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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

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード13626-05

松岡朗子著の第2弾。丸小ビーズ
を使った、ころっとして癒し系のマ
スコットがいっぱい。コスチューム
を着たマトリョーシカ、動物、ディズ
ニーキャラクターも掲載。

1260円4月19日

A DRESS BOOKA DRESS BOOKA DRESS BOOKA DRESS BOOK
(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）

シンプルでかわいい女の子の夏 レディブティックシリーズ№3396レディブティックシリーズ№3396レディブティックシリーズ№3396レディブティックシリーズ№3396女の子に着せたい　てづくりの夏服女の子に着せたい　てづくりの夏服女の子に着せたい　てづくりの夏服女の子に着せたい　てづくりの夏服

NOW
PRINTING

口絵：　光と風の初夏
技法特集：　デジタル一眼最前線

4910078930528　01886

NOW
PRINTING

お洒落が大好きな女子のソーイン
グブック。基本の１７着の着回しア
イデア、ワンピース、アクセサ
リー、バッグなど約５０点掲載。実
物大の型紙２枚つき。

NOW
PRINTING

900円4月17日

かぎ針と少しの糸で気軽に編め
る、簡単で可愛いコサージュとアク
セサリーの作品集。コサージュ、ブ
ローチ、シュシュ、ヘアピン、ネック
レスなど全57点掲載。

4910096470525　00790

ISBN 978-4-8347-3394-5

高橋恵美子著。縫い合わせるとこ
ろが少ない一枚裁ちのデザイン
や、手縫いで作るチュニック、ワン
ピース、ブラウス、ベスト、スカー
ト、パンツ、帽子などを紹介。

レディブティックシリーズ№3394レディブティックシリーズ№3394レディブティックシリーズ№3394レディブティックシリーズ№3394

おしゃれな手ぬいの大人服おしゃれな手ぬいの大人服おしゃれな手ぬいの大人服おしゃれな手ぬいの大人服

4月24日

レディブティック2012年5月号レディブティック2012年5月号レディブティック2012年5月号レディブティック2012年5月号

カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年6月号カラオケＯＮＧＡＫＵ　2012年6月号

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

ISBN 978-4-8347-3392-1

レディブティックシリーズ№3392レディブティックシリーズ№3392レディブティックシリーズ№3392レディブティックシリーズ№3392
ヘンプ*コードで作る　ブレスレット＆ミサンガヘンプ*コードで作る　ブレスレット＆ミサンガヘンプ*コードで作る　ブレスレット＆ミサンガヘンプ*コードで作る　ブレスレット＆ミサンガ

840円 69678-9209647-054月7日 830円

NOW
PRINTING

特集：　着回し力のある服、かこみ
製図で作る初夏の服、デイリーに
着る贅沢レースの服、ハイミセス
の装い

人気のヘンプのアクセサリーが手
作りで楽しめる本。おしゃれなヘン
プ作品を掲載。基本の結び方から
応用編の凝った結び方まで丁寧
に解説。

4月13日

ISBN 978-4-8347-3393-8

レディブティックシリーズ№3393レディブティックシリーズ№3393レディブティックシリーズ№3393レディブティックシリーズ№3393

手編みのコサージュ＆アクセサリー手編みのコサージュ＆アクセサリー手編みのコサージュ＆アクセサリー手編みのコサージュ＆アクセサリー

69678-93

表紙：　みやさと奏
特集：　氷川きよし新春演歌まつ
り、水森かおり長良川イベント

4月7日 830円

1980円4月20日 07893-05 990円 69678-94

ISBN 978-4-8347-3395-2

レディブティックシリーズ№3395レディブティックシリーズ№3395レディブティックシリーズ№3395レディブティックシリーズ№3395
丸小ビーズで作る丸小ビーズで作る丸小ビーズで作る丸小ビーズで作る

ちいさなかわいいマトリョーシカちいさなかわいいマトリョーシカちいさなかわいいマトリョーシカちいさなかわいいマトリョーシカ

69678-95880円4月24日

4月20日 890円 12513-06

風景写真　2012年5・6月号風景写真　2012年5・6月号風景写真　2012年5・6月号風景写真　2012年5・6月号

4910125130628　00848

4910136260529　01200

1260円4月19日

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

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
ご担当者名

発売日 定価 雑誌コード TEL:
 FAX:

4月4日

4月7日 990円

03908-05

3月30日 900円

69678-90

NOW
PRINTING 840円

69678-99840円4月27日

ISBN 978-4-8347-3399-0

4月27日

NOW
PRINTING

レディブティックシリーズ№3399レディブティックシリーズ№3399レディブティックシリーズ№3399レディブティックシリーズ№3399

消しゴムはんこ図案アイデアBOOK消しゴムはんこ図案アイデアBOOK消しゴムはんこ図案アイデアBOOK消しゴムはんこ図案アイデアBOOK

ISBN 978-4-8347-3388-4

レディブティックシリーズ№3388レディブティックシリーズ№3388レディブティックシリーズ№3388レディブティックシリーズ№3388

かぎ針編みのリネンのバッグかぎ針編みのリネンのバッグかぎ針編みのリネンのバッグかぎ針編みのリネンのバッグ

NOW
PRINTING

手のひらにすっぽり入るサイズの
可愛いあみぐるみ作品集。ストラッ
プやチャームとして使えるサイズ
が魅力。人気作家8人の作品を掲
載。

リネンの糸で編む、かぎ針編みの
毎日使えるバッグの作品集。簡単
な編み方で、シンプルで、使いや
すい基本型を多数掲載。

NOW
PRINTING

30分～1時間で作れる、簡単でか
わいい羊毛フェルトのマスコットを
紹介。どれも丸から作れる気軽さ
が魅力。オールカラーで見やすい
写真解説付き。ISBN 978-4-8347-3398-3

69678-98

レディブティックシリーズ№3398レディブティックシリーズ№3398レディブティックシリーズ№3398レディブティックシリーズ№3398
超かんたん羊毛フェルトのマスコット超かんたん羊毛フェルトのマスコット超かんたん羊毛フェルトのマスコット超かんたん羊毛フェルトのマスコット

ISBN 978-4-8347-3396-9

69678-88 945円

ISBN 978-4-8347-3401-0

69679-01

シンプルでかわいい女の子の夏
服をすべて作り方つきで紹介。ワ
ンピース、チュニック、スカート、パ
ンツ、ヘアアクセサリーなど満載。
90～110ｃｍにて展開。4910039080521　00943

シートフェルトで作れる、かわいい
マスコットの作品集。動物を中心
にスイーツやマトリョーシカ、家や
乗り物などを多数掲載。

レディブティックシリーズ№3396レディブティックシリーズ№3396レディブティックシリーズ№3396レディブティックシリーズ№3396
フェルトのてづくりマスコットフェルトのてづくりマスコットフェルトのてづくりマスコットフェルトのてづくりマスコット

女の子に着せたい　てづくりの夏服女の子に着せたい　てづくりの夏服女の子に着せたい　てづくりの夏服女の子に着せたい　てづくりの夏服
（こどもブティックCUCITO春号増刊）（こどもブティックCUCITO春号増刊）（こどもブティックCUCITO春号増刊）（こどもブティックCUCITO春号増刊）

4月23日 990円

ISBN 978-4-8347-3389-1

巻頭特集:「秘密の花園」。リクエス
トの多いテーマの「バラ」で22枚の
大特集。他、季節のテーマとして、
イースターや端午の節句などの作
品を紹介。

レディブティックシリーズ№3390レディブティックシリーズ№3390レディブティックシリーズ№3390レディブティックシリーズ№3390

ペイントフレンド　Vol. 10ペイントフレンド　Vol. 10ペイントフレンド　Vol. 10ペイントフレンド　Vol. 10

ISBN 978-4-8347-3390-7

4月27日 880円 69678-96

レディブティックシリーズ№3391レディブティックシリーズ№3391レディブティックシリーズ№3391レディブティックシリーズ№3391

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

チュニック、ツーピース、ブラウス
などアイテム豊富に172点掲載。
ソーイング初心者にも気軽にチャ
レンジできるよう、すべてかこみ製
図付き。

4月7日 990円 69678-91

ISBN 978-4-8347-3391-4

レディブティックシリーズ№3389レディブティックシリーズ№3389レディブティックシリーズ№3389レディブティックシリーズ№3389

手のひらサイズのあみぐるみ手のひらサイズのあみぐるみ手のひらサイズのあみぐるみ手のひらサイズのあみぐるみ

4月27日

レディブティックシリーズ№3401レディブティックシリーズ№3401レディブティックシリーズ№3401レディブティックシリーズ№3401
タッチング結びのアクセサリータッチング結びのアクセサリータッチング結びのアクセサリータッチング結びのアクセサリー

ブログで人気の消しゴムはんこ作
家nacoさんの作品集。消しゴムは
んこを使った、小物や雑貨と図案
を約500点掲載。彫り方も写真で
丁寧に解説。

ひもを結んでいくだけで作る、タ
ティングレース風のアクセサリー
集。ネックレスやブレスレット、コ
サージュなど、繊細でロマンティッ
クな作品を掲載。

69678-89950円

 FAX:図付き。ISBN 978-4-8347-3391-4
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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

発売日 定価 雑誌コード 発売日 定価 雑誌コード

1260円 62454-05

レディブティックシリーズ№3404レディブティックシリーズ№3404レディブティックシリーズ№3404レディブティックシリーズ№3404

大人に似合う春夏服大人に似合う春夏服大人に似合う春夏服大人に似合う春夏服

レディブティックシリーズ№3403レディブティックシリーズ№3403レディブティックシリーズ№3403レディブティックシリーズ№3403
大人のかんたんソーイング大人のかんたんソーイング大人のかんたんソーイング大人のかんたんソーイング

4月24日

4月28日

レディブティックシリーズ№3402レディブティックシリーズ№3402レディブティックシリーズ№3402レディブティックシリーズ№3402

ペヨーテステッチのビーズストラップペヨーテステッチのビーズストラップペヨーテステッチのビーズストラップペヨーテステッチのビーズストラップ

1050円 62454-03

1500円4月24日

4月24日

ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998 ブティックムック№1008ブティックムック№1008ブティックムック№1008ブティックムック№1008ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998

ISBN 978-4-8347-7106-0

野菜作りに役立つコツを初歩的な

バラ園のプロ直伝のバラ栽培
に必要なテクニックを写真とイ
ラストで詳しく解説。バラの楽し
み方、病気に強いバラ160選な
ども掲載。

有機無農薬で体にやさしい野菜作

4月27日 1260円 62454-06

ブティックムック№1006ブティックムック№1006ブティックムック№1006ブティックムック№1006

プロが教える　バラのすべてプロが教える　バラのすべてプロが教える　バラのすべてプロが教える　バラのすべて
農学士の永田あおい監修。ベラン
ダや家の中で簡単に育てられる野
菜を紹介。初心者でも安心して育
てられるコツと、わかりやすいイラ
スト・写真が満載。ISBN 978-4-8347-5997-6

ブティックムック№997ブティックムック№997ブティックムック№997ブティックムック№997
ベランダプチ菜園ベランダプチ菜園ベランダプチ菜園ベランダプチ菜園

4月5日 1050円 62453-97

62454-04

4月28日 990円 69679-04

4月27日 880円
ISBN 978-4-8347-3402-7 ISBN 978-4-8347-7103-9

69679-02

人気の塩麹を使った漬け物、梅干
し、らっきょう、ぬか漬け、即席漬
け、一夜漬けなどを紹介。手に入
りやすい野菜で無駄なくカンタンに
つけられるレシピ満載。

ニコニコ動画で大人気のボカロ曲
特集。有名Pや有名歌い手のイン
タビューや曲、バンド譜を掲載。ボ
カロ曲の作り方やボカロソフトの解
説付き。

950円

ISBN 978-4-8347-7105-3

ISBN 978-4-8347-3403-4 ISBN 978-4-8347-7104-6

ブティックムック№1005ブティックムック№1005ブティックムック№1005ブティックムック№1005

塩麹漬け　梅干し　らっきょう塩麹漬け　梅干し　らっきょう塩麹漬け　梅干し　らっきょう塩麹漬け　梅干し　らっきょう

ブティックムック№1004ブティックムック№1004ブティックムック№1004ブティックムック№1004

Gekkayo ボーカロイド fan Vol. 5Gekkayo ボーカロイド fan Vol. 5Gekkayo ボーカロイド fan Vol. 5Gekkayo ボーカロイド fan Vol. 5
作りやすいシンプルな服、旬のス
タイル、まっすぐ縫うだけの超かん
たんな服から小物まで充実。4サ
イズ展開、型紙付き。

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-3404-1

69679-03

美しい芝庭を作るための基本の知
識、作業の手順を豊富なカラー写
真とイラストで紹介。作業カレン
ダー、雑草、病害虫対策、芝庭に
映える草花と樹木なども掲載。

ブティックムック№1003ブティックムック№1003ブティックムック№1003ブティックムック№1003

増補改訂版　芝庭づくりと手入れ増補改訂版　芝庭づくりと手入れ増補改訂版　芝庭づくりと手入れ増補改訂版　芝庭づくりと手入れNOW
PRINTING

針と糸を使ってビーズを編む、ス
テッチの技法で作るビーズストラッ
プの作品集。動物や模様、季節の
行事、星座などの可愛い図案が
楽しめる。

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

簡単に作れてお洒落に見えるシン
プルな服を、人気作家クライ・ムキ
が提案。どんな素材でも作りやす
く、体型をカバーできるパターン。

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

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 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
㈱ブティック社㈱ブティック社㈱ブティック社㈱ブティック社 ご担当者名
〒102-8620　東京都千代田区平河町1-8-3 TEL

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

67699-93

1260円4月27日

ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998
改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108

ブティックムック№1009ブティックムック№1009ブティックムック№1009ブティックムック№1009

心が癒される雑木の庭心が癒される雑木の庭心が癒される雑木の庭心が癒される雑木の庭
ブティックムック№1009ブティックムック№1009ブティックムック№1009ブティックムック№1009

心が癒される雑木の庭心が癒される雑木の庭心が癒される雑木の庭心が癒される雑木の庭

ISBN 978-4-8347-7108-4

ブティックムック№1008ブティックムック№1008ブティックムック№1008ブティックムック№1008

まんがと写真でわかる家庭菜園春夏秋冬まんがと写真でわかる家庭菜園春夏秋冬まんがと写真でわかる家庭菜園春夏秋冬まんがと写真でわかる家庭菜園春夏秋冬NOW
PRINTING 62454-08

ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998ブティックムック№998
改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108改訂版　まんがでわかる野菜づくりのコツ108

4月19日

4月13日 1050円 62453-98

62454-09

ISBN 978-4-8347-7109-1

プチブティックシリーズ№591プチブティックシリーズ№591プチブティックシリーズ№591プチブティックシリーズ№591
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ISBN 978-4-8347-5998-3

ISBN 978-4-8347-6591-5

67699-91500円

NOW
PRINTING

大多喜ハーブガーデン渡邊勇さん
監修。今までにない大量収穫のコ
ツを網羅。想像以上に収穫させる
ちょっとしたコツを公開。利用法、
保存法も掲載。

OLなど大人の女性向けのエレガ
ントでスタイリッシュなネイルを提
案。基礎プロセスからデザインの
バリエーションまで提案。

4月26日

4月24日

1050円

野菜作りに役立つコツを初歩的な
ことから応用テクニック、菜園仲間
とのコミュニケーションまで、漫画
でわかりやすく紹介。

NOW
PRINTING

土作りや種まき、容器別の寄せ植
えや花壇作り、病害虫対策などの
基礎を写真とプロセス解説で紹
介。植物選びに役立つ植物カタロ
グ付き。

NOW
PRINTING

ブティックムック№1002ブティックムック№1002ブティックムック№1002ブティックムック№1002

改訂版　ガーデニングの基礎改訂版　ガーデニングの基礎改訂版　ガーデニングの基礎改訂版　ガーデニングの基礎

ISBN 978-4-8347-7102-2

4月24日 1050円 62454-02

ロケット飛ばし・紙ヒコーキ・コマ・
音が出る紙鉄砲・相撲・変身折り
紙・動物折り紙など、折ってからも
楽しく遊べるおりがみを紹介。写
真で折り方を解説。

シュシュ、造花や布で作る花のタ
イプ、リボンやボンボンのヘアアク
セサリーなど手作りで簡単に作れ
る46作品掲載。

里山の自然を思わせる心地良い
雑木の庭の実例集。新築・リ
フォームの庭づくりのアイデア、樹
木・草花カタログなど、役に立つ情
報が満載。

ブティックムック№999ブティックムック№999ブティックムック№999ブティックムック№999

大人を彩る美人ネイル大人を彩る美人ネイル大人を彩る美人ネイル大人を彩る美人ネイル

1050円 62453-99

有機無農薬で体にやさしい野菜作
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。生育過程
の実写や失敗例、アイデアなども
豊富に紹介。

4月27日 1260円

4月19日 500円

ISBN 978-4-8347-5999-0

ISBN 978-4-8347-7101-5
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ISBN 978-4-8347-6593-9
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