
　　　　　　　　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 2012年2月発売2012年2月発売2012年2月発売2012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

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

NOW
PRINTING

700円 17669-04

2月28日 1365円 69678-66

2月7日 830円 09647-03

2月20日 890円 12513-04

4910078930320 01886 ISBN 978-4-8347-3366-2

2月20日

風景写真　2012年3・4月号風景写真　2012年3・4月号風景写真　2012年3・4月号風景写真　2012年3・4月号
特集：桜、桜写真をバージョン
アップなど

レディブティックシリーズ№3366レディブティックシリーズ№3366レディブティックシリーズ№3366レディブティックシリーズ№3366
かわいいハンドメイドかわいいハンドメイドかわいいハンドメイドかわいいハンドメイド

マカロンストラップマカロンストラップマカロンストラップマカロンストラップ
マカロンの形のコインケース
キット付きの作品集。3.5cmと
4cmのキュートなマカロンスト
ラップが作れます。1980円 07893-03

4910125130420　00848 4910176690423　00667

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年4月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012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、東京演歌ライブ中野、大
沢桃子・岩佐美咲インタビューな
ど

ビーズfriend 2012年春号ビーズfriend 2012年春号ビーズfriend 2012年春号ビーズfriend 2012年春号
表紙：黒谷友香
特集：1日で作れる春のトレンドアク
セサリー、人気作家のフラワーモ
チーフアクセサリー、スワロフス
キー・エレメントで作るアニマルモ
チーフなど

2月28日

特集：人気のＮＡＮＡＴＯＮＥ、エプロ
ン＆ワンピース、おでかけに便利な
手ぶらバッグなど

4910096470327　00790 4910136250322　00800

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

13625-03

レディブティック2012年3月号レディブティック2012年3月号レディブティック2012年3月号レディブティック2012年3月号 特集：型紙アレンジで作れる大
人服、かこみ製図で簡単に作れ
る服、春に役立つ羽織りもの、
背が低い方の着こなし術、春の
フォーマルウエアなど

NOW
PRINTING

Cotton Friend 2012年春号Cotton Friend 2012年春号Cotton Friend 2012年春号Cotton Friend 2012年春号

2月7日 840円

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

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

990円 69678-68

69678-67

2月23日

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
FAX: 03-3234-2135

高橋恵美子著、人気の手ぬ
いシリーズのベビー版。0～2
歳の成長に合わせて肌着、
スタイ、ロンパース、上下セッ
トや食事エプロンなどの服と
小物を52点紹介。4910039070423　00838 ISBN 978-4-8347-3368-6

こどもブティックCUCITO 2012年春号こどもブティックCUCITO 2012年春号こどもブティックCUCITO 2012年春号こどもブティックCUCITO 2012年春号 特集：園児の１週間のワード
ローブ、アップリケが楽しい通園
小物、家族で楽しむおそろい
服、春のベビーウエア＆小物な
ど

レディブティックシリーズ№3368レディブティックシリーズ№3368レディブティックシリーズ№3368レディブティックシリーズ№3368
手ぬいのかわいい赤ちゃん服とこもの手ぬいのかわいい赤ちゃん服とこもの手ぬいのかわいい赤ちゃん服とこもの手ぬいのかわいい赤ちゃん服とこもの

2月28日 880円 03907-04

FEMALE（フィーメィル）2012年春号FEMALE（フィーメィル）2012年春号FEMALE（フィーメィル）2012年春号FEMALE（フィーメィル）2012年春号 特集：春のシャツ＆ブラウス、大
活躍のはおりもの、レース服コレ
クション、ロックミシンでスピード
ソーイング、おしゃれが楽しくな
るキーワード別アイテムなど

レディブティックシリーズ№3367レディブティックシリーズ№3367レディブティックシリーズ№3367レディブティックシリーズ№3367
春・夏・秋・冬 大人の帽子春・夏・秋・冬 大人の帽子春・夏・秋・冬 大人の帽子春・夏・秋・冬 大人の帽子

840円 07757-03 2月18日 1200円

4910077570329　00800 ISBN 978-4-8347-3367-9

2月10日

クライ・ムキが提案するシン
プルで着こなしを損なわない
帽子の作品集。何枚あっても
嬉しいデザインを２７点紹
介。



　　　　　　　　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 2012年2月発売2012年2月発売2012年2月発売2012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

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

NOW
PRINTING

2月25日 3700円 62453-92

3月6日1260円 62453-88 62453-93

2月21日 500円 67699-89

1050円

2月16日 950円 62453-89

ISBN 978-4-8347-5992-1

NOW
PRINTING

普段使いにぴったりのバッグを
はじめ、ポーチや巾着、コイン
ケースなど可愛い小物を掲載。
全て作り方付き。

ISBN 978-4-8347-5989-1 ISBN 978-4-8347-6589-2

ブティックムック№989ブティックムック№989ブティックムック№989ブティックムック№989
はやい！おいしい！朝ラク弁当はやい！おいしい！朝ラク弁当はやい！おいしい！朝ラク弁当はやい！おいしい！朝ラク弁当

朝詰めるだけの簡単おかず、冷
凍食品を使った簡単おかず、フ
ライパンと電子レンジを使ったお
かずなどを紹介。

プチブティックシリーズ№589プチブティックシリーズ№589プチブティックシリーズ№589プチブティックシリーズ№589
和布のバッグとこもの和布のバッグとこもの和布のバッグとこもの和布のバッグとこもの

ISBN 978-4-8347-5988-4 ISBN 978-4-8347-5993-8

ブティックムック№988ブティックムック№988ブティックムック№988ブティックムック№988
おうちで作りたくなるおうちで作りたくなるおうちで作りたくなるおうちで作りたくなる
ひとり暮らしのレシピひとり暮らしのレシピひとり暮らしのレシピひとり暮らしのレシピ

ひとり暮らしの料理を楽しむレシ
ピ集。簡単に済ませたい時、友
達とわいわいしたい時、休日に
とことん作りたい時、簡単ラン
チ、朝ごはんなど満載。

NOW
PRINTING

ブティックムック№993ブティックムック№993ブティックムック№993ブティックムック№993
まんが・アニメ・絵本に出てきたまんが・アニメ・絵本に出てきたまんが・アニメ・絵本に出てきたまんが・アニメ・絵本に出てきた

「あの料理」と「あのお菓子」を作れる「あの料理」と「あのお菓子」を作れる「あの料理」と「あのお菓子」を作れる「あの料理」と「あのお菓子」を作れる
夢のキッチン夢のキッチン夢のキッチン夢のキッチン

まんがや絵本に出てきた料理を
おいしく手軽に再現する楽しい
レシピ集。主人公なりきりレシ
ピ、小さい頃からあこがれたレシ
ピなど、実際の絵と共に紹介！

2月8日

北欧風のテーブルバスケット、マ
ルシェバッグ、和風の手提げか
ごなどの作品を２３点掲載。全て
の作品の作り方をカラー写真で
詳しく解説。

69678-70

ブティックムック№992ブティックムック№992ブティックムック№992ブティックムック№992
サクラ・さくら・桜サクラ・さくら・桜サクラ・さくら・桜サクラ・さくら・桜

2月28日 880円

桜が美しい風景、桜のある生活
など、日本全国の桜を紹介。竹
内敏信氏などの著名な写真家
の作品も掲載。

ISBN 978-4-8347-3370-9

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№3370レディブティックシリーズ№3370レディブティックシリーズ№3370レディブティックシリーズ№3370
エコクラフトのエコクラフトのエコクラフトのエコクラフトの

毎日使える雑貨とかごバッグ毎日使える雑貨とかごバッグ毎日使える雑貨とかごバッグ毎日使える雑貨とかごバッグ

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

発売日 定価 雑誌コード

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

67699-90

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
FAX: 03-3234-2135

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-5991-4

ブティックムック№991ブティックムック№991ブティックムック№991ブティックムック№991
かんたん！おいしい！男子の弁当かんたん！おいしい！男子の弁当かんたん！おいしい！男子の弁当かんたん！おいしい！男子の弁当

男子が大好きなボリューム満点
の弁当レシピ集。お肉のおかず
を中心に、魚弁当、おにぎり弁
当、パン弁当などを紹介。2月8日 990円 62453-91

１～３玉までで編めるレース編
みの小物の作品集。ストール、
ドイリー、ポーチ、シュシュ、コ
サージュ、きんちゃくなど、使い
やすいかわいい小物を掲載。

950円 62453-90 2月21日 500円

ISBN 978-4-8347-5990-7 ISBN 978-4-8347-6590-8

NOW
PRINTING

ブティックムック№990ブティックムック№990ブティックムック№990ブティックムック№990
かわいいキャラクターのおべんとうかわいいキャラクターのおべんとうかわいいキャラクターのおべんとうかわいいキャラクターのおべんとう

お弁当が楽しくなるキャラ弁集。
アンパンマン、ポケモン、カー
ズ、ディズニーキャラ、動物や季
節の行事のお弁当が満載。

プチブティックシリーズ№590プチブティックシリーズ№590プチブティックシリーズ№590プチブティックシリーズ№590
3玉までで編める レース編みのこもの3玉までで編める レース編みのこもの3玉までで編める レース編みのこもの3玉までで編める レース編みのこもの

2月8日


