Cotton friend 2011年秋号Cotton friend 2011年秋号Cotton friend 2011年秋号 特集：NANATONE青木めぐみさん
の７タイプのローウエストワンピー
ス、肌ざわりのいいガーゼで作る
服、ちいさな布で作る雑貨8/6発売 定価：840円 雑誌コード：13625-09

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9月号レディブティック2011年9月号レディブティック2011年9月号レディブティック2011年9月号 特集：　実物大型紙付き、１つの型
紙をアレンジで３着の服。季節の
変わり目のコーディネイト提案。製
図付、晩夏から初秋に欲しい服。

Now
Printing

輝くミセスの秋冬服輝くミセスの秋冬服輝くミセスの秋冬服輝くミセスの秋冬服
(レディブティック9月号増刊）(レディブティック9月号増刊）(レディブティック9月号増刊）(レディブティック9月号増刊）

ミセスのタウンスタイルを中心とし
た秋冬服を紹介。ワンピース、ジャ
ケット、ブラウス、ベスト、パンツ、
コートなどすべて作り方解説つき。8/6発売 定価：830円 雑誌コード：09647-09 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：09648-09

4910096470914  00790 4910096480913　00943

Now
Printing

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年10月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年10月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年10月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2011年10月号 表紙：上杉香緒里
巻頭特集 若山かずさイベント、城
之内早苗、他

Now
Printing

シックにカジュアルに和服のリフォームシックにカジュアルに和服のリフォームシックにカジュアルに和服のリフォームシックにカジュアルに和服のリフォーム
(レディブティック10月号増刊）(レディブティック10月号増刊）(レディブティック10月号増刊）(レディブティック10月号増刊）

レディブティック既刊掲載人気作
品集。着物や着物の端切れ、反
物、帯などを利用して作るワン
ピース、ツーピース、ジャケット、ブ
ラウスなどのアイテムを紹介。

8/20発売 定価：890円 雑誌コード：12513-10 8/29発売 定価：990円 雑誌コード：09648-10

4910125131014  00848 4910096481019　00943

Now
Printing

風景写真　2011年9・10月号風景写真　2011年9・10月号風景写真　2011年9・10月号風景写真　2011年9・10月号 特集：紅葉＆秋の風景
技法特集 被写体や条件が思い通
りにならないときのプロのアイデア

Now
Printing

小さなこどもたちの毎日の服小さなこどもたちの毎日の服小さなこどもたちの毎日の服小さなこどもたちの毎日の服
（こどもブティックCUCITO2011年秋号増刊）（こどもブティックCUCITO2011年秋号増刊）（こどもブティックCUCITO2011年秋号増刊）（こどもブティックCUCITO2011年秋号増刊）

８０～９０ｃｍサイズのこども服と小
物の作り方を写真とイラストで解
説。ワンピース、チュニック、スカー
ト、パンツ、パーカーなど豊富に紹
介。実物大型紙付き。

8/20発売 定価：1980円 雑誌コード：07893-09 8/17発売 定価：945円 雑誌コード：03908-09

4910078930917  01886 4910039080910　00900

Now
Printing

ネイルUP！特別編集ネイルUP！特別編集ネイルUP！特別編集ネイルUP！特別編集
全国ネイルサロンオーダーＢＯＯＫ2012年版全国ネイルサロンオーダーＢＯＯＫ2012年版全国ネイルサロンオーダーＢＯＯＫ2012年版全国ネイルサロンオーダーＢＯＯＫ2012年版

（ネイルUP！2011年9月号増刊）（ネイルUP！2011年9月号増刊）（ネイルUP！2011年9月号増刊）（ネイルUP！2011年9月号増刊）
表紙：　スザンヌ
特集：　新作ネイルカタログ、日本
全国ネイルサロン大公開、サロン
攻略情報がいっぱい!

8/29発売 定価：1050円 雑誌コード：07226-09

ブティック社ブティック社ブティック社ブティック社 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

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3　 ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通） TEL

FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通） FAX

服、ちいさな布で作る雑貨
4910136250919　00800

攻略情報がいっぱい!
4910072260911　01000

FEMALE（フィーメィル）2011年秋号FEMALE（フィーメィル）2011年秋号FEMALE（フィーメィル）2011年秋号FEMALE（フィーメィル）2011年秋号
特集：ボトム特集 パンツ・スカー
ト・キュロットの詳しい作り方！、今
すぐ作って着たいジャケット、初め
てのロックミシン９０分でおしゃれ
なカットソー

Now
Printing

野菜日記 vol.3野菜日記 vol.3野菜日記 vol.3野菜日記 vol.3
（エクステリア＆ガーデン2011年秋号増刊）（エクステリア＆ガーデン2011年秋号増刊）（エクステリア＆ガーデン2011年秋号増刊）（エクステリア＆ガーデン2011年秋号増刊）

特集：　冬越し野菜づくり・秋野菜
の作り方、年内にするべき畑仕
事、美味しい秋冬野菜料理、保存
食研究会　など

8/12発売 定価：840円 雑誌コード：07757-09 9/3発売 定価：945円 雑誌コード：12046-10

4910077570916　00800 4910120461017　00900

こどもブティックCUCITO 2011年秋号こどもブティックCUCITO 2011年秋号こどもブティックCUCITO 2011年秋号こどもブティックCUCITO 2011年秋号
特集：秋のカジュアルウエア、家庭
用ミシンでニットホームソーイン
グ、家族で楽しむウィークエンドの
ワードローブ、秋のベビーウエア
＆お出かけこもの

レディブティックシリーズ№3236レディブティックシリーズ№3236レディブティックシリーズ№3236レディブティックシリーズ№3236

LOVE-COS ～ラブコスLOVE-COS ～ラブコスLOVE-COS ～ラブコスLOVE-COS ～ラブコス
コスプレイヤースナップ、人気のア
ニメキャラのコスプレ特集、ショッ
プやグッズ情報、小道具使いやメ
イク術、服の作り方など情報満
載。

8/27発売 定価：880円 雑誌コード：03907-10 8/23発売 定価：1500円 雑誌コード：69677-36

4910039071017　00838 ISBN 978-4-8347-3236-8

Now
Printing

ビーズfriend2011年秋号ビーズfriend2011年秋号ビーズfriend2011年秋号ビーズfriend2011年秋号
表紙：木村多江
特集：編んで作るアクセサリー、
一日で作るトレンドアイテム、人気
アーティスト7人が作るバラモチー
フ、ハロウィンモチーフなど

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3247レディブティックシリーズ№3247レディブティックシリーズ№3247レディブティックシリーズ№3247

秋冬*ミセス　手編みコレクション10秋冬*ミセス　手編みコレクション10秋冬*ミセス　手編みコレクション10秋冬*ミセス　手編みコレクション10
秋冬のミセス向き手編みニット作
品集。着やすいベーシックなベスト
から流行を取り入れたチュニック、
上品なカーディガンやお洒落な小
物まで編み方付きで４２点掲載。

8/27発売 定価：700円 雑誌コード：17669-10 9/5発売 定価：990円 雑誌コード：69677-47

4910176691017　00667 ISBN 978-4-8347-3247-4

FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通） 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 2011年8月発売2011年8月発売2011年8月発売2011年8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

レディブティックシリーズ№3248レディブティックシリーズ№3248レディブティックシリーズ№3248レディブティックシリーズ№3248

秋冬大人のニット秋冬大人のニット秋冬大人のニット秋冬大人のニット
ミセス世代の為の秋冬ニットの作
品集。かぎ針編み、棒針編みのベ
スト、プルオーバー、ジャケット、ポ
ンチョ、ボレロなど掲載。

レディブティックシリーズ№3274レディブティックシリーズ№3274レディブティックシリーズ№3274レディブティックシリーズ№3274

粘土でつくるスイーツスペシャル粘土でつくるスイーツスペシャル粘土でつくるスイーツスペシャル粘土でつくるスイーツスペシャル
ケーキ、マカロン、パフェなどの洋
菓子から和菓子まで、１５０種類を
掲載した粘土で作るスイーツの決
定版。スイーツモチーフからアクセ
サリー、雑貨など豊富に紹介。

9/3発売 定価：990円 雑誌コード：69677-48 8/4発売 定価：990円 雑誌コード：69677-74

ISBN 978-4-8347-3248-1 ISBN 978-4-8347-3274-0

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3249レディブティックシリーズ№3249レディブティックシリーズ№3249レディブティックシリーズ№3249
おばあちゃまのためのすてきな手編み秋冬おばあちゃまのためのすてきな手編み秋冬おばあちゃまのためのすてきな手編み秋冬おばあちゃまのためのすてきな手編み秋冬

ハイミセスの方におすすめの棒
針・かぎ針の手編みニット集。コー
ディネートしやすいベスト、おしゃ
れなプルオーバー、ケープ、ショー
ルなどを掲載。

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3275レディブティックシリーズ№3275レディブティックシリーズ№3275レディブティックシリーズ№3275

くらしの絵てがみ百科くらしの絵てがみ百科くらしの絵てがみ百科くらしの絵てがみ百科
貼り絵やちぎり絵、押し花、消しゴ
ムはんこ、マスキングテープ、水彩
色鉛筆などを使った、暑中見舞い
や年賀状、グリーティングカードを
紹介。

9/3発売 定価：990円 雑誌コード：69677-49 8/2発売 定価：990円 雑誌コード：69677-75

ISBN 978-4-8347-3249-8 ISBN 978-4-8347-3275-7

レディブティックシリーズ№3250レディブティックシリーズ№3250レディブティックシリーズ№3250レディブティックシリーズ№3250

1・2・3・4玉で編めるミセスのこもの1・2・3・4玉で編めるミセスのこもの1・2・3・4玉で編めるミセスのこもの1・2・3・4玉で編めるミセスのこもの

少ない毛糸で編める小物集。1玉
で編むミニストール、2玉で編むス
ヌードや帽子、3玉で編むベレー
帽、4玉で編むケープ＆マーガレッ
トなど気軽に始められる作品が
いっぱい。

レディブティックシリーズ№3276レディブティックシリーズ№3276レディブティックシリーズ№3276レディブティックシリーズ№3276

今作って着たい大人の服今作って着たい大人の服今作って着たい大人の服今作って着たい大人の服
簡単に作れてちょっとお洒落な感
じが嬉しい、大人の女性の服を紹
介。ブラウス、チュニック、ワンピー
スなどを３２点掲載。9/3発売 定価：945円 雑誌コード：69677-50 8/4発売 定価：990円 雑誌コード：69677-76

ISBN 978-4-8347-3250-4 ISBN 978-4-8347-3276-4

レディブティックシリーズ№3260レディブティックシリーズ№3260レディブティックシリーズ№3260レディブティックシリーズ№3260

冬のお気に入りニットこもの冬のお気に入りニットこもの冬のお気に入りニットこもの冬のお気に入りニットこもの
かぎ針と棒針を使って編む、かわ
いいニット小物の作品集。マフ
ラー、帽子、スヌードなど気軽に使
えるアイテムを多数掲載。今年注
目のファーヤーンの作品も紹介。

レディブティックシリーズ№3277レディブティックシリーズ№3277レディブティックシリーズ№3277レディブティックシリーズ№3277

革とレースで作るアクセサリー革とレースで作るアクセサリー革とレースで作るアクセサリー革とレースで作るアクセサリー
革の端切れや余った布で作れるロ
マンチックなアクセサリーたち。初
心者でも簡単にできるものを多数
掲載。革のハンドメイドを手軽に始
めてみたい人にオススメ。

9/5発売 定価：800円 雑誌コード：69677-60 8/9発売 定価：950円 雑誌コード：69677-77

ブティック社ブティック社ブティック社ブティック社 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

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3　 ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通） TEL

FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通） FAX

目のファーヤーンの作品も紹介。 めてみたい人にオススメ。ISBN 978-4-8347-3260-3 ISBN 978-4-8347-3277-1

レディブティックシリーズ№3271レディブティックシリーズ№3271レディブティックシリーズ№3271レディブティックシリーズ№3271

旬の手編み　スヌード・ケープ・ポンチョ旬の手編み　スヌード・ケープ・ポンチョ旬の手編み　スヌード・ケープ・ポンチョ旬の手編み　スヌード・ケープ・ポンチョ

旬の着こなしが楽しめる人気アイ
テムのスヌード、ケープ、ポンチョ
４０点。一重で巻いたり二重で巻
いたり、ベストにしたりと２ＷＡＹ、３
ＷＡＹで使えるデザインがいっぱ
い。

レディブティックシリーズ№3278レディブティックシリーズ№3278レディブティックシリーズ№3278レディブティックシリーズ№3278

ポケモンおりがみポケモンおりがみポケモンおりがみポケモンおりがみ

ピカチュウ、サトシ、ツタージャ、ポ
カブ、ミジュマル、チラーミィ、タブ
ンネ、ヒヒダルマ、ヤナップ、メグロ
コ、シキジカ、ミネズミ、キバコなど
ポケモンのキャラクターが折れま
す。

9/3発売 定価：840円 雑誌コード：69677-71 8/18発売 定価：950円 雑誌コード：69677-78

ISBN 978-4-8347-3271-9 ISBN 978-4-8347-3278-8
レディブティックシリーズ№3272レディブティックシリーズ№3272レディブティックシリーズ№3272レディブティックシリーズ№3272

90ｃｍ+110ｃｍ90ｃｍ+110ｃｍ90ｃｍ+110ｃｍ90ｃｍ+110ｃｍ
こどもの手編みスタイルこどもの手編みスタイルこどもの手編みスタイルこどもの手編みスタイル

棒針編みとかぎ針編みでできる、
ウエアと小物を計41点掲載。90ｃ
ｍと110ｃｍサイズにて展開。シン
プルなデザイン、男女ペアのウエ
ア、女の子のウエアなど満載。

レディブティックシリーズ№3279レディブティックシリーズ№3279レディブティックシリーズ№3279レディブティックシリーズ№3279

とっておきの手作りスカートとっておきの手作りスカートとっておきの手作りスカートとっておきの手作りスカート
かわいいスカートの作品集。初心
者でも作りやすく、着回しがきく便
利なアイテムがいっぱい。流行の
ロングやバルーン、トレンチ風な
ど。

9/2発売 定価：990円 雑誌コード：69677-72 8/16発売 定価：950円 雑誌コード：69677-79

ISBN 978-4-8347-3272-6 ISBN 978-4-8347-3279-5

レディブティックシリーズ№3273レディブティックシリーズ№3273レディブティックシリーズ№3273レディブティックシリーズ№3273

手編みでおしゃれ　やさしいニット手編みでおしゃれ　やさしいニット手編みでおしゃれ　やさしいニット手編みでおしゃれ　やさしいニット
気軽に編みやすく、お洒落な秋冬
ニット。極太糸を使用したり、袖付
けがなかったり、挑戦しやすいデ
ザインのウエアを多数掲載。

レディブティックシリーズ№3280レディブティックシリーズ№3280レディブティックシリーズ№3280レディブティックシリーズ№3280

おしゃれな切り紙あそびおしゃれな切り紙あそびおしゃれな切り紙あそびおしゃれな切り紙あそび
切り紙作家・桜まあちさんの作品
集。ディズニーキャラクターとオリ
ジナルモチーフのおしゃれな切り
紙が楽しめる。ニモやトイストー
リーなども初登場。

9/2発売 定価：990円 雑誌コード：69677-73 8/16発売 定価：900円 雑誌コード：69677-80

ISBN 978-4-8347-3273-3 ISBN 978-4-8347-3280-1

FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通） 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 2011年8月発売2011年8月発売2011年8月発売2011年8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№3281レディブティックシリーズ№3281レディブティックシリーズ№3281レディブティックシリーズ№3281

改訂版　和布で作るバッグと小物改訂版　和布で作るバッグと小物改訂版　和布で作るバッグと小物改訂版　和布で作るバッグと小物

手さげバッグ、トートバッグ、グラ
ニーバッグ、斜めがけショルダー、
エコバッグなど和装にも合わせら
れるおしゃれで使いやすいデザイ
ンが満載。巾着やポーチなどの小
物も充実。

レディブティックシリーズ№3288レディブティックシリーズ№3288レディブティックシリーズ№3288レディブティックシリーズ№3288

男の子のあそべる折り紙男の子のあそべる折り紙男の子のあそべる折り紙男の子のあそべる折り紙
ヒコーキやコマ、輪投げ、しゅりけ
ん、紙鉄砲、ピョンピョンかえるな
ど、男の子が遊べる折り紙を、詳
しい折り方解説つきで紹介。

8/18発売 定価：945円 雑誌コード：69677-81 8/29発売 定価：945円 雑誌コード：69677-88

ISBN 978-4-8347-3281-8 ISBN 978-4-8347-3288-7

レディブティックシリーズ№3282レディブティックシリーズ№3282レディブティックシリーズ№3282レディブティックシリーズ№3282

牛乳パックの布箱とこもの牛乳パックの布箱とこもの牛乳パックの布箱とこもの牛乳パックの布箱とこもの
牛乳パックと布を使って作る箱と
小物の作品集。四角形や長方形、
ハート型、引き出し付きなど様々
な形の箱とパスポートカバーなど
の小物を56点紹介。

レディブティックシリーズ№3289レディブティックシリーズ№3289レディブティックシリーズ№3289レディブティックシリーズ№3289

女の子のあそべる折り紙女の子のあそべる折り紙女の子のあそべる折り紙女の子のあそべる折り紙
お花、指輪、ブローチ、ペンダン
ト、洋服、箱、おままごと道具な
ど、女の子が遊べる折り紙を詳し
い折り方解説つきで紹介。

8/23発売 定価：945円 雑誌コード：69677-82 8/29発売 定価：945円 雑誌コード：69677-89

ISBN 978-4-8347-3282-5 ISBN 978-4-8347-3289-4

レディブティックシリーズ№3283レディブティックシリーズ№3283レディブティックシリーズ№3283レディブティックシリーズ№3283

くすだま折りの花 No.2くすだま折りの花 No.2くすだま折りの花 No.2くすだま折りの花 No.2
ナデシコ、沈丁花、パッションフラ
ワー、ジャスミン、くちなし、かすみ
草、バラなどくす玉折りの技法で
かわいい花が折れる折り紙集。

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3290レディブティックシリーズ№3290レディブティックシリーズ№3290レディブティックシリーズ№3290

はじめて作るディズニービーズモチーフはじめて作るディズニービーズモチーフはじめて作るディズニービーズモチーフはじめて作るディズニービーズモチーフ
佐々木公子さんのビーズ作品集。
ミッキー、ミニー、ドナルド、チップ
とデールなど初心者でも作りたい
ディズニーキャラクターを詳しい写
真プロセス解説と製図で紹介。

8/26発売 定価：990円 雑誌コード：69677-83 8/29発売 定価：900円 雑誌コード：69677-90

ISBN 978-4-8347-3283-2 ISBN 978-4-8347-3290-0

レディブティックシリーズ№3284レディブティックシリーズ№3284レディブティックシリーズ№3284レディブティックシリーズ№3284
出口むつみの季節と暮らすトールペイント出口むつみの季節と暮らすトールペイント出口むつみの季節と暮らすトールペイント出口むつみの季節と暮らすトールペイント

優しくかわいらしい作品が魅力
の、出口むつみのトールペイント
集。バスケットやティッシュケース
などの生活雑貨へのペイントを描
き方と共に掲載。

レディブティックシリーズ№3291レディブティックシリーズ№3291レディブティックシリーズ№3291レディブティックシリーズ№3291

上品な女の子の服上品な女の子の服上品な女の子の服上品な女の子の服
どこへ着て行っても好感度な女の
子用の手作りこども服。ふだん着
からお出かけ用ワンピース、発表
会のドレスなど人気のデザインで
がいっぱい。

8/23発売 定価：1300円 雑誌コード：69677-84 8/29発売 定価：945円 雑誌コード：69677-91

ブティック社ブティック社ブティック社ブティック社 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

〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3　 ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通） TEL

FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通） FAX

き方と共に掲載。 がいっぱい。ISBN 978-4-8347-3284-9 ISBN 978-4-8347-3291-7

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3285レディブティックシリーズ№3285レディブティックシリーズ№3285レディブティックシリーズ№3285

改訂版　手作りの布バッグ改訂版　手作りの布バッグ改訂版　手作りの布バッグ改訂版　手作りの布バッグ
デザインや使い勝手にもこだわっ
たバッグの作品集。ソーイング初
心者の方にもおすすめの直線縫
いで出来るデザインを多数紹介。

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3292レディブティックシリーズ№3292レディブティックシリーズ№3292レディブティックシリーズ№3292
ディズニー消しゴムはんこ図案集ディズニー消しゴムはんこ図案集ディズニー消しゴムはんこ図案集ディズニー消しゴムはんこ図案集

人気の消しゴムはんこのディズ
ニーキャラクターの図案集。ミッ
キー＆ミニー、プーさん、スティッ
チ、チップとデール、ニモ、アリス、
シンデレラなど豊富に紹介。

8/26発売 定価：945円 雑誌コード：69677-85 8/29発売 定価：900円 雑誌コード：69677-92

ISBN 978-4-8347-3285-6 ISBN 978-4-8347-3292-4

レディブティックシリーズ№3286レディブティックシリーズ№3286レディブティックシリーズ№3286レディブティックシリーズ№3286

脳活性手芸全書脳活性手芸全書脳活性手芸全書脳活性手芸全書
脳を活性してくれる、折り紙、和小
物、つるし飾りなどの手芸を多数
掲載。わかりやすい解説つきなの
で、初心者でも安心して作れま
す。

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3293レディブティックシリーズ№3293レディブティックシリーズ№3293レディブティックシリーズ№3293

和布のパッチワーク和布のパッチワーク和布のパッチワーク和布のパッチワーク

日本古来の布を生かした和布の
パッチワーク集。絣、大島紬、ちり
めんなど着物地の余り布を利用し
て、袋物やインテリア小物、座布
団やブックカバーなどが作れま
す。

8/26発売 定価：990円 雑誌コード：69677-86 9/2発売 定価：1050円 雑誌コード：69677-93

ISBN 978-4-8347-3286-3 ISBN 978-4-8347-3293-1

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3287レディブティックシリーズ№3287レディブティックシリーズ№3287レディブティックシリーズ№3287
ルースパーツ、ルースビーズで作るルースパーツ、ルースビーズで作るルースパーツ、ルースビーズで作るルースパーツ、ルースビーズで作る

大人のアクセサリー大人のアクセサリー大人のアクセサリー大人のアクセサリー

コードの間にテグスでビーズを編
みこんだルースパーツを使って作
るアクセサリー。重ねずけが楽し
めたり、ボリュームのある仕上がり
が特徴。ブレスレットを中心に３４
デザイン紹介。

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3294レディブティックシリーズ№3294レディブティックシリーズ№3294レディブティックシリーズ№3294

和柄を楽しむ手作りの服和柄を楽しむ手作りの服和柄を楽しむ手作りの服和柄を楽しむ手作りの服
多彩な和柄の布地を使って作る服
を紹介。人気のチュニック、ワン
ピース、ツーピース、ホームウエア
などデザイン豊富に掲載。実物大
型紙付き。

8/29発売 定価：840円 雑誌コード：69677-87 9/2発売 定価：990円 雑誌コード：69677-94

ISBN 978-4-8347-3287-0 ISBN 978-4-8347-3294-8

FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通） 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 2011年8月発売2011年8月発売2011年8月発売2011年8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

レディブティックシリーズ№3296レディブティックシリーズ№3296レディブティックシリーズ№3296レディブティックシリーズ№3296
NANATONEのおしゃれBOOKNANATONEのおしゃれBOOKNANATONEのおしゃれBOOKNANATONEのおしゃれBOOK

ソーイングバリエーションソーイングバリエーションソーイングバリエーションソーイングバリエーション

ナナトーンが提案するおしゃれな
ソーイングＢＯＯＫ。１０パターンか
らのアレンジとお気に入りの布地
でバリエーションが楽しめます。着
こなし術や秘密のコラムも満載。

ブティックムック№969ブティックムック№969ブティックムック№969ブティックムック№969

パワーストーンコレクション525パワーストーンコレクション525パワーストーンコレクション525パワーストーンコレクション525
パワーストーン525種類の写真と
効果、組み合わせ方、ブレスレット
のデザインなどを紹介。恋愛運や
仕事運など効果別にわかりやすく
解説。

9/3発売 定価：1000円 雑誌コード：69677-96 9/2発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-69

ISBN 978-4-8347-3296-2 ISBN 978-4-8347-5969-3

レディブティックシリーズ№3297レディブティックシリーズ№3297レディブティックシリーズ№3297レディブティックシリーズ№3297

今編みたいニット秋冬今編みたいニット秋冬今編みたいニット秋冬今編みたいニット秋冬
旬のニットウエア、アウターニット、
伝統柄、エイジレスニット、メンズ
ニットを紹介。編み方基礎テクニッ
クブック付き。初級者から中級者
まで楽しめる一冊。

プチブティックシリーズ№577プチブティックシリーズ№577プチブティックシリーズ№577プチブティックシリーズ№577

ひとり暮らしのらくらくレシピひとり暮らしのらくらくレシピひとり暮らしのらくらくレシピひとり暮らしのらくらくレシピ
カレー、ハンバーグ、煮込み料理
などひとり暮らしの食生活を楽し
めるとっておきメニューを多数紹
介。詳しい解説付き。

8/29発売 定価：880円 雑誌コード：69677-97 8/26発売 定価：500円 雑誌コード：67699-77

ISBN 978-4-8347-3297-9 ISBN 978-4-8347-6577-9

レディブティックシリーズ№3298レディブティックシリーズ№3298レディブティックシリーズ№3298レディブティックシリーズ№3298
今すぐ編みたいキッズニット今すぐ編みたいキッズニット今すぐ編みたいキッズニット今すぐ編みたいキッズニット

サイズ８０ｃｍ９０ｃｍのキッズのため
の手編みウエアと小物の本。ポン
チョ、ベスト、カーディガン、マフ
ラー、帽子、ポシェットなど。ママとお
揃いで楽しめる作品も紹介。

Now
Printing

プチブティックシリーズ№578プチブティックシリーズ№578プチブティックシリーズ№578プチブティックシリーズ№578

毎日役立つ！園児のおべんとう毎日役立つ！園児のおべんとう毎日役立つ！園児のおべんとう毎日役立つ！園児のおべんとう
毎日悩む通園べんとうの簡単
でかわいいメニューをたっぷり
紹介。園児が大好きなおかず
がいっぱい。

9/5発売 定価：990円 雑誌コード：69677-98 9/2発売 定価：500円 雑誌コード：67699-78

ISBN 978-4-8347-3298-6 ISBN 978-4-8347-6578-6

Now
Printing

レディブティックシリーズ№3299レディブティックシリーズ№3299レディブティックシリーズ№3299レディブティックシリーズ№3299
秋冬に編みたいかごバッグとニットのバッグ秋冬に編みたいかごバッグとニットのバッグ秋冬に編みたいかごバッグとニットのバッグ秋冬に編みたいかごバッグとニットのバッグ

エコアンダリヤと毛糸を使って作る
バッグの作品集。ころんとしたフォ
ルムのマルシェバッグ、こま編み
のトート、編み込み模様のバッグ
など豊富に紹介。

プチブティックシリーズ№579プチブティックシリーズ№579プチブティックシリーズ№579プチブティックシリーズ№579
花モチーフの魔法のタワシ花モチーフの魔法のタワシ花モチーフの魔法のタワシ花モチーフの魔法のタワシ

食器洗いや掃除が楽しくなる花の
タワシが作れます。毛糸を無駄に
しない３玉で４柄のタワシをご提
案。詳しい作り方つき。

9/2発売 定価：945円 雑誌コード：69677-99 9/2発売 定価：500円 雑誌コード：67699-79

ISBN 978-4-8347-3299-3 ISBN 978-4-8347-6579-3

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）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）

レディブティックシリーズ№3301レディブティックシリーズ№3301レディブティックシリーズ№3301レディブティックシリーズ№3301

くるるん編み器で作るふわふわ小物くるるん編み器で作るふわふわ小物くるるん編み器で作るふわふわ小物くるるん編み器で作るふわふわ小物
ハマナカの“くるるん編み器”を
使って簡単に作れるシュシュ、マフ
ラー＆ミトン、カチュームや魔法の
タワシなどを紹介。

9/2発売 定価：750円 雑誌コード：69678-01

ISBN 978-4-8347-3301-3

Now
Printing

ブティックムック№966ブティックムック№966ブティックムック№966ブティックムック№966
手際がよくなる料理の本手際がよくなる料理の本手際がよくなる料理の本手際がよくなる料理の本

料理はどうにかできるけど時間が
かかる初心者にオススメ！手際が
よくなるコツが満載。レシピだけで
はなく、洗い物、道具の選び方も
紹介。

8/23発売 定価：950円 雑誌コード：62453-66

ISBN 978-4-8347-5966-2

Now
Printing

ブティックムック№967ブティックムック№967ブティックムック№967ブティックムック№967

ビューティーレシピビューティーレシピビューティーレシピビューティーレシピ
体の内側からキレイになりたい方の
ための、野菜やフルーツたっぷりの
ローカロリーレシピ。美白、美髪、ア
ンチエイジング、デトックス、代謝
アップなどのコツも満載。

8/29発売 定価：950円 雑誌コード：62453-67

ISBN 978-4-8347-5967-9

株式会社ブティック社　株式会社ブティック社　株式会社ブティック社　株式会社ブティック社　

Now
Printing

ブティックムック№968ブティックムック№968ブティックムック№968ブティックムック№968

改訂版　新和風の庭改訂版　新和風の庭改訂版　新和風の庭改訂版　新和風の庭
見ているだけで心がなごむ和風の
庭実例集。伝統的な和風庭園の
坪庭からモダン和風の庭まで、魅
力的な実例約30を紹介。素材カタ
ログも充実。

8/29発売 定価：1260円 雑誌コード：62453-68

ISBN 978-4-8347-5968-6

〒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）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）FAX: 03(3234)2135(販売部直通）


