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色彩検定® 公式テキスト UC級

色彩検定協会 監修
◉B5判　並製　◉総128頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3190-1 C3070 

2018年12月から新設された色彩検定UC級の公式テキスト。2012年3月に刊行
の『色のユニバーサルデザイン　誰もが見分けやすく美しい色の選び方』（日本
色彩研究所 著、全国服飾教育者連合会［A・F・T］監修）をもとに、色彩検定
UC級の公式テキストとして改訂しています。

すぐに役立つ！
配色アレンジBOOK

久野尚美＋フォルムス色彩情報研究所 著
◉B5変形判　並製　◉総304頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2510-8 C3070

配色のヒントとアイデアが満載!!　プレゼンテーションに使える言語感覚を養い
ながら配色センスがアップする、自在に使える実用配色ブックの決定版。多彩な
テーマに対応した1,086色のオリジナルカラー。オリジナルカラーをベースに展
開される125組の配色パレット。すべて異なる、2,500点の配色サンプル。巻末
には、身近なテーマに関連した色を探せる便利なキーワード索引が付いています。

アイデア広がる！
配色バリエーションBOOK

久野尚美＋フォルムス色彩情報研究所 著
◉B5変形判　並製　◉総304頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3007-2 C3070

2配色から5配色、そしてさらに多色の配色例まで色の持つ可能性を最大限に
引き出せる実用配色ブック。CMYKとRGB値を明記したオリジナルカラー650
色を、テーマの違う25色構成のカラーパレット26種類にまとめています。すべ
て異なる配色サンプルは1,846点。目的に合わせイメージを膨らませながら、よ
りバラエティに富んだ色使いをしたいとき、アイデアが湧いてくることでしょう。

気になる色から探せる！
配色セレクトBOOK

久野尚美＋フォルムス色彩情報研究所 著
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3251-9 C3070

配色の楽しさがわかる究極の系統別配色ブック。さまざまなニュアンスの色を、
ピンク／レッド／オレンジ／イエロー／ブラウン＆ベージュ／グリーン／ブル
ー／パープル／無彩色の9系統に分類。系統色別パレットから色みをピックア
ップしやすく、多彩な配色に応用できる構成です。巻末には切り離して、手元
で使えるセレクトカラーインデックス付き。

増補改訂版 レイアウト、基本の「き」

佐藤直樹（アジール）著
◉B5判　並製　◉総168頁

定価2,640円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3023-2 C3070

初歩的なレイアウトの基礎を、しっかりとした理論的な説明を元に、豊富な図
案で説明している『レイアウト基本の「き」』を、間違えがちな文字組や約物の使
い方、色や配色のテクニックを中心に内容を増補し、全面改訂。本書を読みこ
なした暁には、基本をしっかり押さえたレイアウトが、自分一人でできるように
なります。

説得力を生む 配色レイアウト
効果的な配色とレイアウトがわかる本

南雲治嘉 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3076-8 C0071

チラシ・パンフレット・Webでも、レイアウトの基本を活かせば、だれでも説得
力のあるデザインができます。文字の選び方や並べ方に加え、最もイメージを
左右するのは配色。色を活用して効果倍増の、新しいレイアウト・マニュアル。

新版 カラーイメージチャート

南雲治嘉 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2882-6 C0071

イメージすることばから配色が引き出せる便利さで、ロングセラーのカラーチャ
ート。配色例を増やし、さらに使いやすく、新色も加わりました。デザインすべ
ての領域で必要な配色作業を強力サポート。CMYK・RGB・マンセル記号に対
応。

デジタル色彩デザイン

南雲治嘉 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2991-5 C0071

デジタル色彩検定3級のテキストとして、デジタルで配色作業する人たちのた
めに、基礎知識と役立つテクニックがまとめられています。イメージすることば
から配色が引き出せる便利なカラーチャートを使った演習ページも満載です。
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色から引く すぐに使える配色レシピ
基本色・無彩色・金銀色・蛍光色 ベストチョイスのヒント！

南雲治嘉 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3290-8 C0071

ベストな配色サンプルが必ず見つかります。金銀・蛍光色も掲載。色から引く
ので配色が見つけやすく、配色に自信がなくても、失敗しない配色が最速で探
せます。信頼ある色の文化的背景や配色効果の解説はデザインの現場でも役
立つ基本書。

ハマる配色
系統別カラーリファレンス

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3318-9 C3070

「ハマる配色」をテーマに、「暖色系」「寒色系」「対比色系」「補色系」「類似色系」
「マルチカラー系」の6系統の配色手法を解説しています。豊富なカラースキー
ム360例と優れたデザイン・プロジェクト91例を掲載。

売れる配色
目を引く商品パッケージの作り方

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総230頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3384-4 C3070

商品パッケージの配色は、消費者の購買意欲を左右する重要な要素です。色
彩心理学をはじめ、わかりやすい言葉やカラフルなイラストを使ったマーケテ
ィング戦略、そして世界各国のパッケージ配色のケーススタディを通じて、
人々を惹きつけるパッケージデザイン配色のヒントを与えます。

日本の美しいことばと配色
和風カラーチャート

南雲治嘉 著
◉A5判　並製　◉総200頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3391-2 C0071

日本のことば（イメージワード160語）から引ける配色カラーチャートです。
2006年刊行『和風カラーチャート』の増補新装版となり、美術作品や日本の風
景などビジュアル要素も加え、より感覚的に配色を見つけられます。使用全
108色。

女性をひきつける配色パターン

iyamadesign 著／グラフィック社編集部 編
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2771-3 C3070

女性に好まれる、きれいな配色500例を紹介した本。スウィート、かわいいなど
のキーワード別と、赤や青などのカラー別に分類しています。25種類のキーワ
ード、11種類のカラー（金銀を含む）ごとに配色例を分類し、各色には印刷で
使うCMYK、モニタ上で使うRGB、ウェブカラーの各数値を記載。使いたい配
色をどのメディア上でも再現できるよう構成されています。

季節を感じる配色パターン

iyamadesign 著／グラフィック社編集部 編
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2916-8 C3070

本書は、クリスマスなどの年間行事や春夏秋冬など、季節を感じる配色例を紹
介した配色ブックです。季節、行事、それらを連想する日本の伝統色のカテゴ
リーに分類し、それぞれのイメージにあった配色パターンを紹介していますの
で、目的にあった配色をすばやく探すことができます。

ピンクのかわいい配色パターン

iyamadesign 著／グラフィック社編集部 編
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2965-6 C3070

女性に好まれるピンクのきれいな配色パターンを集めた見本帳。和と洋のピン
クの伝統色25色、約500パターンの配色見本とCMYK、RGB、Webカラーの数
値を掲載。プロのデザイナーから一般の方まで幅広く使える配色見本帳です。

和のかわいい配色パターン

iyamadesign 著／グラフィック社編集部 編
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3036-2 C3070

和風のきれいな配色パターンを集めた見本帳。和の伝統色約40色、約500パタ
ーンの配色見本とCMYK、RGB、Webカラーの数値を掲載。プロのデザイナー
から一般の方まで幅広く使える配色見本帳です。
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実用的なチラシデザイン

リンクアップ、グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総256頁

定価3,520円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2919-9 C3070

たくさんの情報を親しみやすく、わかりやすく伝える実用的なチラシの実例を
多数収録し、制作者のコンセプトと合わせて紹介する最新のチラシデザイン資
料集です。街中で見かけるさまざまなチラシを全国から収集しています。

目次レイアウトの見本帳

ヤマモトカウンシル、グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2996-0 C3070

さまざまなジャンル・スタイルの冊子類の目次デザインを集めたデザイン事例
集です。レイアウトに迷った時、情報整理に悩んだ時に、パッと見てスタイル
を参考にできるアイデア集。書体情報付き。

ページもの冊子・雑誌のパーツ別デザインコレクション

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総208頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3341-7 C3070

扉ページ、目次、写真メインのページ、写真点数多めのページなど、参考にした
いページレイアウトを多数掲載。すべての掲載作品は、現在活躍するアートデ
ィレクター、大島依提亜・名久井直子・佐藤亜沙美・漆原悠介・山本洋介・尾花
大輔＋編集部が推薦するものだけ！

引き算のデザイン
ミニマル・グラフィックス・コレクション

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3191-8 C3070

限界まで要素をそぎ落とし、核となる情報だけをクリアに抽出したデザイン。
そんなミニマリズムを追及したデザイン・スタイルを貫く世界の著名デザイナ
ーの作品を、解説付きで紹介します。ブランド・ロゴ、パッケージ・デザインな
ど、美しくシンプルな作品89例掲載。

クロマトピア̶色の世界̶
写真で巡る色彩と顔料の歴史

デヴィッド・コールズ 著
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3352-3 C0070

各色につけられた美しい写真と興味深いストーリーを中心に、絵具や顔料のつ
くり方、産業の進化にともなう色材の変化など、あらゆる角度から色を分析。
豊富なアプローチで飽きることなく色彩を堪能することができます。色が単な
る装飾的な役割を持つのではなく、さまざまな意味、歴史を担いながら、人の
歴史とともに変化してきたことがよくわかる一冊です。

資料集 日本のトレードマークとロゴタイプ〈新装復刻版〉

グラフィック社編集部 編
◉B5判　上製・函入り　◉総540頁

定価6,050円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3335-6 C2071

日本企業のトレードマークやロゴタイプを業種ごとに集成した『資料集 日本の
トレードマークとロゴタイプ』（1973年）の新装復刻版。高度経済成長期に発展
した日本のマーク、シンボルデザインを一覧する貴重な資料集。序文、亀倉雄
策。監修、神田昭夫。

日本語のロゴ

フレア、グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総160頁

定価2,640円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2540-5 C3070

さまざまなテイスト別に約500以上の日本語ロゴデザインを掲載。メイキング&
ロゴづくりのノウハウも収録！　本書は、企業・ブランド・商品・ショップなどの
ロゴマーク、およびイベントやキャンペーン、ウェブサイトや雑誌・書籍などで
使用されているタイトルロゴの中から、和文を用いたロゴに着目したデザイン
事例集です。またロゴのメイキングや、制作のコツも解説。

テーマカラーで伝わる！
色別ブランディング・デザイン
グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総272頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3193-2 C3070 

色の持つイメージを使って、コンセプトを視覚的に表現した、世界のブランデ
ィング・デザイン100点以上を掲載。色の生み出す心理効果を巧みに活用した、
フード、アパレル、イベントなどさまざまな媒体のデザイン資料集です。ブラン
ディングのインスピレーション・ブックとして、活用できる一冊。
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ネイチャー・デザイン
自然のかたちが生んだ動植物グラフィックス

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総256頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3247-2 C3070

植物、動物、昆虫たち。大自然のさまざまな形からインスピレーションを得たグ
ラフィックデザインの優秀作を多数収録。ロゴ、アイコン、パッケージ、広告な
ど、さまざまな種類のプロジェクトを網羅しています。

木×デザイン
自然素材を生かした創造的スタイル

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総172頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3338-7 C3070

見た目の風合いだけで感覚を左右する力を持つ、自然素材。本書では、代表的
な自然素材の一つである「木」とデザインとを掛け合わせた創造的作品 44 点を
紹介します。アーティストやデザイナーたちが鋭い洞察力と優れた加工力で素
材の魅力を巧みに引き出した創造プロセスの結晶が楽しめます。

金属×デザイン
自然素材を生かした創造的スタイル

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総172頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3339-4 C3070

代表的な自然素材の一つである「金属」とデザインとを掛け合わせた、創造的
作品42点を紹介した一冊です。アーティストやデザイナーたちが鋭い洞察力と
優れた加工力で素材の魅力を巧みに引き出した創造プロセスの結晶が楽しめ
ます。

石×デザイン
自然素材を生かした創造的スタイル

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総172頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3340-0 C3070

最も代表的な自然素材の一つである「石」を生かしたデザイン・プロジェクト36
例を掲載。石にさまざまな加工を施したデザイン例、また別の素材で石の質感
を表現したデザイン例を紹介しており、インスピレーションを存分に掻き立て
るものとなっています。

ミニマル・パッケージ・デザイン
美しさを際立たせるシンプルネス

Chris Huang 序文／和田侑子 翻訳
◉B5変形判　並製　◉総256頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3377-6 C3070

モダニズム建築の巨匠、ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエのことば
「Less is More＝少ないことは豊かなこと」はミニマリズムを端的に表現した名言
です。ミニマリズムについての概説からはじめ、洗練された顧客をターゲット
とし、先端的デザイントレンドの実例でもある、70の注目すべきミニマルなパッ
ケージデザインを世界中から選び抜いて紹介しています。

シンプルだけど強い！
点・線・形から生まれるデザイン
ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総304頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3419-3 C3070

デザインの最小単位である、点、線、形。こうしたシンプルだが強い図像を最
大限に活かしたデザインばかりを、世界のデザイナー、デザイン事務所の最新
作から選りすぐって、オールカラーでアーカイブしました。田部井美奈ほかス
ター・デザイナーのインタビューも収録。

おいしいデザイン
カフェ＆ダイニングのグラフィック・コレクション

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総256頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3192-5 C3070

街で人気を集める飲食店のブランディング・アイデアを紹介するリファレンス
ブック。メニュー、ショップカード、インテリアなど、店主のこだわりやコンセプ
トを反映し、店の雰囲気を決定づけるビジュアル・アイデンティティを多数掲
載。世界各国のおしゃれなフードショップ84店 。

細密装飾＆文様の極み モダンデコラティブ・デザイン

センドポインツ・パブリッシング 編
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3226-7 C3070

クリムト、モリス、ステンドグラス、ビザンチンのモザイク画、日本の京薩摩、ペ
ルシャのカーペット、インドのパタチトラ、ポルトガルのアズレージョ、装飾写
本、中国刺繍、中国工筆画、イスラムのモスク……超絶精緻な技巧を凝らした
古今東西の美術史からDNAを受けつぐ細密美なグラフィックデザインのリファ
レンス集。
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グッズ製作ガイドBOOK ver.2

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総178頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3366-0 C3070

大好評『グッズ製作ガイドBOOK』がバージョンアップして新登場。Webではな
かなか探せない、本当につくりたい魅力的なオリジナルグッズ・ノベルティグッ
ズを150種類以上掲載。約3分の1が新規グッズで、既存グッズの情報もすべて
刷新。すべてのグッズのコスト、最低ロット、納期、注意点、発注先を掲載し、
すぐにでも魅力的なグッズづくりに役立ちます！

新装版 古代文字

日向数夫 編
◉B5判　並製　◉総260頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2687-7 C3070

文字が生まれる前の「文字に先行する段階」から、絵文字、象形文字、楔形文字、
地中海文字、エジプト文字、インダス文字、そしてアルファベット、漢字へ。今
使われているあらゆる文字の元となった「古代文字」を知るための決定版！文
字に興味を持っている方、文字を研究している方、文字をつくっている・デザイ
ンしている方に役立つ、古代文字の情報をビジュアルに紹介しています。

新装版 江戸文字

日向数夫 編
◉B5判　並製　◉総376頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2968-7 C3070

勘亭流、寄席文字、浄瑠璃文字、籠字、角字、歌舞伎文字、謡曲文字、相撲文
字、まとい文字、ひげ文字、また草双紙、千社札、百人一首、将軍印などに使わ
れた文字まで網羅した、「江戸文字」についての決定書、待望の復刊！

新装版 伝統書体字典

日向数夫 著
◉B5変形判　並製　◉総680頁

定価5,500円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3199-4 C3070 

書き文字の基本である楷書・行書・篆書・隷書に加え、勘亭流などの“江戸文
字”まで一覧化して収録した類のない字典、ここに復刊！　大きな見本で筆運
びをしっかり参照でき、文字に興味を持つ人やデザイナーに役立つ一冊。

印刷・紙づくりを支えてきた 34人の名工の肖像

雪朱里 著
◉A5判　並製　◉総352頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3365-3 C3070

日本の印刷や紙づくりを支えてきた凄腕の職人や技術者にその仕事について、
心がけて来たことについて丁寧に取材し、迫力ある写真とともに紹介している
連載を書籍化したものです。書籍用にわかりにくい専門用語には注記を入れ、
新規取材も加え、活字や文字・組版などの印刷前行程から、紙、製版、印刷、製
本まで、印刷物をつくる分野を網羅した名工たちの貴重な記録です。

製本大全
裁つ、折る、綴じる。知っておきたい全技術

フランツィスカ・モーロック、ミリアム・ヴァスツェレフスキー 著
◉B5変形判　上製　◉総420頁

定価8,690円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3152-9 C3070

紙を折り、綴じ、製本していく方法について、デザイナーやアートディレクター、
制作管理の視点に立って、製本所の力を上手に借りることができるよう、制作
のプロセスを全体として理解できるよう紹介し、さらに、さまざまな可能性を探
ります。

ワールドブックデザイン

グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3308-0 C3070

全世界からこだわりぬいた装幀、製本、造本のブックデザインを集めた、貴重
なリファレンス集。詳細スペックや図解とともに、各デザイナーのコンセプトや
狙いをあますところなく公開しています。アイデアソースや具体的なサンプル
事例として役立つ内容の一冊です。

改訂版 印刷・加工DIYブック

大原健一郎+野口尚子+橋詰宗+グラフィック社編集部 著
◉B5変形判　並製　◉総248頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3299-1 C3070

印刷会社にお願いしないとできないと思っていた印刷や加工が、小部数だけで
なく1000部を超える部数でも、自分の手作業で印刷加工ができる手法を多数
掲載。2016年刊行の『合本完全版　印刷・加工DIYブック』の古くなった情報
を刷新し、さらに新規作品＋新規テクニックを掲載した、印刷・加工DIYブック
の決定版！
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作字百景
ニュー日本もじデザイン

グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総274頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3271-7 C3071

フォントではない手描き文字を活かしたグラフィックやSNSで盛り上がる創作
デザイン文字など、近年盛り上がる文字デザイン、レタリングの潮流をまとめた
作例集。手の動きを活かしたダイナミックな文字からエモーショナルな文字、
ポエティックな文字、メカニカルな文字など、デザイナー 40組、約800作を掲
載。

町まちの文字 完全版

蓜島庸二 編著
◉四六判　並製　◉総544頁

定価3,520円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3424-7 C0071

のれん、看板、旗、お札、道標など、かつての人びとの暮らしとともにあった手
仕事の文字たちを収集・考察したビジュアル・エッセイ。名著『町まちの文字』
『祈りの文字』を新要素とともに再編集。特別寄稿は今福龍太。

新装版 書体デザイン

桑山弥三郎 著
◉A4判　並製　◉総280頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3373-8 C0070

1970年代、明朝・ゴシックにとらわれない自由な書体づくりの可能性を切り拓
いたデザイナーによる文字の「基本と展開」の書、50年の時を経て復刊！　現
代にも通じる書体デザインの発想を、著者自身の豊富な制作事例で解説します。

増補改訂新装版 〈ゴシック4550〉

鎌田経世 著
◉B5変形判　並製　◉総304頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3450-6 C3070

営団地下鉄をはじめ、札幌、仙台、京都、大阪、福岡の市営地下鉄、全国郵便
局などで使われた書体〈ゴシック4550〉。本書は1980年発行の同書体のレタリ
ング本を復刻し、未収録文字233字に別フェイスのサンプルを加えた完全版で
す。

明朝体活字
その起源と形成

小宮山博史 著
◉B5変形判　上製　◉総448頁

定価4,620円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3425-4 C3071

近代日本の情報コミュニケーションの中心的存在を担う明朝体活字。当たり前
のように存在する明朝体活字がいつどのように生まれ、日本に定着したのか。
その過程を豊富な図版史料をもとに国際的な視座から解き明かします。

文字のきほん

伊達千代 著
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3447-6 C0070

「書体」と「フォント」の違いから、印刷と文字の歴史、活版・写植のしくみ、フォ
ントのつくられ方、国内の代表的なフォントメーカー紹介、UDフォント……など、
文字にまつわるいろんな「きほんのき」を解説します。

時代をひらく書体をつくる。
書体設計士・橋本和夫に聞く 活字・写植・デジタルフォントデザインの舞台裏

雪朱里 著
◉A5判　上製　◉総304頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3459-9 C3070

金属活字・写植・デジタルフォントの三世代で書体デザイン・制作・監修を経験
し、特に写研で大きな功績を残した橋本和夫さん。そんな日本の書体史の主軸
となる部分を築いてきた橋本さんのロングインタビューを通して、これまであまり
語られてこなかった、だが間違いなく現在のルーツとなる書体デザインの舞台裏
を浮かび上がらせ、日本の書体の知られざる流れを紐解いていきます。

描き文字のデザイン

雪朱里 著／大貫伸樹 監修
◉B5判　並製　◉総272頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2939-7 C3070

時代を経た今でも尚、参考になるすばらしい描き文字（図案文字）がたくさんあ
る。そんなデザインに使われてきた優れた描き文字を、それを描いた人物別（生
誕順）に掲載。人物の解説から、代表的な描き文字の作品を800点以上の図版
で徹底的に紹介します。描き文字をまとめた書籍の決定版！
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ヴィクトリアンアクセサリー素材集
2020点のヴィンテージ・イラスト・コレクション

グラフィック社編集部 編
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3236-6 C3070

華やかな文化が花開いた19世紀、ヴィクトリア時代のファッションアクセサリ
ーに的を絞り、靴や帽子、手袋、スカーフ、ハンドバッグ、ハンカチーフといっ
たアイテムのイラスト、計2020点を年代順にまとめています。商業利用可能な
フリー素材集。

チョーク文字レッスン
黒板、看板、店舗ボードのかわいい描き方

ヴァレリー・マッキーハン 著
◉A4変形判　並製　◉総176頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2943-4 C2076

アメリカで大人気のチョークボード・アーティストによるチョークアートのレッ
スンブック。基本の文字や飾り罫からかわいいイラストまで、チョークアートの
テクニックやコツ、考え方をあますことなく紹介。DIYに大活躍の一冊です。

ハンド・レタリングの教科書
スケッチから完成まで、レタリング・デザインのすべて

マルティナ・フロー 著
◉A4変形判　並製　◉総168頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3089-8 C3070

文字の構造から描き方、装飾、作品構成の仕方まで、数百点におよぶスケッチ
やイラストを使ってハンド・レタリングのすべてをわかりやすく解説。アイデア
のふくらませ方などのコツやポイント、ワークフローもあますことなく紹介。

万年筆ですぐ描ける！
シンプルスケッチ

兎村彩野 著
◉A5判　並製　◉総96頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3063-8 C2071

いま、若い世代から注目を集めている万年筆。本書は、著者である兎村彩野さ
んが考案した、万年筆で描くおしゃれでかわいい「シンプルスケッチ」の描き方
をわかりやすく紹介！　「雑貨」「あしらい」「手書き文字」などのイラストを中心
に、3ステップで誰でも簡単に描けるポイントが満載の一冊です。付録には、
紙の上からなぞって練習ができる小冊子が付いています。

アーケードゲーム・タイポグラフィ
ビットマップ書体の世界

大曲都市 著
◉B5変形判　並製　◉総272頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3319-6 C3070

1970～ 90年代のゲームの世界で生み出された、ビットマップ書体の世界。色
と解像度の制約を乗り越え、たった8× 8ピクセルの正方形グリッドの中で、表
現力豊かでエレガントなアルファベットの文字セットを、懐かしい当時のゲー
ムスクリーンショットと併せて紹介します。

モダン・タイポグラフィ
批判的タイポグラフィ史試論

ロビン・キンロス 著
◉A5判　上製・函入り　◉総320頁

定価3,960円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3274-8 C3070

「近代」を軸にめぐるタイポグラフィの精神史を鮮やかに描き出した名著。西洋
における近代タイポグラフィの展開を、思想や技術の変遷、人的交流、主要な
議論のなかから浮かび上がらせます。タイポグラフィを造形のみならず政治、
社会、文化の文脈から論じている、各国語で翻訳されている重要文献。

ヴィクトリアン様式素材集
麗しい2300点のイラストコレクション

キャロル・ベランガー・グラフトン 編
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3234-2 C3070

19世紀のイギリス・ヴィクトリア朝時代に発行された新聞や雑誌から抜粋した、
キッチン用品、食器、医療品、インテリア雑貨、ステーショナリーなどの緻密で
美しいヴィンテージ・イラスト2300点。商用利用可能なフリー素材集です。

ヴィクトリアンファッション素材集
エレガントな965点のイラスト・コレクション

キャロル・ベランガー・グラフトン 編
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3235-9 C3070

1855年から20世紀初頭、ヴィクトリア朝時代のレディース・ファッションを、当
時の貴重な定期刊行物やカタログに掲載されたイラストから抜粋。華やかなヴ
ィクトリアン・ファッションが開花した50年を網羅。商業利用可能なフリー素
材集。
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断面図・分解図・透過図のめくるめく世界
なかみグラフィックス

フアン・ベラスコ、サムエル・ベラスコ 著
◉A4変形判　並製　◉総232頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3284-7 C3070

建築、乗りもの、生きものの内部を見たい、という欲望から生まれた、内部図解
インフォグラフィックス。世界中から優れたカットアウェイ図、断面図、分解図、
透過図を150点集めたアート・デザインのリファレンス集です。

図解デザイン
直感と魅力で伝えるインフォグラフィックス

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総208頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3426-1 C3070

いかに情報を濃縮し、汎用性を高めるかがインフォグラフィックスのカギ。世
界20カ国から、環境、科学、文化、社会、経済などさまざまな分野で活用される
優秀作を200点以上収録しています。すべてのデザイナー、編集者、広告制作
者、企業人、クリエイターに役立つヒントが満載です。

Graphic Waves
ネット時代のレコードジャケット

グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総232頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3371-4 C3072

ネットによる産業構造の変化とともに、レコード、カセットのリバイバルをはじ
め自由で多彩な進化を見せている音楽グラフィックの世界。その最前線を担う
先鋭的なデザイナーやレーベルのデザインワークを紹介します。

名前のないデザイン
世界の日常と社会を動かす思いがけないデザインの話

Works That Work編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3393-6 C0072

現場での工夫や社会問題の解決、歴史上の知られざるイノベーションなど、世
界各地の日常で展開されている現代デザインのリアリティをレポートし、国際
デザイン誌「Works That Work」の記事を独自編集しています。

筆ペンで綴る はじめてのモダンカリグラフィー

ひがしはまね 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3258-8 C2071

文字をきれいに見せるためにつくられた「カリグラフィー」から派生した、自由な書
体で書く「モダンカリグラフィー」を、手軽に購入できる筆ペンを使って、誰でも簡
単に書き方を学べる一冊。基本の文字から数字、著者が考案した５つのオリジナ
リティ溢れるモダンカリグラフィーの書き方を写真、ガイドシートを使って丁寧に
紹介します。DIYの活用法やイラストとの組み合わせ方など、応用的な内容も充実。

ストーリーを語りだす
世界のデザイン・マップス
GESTALTEN 編
◉A4変形判　並製　◉総224頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3244-1 C3070

昨今、旧来の地図の役割を便利なデジタルデバイスが担う一方で、視覚表現と
しての地図は、別系統の進化を遂げております。美しいイラストレーションとし
ての地図、データ可視化の実験としての地図、そして、視覚でストーリーを語る
ための地図。世界のクリエイターによる、アーティスティックな地図作品を紹
介します。

ソビエトデザイン 1950－1989

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3286-1 C0076

第二次世界大戦後から冷戦終結まで（1950- 1989年）の間にうまれたソビエト
のデザイン350点を、モスクワデザインミュージアムの所蔵品から厳選。当時の
ソビエト共産主義に基づく生活模様が垣間見れます。

台湾花模様
美しくなつかしい伝統花布の世界

陳宗萍 著
◉A4変形判　並製　◉総392頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3129-1 C3070

大人気の台湾雑貨、台湾花布の図案を708種類紹介。世界各地からやってき
たさまざまな種が混ざりあい、台湾に根をおろし、野の花のように咲きみだれて
いる、それが台湾花布の世界です。かつての日用品としての存在から、多文化
の混交した台湾の伝統的アートとしての価値を認められるまでになった、伝統
花布の世界を余すところなく解説しています。
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日本のブックカバー

書皮友好協会 監修
◉A4変形判　並製　◉総156頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2932-8 C3072

全国の大型書店から街の本屋まで多岐に渡るブックカバーを紹介し、意匠に込
められた想いや発案の由来などブックカバーデザインの魅力を伝える。同時に
書店の面白さを伝え、リアル書店へ足を運びたくなるきっかけにして欲しい本。

映画プロップ・グラフィックス
スクリーンの中の小道具たち

アニー・アトキンズ 著
◉B5変形判　並製　◉総208頁

定価4,950円（10%税込）／ISBN978-4-7661-3376-9 C0076

手紙、地図、看板など、スクリーンにアップで映し出されることがほとんどない
が、世界観演出に不可欠なプロップたち。それらがどのようなリサーチを経て、
製作されたのか、というデザイン過程のすべてがわかります。とても緻密にデ
ザインされた作品ひとつひとつに、心奪われること間違いなし。映画ファンのみ
ならず、デザインの資料集としても参考になる一冊です。

世界のフェス＆イベント・デザイン
人が集まる音楽・アート・映画・カルチャー・ビジネスの祭典

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総256頁

定価4,620円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3379-0 C3070

音楽フェス、アートイベント、映画祭、ビジネス見本市といったフェスティバル、
イベントのデザイン、グラフィック、アイデンティティにフォーカスしたデザイ
ン・リファレンス・ブック。約70のデザイナー、デザインファームの作品をオー
ルカラーで紹介します。

篠原榮太のテレビタイトル・デザイン

篠原榮太 著
◉A5変形判　並製　◉総256頁

定価2,310円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3392-9 C3071

テレビ黎明期から活動し、描き文字やレタリングで「渡る世間は鬼ばかり」「3年
B組金八先生」「輝く！日本レコード大賞」をはじめとする数々の番組タイトルを
デザインしてきた篠原榮太の作品集。寄稿：鳥海修。

パ紋

原田専門家 著
◉B6判　並製　◉総176頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3002-7 C0072

原田専門家が考案したパーソナルな家紋、略してパ紋を約400点収録。名前と
好きなモノから編み出されたパ紋はまさにSNS時代の新しいアイコン。さまざ
まな芸能人のパ紋、またパ紋発掘人・水道橋博士とのデザイントークも必読！
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ファッションデザインテクニック
デザイン画の描き方

髙村是州 著
◉A4変形判　並製　◉総160頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1579-6 C3071

本書は、デザイン画の基本と実技を、手による表現からコンピュータを使った
応用まで幅広く盛り込み、学生だけでなく社会人のテキストにもなるように構
成。ファッションデザインのクリエイティブテクニックについて幅広く、具体的
かつ詳細に説き、さまざまな応用も視野に入れた実際的テキスト。

ファッションデザイン画
ビギナーズ超速マスター

髙村是州 著
◉A4変形判　並製　◉総224頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1805-6 C3071

フリーハンドで直線を引くこともままならない初心者には、真にわかりやすさに徹
底した超解説書が必要。必要最低限の道具と知識、約１カ月という短い期間でし
っかりとスキルアップできるという、ファッションデザイン画の超速技法書が本書。
髙村氏が、前書「ファッションデザインテクニック」の内容をさらに丁寧にほぐして
解説。初心者でもがんばればここまでできるということが実感できる一冊。

ファッションスタイル・クロニクル
イラストで見る“おしゃれ”と流行の歴史

髙村是州 著
◉A5判　並製　◉総312頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3117-8 C2071

1950年以降のストリートファッションを中心に、全スタイルをイラストで解説。
掲載スタイル数300以上。太古から現在のファッションだけではなく、スタイル
の系譜別に時代の流れを追うこともでき、流行やアイテムのリバイバルが理解
できます。

スタイリングブック

髙村是州 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,776円（10％税込）／ISBN978-4-7661-0725-8 C3071

ファッションを考えるとき、「自分らしさ」を追求することも大事な要素の一つ。
流行に左右されずに長く愛用できる服はどんなものなのか、きちんとした基礎
知識がなければなかなか判断がつきにくいもの。そこで本書では、できるだけ
定番のアイテムをより多く、そしてそのアイテム群をいかにしてスタイリングし
ていくかを、豊富なイラストを用いて解説しています。

ザ・ストリートスタイル

髙村是州 著
◉A4変形判　並製　◉総208頁

定価2,990円（10％税込）／ISBN978-4-7661-0895-8 C3070

本書は19世紀のバロック様式から今日に至るまで、100点以上におよぶ代表的
なストリートスタイルを、豊富なカラーイラストレーションを通して解説します。
ファッション、アパレル関連はもとより、音楽、映画、そのほか現代のカルチャ
ーシーンを語るために必携の書です。

SLOW MADEな服づくり

nest Robe、CONFECT 著
◉A5判　上製　◉総192頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3394-3 C2077

リネンをはじめとした上質な自然素材を使用し、着心地にこだわったシンプル
で実用的な洋服を製作・販売しているブランド、nest Robe（レディースのネス
トローブ）、CONFECT（メンズのコンフェクト）。それを支える全国の工場、職
人の方々。多くの人から愛されるブランドが生み出されるまでのストーリーを
写真とともに紹介します。

紳士靴のすべて

ラズロ・ヴァーシュ、マグダ・モルナール 著
◉A4変形判　上製　◉総216頁

定価4,620円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3122-2 C0070

ブダペストにあるビスポークシューズブランド「ヴァーシュ社」（VASS）の創業
者、ラズロ・ヴァーシュによる紳士靴に対する信念や、200以上の工程におよぶ
つくり方を網羅。足の構造、採寸、木型作成（基本設計、パターン設計、靴の製
甲、底付け技術など）、模様（デザイン）、革の裁断、縫製などを余すところなく
紹介します。
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普及版カルチャーシリーズ
透明水彩 花と果実と野菜たち
白川弘毅 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2357-9 C2371

花や果物そして野菜は実際に水彩で描こうとすると難しいものです。水とにじ
みを上手に使わなければ新鮮でみずみずしい様子は表現できません。本書は
40種類以上のモチーフそれぞれについて解説した、ありそうでなかった使える
技法書です。果実や野菜などは単体として描き、その彩色方法を解説しました
ので、絵手紙を描こうとする人たちにも役立つことと思います。

新カルチャーシリーズ
水彩入門 透明感を生かして描く
永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1404-1 C2371

透明水彩は、水がいのち。その使い方と筆さばきから生まれる新鮮な色の輝き
を学び、風景や静物、花などをモチーフに、透明感あふれる絵を描きましょう！　
基本の彩色法からプロのワザまで、水彩ならではの技法のすべてを解説してい
ます。

新カルチャーシリーズ
絵画の基本 鉛筆デッサンを始める人へ
永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1509-3 C2371

水彩画や油絵の上達の第一歩は、鉛筆を「書く道具」から「描く道具」へ替え、
デッサンを学ぶことからはじまるデッサンの極意は、上手い嘘をつくことにあり
ます。5本の鉛筆の濃淡と紙の白地を生かして、立体感も質感も色さえも自由自
在に描いてみましょう。豊富なプロセスをまじえて解説したデッサン入門の決
定版！

新カルチャーシリーズ
透明水彩 野の花スケッチノート
中島清隆 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1529-1 C2371 

絵が下手とか、絵心がないとか、まったく関係ありません。花を観察すれば、描
き順がわかります。描き順がわかれば、誰にでも簡単に描くことができます。
本書は初心者でも描ける花の描き順と彩色のコツを紹介。観察の仕方、描き順、
塗る手順を花ごとにまとめました。はがき絵や一筆箋に使える花のカット集も
収録。

新カルチャーシリーズ
水彩教室 透明水彩なるほどレッスン
永山裕子 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1695-3 C2371

人気の水彩画家が、プロのテクニックをあますところなく教えます。こんな水の使
い方をするなんて！？　輪郭線はきっちり塗り分けると失敗なの！？　作品がプロっ
ぽく見える背景のつくり方があるの！？　読んでびっくり、知っているようで知らな
い水の使い方をまとめました。花や静物作品のつくり方、街のシルエットを描く風
景スケッチ、初歩の初歩からはじめる人物。水彩を描くすべての人に役立ちます。

透明水彩の作品と手順

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総152頁

定価2,640円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2324-1 C2371

水彩はデリケートな画材だからこそ手順が大事。プロの鮮やかな制作プロセス
には、各人の作風に合った手順が組み立てられ、手順を公開（デモ）している作
家たちに人気が集まっています。デモの詳細な記録と新しい水彩作品の数々。

透明水彩の手順 パーフェクト・マスター・ブック
風景を描く編

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総152頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2979-3 C2371

日本を代表する水彩画家、若手からベテランまで8名による、それぞれの制作手
順と作品。風景をどんなふうに描きたいか、その目的次第で、描く順番は変わ
ります。プロの鮮やかなテクニックが学べる、水彩を描く人必携の一冊。

永山裕子の透明水彩

永山裕子 著
◉B5変形判　上製　◉総152頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2836-9 C2371

人気作家「Yuko Nagayama」の新作を100点以上掲載！　世界が注目するテク
ニックを、原寸部分図で確認することができます。実際の作品サイズの迫力が
楽しめる、永久保存版の作品集です。今まで発表しなかった旅のスケッチとク
ロッキーも掲載。永山裕子の特徴である、塗り残しながら仕上げていく秘密の
手順も初公開しています。
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透明水彩

永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1863-6 C2371

水彩ファン待望の最新作品を主に、約90点を収録しました。技法や筆のタッチ
がひと目でわかる、原寸大の部分拡大図版を多数掲載。花や風景、静物などを
水彩で描く魅力、そして技法を明かします。

透明水彩Ⅲ
水を食む

永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3084-3 C2371

人気作家、永山裕子の作品集。世界的にも希少な、水彩1分クロッキーの記録
と作品、特に注目されている和装の人物作品の制作プロセスも掲載。新作約80
点を収録。絵を描くすべての人が関心を寄せているテーマと作品が一冊にまと
まっています。

もういちど透明水彩を始めよう。

永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総104頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2405-7 C2371

人気画家で水彩指導の第一人者でもある著者の、新しくわかりやすい美しい水
彩の入門書。りんごやバナナなどの果物、器や花などの見方・下描き・色と塗
り方すべてを詳細に解説。学ぶ人の立場にたった画材選びから作品制作まで。

もっと透明水彩を楽しもう。

永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2406-4 C2371

人気画家・水彩指導の第一人者でもある著者の、新しく美しい水彩の描き方。
主役から塗るか背景から塗るかの手順紹介や、静物・風景・人物の面白く描け
るモチーフを説得力あるレッスンでしっかり学べます。好評既刊『もういちど透
明水彩を始めよう。』の姉妹編です。

透明水彩の50作品とキーワード

永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2530-6 C2371

50の作品バリエーションで楽しむ、絵の新しい見方。「観る」「モチーフ」「描く」
「画材」の切り口で作品をまとめ、鑑賞の手引きとしました。制作過程や技法に
まつわるキーワードで、水彩を学ぶための大事なメッセージを伝えます。

透明水彩のテクニック 手順編

永山裕子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価2,860円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3246-5 C2371

世界各国から展示や講座に招聘される有名作家の、貴重な作品メイキング実
録。静物・風景・人物画の12プロセスと新作45点を収録。筆を入れる度にダイ
ナミックに変化するプロの手順。画材・テクニックを余すところなく伝えます。

醍醐芳晴の透明水彩

醍醐芳晴 著
◉B5変形判　上製　◉総144頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2989-2 C2371

水彩画の表現の幅を広げた、この作家の強い色彩の作品は、国内だけではなく
海外での評価も高い。日本を代表する水彩画家の久しぶりの作品集。風景、
花と静物、人物画も含めた、クオリティの高い水彩作品集。

温度・湿度・街並み・人物の色と形
行ってみたい風景が描ける水彩マニュアル
右近としこ 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3218-2 C2371

アカデミックな水彩技法で描く人気作家の技法書。風景を描くための基本技法、
屋外スケッチの手順、写真から描くときの手順、風景の中の人物の描き方など、
自由自在に風景を描けるようコツをまとめました。新作約40点。
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水彩の描き方 これはどう描くの？
絵の魅力を引き出す17のノート

コヤマ大輔 著
◉B5変形判　並製　◉総104頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3208-3 C2371

どう描くのかよくわからないモチーフや、よくある水彩の17の疑問を、新しい作
品で人気の画家が丁寧に解き明かします。画材の使い方や技法や手順、描く
ための考え方・モノの見方まで、ひと目でわかるノート形式でまとめています。

くらべてわかる水彩 風景の描き方
写真・現場スケッチ・作品制作

加藤英 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2934-2 C2371

水彩で風景を描くポイントが、人気作家の作品を楽しみながら身に付きます。
実際に描いた場所の写真、その場で描いたスケッチ、アトリエで写真を見て描
いた作品の3つをくらべて、色・技法・手順の違いで描きたい絵のコツがわかり
ます。

どんな風景も描ける
絵心を引き出す 12の水彩風景レッスン
加藤英 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3242-7 C2371

12の風景で、絵の基本が簡単に楽しく学べます。制作過程の写真を見るだけで、
手順と色がわかり、真似したいプロのテクニックも「絵心ポイント」として紹介。
なぞり描きできる下描き用のトレペ付きで、本と同じレッスンが試せます。

ウォッシュから始める水彩風景
劇的に絵が変わる7つの方法

笠井一男 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3046-1 C2371

プロの特別な水彩手順の複雑さを、「ウォッシュ」というごくシンプルな基本技
法を使うことで解説。日本だけでなく海外でも人気の著者が、「読むと絵が変
わる」と言われる著作三冊に続き、秘密の画法を解き明かします。新作80点収
録。

水彩風景 シーン別でわかる手順百科
基本からプロの秘密のテクニックまで

笠井一男 著
◉B5変形判　並製　◉総120頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3315-8 C2371

描きたい風景の描き方がわかるよう、7つのシーン別で手順とテクニックをまと
めています。基本や役立つプロのテクニックは一目でわかる写真解説でどのレ
ベルの読者にも対応。88項目から探せるモチーフ別索引付きです。

写真を組み合わせて描く
水彩風景テクニック
ジェフ・カージー 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3159-8 C2371

コンパクトカメラで写したスナップ写真から、魅力的な水彩風景画を描く為のコツ
を紹介する技法書です。一枚の写真からどう情報を取捨選択するか、または数枚
の写真を組み合わせて、どう魅力的な画面を創り出すかの「イメージ編集」方法の
ほか、スケッチ方法、水彩画の基本テクニックや混色サンプルなど掲載、解説。
いつもの景色をぐっと惹きつけられる絵画に変えるポイントが満載の一冊です。

水彩 自然を描く
空・雲・山・木・霞・水・岩の描き方ガイド

あべとしゆき 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3327-1 C2371

日本の繊細な自然風景を水彩で描くことで有名な作家のテクニックを、画家の
持つ自然観をもとに解説し紹介します。今まで明らかにされていなかった色の
選び方、この作家独自のマスキング技術、自然を描くのに適するグリザイユ画
法など、絵を鑑賞する人にも描く人も知りたかった水彩の技術と魅力をお伝え
ます。

きれいな色で描きたい！
水彩レッスン 基本編
小野月世 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2886-4 C2371

はじめてでも、きれいな色で描ける水彩レッスンの本です。黄色で下地を塗る
のがポイント。楽しく続けられて上達が早いと評判の教室のレッスンです。使
った色がしっかりわかり、花や果物、風景など、ひととおりの基本が学べます。
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きちんと描ける花スケッチ

中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2650-1 C2371

だれでもどんな花でも描ける5つのステップ。1ステップずつ丁寧に解説してい
ます。中心から描く。手前と奥とで色を変える。描き順のセオリーを知る。セ
オリーを生かして複雑な花を描くコツ。背景を上手く使うコツ。これで花は描
けます。

きちんと描ける花レッスン

中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総104頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2779-9 C2371

どんな花も描ける！　大人気のレッスンです。小さな花から大きな花へ。描き
やすいものからはじめて、どんな花でも描けるよう工夫されたレッスンとお手本
帖と応用編。

水彩で描く花色手帖
カラーチャートと描き方

中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2888-8 C2371

美しい色と繊細な色感で人気の画家が、カラーチャートを誰でも使えるよう花
色別に色と描き方を公開。思いどおりの色がつくれない悩みを必ず解決します。
線描のポイントや色のテクニックもまとめてあるので、わかりやすく実用的。

花のかたち
描きたいところから始めるスケッチ水彩

中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3014-0 C2371

絵に自信のない人も、一輪の花には「ここなら描けそう」という部分が必ずあり
ます。そこから描きはじめます。四季の花70種以上の線描や色を収録。描け
そうな部分から、真似して形をとることで、表現を広げていける、新しい技法書。

水彩で描く 一日一花
作品・スケッチ・描き方

中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3145-1 C2371 

美しく繊細な色感で人気の画家・中村愛。花の作品と日々のスケッチ、満開の
桜の下にいるような錯覚に陥る屏風作品。花の世話をすることで毎日の癒しが
あると語る著者の、四季の花30種70作品に込められた「いちにち・ひとはな」の
想い。

そのまま塗れる！線画シート付き レッスンBOOK
きょうから始める水彩 花を描く編
中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総64頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3322-6 C2371

だれでも四季の花30種が描けて飾れる、線画シート・レッスン。塗り絵の手軽
さで、本格水彩レッスンが試せる線画シートと、基本技法やシートの塗り方が
わかるハンドブックがセットになりました。ハンドブックどおりに色を塗るだけ
ですが、プロの技法が簡単に試せるので、線も色も基本テクニックもレベルア
ップできます。美しい色と線で人気の画家による線画シート8枚付き。

そのまま塗れる！線画シート付き レッスンBOOK
きょうから始める水彩 風景を描く編
鈴木新 著
◉B5変形判　並製　◉総64頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3323-3 C2371

身近な風景や旅の思い出が水彩でサッと描ける線画シート・レッスン。塗り絵
の手軽さで、本格水彩レッスンが試せる線画シートと、基本やスケッチ・テクニ
ックをまとめたハンドブックがセットになりました。美しい線で描く風景スケッ
チの第一人者による線画シート8枚付き。風景を描くために必要な要素を10の
絵柄にまとめ、基本の15色を使ってわかりやすく解説します。

花と植物を描く
水彩の教科書
中村愛 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3374-5 C2371

水彩らしい色とにじみで、花と植物を描きながら、水彩テクニックが実践的に
使えるよう、正しい画材の使い方や描くときに大事なことをまとめました。基本
技法で描く15種の花を含め40種の最新の花をスケッチ。役立つ混色チャート
付き。
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ドラマチックとうめい水彩
あでやかに花を描く

ジャネット・ウィットル 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3069-0 C2371

鮮やかな色遣いと独特な構図を特徴とする著者による、基本技法＋6つの花の
丁寧なステップバイステップを教える水彩画の技法書。いかにして花の美しさ
をとらえ、ドラマチックな作品に仕上げるかを教えます。初心者、中・上級者を
問わず、あなたの想像力を大いに刺激し、新たな作品を生み出す、アイデアと
インスピレーションに満ちた一冊。

絵を描く基本 鉛筆＆水彩
モノの見方が身につく20のドリル

醍醐芳晴 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3066-9 C2371

描ける人は、ここを見ている。そんな大事なポイントを、いろいろなモチーフで
示し、完成までの丁寧な過程を掲載しています。 静物、花、風景、ペット、人物
の、線を引くこと、色で表現すること、明暗や質感のテクニックが身に付きます。

12色で描ける はじめての日本画教室

安原成美 著
◉B5判　並製　◉総180頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3118-5 C2071

日本の伝統絵画である日本画。ほかの絵画と比べて一見難しそうなイメージが
ありますが、本書は12色の岩絵の具をそろえるだけで、初心者でも本格的な日
本画が学べる一冊です。基本の絵画技法はもちろん、基礎のモチーフで構成さ
れた実践編、和紙以外のものに描く応用編と段階を踏むような内容になってお
り、写真を使用したメイキング形式で丁寧に解説しています。

スーパー鉛筆デッサン
わかりやすい基本の基本 徹底ガイド

絵画技法研究会 著
◉B5変形判　並製　◉総148頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1491-1 C2371

モノクロ表現からカラー表現まで造形の総合的な基礎力を養成するために、わ
かりやすく、豊富に、ユニークに、かつ徹底的に解説する、デッサン技法書の決
定版！　趣味で絵を描く方、デザイナーを目指す方、美術大学を目指す方など
の基礎勉強に、本書は欠かせない一冊になっています。

スーパーデッサン入門
基本形でわかった、デッサンのイロハ編

岡勇樹、絵画技法研究会 共著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,200円（10％税込）／978-4-7661-2040-0 C2371

「すべてのものは立方体、円筒、円錐、球の4つの基本形に集約される」というデ
ッサンの基本に基づいた技法書。特に円筒に着目し「空き缶」を描き、立体感、
空間感、材質感の順に表現していくものであることを紹介。デッサンの入り口
の本として必読の一冊。

素描からはじめよう
多角的なアプローチで学ぶ絵画の基本

アラン・ピカード 著
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3073-7 C2371

これから絵画芸術を学びはじめる方々へむけた、素描技術の入門書です。デッ
サンの基礎知識をはじめ、プロ目線の実践的なテクニックをわかりやすく紹介。
ステップ・バイ・ステップのプロセスを学ぶことで、写実芸術全般に応用する基
礎力が身に付きます。絵画芸術への道のはじめの一歩を踏み出したい初心者
の方にお勧めの一冊です。

はじめてでも基礎から身につく
石膏デッサンの描き方教室
田代聖晃 著
◉B5判　並製　◉総180頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3333-2 C2071

石膏デッサン初心者を対象に、石膏デッサンの基本である「面取り像」「首像」
「胸像」「半身像」の描き方を丁寧に解説した一冊です。現役講師の著者ならで
はの描き方テクニックや注意したいポイントなども随所に紹介しています。

モルフォ人体デッサン 新装コデックス版
形態学による人体を描くための新テクニック

ミシェル・ローリセラ 著
◉A5変形判　並製　◉総320頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3368-4 C2371

アーティスティックで総合的な人体デッサンのアプローチ、モルフォロジー（形
態学）の視点から、人体の描き方を紹介。骨格や筋肉組織、解剖ディテール、
動作の様子など、新たな視点から人体を観察するヒント満載。必読の一冊!!
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モルフォ人体デッサン ミニシリーズ
箱と円筒で描く
ミシェル・ローリセラ 著
◉B6変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3130-7 C2371

骨と筋肉からアプローチした大ヒット前作『モルフォ人体デッサン』に続く本書
は、人体フォルムに特化し箱と円筒を使う新技法を提案。モデルなしでも人体
が自由自在に描き分けられます。模写して学べる、描き下ろしの新しいクロッ
キー画300点以上。

モルフォ人体デッサン ミニシリーズ
骨から描く
ミシェル・ローリセラ  著
◉B6変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3163-5 C2371

大ヒット『モルフォ人体デッサン』のメソッドを、骨から描く技法に特化！　骨
格の理解を深め、多様な人体デッサンをモノにすることができる、特徴的なテ
クニックが満載。模写して学べる、描き下ろしの新クロッキー画300点以上。

モルフォ人体デッサン ミニシリーズ
脂肪とシワを描く
ミシェル・ローリセラ 著
◉B6変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3237-3 C2371

形態学を応用した人体デッサンで人気のモルフォ分冊シリーズ第三弾。脂肪
とシワに着目し、人体の自然なフォルムを描き分けるデッサンテクニックに迫り
ます。気軽に持ち運べるポケットサイズで、180°開いたままにしておける製本
が模写などに便利と評判です。

モルフォ人体デッサン ミニシリーズ
関節と筋肉の働き
ミシェル・ローリセラ 著
◉B6変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3317-2 C2371

人体の構造を正しく把握し、理屈に叶った自然なフォルムのデッサンを多数掲
載。学び、模写できるデッサン集として人気を集めるシリーズ本の第五弾。巻
ごとに異なる機能に着目する本シリーズの中で、関節と筋肉の仕組みや働きに
特化しています。複雑な関節の動きを単純化し、その動きと連動して働く筋肉
の様子を描写。

モルフォ人体デッサン ミニシリーズ
手と足を描く
ミシェル・ローリセラ 著
◉B6変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3344-8 C2371

模写できるデッサン集として大人気のモルフォシリーズ第6弾。形態学の知識
を駆使し、新しい視点から人体の描き方を解説。中でも、デッサンで最も難し
いと言われる手と足に着目し、多様なフォルムの手足の描き方を紹介します。

モルフォ人体デッサン ミニシリーズ
究極の筋肉ボディを描く
ミシェル・ローリセラ 著
◉B6変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3493-3 C2371

鍛え抜かれたムキムキボディの描き方は、マンガやアニメに登場するスーパー
ヒーローやヒロインを描く際には必須になるテクニック。筋肉部位それぞれの
組成や動き方を解読しながらそのデッサンポイントを丁寧に解説しています。
アニメやゲームのキャラクターデザイン、モデリングに必須の技術を完全マス
ター！

デッサンドールで覚える ポージングデッサン入門

YANAMi 著
◉B5判　並製　◉総200頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3217-5 C2071

バンダイから発売中のデッサンドール、「S.H figuaartsボディくん・ボディちゃん」
を見本として、さまざまなポージングの描き方を学べる一冊。写真資料では再現
しにくいマンガ的な構図を積極的に取り入れ、「歩く」「走る」「寝る」など基本的な
ポーズのほか、「学校」「カップル」「アクションポーズ」などシチュエーション別に
ポージングを紹介します。完成図には各ポーズに合わせた服の描き方も掲載。

クイックポーズデッサン
瞬間を描き出す人物クロッキーレッスン

エリン・ミーズ 著
◉B5変形判　並製　◉総226頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3400-1 C2071

短時間で描き上げるモデルデッサンを「クイックポーズ」といいます。限られた
時間に集中して観察し、ポーズの本質を捉えるこの練習法に人物デッサン上達
のコツがあります。本書では「クイックポーズ」を描くポイントを丁寧に解説し
ています。
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人物デッサン パーフェクトノート
クロッキーで磨く人物描写の上達メソッド

クリス・レガスピ 著
◉A4変形判　並製　◉総176頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3385-1 C2071

躍動感のあるデッサンに定評のある著者が、自らの作品と経験を元に解説する
人物デッサンの教科書。使える画材からジェスチャーの概念、陰影の描き方、
上達のコツなど、デッサンの基本からおススメの練習法まで丁寧に解説します。
ポーズも多く、典型的なものからダイナミックなものまで幅広く展開されており、
その制作過程が細かく分解されて掲載されています。

人体・動物を生き生き表現！
イマジンFXの描くための解剖学
イマジンFX 編
◉B5変形判　並製　◉総168頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3436-0 C2371

ゲームやアニメ、コミック、マンガの最前線で活躍する世界一流アーティストた
ちが、自らの経験とキャリアをもとに、人体・動物のデッサンに必要な解剖学と
デッサンの仕方を解説。巻末には画材の選び方やポーズのキメ方、実践向け
のQ&Aなども掲載。人体も動物もヒーローも何だって生き生きと描けるように
なります。

立体と線でみるみる描ける！
ウェザリーの動物デッサン
ジョー・ウェザリー 著
◉B5変形判　並製　◉総168頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3396-7 C2071

「動き」「フォルム」「からだの組み立て」「表現力」「解剖学の知識」を中心に、立
体デッサンの基本に沿った動物の描き方を、動物画のプロが「本当に必要なも
のだけ」徹底解説！！　初心者から上級者まで必見の一冊です。

民藝の教科書① うつわ

久野恵一 監修／萩原健太郎 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2344-9 C0072

歴史的背景や思想よりも“いまの民藝”を紹介することにこだわる「民藝の教科書」
シリーズ第一弾。テーマは「うつわ」。民藝の先生・久野さんの案内で、著者が全
国各地の窯元をめぐったルポを中心に、読者を手仕事のある暮らしへと誘います。
全国40以上の窯元のつくり手、製品の紹介に加え、基礎知識や使い方・選び方の
アドバイスなど、民藝を知る・見る・使うための情報を幅広くカバーした「教科書」。

民藝の教科書② 染めと織り

久野恵一 監修／萩原健太郎 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2407-1 C0072

歴史的背景や思想よりも“いまの民藝”を紹介することにこだわる「民藝の教科
書」シリーズ第二弾。テーマは「染めと織り」。南は沖縄から北は青森まで28の
産地・つくり手をレポートします。伝統的な布がぐっと身近になる一冊。

民藝の教科書③ 木と漆

久野恵一 監修／萩原健太郎 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2443-9 C0072

歴史的背景や思想よりも“いまの民藝”を紹介することにこだわる「民藝の教科
書」シリーズ第三弾。テーマは「木と漆」。“木の文化”といわれる日本の暮らし
を支えてきた木の道具たち。伝統的な木工品、漆工品をいまも守り続ける全国
23カ所のつくり手たちをレポートします。木のある暮らしの魅力を再認識でき
る一冊。

民藝の教科書④ かごとざる

久野恵一 監修／萩原健太郎 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2469-9 C0072

歴史的背景や思想よりも“いまの民藝”を紹介することにこだわる「民藝の教科
書」シリーズ第四弾。テーマは「かごとざる」。竹、樹皮、蔓など、その土地の風
土が育むさまざまな素材を用いてつくられてきた、素朴で力強い美しさを持つ、
実用的なかごやざる。全国25カ所のつくり手と製品をレポートします。

民藝の教科書⑤ 手仕事いろいろ

久野恵一 監修
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2571-9 C0072

歴史的背景や思想よりも“いまの民藝”を紹介することにこだわる「民藝の教科書」シ
リーズ第五弾。テーマは「手仕事いろいろ」。ガラス、金工、蝋燭、草工品、和紙など、
既刊シリーズではカバーできなかったいろいろな仕事を紹介します。一冊ワンテー
マでまとめたシリーズ既刊と違い、さまざまな手仕事とそのつくり手が登場。ガラス
のコップ、はさみ、ほうき、うちわなど使ってみたくなる手仕事満載の一冊です。
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民藝の教科書⑥ 暮らしの道具カタログ

久野恵一 監修
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2611-2 C0072

「民藝の教科書」シリーズ第六弾。最終巻の本書は、1～5で紹介した全製品を
収録したカタログです。あらためて、力強く、美しい、ものそのものの魅力に迫
ります。いま現在つくられているすぐれた手仕事123種を「地域」ではなく「風
土」ごとに眺めることで、日本の手仕事文化の背景も見えてくるカタログ。久野
恵一さんと松浦弥太郎さんの対談も必読です！

柚木沙弥郎 92年分の色とかたち

柚木沙弥郎 著
◉A5判　上製　◉総160頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2714-0 C3070

70年におよぶ民藝の染色を発端とした芸術活動の記録と、その審美眼、独自の
感性によって集めた世界中の民芸品コレクションを一挙公開。柚木沙弥郎の
藝術と生活の中から生み出された、含蓄ある言葉の数々も、今の世を生き抜く
人たちに、勇気を与える内容です。90歳を超えているとは思えない若々しい感
性の作品が見られ、貴重な写真と文章が満載です。

柚木沙弥郎との時間

柚木沙弥郎、木寺紀雄 著
◉B5変形判　上製　◉総256頁

定価4,730円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3460-5 C0072

98歳になる今でも現役で、展覧会も数多く開催している、染色家・柚木沙弥郎。
本人のチャーミングな姿、作品、94歳で行ったフランスでの個展風景、インス
ピレーションを受けた数々。写真家・木寺紀雄が10年に渡って撮りためた約1
万7000点余りの中から珠玉の242点を編んだ貴重な写真集です。

柚木沙弥郎のことば

柚木沙弥郎、熱田千鶴 著／木寺紀雄 写真
◉四六判　並製　◉総192頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3461-2 C0072

98歳の今も第一線を走り、年々モダンな民藝、 染色作品をつくり続ける柚木沙
弥郎。柚木を長年取材しつづける編集者・熱田千鶴 だからこそ書ける、柚木の
思い、信念、ことばを 編んだ、柚木初の「ことば」の単行本。含蓄のあることば、
信念に満ちた思いは、民藝や染色に興味があるひとはもちろん、そうでない人
にも、生きることへのヒントになるような金言がたくさんあります。

手織りの組織図事典

彦根愛 著
◉B5判　並製　◉総300頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3363-9 C2072

長年に渡り織りを研究し、織り方（組織図）サンプルをストックし続けてきた著
者による、手織り組織図の決定版。これまで洋書に頼るしかなかった組織図を
約400点掲載 。三原組織から特別組織、色糸効果など43種の織り方を徹底解
説します。

遊牧民と村々のラグ
キリム＆パイルラグの本格ガイド

グランピエ商会 前田慎司 著
◉B5変形判　並製　◉総288頁

定価3,300円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3330-1 C2072

西アジアからヨーロッパまで、エリアごとの遊牧民のラグ・240枚を紹介。近年、
ハイセンスなインテリア素材として注目を集めるキリムやギャッベ。その見方
や歴史がわかる、初めての鑑賞ガイド。100年を超す貴重なラグが満載です。

合本版 古刀・新刀刀工作風事典

深江泰正 著
◉B5変形判　並製　◉総280頁

定価4,400円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3507-7 C3572

昭和59年に刊行した『古刀・新刀刀工作風事典』『刀剣入札鑑定事典』を一冊に
まとめた合本版です。日本刀の各部の種類や歴史など、日本刀を深く知る際に
抑えておきたい基礎知識のほか、古刀・約150点、新刀・約150点、計300点の刀
工・流派を取り上げ、著者が長年の研究で書き記した貴重な刃文の押形、絵図
も併せて掲載しています。 

美しい万年筆のインク事典

武田健 著
◉A6判　並製　◉総256頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3361-5 C0072

「インク沼」という言葉が流行っているほど今大注目の万年筆インク。今までに
なかった初めての「万年筆インク事典」として、基本色の7色（赤・黄・青・緑・
紫・茶・黒）のほか、各地方にしか売っていないご当地インクや希少性のあるイ
ンクなど、万年筆インクを知り尽くした著者が厳選した約700色のインクを紹
介しています。巻頭には基本色の色見本一覧付き。
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スーパーマンガデッサン
作画のための考えるデッサン

松本剛彦、森田和明 画／林晃（ゴー・オフィス） 文
◉B5変形判　並製　◉総184頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1653-3 C2371

「缶」に「カエル」で「考える」　マンガデッサンの基本と、上達のためのヒントと
アイデアがいっぱい詰まった「考えるデッサン」を提供します。「リアルっぽい」
らしさ表現と、省略と強調のデフォルメ表現が濃縮されたアートな考えるデッ
サン。デッサン力を使ったキャラデザインへの応用も詳述。それがスーパーマ
ンガデッサン！

アタリから徹底的に描いて覚える
キャラデッサン作画練習帳
柾見ちえ、大黒屋炎雀 監修
◉B5判　並製　◉総176頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3398-1 C2076

魅力的なキャラクターの描き方を、骨組みのアタリから完成まで丁寧に解説。
さらに見本のアタリをベースに、段階に分けて描き込んでいく独自の描き込み
方式により、骨格の構造から筋肉、脂肪のつき方まで自然と身に付きます。

魅力的なファンタジーキャラを作る発想＆作画テクニック

ぴず 著
◉B5判　並製　◉総144頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3211-3 C2076

見る人を惹きつける魅力的なファンタジーキャラのつくり方について、キーワー
ドを元に著者の発想方法と作画テクニックを解説。また、そのキャラを使用し
た一枚絵のメイキングを通して、構図の取り方や塗り方のポイントも紹介。

魅せる！アイドル男子の描き方

ここかなた 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3404-9 C2071

男性アイドルをテーマとしたゲームやアニメが人気の今だからこそ知りたい、
魅力的なアイドル男子を描きたい人のための技法書です。アイドル男子のキャ
ラクター設定から魅力的なポージング、一枚絵にしたときの効果的な魅せ方な
ど、数々の乙女ゲームのキャラクターを生み出してきた著者ならではのノウハ
ウが詰まった一冊になっています。

グリザイユ画法で鮮やかに描く 時短＆色彩表現テクニック

いず地 著
◉B5判　並製　◉総144頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3395-0 C2071

陰影情報を先に描き、あとから色を乗せていくというグリザイユ画法の解説書
です。彩度が低くなりがちなこの手法にもかかわらず、著者は厚塗りからアニ
メ絵まで鮮やかな色合いを描いており、その手法を公開しています。

瞬間連写アクションポーズ
立ち回り・スタント・アクロバット

ユーデンフレームワークス 著
◉B5判　並製　◉総184頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1786-8 C2379

瞬間を連写した「そのまま使える」アクションポーズ集。著者は、いかにして「絵
になる」演技をするかを熟知しており、さらに一枚絵で見せる「スピード感」「迫
力」「アクションが一発でわかる」という殺陣を得意とします。本書では撮影し
た連写写真を厳選編集。さらに絵を描く立場から全景＋俯瞰＋あおり、など角
度違いで掲載しています。写真はすべて筋肉の動きのわかる水着一枚で撮影。

瞬間連写アクションポーズ 04
ヒーローアクション篇 featuring 鳳神ヤツルギ

ヤツルギ魂 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3222-9 C2379

『鳳神ヤツルギ』のキャラクターをベースに、ヒーローのアクションシーンを瞬
間連写。無手でのバトルから、武器を使った戦いまで網羅。ヒーロースーツに
身を包んだキャラクターのアクション、動きを詳細かつ複数アングルで掲載。

モーションアナライズ チラリズム・スカートアクション

ZENピクチャーズ 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3294-6 C2379

走る、座るなど日常系から、膝蹴りや回転などさまざまなスカートの動きを複数
アングル＋連写で追う写真資料集。セーラー服、ブレザー、アイドルなどのユ
ニフォーム系から、普段着のミニからロングまで全14種類のスカートで収録し
ています。
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増補 アニメーターズサバイバルキット

リチャード・ウィリアムズ 著
◉A4変形判　並製　◉総382頁

定価5,280円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2196-4 C2379

実用的なアニメーション制作マニュアルの決定版。手書きからＣＧ、初心者か
らエキスパートまであらゆるアニメーターが必要とする基本原則を網羅した指
南書。2004年に発行し、好評をいただいた日本語版に新たに42ページを追加
した増補版。

ステップbyステップですぐ描ける！
どうぶつの描き方100

リー・J・エイムズ 著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3006-5 C2371

シンプルなステップ・バイ・ステップに沿って練習すれば、あっという間に動物
の絵が描けるようになる世界的ベストセラーがついに日本上陸！　累計500万
部以上の大ベストセラーシリーズから特に人気の二冊を合本した決定版です。

「なんか変だな」を解決！
キャラクター作画上達テクニック
緑華野菜子 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3080-5 C2371

マンガ家／イラストレーターとして活躍する著者が、キャラクターを上手く描け
るようになるコツを伝授。描いているとぶつかりがちな「なんかどうしても変」
「構造がよく分からない」「風に揺れる髪ってどう描くの？」などの問題を、マン
ガ＋図解形式で顔、手、足、胴、髪、全身に分けてやさしく解説します。

水彩色鉛筆で描く
コミックイラストレッスン

古島紺 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3064-5 C2071

「水彩色鉛筆でイラストを着色したいけど、塗り方がわからない」「きれいにイラ
ストを塗るテクニックが知りたい」……。そんな悩みを持った、水彩色鉛筆初
心者のためのイラスト技法書です。水彩色鉛筆の「基本の塗り方」をはじめ、
「人物」「質感」「背景」のモチーフ別に、古島紺さん流の繊細な塗り方テクニック
をメイキング形式で丁寧に解説します。

フルカラー改訂増補版
西洋甲冑 ポーズ＆アクション集
三浦權利 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3078-2 C2379

中世初期から16世紀までのヨーロッパの代表的な兜、鎧。これらを復元した甲
冑を着用し、アクションポーズ＆角度を400カット以上撮影したフルカラーの写
真資料集。西洋甲冑のはじまりと発展、様式の変化などの歴史概略も掲載。

スーパースポーツデッサン
増補改訂版

立中順平 著
◉B5変形判　並製　◉総200頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3183-3 C2071

人気アニメーター、立中順平先生による『スーパースポーツデッサン』を、今回
新たに増補改訂版として刊行。「骨格デッサン人形」「筋肉モデル」「キャラデッ
サン」の３ステップで、「野球」「サッカー」などを中心としたスポーツデッサンの
描き方解説はそのままに、 今注目されているスポーツ、「フィギュアスケート」の
描き方ページを大幅に増補・改訂しました。

格闘&アクションポーズ作画テクニック集

大黒屋炎雀 著
◉B5判　並製　◉総144頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3250-2 C2076

人体の構造からはじまり、「走る」「跳ぶ」といった基本的な動作から「打撃技」
「投げ技」といった格闘アクションまで描き方を幅広く紹介しています。アクシ
ョンのバリエーションは100種類以上。カッコいい＆リアルなバトルを描きたい
人にオススメの一冊！

アニメーションの基礎知識大百科 増補改訂版

神村幸子 著
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3331-8 C2071

2009年にグラフィック社から刊行された『アニメーションの基礎知識大百科』
の増補改訂版。第1章～ 3章ではアニメーションの制作工程を図版とともに丁
寧に解説。4章では新たに「デジタル作画」の章を追加し、5章のアニメーショ
ン用語集ではアニメーション業界で使われているアニメーション用語を刷新し、
図版を追加するなど大幅に増補改訂しました。
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アリガッ・トウ！
ヘボット！ 公式ファンブック
グラフィック社編集部 編
◉A4判　並製　◉総176頁

定価2,860円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3125-3 C0076

2016年～2017年に放送された、アニメ『ヘボット！』の公式ファンブック。膨大
なキャラクターの紹介から、細かいストーリーまで徹底解説。また、石平監督
をはじめ制作スタッフに徹底インタビューを敢行。さらにメインキャスト陣の
インタビュー＋主要キャラクターを演じるキャストのコメント、監督書き下ろし
のコミックなどを収録。

背景ビジュアル資料 1
工場地帯・コンビナート
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1820-9 C2379

イラスト、漫画、CGアートワーク、マットペイトなど、「背景」を描く（つくる）こ
とに関わる、すべてのクリエイターに向けた「フォト資料集」第一弾。「近未来、
SF、ファンタジー、ホラー」世界に焦点を絞り、近未来的工業地帯、高度成長期
に建設されたクリエイターが独自で写真集などから集めるしかなかったジャン
ルの写真資料を、192ページにフルボリュームカラーで完全収録。

背景ビジュアル資料 2
団地・路地裏・商店街
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1829-2 C2379

全国各地の、団地／路地裏／木造建築／飲屋街・ガード下・踏切／市場・映画館・銭
湯／商店街／店舗／看板の風景を600カットにわたり掲載。再開発地区をはじめ、す
でに取り壊されてしまった建造物や、昭和を思い起こさせる懐かしい風景なども豊富
に収録。また、さまざまな店舗の中を撮影した貴重なカットや、トレース・アレンジの
レクチャーなども収録、バリエーションに富んだ背景製作を可能にする一冊です。

背景ビジュアル資料 3
潜水艇・研究施設・巨大プラント
西澤丞 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総176頁  

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1856-8 C2379

シリーズ第三弾の本書では特殊研究施設や巨大工場を網羅。研究潜水艇・し
んかい6500、ピカソ、支援母船、造船所、製鉄所、原子力研究機関、宇宙開発
天文台など、総600カットにわたり掲載。一般には入れない研究施設内部はク
リエイティブな資料として最適です。各巻末には、モチーフへのアクセス方法
や地図などを付録。公開施設にはアクセス方法や詳細を掲載。

コピックで出来る！ 魅力的な質感の描きかた

緑華野菜子 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2935-9 C2071

今までなかった！　コピックによる、質感表現のレクチャーガイドです。コピッ
クでの作画と思えないような、圧倒的な質感をメイキングとともに紹介します。

コピックで出来る！ キャラクターを魅せる色の塗りかた

緑華野菜子 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3305-9 C2071

本体マンガ家（緑華野菜子名義、五味秀数名義）／イラストレーター（ブロッコ
リー子名義）で活躍する同氏が、コピックでキャラクターを魅力的に塗るための
テクニック＆ノウハウをプロセス付きで紹介します。

四季神－睦月－

緑華野菜子 著
◉B6判　並製　◉総288頁

定価990円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3158-1 C0979

pixivで公開され人気を博したネーム『ナナハノオウギ』を中心に、神代の時代
の神と妖怪と人を描く和風ファンタジー !!　全編描き下ろし。四季を司る神々
のうち、秋を司る秋神を中心とした物語。

The ART of  

西島大介 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2936-6 C0079

自身の代表作であり、未完の大作『ディエンビエンフー』の画集。これまでに発
表されたカラー原稿をはじめ、単行本カバーのボツカットイラスト、プロモーショ
ンに使われたイラスト、グッズなど、ディエンビエンフーに関わるあらゆるイラス
トを収録。このほか、著者自身によるディエンビエンフー全巻のエピソードガイド、
マンガ制作にあたって描かれた設定資料、単行本未収録マンガなども掲載。
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背景ビジュアル資料 8
奇観建築・王宮・産業遺産・廃墟
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2029-5 C2379

ファンタジーや、オリジナリティーの濃い町の風景を背景世界として描こうとす
る漫画家、イラストレーターのためのイメージ・リソース集。さまざまな異世界
宗教建築、王宮、土楼などの奇形建築、アウシュビッツなどの強制収容所、日
本では毒ガス製造島、軍艦島、足尾銅山などの戦争遺産・産業遺産、廃墟も一
挙収録。

背景ビジュアル資料 9
警察・病院・消防署・ハイパーレスキュー
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2030-1 C2379

背景ビジュアルシリーズの第9作目となります。今回は、警察や病院、消防署と
いった、一般では入手不可能な場所に焦点を当てています。全650カット以上
が収録されております。

背景ビジュアル資料 10
会社・オフィス街・高層ビル群
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2131-5 C2379

ゲーム制作会社、編集プロダクション、音楽制作会社、映像制作会社、一流企
業からシェアオフィスまで、さまざまなタイプの最新オフィス・内部を網羅！　
さらに新宿、大手町、日本橋、六本木、渋谷など都心の高層ビル群も一挙に収
録！！

背景ビジュアル資料 11
ヨーロッパの街並・路地裏・村
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2195-7 C2379

ファンタジックな町並、路地裏特集。東欧、フランス、イギリスを中心にヨーロ
ッパ9カ国の街や路地裏、郊外の村々を収録。全600カット以上！　まるで「絵」
のような写真満載！　背景だけではなく、デザイン要素、ムービーの背景にも
使用できます。

背景ビジュアル資料 4
学校・学院・学園
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1879-7 C2379

漫画、ゲームの背景として最も需要の多い、かつ、昨今なかなか個人では入れ
ない、女学園、男子学院、中学校、小学校を全国16校にわたり取材。外観や教
室のみならず、階段、トイレ、下駄箱、特別教室からチャペル、校庭、職員室ま
で網羅しています。

背景ビジュアル資料 5
洋館・洋風建築
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁  

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1923-7 C2379

シリーズ第五弾の本書ではファンタジー、ホラー、サスペンス、ゴスロリ系ラブ
ロマンスの漫画、ゲームの背景として必ず登場する明治・大正・昭和の洋館建
築を全国取材。教会、領事館、異人館から刑務所、炭坑、外国人倶楽部などま
で、外観、内観650カット以上を収録。エグザイルPVなどでアートディレクタ
ーをつとめる、監修木村俊幸が厳選。

背景ビジュアル資料 6
歓楽街・繁華街・夜の街
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2011-0 C2379

シリーズ第六弾の本書ではアニメーションやSF、ゲームの背景はもちろん、現代も
のや人情ものの漫画など、どんな所にでも登場する、さまざまな店が軒を連ねる繁
華街や、賑わう夜の歓楽街、ショーパブなどの外観、内観650カット以上を収録。
新宿、渋谷、銀座、池袋、六本木、神楽坂など関東随所にある大型歓楽街から、大
阪、金沢、すすき野、広島、沖縄に至るまでの地方の繁華街を徹底収録！

背景ビジュアル資料 7
城・甲冑・古戦場・武具
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2028-8 C2379

シリーズ第七弾の本書ではゲームや小説、映画、大河ドラマ、漫画などで、近
年ますます人気が高まっているのが、戦国時代を中心とした歴史モノ。背景資
料としての需要の高さを受け、全国の城、古戦場跡を取材。甲冑、武具なども
あわせて600カット以上を収録。北海道から関東、近畿、中部、東北、北陸、四
国、九州、沖縄まで、 全国の戦国武将ゆかりの城や古戦場、甲冑を徹底収録！
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写真資料集 解体・破砕・破壊

J's publishing 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3186-4 C2079

建造物の解体現場を中心に、構造物がどのように壊れるか、壊れたときの断面
はどうなるかなどを大きな写真とともに見せる写真資料集。アクションものや
パニックものの、マンガやアニメーションなどの背景用資料として最適。

写真資料集 クラッシュ
自動車／バイク／自転車／鉄道／戦車／航空機／船舶

J's publishing 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3224-3 C2079

乗用車、大型車、レースカーといった自動車、バイク、自転車、鉄道車両、戦車、
航空機、船舶に至るまで、さまざまなビークルの“クラッシュ”した姿のみを収
録した写真資料集。マンガやアニメなどの資料集として最適。

 CG背景スケッチング
プロに学ぶ完成までのアプローチ

グラフィック社編集部 編
◉A4変形判　並製　◉総192頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3238-0 C3070

世界で活躍するトップ・デジタル・アーティストのファンタジー世界の背景イラ
スト約100点を掲載。各作品のコンセプト・スケッチから完成までの全過程を
公開し、作品へのアプローチ方法、CG制作に役立つ技術的なヒントなどをアー
ティスト本人へのインタビューを交えて紹介。

形で捉えて簡単に描ける！ 
背景パーツの描き方
佐藤夕子 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3204-5 C2071

簡単に描ける目安線を使って、本格的な背景パーツの描き方が学べる一冊で
す。背景を描くうえで知っておきたい基本のテクニックから、「自然物」「人工
物」「表現・効果」の３つのテーマで、背景パーツの描き方をメイキング形式で
丁寧に解説します。

背景ビジュアル資料 12
ヨーロッパの邸宅・宮殿・教会
かさこ 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2234-3 C2379

ヨーロッパのゴシック・ファンタジー要素を詰め込んだ自由に使える素材集。
パリの貴族屋敷、画家ギュスターブ・モローの家、ドラクロワのアトリエ、ヴィ
クトル・ユゴーの邸宅、シェーンブルンとインスブルックのきらびやかな王宮。
ミラベル庭園、ロンドン塔の牢獄、モンサンミシェル修道院、ノートルダム寺院
とガーゴイルたち……ヨーロッパ9カ国のゴシック・ファンタジー様式美が結集。

背景ビジュアル資料 13
ヨーロッパの田舎町・村
若月伸一 著／木村俊幸 監修
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2433-0 C2379

シリーズ第十三弾の本書ではシャンパーニュ、アルザス、ブルターニュ、ノルマ
ンディー。ドイツ・黒い森地方から北オランダ、トスカーナ、アンダルシア、ハ
イジの故郷・ハイジホフ、そしてイギリスの湖水地帯まで。ヨーロッパの村々と
民家、農家や看板など、村の資料満載。全700カット以上収録。

背景資料ブックス 1
ヨーロッパの屋敷・庭園・貴族の館
橘川芯 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2297-8 C2379

クリエイターのための背景資料集・ヨーロッパ編。フランス、イタリア、ドイツ
の貴族、芸術家、富豪の屋敷や庭園を50件ほど紹介。写真は約700点掲載。

背景資料ブックス 2　
王宮・王と王妃の城
橘川芯 著／木村俊幸 監修／芳賀ライブラリー 写真協力
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2348-7 C2379

ヨーロッパのゴシック・ファンタジー要素を詰め込んだ、クリエイターのための
自由に使える背景資料集、ヨーロッパ編。フランス・イタリア・ドイツ・スペイ
ン・アースとリアの王宮・宮殿を30件以上紹介。自由に使える素材集保存版！
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Peyote Stitchで遊ぶ My Beads Accessories

NEEDLEBOX 草壁美里 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3042-3 C2076

「まる」「三角」「四角」のモチーフでつくるおしゃれなビーズアクセサリーの本。
ビーズステッチの技法のひとつ、ペヨーテステッチだけで基本の平面から、つ
ないだり立体にまで展開。バリエーション豊かな作品がつくれます。それぞれ
のモチーフは、写真でつくり方をわかりやすく解説しています。シンプルだけ
ど奥の深い、ビーズステッチを楽しめます。

パリの手芸屋さんのクロスステッチ

マリー＝アンヌ・レトレ＝メラン 著
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2505-4 C2077

本書では、パリの手芸屋さんをテーマとして、手芸バサミ、ボタン、ボビン、糸
巻きなど、愛らしいモチーフ400点をクロスステッチの図案として紹介。単品モ
チーフ使いや一枚の絵として、どれも応用が利くものばかり。また、美しい写真
とともにピンクッション、ハサミケースなどの15作品のつくり方も掲載されてい
ます。

パリのアルファベットのクロスステッチ

ヴェロニク・アンジャンジェ 著
◉A4変形判　並製　◉総132頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN 978-4-7661-2507-8 C2077

26文字のアルファベットが、美しい旋律を奏でます。ノスタルジックな絵柄の
アクセントやイニシャルを主役にしたバリエーション豊富なモチーフは見飽き
ません。日本語版限定のわかりやすい仕立て図や解説で、クッション、テーブ
ルクロス、ピンクッション、ハサミケース、ドアストッパーなどのおしゃれな生
活雑貨や小物など17点の魅力的なアイテムをつくって楽しめます。

フランスのかわいい村のクロスステッチ

マリー＝アンヌ・レトレ＝メラン 著
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2506-1 C2077

ノルマンディーの平原からプロヴァンスのラベンダー畑、ブルターニュの港の
灯台……。各地特有の民族衣装、動植物、飾り文字や模様など240点の魅力的
なデザインのモチーフが、フランスの地方への旅にいざないます。眺めている
だけでも楽しいけれど、仕上がった時の達成感は格別なはず。想像力を働かせ
モチーフを組み合わせオリジナルコレクションを増やしてみては。

ビーズがかわいい刺繍ステッチ

CRK DESIGN. YASUKO ENDO 著
◉B5変形判　並製 　◉総88頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2266-4 C2077

刺繍だけよりも、より立体的なビーズステッチ。従来のビーズ刺繍では表現でき
なかったナチュラルでカジュアルな装いも実現できるなど、作品の幅も無限に広
がります。刺繍とビーズの組み合わせで、多彩な作品づくりのヒントとなる技法
書兼サンプラー。ビギナーから刺繍マニアまで満足必至の、4段階の難易度でス
テップアップ。130種の刺繍の基本ステッチで、ビーズを刺す技法を考案、紹介。

ビーズの縁飾り Vol.1

西田碧、C・R ・K design 著
◉A4変形判　並製　◉総88頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2069-1 C5077

オシャレで実用的なビーズの縁飾りシリーズ第一弾！　ビーズを糸に通してレ
ース針で編む縁飾り。トルコの伝統的な縁飾り、オヤに魅せられ研究した著者
がビーズのついたボンジュックオヤに独自のアイデアとモダンなデザインを加
え18点の作品を紹介しています。ディテールが良くわかる美しい写真と丁寧な
編み図やつくり方は、見ているだけでも楽しくなります。

ビーズの縁飾り Vol.2

西田碧、C・R ・K design 著
◉A4変形判　並製　◉総88頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2070-7 C5077

オシャレで実用的なビーズの縁飾りシリーズ第二弾！　縁飾り初心者にもわか
りやすくステップアップでテクニックが増やせる構成になっています。縁飾り
の基礎知識として、サイズの測り方、ビーズと糸の選び方、出来上がった縁飾
りの縫いつけ方も巻末に掲載。ビーズの縁飾りブームを呼んだ著者自身がオヤ
をより深く知るために訪ねたトルコ紀行も写真入りで掲載。

ビーズの縁飾り Vol.3

西田碧、C・R・K design 著
◉A4変形判　並製　◉総88頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2071-4 C5077

エジングブームをもたらした著者の最新作とバリエーションが詰まった待望の
第三弾。編みものビギナーさんでもわかりやすいように、「はじめてのリメイク
レッスン」では、ビーズの取り扱い方から、編み方、縫いつけまでていねいに解
説しています。作品のディテールが良くわかる！美し？い写真と丁寧な編み図
やつくり方で、誰でも気軽にはじめられる一冊です！
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読む手しごとBOOKS
ten to sen の模様づくり 増補改訂版
岡理恵子 著
◉A5判　並製　◉総176頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3049-2 C0076

北海道を拠点に、身近な風景、動植物、季節や天気の移ろい、音、記憶などを
題材としたすてきな模様をつくる人気の模様作家、岡理恵子さん。そんな岡さ
んがものづくりへの思いや模様の背景にあるストーリーをつづった初の著書が、
刊行から約5年を経て増補改訂版に。「北の模様帖」の最新作も収録した2017
年現在の完全版です。

ten to sen の模様刺繍
ハンドステッチで描く、素敵な模様の刺繍布

点と線模様製作所 岡理恵子 著
◉A5判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3053-9 C2077

北国の自然、季節の移ろい、目を閉じると脳裏に浮かぶ記憶の風景といった、さ
まざまなイメージから生まれる「点と線模様製作所」の模様が、刺繡の図案にな
りました。模様全体を刺繡すれば一枚の布に。小さなモチーフをひとつだけ刺
繡すればワンポイントのあしらいに。アイデアしだいで楽しみ方が広がる20の
模様です。

刺繍布のように刺す花々
刺繍の庭
ヤナセレイ 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3201-4 C2077

レースや刺繍布のような美しく繊細な植物を刺繍で描く本。一見難しそうに見
えても、使用しているステッチはシンプルで基本的な刺し方ばかり。刺繍糸1
本取りと2本取りの違い、植物の組み合わせや色の組み合わせのおもしろさが
あります。定番の植物モチーフでありながら、ひと味違う刺繍本です。

大人の刺繍図案
大胆に繊細に刺繍を遊ぶ

土橋のり子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3136-9 C2077

人気のフリーステッチで描く図案集。ほかにはない個性的な図案選びと表現方
法、そして色合わせの醍醐味を味わえます。図案の一部は小物に仕立てている
ので、刺繍小物としての使い方の参考にもなります。図案だけでなく刺繍の刺
し方とつくり方も解説。

フランスの花 と々小鳥のクロスステッチ

エレーヌ・ル・ベール 著
◉A4変形判　並製　◉総120頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3279-3 C2077

ハートをくすぐる魅力がたくさん詰まった花々やかわいい小鳥たちのモチーフ
にスポットを当て、小さなモチーフから大きめの作品までさまざまなデザインを
盛り込みました。刺しゅうしたモチーフを、ミシンカバーやランチョンマットな
どに仕上げて生活のワンシーンに取り入れてみては。巻末には、便利な目数と
出来上がりサイズ早見表や、詳しい作り方の解説付き。

フランスの森と動物のクロスステッチ

エレーヌ・ル・ベール 著
◉A4変形判　並製　◉総120頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3280-9 C2077

森は、聖なる樹々や動物たちの暮らす魔法のような空間。そんな森の仲間たちにス
ポットを当てた繊細で儚げなモチーフが満載。モチーフにまつわるトリビア的なエ
ピソードもあり、読み物としても楽しめます。刺しゅうしたモチーフを、サシェなど
に仕上げて生活のワンシーンに取り入れてみては。巻末には、便利な目数と出来上
がりサイズ早見表、便利なステッチバリエーションや詳しいつくり方の解説付き。

スイーツのクロスステッチ from Paris

ヴェロニク・アンジャンジェ 著
◉A4変形判　並製　◉総146頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2310-4 C2077

パリからやってきた、お菓子モチーフが大人気のクロスステッチ図案集の日本
語版。巻末には日本語版限定のアイテムの仕立て方と解説付き。「スペシャル
なお菓子」「お茶の時間」「子どものころのおやつ」。この3つのテーマで、42種
類のモチーフを収録。結婚のお祝いやお誕生日、そしてお茶の時間も楽しくな
るような甘い色のクロスステッチが詰め込まれた宝石箱のような図案集です。

フランス12か月の行事と遊びのクロスステッチ

ヴェロニク・アンジャンジェ 著
◉A4変形判　並製　◉総120頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3378-3 C2077

夢中になったおままごと、雪の日のソリ遊び、華やかなパリ祭……。ノスタルジ
ックな情景を、刺しゅう作家、ヴェロニク・アンジャンジェが、グラデーションと
繊細なステッチで描きます。「お祝いごとのクロスステッチ」と「昔なつかしい遊
びのクロスステッチ」の2部で構成。ヴェロニクの貴重なインタビューも収録。
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バルジェロ刺繍
基本のステッチと76点の図案集

ローラ・アンジェル、リンジー・アンジェル 著／土橋のり子 監修
◉B5変形判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3440-7 C2077

イタリア・フィレンツェ発祥といわれるバルジェロは、キャンバス地を刺し埋め
るニードルポイントの技法で、シンプルなステッチで刺し埋める、色と模様のグ
ラデーションが美しい刺繍です。そんなバルジェロの日本で初めての図案集で、
基本のステッチと全76図案を収録。バッグやポーチなどのファッション小物はも
ちろん、クッション、タペストリーなどのインテリアにも活かせるのが魅力。

ミシンで着物
綿・麻・ゆかた

やまもとゆみ 著
◉B5変形判　並製　◉総80頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1901-5 C0077

大好きな布でゆかた・着物づくり！　ゆかたや着物を着たいけれど、呉服屋さ
んで反物を選んで仕立ててもらうのは、高価な上に、自分らしい物ができるの
か、少し不安……。そんな理由で足踏みをしている方は、ぜひこの本でおすす
めしているように、ミシンで縫ってみてください。反物だけではなく、好きな服
地を自由に選んで縫えば、あなただけのゆかた・着物の出来上がりです。

ちいさな着物遊び

ギャラリー古古、大井とき江 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2844-4 C2076

市松人形に着せる小さな着物を縫う本。思い出の着物をほどいて、または古布を
使ってとっておきの一枚を仕立てます。あわせの着物のつくり方のほか、被布のつ
くり方、着物10サイズの寸法表、実物大型紙も掲載。つくり方は写真で丁寧に解
説しています。着物約50点を掲載し、柄合わせや色合わせの参考としても。人形
に着せ替えるだけでなく、着物だけで飾ってもすてきです。

ニットマニアックス
手編み靴下研究所
Kotomi Hayashi 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2471-2 C2077

編み物好きのための「ニットマニアックス」シリーズ第二弾のテーマは靴下。パ
ーツ編みの技法から変わった編み方まで、靴下をとことんマニアックに研究し
ます！　本書では著者が手編み靴下のポイントであるかかととつま先のさまざ
まなバリエーションや、“つま先から編む”“2枚同時に編む”といった変わったテ
クニックを研究。自分好みの靴下をデザインする参考にもなる一冊です。

ロココ刺繍
ロココスタイルのリボン刺繍で描く季節の植物と刺繍小物

林すま子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3325-7 C2077

リボン刺繍のひとつ、ロココ刺繍の作品と刺し方の本。ロココ刺繍とはエンブロ
イダリーリボンを使って立体的に刺すリボン刺繍の中でも、華やかで繊細、ロマ
ンチックなロココ調を取り入れたデザインが特徴です。一見すると難しそうに見
えるかもしれませんが、少ないステッチで刺せるので比較的簡単に楽しめます。
アンティークな雰囲気と、乙女心をくすぐるかわいさのあるロココ刺繍です。

白糸刺繍
透かし模様のホワイトワークでつくる図案と小物

笑う刺繍 中野聖子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3388-2 C2077

白い布に白い糸で刺す白糸刺繍の本。シュバルム刺繍、アジュール刺繍、ヘデ
ボ刺繍、ドロンワークの4種類の伝統的な白糸刺繍を今の生活にあわせたモダ
ンで大人かわいい図案で紹介します。小物は簡単に仕立てられて毎日使えるも
のを掲載しました。白糸刺繍の美しさはそのままに、気軽に始められる一冊で
す。

わたしにもできる！
ねこ刺繍レッスン
hiroko 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3380-6 C2077

海外で話題&大人気の刺繍アーティストhirokoのねこ刺繍の仕方を、刺しはじ
めから完成まで、順を追って工程写真とともに紹介。糸の選び方や基本の刺し
方など、基礎もしっかりレクチャー。使うステッチはおもに「ロングアンドショ
ートステッチ」と「スプリットステッチ」の２つ。コツをつかんで、ねこをはじめ
とする可愛いペットたちを刺繍にしましょう！

junoの刺繍ノート

juno 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3326-4 C2077

植物は繊細で美しく、動物は生き生きと思わず触りたくなるような、糸だけで質
感まで描き出すリアルな刺繍です。一見難しそうに見えるステッチは、とても
シンプル。図案の一部分を取り出して刺したり、小物にしたり既製品の洋服に
刺したりと自由にアレンジして楽しめます。特徴のある立体的に刺すステッチ
や、junoさん独特の刺し方は写真で解説しています。 
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はじめてのノールビンドニング
縫うように編む、北欧伝統の手仕事

北村系子、マツバラヒロコ 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3051-5 C2077

「ノールビンドニング」とは北欧で行なわれていた編み物で、大きなとじ針のよ
うな針と糸だけで「面」をつくっていく、ちょっと不思議な技法です。そんな珍
しい技法を紹介する本書では、作り目の方法から基本のステッチ、増減目など
の基本テクニックを写真で徹底解説します。さらに小物からウエアまで、17種
類の作品レシピも掲載。

シンプルベビーニット
長く着られるデザインとサイズ調整のひと工夫

野口智子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3389-9 C2077

手編みしてあげたいベビーニットの本。いかにも子供のためのデザインという
のではなく、シンプルなおしゃれさがあり、飽きずに長く着れるデイリーウエア
と小物を紹介します。こどもの成長にあわせたちょっとしたサイズ調整の仕方
やアレンジの方法も掲載。大人のニットに比べて編みあがりの早いこどもニッ
トは、プレゼントにもちょうどいいアイテムです。

一年中楽しめる透かし編みの模様82

エリザベス・ロヴィック 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2967-0 C2077

本書では、シェットランドレース編みの基本をわかりやすく解説。全部で82種類
の編み地をほぼ実物大の編み地サンプラー写真で紹介。それぞれの編み地サンプ
ラーは、カテゴリーに分類された一覧になっているので模様のセレクションや組み
合わせにも便利。数種類の模様を組み合わせたショール、スカーフ、帽子、ソック
スなどのアイテムと編み方も紹介。初心者から中・上級者まで楽しめる一冊。

棒針編み大全
究極の棒針編みリファレンス

トリシャ・マルコム、カーラ・スコット 著
◉A4判　並製　◉総352頁

定価5,280円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3292-2 C2077

1989年のオリジナル版刊行以降、アメリカで初心者からプロのデザイナーまで、
幅広いニッターに愛されてきた本がさらにアップデートされ、棒針編みに関す
る考えうるかぎりの情報が網羅された「究極の棒針編みリファレンス」に！

読む手しごとBOOKS
こんな糸で編んでみたい
MOORIT 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2570-2 C0076

世界中に数かぎりなくある糸のなかから、「編みたい!!」と思える糸を見つけだして
紹介する毛糸店として話題の「MOORIT」が贈る、まるごと一冊糸のお話。お店
であつかう糸たちそれぞれの魅力や、個性的な糸のつくり手の物語、おさえてお
くともっと編み物が楽しくなる糸とのつき合い方のコツなどを紹介します。糸選
びのイメージをふくらませてくれるオリジナルニット作品10点の編み方付き。

ヴィンテージパターンブック
MOORITらしく編んでみたら

MOORIT 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3052-2 C2077

ヴィンテージショップやフリーマーケットで素敵な編み物の本やパターンを見
つけると少しずつコレクションしてきたという著者。それらを読み込むと、デザ
インについて、編み物と暮らしのつながりについて、いろいろな発見があるのだ
そう。そんなVintage（古くて価値のある）パターンを、いま着たい・使いたい
Vintage（極上の）アイテムにした、人気の毛糸店「MOORIT」の編み物本。

100gで編めるもの
atricotのニッティングトライアル

笹谷史子 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2891-8 C2077

100gの糸といえば、糸玉なら2～3玉、かせの糸なら1～2かせ。普通なら帽子や
ミトンが編めるくらいの分量です。でも、糸と針、編み地の組み合わせやデザイ
ンを工夫すれば、もっといろんなものが編めるのでは……？　という疑問から
スタートしたatricotさんのニッティングトライアル。試行錯誤から生まれた小
物からウエアまで、デザインもかわいい22アイテムを紹介します。

かぎ針だけでこんなに編める！
ソックス＆ルームシューズ
クロッシェソックスプロジェクト 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2848-2 C2077

ここ数年、編み物好きの間で急速に浸透してきた手編みソックスですが、どうも
棒針で編むパターンが多いよう。どうしてかぎ針編みのパターンは少ないの？　
という素朴な疑問からスタートしたプロジェクトから、26デザインのかぎ針編み
ソックス＆ルームシューズを提案します。それぞれのデザインはもちろん、つま
先5種類、かかと4種類などパーツ編みのバリエーションを解説付きで紹介。
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マクラメ・インテリア
結びでつくるBOHOスタイル

メルヘンアートスタジオ 編
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3050-8 C2077

ボヘミアンなテイストを取り入れてインテリアを自由に楽しむ「BOHOスタイ
ル」の流行とともに、その必須アイテムとして注目が高まっています。そこで本
書では、プラントハンガーはもちろん、タペストリー、スクリーン、小物や雑貨
など、ひとつあるだけでもインテリアがぐっとカッコよくなる、25アイテムを紹
介します。

猫のきせかえぬいぐるみ

芝千世 著
◉B5判　並製　◉総104頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3491-9 C0072

お子様でもつくれるような「ぬいぐるみのドール」、思い出の布やお気に入りの
布でつくれる「抱きぐるみ」、本格的なモヘアでつくる「きせかえ人形」の3種類
の猫のぬいぐるみのつくり方をレッスンできます。つくり方は写真で丁寧に解
説。また、それぞれのドールに合わせたアイテムも掲載。プレゼントにも、自分
へのご褒美にも楽しんでいただけます。

羊毛フェルトでつくる
小鳥のブローチ
千種 著
◉A5判　並製　◉総80頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2690-7 C2077

人気の羊毛フェルト作家・千種（Chigusa）さんがつくる、大人っぽくてかわいい
小鳥と木の実や花を組み合わせたブローチ。型紙をガーゼに写して羊毛フェ
ルトを刺すという手法をつかい、初心者でも短時間ですてきにつくれるテクニ
ックを紹介しています。大人っぽくてかわいい。そんな小鳥と木の実や花を組
み合わせたブローチが、だれにでも簡単につくれます。

布花標本
布で作る20の植物とブローチ

utopiano 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2970-0 C2076

人気の布花作家、utopianoさんの初の書籍。標本のようにリアルな植物を布で
つくります。本物と見間違うかのような花のブローチや、飾って楽しむ植物な
ど20種類を掲載。本物の花から型紙をつくるお話、染色、組み立て方など布花
が出来上がるまでを詳しく解説します。あこがれのutopianoさんの布花がつく
れます。

棒針の作り目と止め
211種類のバリエーション

キャップ・シーズ 著
◉Ａ4変形判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2806-2 C2077

今まで見たこともない、新しい発想の棒針の作り目と止めのバリエーションが
211種類集約された一冊。作り目120種類、止め80種類以上の技法を類似テク
ニック別に見やすく分類しステップごとの解説とポイントとなる部分の編み図
を掲載。長所短所も含めた特徴も説明。掲載されている作り目と止めはカフ、
フリンジ、ボタンホールなどにも応用出来ます。

た・の・し・い 編み込み図案と小物
ゆかいでかわいい 編みたいモチーフ

山下ひとなつ 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3354-7 C2077

とびきり楽しくて予想外な編み込み図案の本。少しレトロでポップ、うきうきと
楽しい図案と小物を紹介します。大人にはおもしろく、子供にはそのままのか
わいらしさがあるニットです。編み込みは少し難しいという方にも、スワッチだ
けで楽しい図案と小物ならチャレンジできる内容です。

マクラメパターンブック
結んでつくるフォークロア・デザイン

日本マクラメ普及協会 監修／メルヘンアートスタジオ 編
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2238-1 C2077

マクラメとは麻やレザーなど好みの素材のひもでアクセサリー、ベルト、バッグと
いった雑貨をつくる結びのクラフト。そんなマクラメの柄パターン70種に加え、
基本テクニックから作品づくり・活用アイデアまでをカバーした教科書的一冊。
ボタンやブローチといった小物からバッグ、マットなどの大物まで、誰でもカンタ
ンにできる「結び」だけでかわいい雑貨がつくれるマクラメのすべてがわかります。

マクラメモチーフブック
結んでつくる100種のかたち

メルヘンアートスタジオ 編
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2889-5 C2077

「マクラメ」とは、ひもや糸を結び合わせて模様やかたちをつくるクラフトです。
ミサンガをはじめとするひも状のアクセサリーづくりに用いられることが多いの
ですが、じつは結び目の構成しだいで、ひもだけでなく、平面や立体をかたち
づくることもできます。マクラメというクラフトの多彩な世界をご紹介すべく、
かわいいモチーフ100種を収録。写真はすべて実寸大。
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パラコードクラフト ミラクルブック

ジェイ・ディー・レンゼン 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2765-2 C2076

1000点近い写真を使ってステップバイステップでバラエティ豊かなデザインの
結び方を徹底解説。第一弾『パーフェクトブック』に続く本書には、アクセサリ
ーにとどまらず、ポーチ、ツールの持ち手、サンダルなど、アウトドアで役立つ
実用的アイテムも多数収録されています。

リバティ好きの小さな幸せ
リバティプリントで日々の暮らしと旅の手作り

トランテアン 玉村利恵子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3041-6 C2077

独特の柄と美しい色で人気のリバティプリントで手づくりを楽しむ本。はぎれ
を大事につないでつくるバッグやキルトなど、リバティプリントを使うとシンプ
ルなデザインにちょっとした工夫で、すてきな小物がつくれます。手づくりや布
に関するコラムも掲載。

リバティプリントデザイン図鑑
世界でもっとも美しいテキスタイル

酒井惠美 著
◉B5変形判　並製　◉総288頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3120-8 C0070 

柄数の膨大さ故に編纂が難しかったリバティプリントの「柄と由来」をまとめた
図鑑。リバティ社創業以来の著名な柄からレア柄まで網羅。349柄×カラーバ
リエーションの膨大なコレクションを収録。本邦初のリバティ社公式本！

ワックスプリント
世界を旅したアフリカ布の歴史と特色

アンヌ・グロフィレー 著
◉A4変形判　並製　◉総252頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3320-2 C0070

鮮やかな色彩で世界中の人々を魅了しているワックスプリント。そのほかの布
も含めた300点以上の図柄の写真とともに、ワックスプリントがアフリカ社会に
浸透していく過程や、各柄やモチーフの由来を解説しています。

型紙から作る標本とブローチ
季節の布花標本
utopiano 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3390-5 C2076

人気の布花作家、utopianoの布花のブローチと標本の第二弾。植物から実際に
型紙をおこす方法や、色のつくり方など、布花標本を一からつくれるようになる
オリジナルのノウハウを詳しく掲載しています。それぞれの植物ごとに、つくり
途中のパーツを掲載しており、つくり方がイメージしやすくなっています。美し
い写真を愛でるだけでも満足できそうな一冊。

糸を巻いて作る 小さくて愛らしい手作りボタンの世界
糸ボタンの本
ちくちくちどり 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3263-2 C2077

糸ボタンとは、平らな芯やリングに糸を巻き付けてボタンをつくるヨーロッパの
伝統的な手仕事です。糸の掛け方次第でさまざまな模様がつくれます。その糸
ボタンの、平らな芯のボタン19種類とリングのボタン22種類の糸の巻き方を基礎
から丁寧に解説し、さらにアレンジ例と使い方例も掲載。糸を巻くという手軽さと、
そこからうまれるボタンのおもしろさと美しさにはまるハウツー本です。

かんたん すてきな ポンポンづくり

ポンポンズ 著
◉A5判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2282-4 C2077

毛糸をボール紙にくるくる巻いてつくる「ポンポン」。単色の毛糸でつくるのが
通常ですが、なんと巻き方次第で、かわいい絵柄の入ったポンポンがつくれる
んです。しかも、そのつくり方は簡単。本書の巻図に従って、くるくる巻いてい
くだけ。単色ではなく絵柄や模様を自在にいれることで、ポンポン自体がアク
セサリーになったりと、簡単ながら今までの手芸の幅が広がります。

パラコードクラフト パーフェクトブック

ジェイ・ディー・レンゼン 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2468-2 C2076

丈夫でカラフル、アウトドアファッションにぴったりなアクセサリーづくりの素材と
してアメリカで人気の「パラコード（パラシュートコード）」。このコードの結び方を
紹介するYouTubeが世界中で3千万回以上視聴されている人気のクリエイターであ
る著者が、基礎からオリジナルまで35種類のテクニックを徹底解説！　パラコード
クラフトの教科書として大評判の『Paracord Fusion Ties, -Volume 1』日本語版。
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大人スタイルのキルト

小関鈴子 著
◉B5判　並製　◉総120頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3098-0 C2077

キルトと小物のつくり方とアイディアが満載。縫い方やつくり方だけでなく、ア
イディアやセンスに注目したい一冊です。毎日の生活の中で使いたくなるシン
プルなキルトや飾りやすい小さめのキルト、さりげなく使えるテーブルまわりの
コーディーネート。おしゃれなバッグはアップリケをプラスした洋服のリメイク
と一緒に。シックでマニッシュなテイストに、少しの遊びをプラスしました。

モダンキルト スタイル

小関鈴子、First of Infinity（藤田久美子×中島一恵） 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2842-0 C2077

アメリカ発、キルトの新時代の幕開けといわれるモダンキルト。日本でもおし
ゃれな色とデザインが注目され、人気となっています。本書はさまざまな作品
とともに、色合わせやデザインの解説まで掲載した、日本初のモダンキルトの
本です。

色と形 パッチワークパターンで布遊び

小関鈴子 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3266-3 C2077

人気のキルト作家、小関鈴子さんの初パターン集。たくさんあるパターンの中
から著者のお気に入りを180選び、実際に布合わせをして縫ったパターンを掲
載。図案だけでなく、布選びや色合わせの参考にもなります。掲載パターンを
使った作品例と、基本の縫い方なども掲載しています。

カオハガンキルト

吉川順子 著
◉A5判　並製 　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3099-7 C0076

フィリピンのセブ島沖にあるカオハガンキルトをいう島を知っていますか。東京
ドームほどの広さのその島で、20年前から素朴でカラフルなキルトが生み出され
ています。なぜキルトづくりがはじまったのか、島民とのゆかいなエピソード、貴
重なキルトコレクションなど、一度見たら忘れられないような独創的で自由なキ
ルトを、島の自然や生活とともに紹介します。見て読んで楽しい一冊です。

デザイナーズ・ハワイアンバッグ
Meg’s Hawaiian Quilts

マエダメグ 著
◉AB判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2843-7 C2077

人気のハワイアンキルト作家、マエダメグさんがつくるバッグの本。生活の中
でおしゃれに使えるバッグというコンセプトのもとに、実用的でありながらデザ
イン性の高いバッグを多数掲載しました。「大人のハワイアンバッグ」（パッチワ
ーク通信社）に、切って使えるカードを付けた改題新装版。

ハワイに暮らすキルト
デザイナーズキルトの世界

マエダメグ 著
◉A4変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2972-4 C2077

人気のハワイアンキルト作家、マエダメグさんの最新刊。美しく個性的で完成さ
れたデザインのキルトをつくり方付きで掲載。今回は、オーソドックスな正方形
のキルトから、飾りやすい縦長サイズまでバリエーションも豊富に紹介します。
使っている布の情報も掲載しているので、布を選ぶ際にも便利です。ハワイで撮
影した美しい写真とともにハワイアンキルトづくりを楽しめる一冊です。

ハワイアンキルトのある部屋
Living with Hawaiian Quilts

マエダメグ 著
◉A4変形判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3200-7 C2077

リビングやベッドルームなど、暮らしの中の6つのシーンごとにアイテムをトー
タルコーディネートして紹介。本格的なベッドカバーから一枚布でつくるコー
スターまでと幅広く、楽しくつくって使える作品ばかりです。暮らしの中で使う
ことを提案することで、ハワイアンキルトをより身近に感じられます。

MANNISH QUILTS マニッシュなキルト
かっこよくてシンプルで 毎日使える

小関鈴子 著
◉B5判　並製　◉総120頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2928-1 C2077

生活の中で使いたい、シンプルでマニッシュ（メンズのかっこよさのある）なキ
ルトと小物を紹介します。一枚布でざくざくと仕上げて味をだしたり、色や素
材の組み合わせでかっこよくなったり。男性女性関係なく、毎日使えるデザイ
ンです。もっとおしゃれで自由にパッチワークキルトを楽しめます。写真と図
でつくり方も丁寧に説明しています。
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私たちの好きな服とバッグ
すとんときれいで簡単な和布の洋服

岡崎光子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3267-0 C2077

和布を使ってつくる洋服と小物の本。ゆったりとしたシルエットに、ステッチや
飾りを入れ、シンプルすぎずにほどよい遊びがはいった洋服は、和布好きのリ
アルクローズと言えます。フリーサイズで、丈の調整のしかたや着物からの使
い方、ポケットのつくり方など、ポイントで写真解説を掲載。

和布のやさしい小物

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3133-8 C2077

丈夫で手触りのいい木綿を中心に、普段使いできる和布でつくるポーチやミニ
バッグ、インテリア小物をたくさん掲載。はぎれを組み合わせてつくれるもの
が多く、大事な和布を無駄にせず最後まで使えます。藍の深い色合いや縞の
かっこよさなど、和布にはそれぞれに味わい深さがあります。小さなものからつ
くりはじめて、和布の魅力にはまってみませんか。

十二か月の和の小箱と飾り物
飾って使える 愛らしいひとそろい

西浦美喜子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3353-0 C2076

和布でつくる小箱と、かわいい小物がつくれる本。箱の形で季節感をだしたも
のや箱の中におひな様を入れたものなど、箱としての使い方と飾り物の両方を
兼ねたお得感と楽しさがあります。季節を大事にする和の飾りは毎月つくって
飾れるように、12か月分の箱と飾り物を掲載しています。箱の形別のつくり方
と主要な飾り物の写真解説も掲載。

素材とモチーフで楽しむ布小物
Black&Gray, Blue, Brown モダンでシックな手仕事

花岡瞳 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3135-2 C2077

黒、白、グレー、青、茶といった使いやすい色をベースに、素材とモチーフでひ
とひねり効かせた大人のおしゃれ布小物の本。素材やモチーフ使いで、既製品
にはないオリジナリティのある布小物がつくれます。特徴的な小物はつくり方
の写真解説も掲載。

シンプルでかわいい日々のキルトとバッグと小物
やさしいキルトのある暮らし
南久美子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3101-7 C2077

シンプルなデザインにやさしい色がここちよいキルトや小物をたくさん掲載し
ました。ナチュラルで落ち着いた色に、甘すぎないかわいらしさがポイントにな
っています。仕立てはなるべく簡単で楽しくつくれるように、でもしっかりとし
ていて使い勝手のいいものを。写真と図でつくり方も丁寧に説明しています。

Traditional Quilts 作ってみたいトラディショナルキルト
シンプルで美しいキルトのための 25のパターンときれいに作るコツ

有岡由利子 著
◉B5変形判　並製　◉総120頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3137-6 C2077

パッチワークキルトの定番のパターンを使ったトラディショナルキルトは、シン
プルでずっと使えて飽きのこない、インテリアにも合うキルトです。使い続ける
ほどにアンティークのような味わいになるのもこのキルトのよさです。この本で
はトラディショナルキルトのよさを、簡単できれいにつくるコツとともに紹介し
ます。

日本のカタチ パッチワークパターン750

藤田久美子 著
◉B5判　並製　◉総176頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3264-9 C2077

日本のモチーフやイメージを円、三角、四角などの図形の美しさで構成しなお
したパッチワークパターン集。すべてオリジナルの新しいパターンを700以上、
パターンの基本的な縫い方の写真解説や日本の伝統色の解説も掲載。パター
ンを実際に色合わせして縫った例、バッグなどの作品も紹介します。

和布の針仕事 
私の毎日使いたいバッグとポーチ
岡崎光子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2885-7 C2077

人気の和布のキルト作家、岡崎光子さんがつくるバッグとポーチの本。和布を
使ってシックで普段使いしやすいバッグやポーチを提案します。藍や紬などの
和布の持ち味を生かした、しっかりとしていて形崩れしない実用的なバッグで
す。丁寧でわかりやすいつくり方も掲載。

目録本文2021_001_164_2.3.indd   80-81 2021/03/17   19:32



0 8 2 実用　 0 8 3  

ちょっと小さめ 便利でかわいいミニバッグ50

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総152頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3040-9 C2077

ちょっと小さめの50種類のバッグを紹介。ランチバッグサイズやバッグインバ
ッグ、サブバッグとして一枚布で簡単につくれて使い勝手のいいものからちょ
っと凝ったデザインのもの、パッチワークではぎれ使いができるものまでさまざ
まなミニバッグを楽しめます。ちょっと小さめなので、気軽につくれて使えるの
もうれしいところ。写真解説も豊富に掲載しています。

ちりめんのお針仕事
今も昔も 時代をこえて愛される小さな手作り

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2971-7 C2076

ふんわりとやわらかく、しっとりと落ち着きがありながら華やかで。手のひらに
のるほど小さくて愛らしいちりめん小物の本。江戸時代から縫い継がれてきた
伝統をふまえつつ、今の時代にかわいい袋物や飾り物を紹介します。つくり方
の写真解説が豊富でわかりやすく掲載。

ちりめん戯縫

森島民恵 著
◉B5判　並製　◉総104頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3150-5 C2076

伝統的な和のお細工物「押絵」を使ったオリジナル作品が人気の作家による初
の著書。ちりめん古布を使った作品でありながら現代のインテリアにもしっく
りくる素敵な小物のつくり方をレッスンします。

季節のちりめん遊び
作って飾って見て楽しい 花と実と祭りごと

藤本洋子 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3100-0 C2076

やわらかな手触りと独特の色合いが魅力のちりめんでつくる、愛らしい季節の
飾り物の本。干支やおひなさま、ちりめん小物のモチーフとしてはめずらしい
野菜と花の組み合わせなど、季節感があり飾りやすい作品を集めました。丁寧
な写真プロセスでのつくり方解説も豊富です。見ているだけでもかわいく、つ
くって飾ればもっと楽しくなります。

装飾手芸テクニックで作る とっておきの小物

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総120頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3278-6 C2077

装飾的な手芸テクニックを使ってつくる、おしゃれな小物づくりの本。ひと手
間かけてつくるものは見るのもつくるのも楽しく、完成したときの満足度も高い
ものです。複雑そうに見えて、つくり方は意外と単純で簡単。今まで以上に手
づくりの幅が広がります。各技法は写真でわかりやすく解説しています。

がま口を作る

イシカワカオル 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3138-3 C2077

かわいいけれど付けるのが難しいがま口金をシンプルできれいに付けるコツを
タイプ別に丁寧に解説。そしてがま口は型紙が何よりも大事。すっきりとセン
スのいい型紙と布選びでおしゃれがま口をつくります。同じ口金でも型紙を変
えるだけで形も使い勝手も変わってくる、そんなおもしろさも提案。がま口づく
りのモヤモヤがすっきりする一冊です。

はぎれが楽しい 今すぐ作りたいポーチ50

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2929-8 C2077

かわいくてつくりたくなる50個のポーチを紹介。はぎれをつないでパッチワー
クしたり、お気に入りの布を生かしてつくったり、見た目のかわいいものからポ
ケットがいっぱい付いた機能的なもの、1時間で簡単に完成するものまで、さま
ざまなデザインのポーチが楽しめます。

はぎれがかわいい ちょっと気になるポーチ50＋

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総144頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3134-5 C2077 

人気のポーチ50シリーズの第二弾。簡単につくれて、いくつもつくりたくなるも
のから、丁寧に1つを仕上げるちょっと凝ったもの、思わずにっこりしてしまう動
物形のおもしろくてかわいいものまで、50種類プラスおまけを掲載。写真解説
も豊富でつくり方もわかりやすく解説。またポーチづくりが楽しくなります。
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すぐに作れる にほんの紙で切りはり絵

渡辺順子 著
◉B5変形判　並製　◉総80頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3088-1 C2371

日本の伝統工芸「和紙貼り絵」。切る・ちぎる・貼る、薄い和紙の扱い方を学び
ながら、ワークショップで人気のモチーフをつくります。ラッキーモチーフ、季
節のモチーフ、癒しのモチーフ100種掲載。高級手漉き和紙と和紙専用糊付き。

SPHERE 不思議な球体ポップアップカード

月本せいじ 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2980-9 C2076

新しい球体のポップアップカードがつくれる本。従来のようにカードを開くと
形が立ち上がるのではなく、リングのパーツを組み立てて球体のカードをつく
ります。ぺたんこの平面にたためて、両端を押してずらすと球体の立体へと変
化するおもしろさがあります。23作品を掲載。全作品の型紙に加えて、5作品
の切ってそのまま使える厚紙の型紙付き。

GEAR WORLD 歯車で動くポップアップカード

月本せいじ 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3262-5 C2076

人気の立体ポップアップカード作家の著書。丸いカードを開くと、複雑に組み
合わさった歯車とモチーフが立ち上がり、歯車を動かして遊べる仕組みです。
季節の図案や文字をアレンジして入れられ、プレゼントのカードや、インテリア
小物として飾ってもすてきです。small、midium、large、specialの4種類の形の
28作品を掲載。全作品の型紙と8作品のそのまま切って使える厚紙の型紙付き。

4つのカタチが楽しい 立体ポップアップカード

月本せいじ 著
◉B5変形判　並製　◉総136頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3468-1 C2076

糊もテープも使わず紙だけを組み上げる、大人気の球体ポップアップカードを
4つのカタチに進化。一瞬で平面から立体に変化する驚きとおもしろさはその
ままに、よりかわいく複雑に見えるカタチにパワーアップ。エッグ、ダイヤモン
ド、ドーム、ボックスの4つのカタチごとに簡単なスモールタイプと複雑なラー
ジタイプがあります。全35作品の型紙、5作品の切ってそのまま使える型紙付き。

Veritecoの草木染め
春・夏・秋・冬 手づくりのあるくらし

Veriteco 著
◉B5判　並製　◉総114頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3151-2 C5077

草木染めというと難しそうと思われるかもしれませんが、身近な植物や食べ物
でも染色が可能です。そんな草木染めを瀬戸内海の島で創作活動をしている
人気作家Veritecoさんに教わりながら、染めを生活に取り入れるヒントや、作品
に仕立てる方法、Veritecoさんの人気アクセサリーのつくり方までを島の美しい
風景とともに余すところなく紹介します。

藍染ガイドブック

辻岡ピギー、六角久子、SEIWA 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3028-7 C2076

国内外で人気の藍染。絞り染めに加え、抜染やろうけつ染めなど、さまざまな
染め方を紹介。またスパタリングやスクラッチ、スタンピングやシルクスクリー
ンなど、さまざまなクラフト技法を織り交ぜることで、藍染の可能性を最大限に
紹介します。

フェルトのデザインワーク
モチーフ遊びから展開する大人のフェルト小物

中島一恵 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3265-6 C2077

大人のかっこよくておしゃれな小物をフェルトでつくる本。円、三角、四角など
の形に、刺繍や、巻くといった技法をプラスしておしゃれなモチーフが簡単に
つくれます。そのモチーフをポーチやバッグなどの大人が使える実用小物に。
モチーフのつくり方は写真プロセスでしっかりと解説します。

ヌメ革クラフト ハンドブック

ピポン：がなはようこ、辻岡ピギー 著
◉B5変形判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2863-5 C2076

エイジングや染色でオリジナリティを出す技法を取り入れた、「ヌメ革」にこだ
わった雑貨とバッグ、全50作品。パーツを増やしながら次第に立体的な作品を
つくれるので、初心者でも無理なくはじめられます。刻印やスタンピングの方
法も。
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樹脂封入標本の作り方
生物を美しく記録する魔法の工作

根津貴博 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3148-2 C2076

植物から昆虫、魚にカエル、小動物などなど……。身近にいるさまざまな生物
を樹脂に封入して保存する「封入標本」のつくり方を解説。まだ一度も封入標
本をつくったことがなくても、生物好きなら思わず挑戦してみたくなる美しい仕
上がり。そんなわかりやすくて心ときめく「封入標本作成入門」。

メディア工作ワークブック

パンタグラフ 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3001-0 C2072

学校の課題やワークショップ、SNSに！　パラパラブックからモーター＆LEDを
使った工作、簡単コマ撮りアニメまで、「まわる」「ひかる」「うごく」工作の基本
の仕組みと作例を紹介します。アイデア次第で楽しみは広がります！

DIY木工の革命ツール
トリマーの究極活用術
杉田豊久 著
◉B5変形判　並製　◉総256頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3176-5 C0076

多くのDIY愛好家が持っている、電動工具・トリマーのフル活用ガイド。熟練
の技が必要とされた本格的な継ぎ手や加工が誰でも可能になるノウハウ満載。
トリマーの知られざる潜在能力を引き出し、木工の可能性を広げる革命的な一
冊です。

幻のDIY本『家庭の工作』から
杉でつくる家具
グループ モノ・モノ 編
◉B5判　並製　◉総184頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3119-2 C0076

半世紀前に工業デザイナー集団によって書かれた、幻のDIY本『家庭の工作』
から、現代でもその機能美が際立つ24作品を完全復刻。論理的な工学デザイ
ンに基づいたフォルムと杉材ならではの軽量さは、DIY市場に新風を吹き込み
ます。

暮らし・行事・ハレの日を結ぶ
水引レシピ
田中杏奈 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3184-0 C2076

日々の暮らしに取り入れたい水引をはじめ、日本の伝統行事や結婚式などのお祝
い事に結びたい水引までをまとめた一冊。基本の結び方はもちろん、著者オリジナ
ルの結び方や、伝統的な紐結びの技法を取り入れた結び方などを、写真を使って
丁寧に解説しています。そのほか、水引を使用する際の作法や、著者が選ぶ季節・
シーンごとにぴったりな水引の色合いなど、読者が知りたい内容を随所に紹介。

鉱物レシピ

さとうかよこ 著
◉B5変形判　並製　◉総136頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2793-5 C0076

女子を中心に人気が高まる鉱物・結晶のレシピ、鉱物DIY、集めかた、遊びかた
の入門書。美しく輝く鉱物・鉱石・結晶たちを集め、かざり、あそび、つくる。
蛍石と水晶と雲母の図鑑、自分だけの結晶をつくる方法、八面体蛍石の割り方。
標本箱や試験管標本箱のDIY、理科趣味な実験、鉱物と鉱石の雑学博物学ノ
ートも収録。この一冊で鉱物を楽しみ尽くせます。

リアルな見た目や感触が楽しい
泡立てて作るスイーツ石けん
木下和美 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3283-0 C2076

見た目や触ったときの感触がとてもリアルなスイーツ石けんを、初めての人で
も簡単につくれる一冊です。手に優しいMPソープを主に使用しており、安心で
す。基本のつくり方はもちろん、すべてのプロセスは写真を使って丁寧に解説。
作品は定番のケーキ類から透明度が感じられるゼリーまで、バリエーション豊
かなラインナップ。季節のイベントにもぴったりな作品も紹介しています。

ふわふわ シャカシャカ
さわって楽しいフェイクスイーツ
氣仙えりか 監修
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3241-0 C0072

大人でも満足できるような完成度でありながら、飾って楽しむだけでなく、触っ
てストレスを解消したり、癒しになるフェイクスイーツを集めました。シャカシャ
カ振って音を楽しんだり、フワフワの触感を楽しんだり、スライムをつくって遊ん
だり。本格的な見た目でありながらも、実際に遊べる作品が満載です。大人はも
ちろん、夏休みの宿題に悩むお子さんと一緒にも楽しんでいただける一冊！
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HOW TO KICKS CUSTOMIZE 
カスタマイズ キックス バイブル
 CUSTOMIZE KICKS MAGAZINE編集部 編著
◉B5判　並製　◉総144頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3446-9 C2076

スニーカーファンの間で盛り上がりつつある、カスタマイズに特化。お手軽な
ワンポイントペインティングからストリートアート風や、水転写フィルムを使っ
たグラフィック転写、アッパーのフルカスタムまで、プロ技を解説します。「スニ
ーカーを自分好みのカラーリングやデザインにしたい」を実現させるためのテ
クニックが満載です。

写真が変わる！
シンプル・フォトレッスン
関根統 著
◉B5変形判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3027-0 C2072

ネットショップで流通量上位の商品42点それぞれに、魅力的な写真が撮れるポ
イントを徹底解説しています。クオリティアップを約束する「光、背景、レフ板、
三脚」の4原則から、裏技テクや詳細なトラブルシューティングまで、スマホ物
撮教本の決定版。

はじめてのクレイケア

川端奈那 著
◉A5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3457-5 C2077

古くより世界中でヘルスケアやビューティケアに使用されてきたクレイ（粘土）
は、ミネラル成分をたっぷり含んだ天然のケア素材。そんなクレイのパウダー
を使ってつくる、ナチュラルケアアイテムのレシピ集です。スキンケア、ボディ
ケアを中心に、湿布や歯磨きなど家族で使えるレシピを70種類紹介。自宅にあ
る材料でつくれる簡単さも魅力です。

nico…’s ヘア・アレンジ・レッスン
“ゆるふわ”レパートリーがもっと広がる！

溝口和也 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2927-4 C2077

ピンの留め方から、崩しのテクニックまで詳細に解説。アレンジのベースとな
る編み込みは、二つ編みから、三つ編み、フィッシュボーン、ツイストと、それぞ
れ単独で紹介してアレンジに落とし込み、類似書との差別化を図っています。
また、日本ではまだ知られていない、アメリカで人気の「インフィニティブレイ
ド」「ノット」「ウォーターホール」なども紹介。

Cooking

料理
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ナンプラーがあれば ダシはいらない

ワタナベマキ 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3207-6 C2077

魚を丸ごと塩で漬け込んで発酵・熟成させたナンプラーは、魚の旨みを含み、
実はエスニック以外の料理に入れてもとても美味しくなります。エスニックに
しか使えないと思っていた、ついつい使い切れずに残っていたナンプラーを、
「使わなかったら損！使うと出汁も必要ないんだよ！味が決まりやすいんだよ！」
というコンセプトで和食、中華、イタリアンと幅広いレシピを提案します。

すぐに作れる、すぐに使える。
発酵野菜があればおいしいごはん　
ワタナベマキ 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3360-8 C2077

乳酸発酵された野菜は、ほどよい旨み、甘み、酸味を醸し出し、調味料添加物
では出せない香り、深み、コクを出します。和洋中、どの味つけにも合い、つく
っておくとすぐにおいしい一品ができるので便利。大根、白菜、キャベツなど、
なかなか減らない野菜の新しい楽しみ方を提案します。

李 映林、季節の仕込みもの

李映林 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3356-1 C2077

季節の旬の食材を少しでも長く楽しみたい、そんな気持ちで仕込む保存食。毎
年の繰り返し、それをできる幸せに感謝しつつ、自分の身体と心を健やかに、
大事な人とともに食卓を囲む喜びを幾年月も続け、育ててきたレシピを一冊に
まとめました。

SPOON 坂田阿希子の料理教室

坂田阿希子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3166-6 C2077

人気料理家・坂田阿希子さんのお料理教室のレシピをまとめた初の料理書で
す。膨大なメニューの中の、特に生徒さんから好評だったメニューから、選りす
ぐりのレシピをまとめています。フレンチ、イタリアン、エスニック、和食、中華、
洋食、カレーなど、ジャンルにとらわれず、季節に合わせた提案です。自分のた
めに、そして大切な誰かにつくって喜ばせたくなる、本格的なレシピが満載。

MY FAVORITE Pasta

樋口正樹 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2799-7 C2077

美味しいソース、野菜いっぱいソースパスタレシピ。トマトに、ホウレン草、小
松菜、ズッキーニに、しいたけペースト。野菜をたっぷり使ったソースに、具材。
ヘルシーなパスタの新提案です！　著者は人気急上昇中の男性料理研究家・
樋口正樹さん。人気女性誌でも取り上げられるその料理は、簡単でヘルシーで
美味しく、その上、おしゃれなこと。

EVERYDAY Sweets
毎日食べたい、作りたい スイーツレシピ100

樋口正樹 著
◉A5判　並製　◉総176頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2894-9 C2077

パウンドケーキやビスコッティなどの焼き菓子も楽しめつつ、市販のお菓子をア
レンジしたり、缶詰のフルーツなども使います。市販のビスケットに、イチゴを混
ぜ込んだバニラアイスを挟んでみたり、カステラをスポンジ生地にして、マロン
クリームとホイップクリームを混ぜたマロンホイップを重ねてみたり、時短＆簡単
なアレンジで手軽にお家スイーツを楽しめるアイデアも紹介しています。

はじめまして 電鍋レシピ
台湾からきた万能電気釜でつくる おいしい料理と旅の話。

口尾麻美 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3096-6 C2077

台湾生まれのレトロで使える「電鍋」を使ったレシピ集。台湾では神鍋とも呼ば
れる万能ぶりで「蒸す」「炊く」「煮る」に大活躍。ボタンひとつの簡単調理ながら、
アイデア豊富な著者が世界各国の料理のエッセンスを61レシピで表現します。

まだ知らない 台湾ローカル 旅とレシピ

口尾麻美 著
◉A5変形判　並製　◉総168頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3362-2 C2077

小籠包や魯肉飯ばかりが注目されがちですが、台湾グルメの魅力、食文化の懐
の深さは、ローカルフードの中にこそ多く存在します。台湾各地の名物料理の
再現を軸に、各種調味料や保存食、客家料理や眷村菜など、65のレシピを紹
介します。
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上田淳子のチキンスープ
鶏肉＝具材、スープ。簡単、本格的。

上田淳子 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3497-1 C2077

鶏肉の魅力は部位によって美味しさが違う点。鶏肉の部位それぞれに応じ、美
味しい旨みとだしを上手にスープに抽出すれば、だしやスープの素を使わずと
も各段に美味しいスープになり、具材にもなります。麺を入れたアレンジなど、
レシピも豊富。ヘルシーな上、毎日食べても食べ飽きないチキンスープを紹介
します。

家庭料理の大革命
低温真空調理のレシピ
川上文代 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3248-9 C2077

ここ数年、急速に普及がはじまり、注目を集めている低温調理器のレシピを掲
載。難しいとされるローストビーフも、完璧なロゼ色に。絶対失敗することがな
いこの調理法は、家庭では難しいとされていた料理が、お店にも引けを取らな
いほど上手につくることができます。

家庭料理の大革命
低温真空調理のレシピ－ストック編－
川上文代 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3314-1 C2077

『家庭料理の大革命 低温真空調理のレシピ』の続編。低温真空調理は調味料
とともに食材を袋に入れて真空にし、火を通します。そのため、冷蔵も冷凍も
容易で、しかも衛生的。また、手数はかからず、１つ、２つ、３つといくらでも
一度に調理しておけるのが冷温調理ならではの利点。1種類の低温調理のスト
ックから短時間の仕上げでつくれる、幅広い絶品料理を紹介します。

トラネコボンボンのおもてなし

中西なちお 編
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2947-2 C2077

店を持たずに、旅するレストラン・トラネコボンボンとして活躍する中西なちお
さんのおもてなしレシピ本です。イタリア、日本、アジア、憧れの国として、世
界中のワクワクする料理を紹介。テーマ、買い出し、飲み物、下準備、テーブル
セッティング、そして仕上げまで、スムーズに、楽しく、美味しいおもてなしを
できるアイデアとコツを紹介しています。

かけ焼きおかず
かけて焼くだけ！至極カンタン！アツアツ「オーブン旨レシピ」

山田英季 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3121-5 C2077

忙しい人に向けたカンタンおかずのレシピ書です。耐熱皿にオーブン用シート
敷き、切った具材をのせ、タレやソースをかけ、オーブンで焼くだけ！　焼いて
いる間に副菜をつくったり、子供の世話をしたり、家事をしたり、いろんなこと
が可能です！

焼き目がごちそう！ 香ばしさが調味料！！
こんがり偏愛レシピ
市瀬悦子 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3324-0 C2077

料理家として人気急上昇中の著者。そんな著者が普段の料理でこだわってい
るのが、パリパリ、香ばしい、焼き加減。焦がすのではなく、香ばしく焼くことで、
普段の料理も一段と美味しさが増します。こんがりさせるとおいしい料理とそ
のコツを、つくりやすいレシピ、毎日活用できるレシピとともに紹介します。

み～んな大好き。元気おかず。
から揚げっ！ 照り焼きっ！ ハンバーグッ！
市瀬悦子 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3498-8 C2077

大人気なおかずだからこそ、上手につくりたい！　三種の神器おかず、から揚
げ、照り焼き、ハンバーグ。誰もが大好きな人気おかずだからこそ失敗なし、必
ずおいしくつくれるコツ、アレンジメニューが満載。「今日は何にしよう～」、そ
んなときのお助けバイブルになるレシピ本です！

バターは調味料。 ほんの少し使うだけでおいしくなる

上田淳子 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3355-4 C2077

普段、登場頻度の少ないバターですが、本場フランスでは脂という考え方ではな
く、もはや調味料。醤油や、味噌、ナンプラーなど、和、エスニックとの相性もよく、
白身魚や鶏胸肉、豚ヒレ肉など、脂の少ない、淡白な食材を使った料理に奥行き
を出してくれ、少しのバターを使うだけで、料理がぐんとおいしくなります。そん
なバターの使い方を理論派料理家として、絶大な信頼を誇る著者が提案！
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ジビエレシピ
プロのためのジビエ料理と狩猟鳥獣

ブルーノ・ドゥーセ 著
◉B5変形判　並製　◉総320頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3351-6 C2077

パリで著名なミシュランシェフが手がけるジビエ大全。狩猟やジビエの歴史、
狩猟鳥獣23種の解説と扱い方、99種類のジビエ料理や基本のレシピを迫力あ
る写真とともに紹介する、他に類のないジビエ料理の決定版。

男と女のホットサンド

バウルーホットサンドカフェ 著
◉A5判　並製　◉総112頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2746-1 C2077

つくってあげたい、一緒につくりたい“アツアツレシピ”。男は大胆に、女は賢く。
同じ食材でホットサンドをつくるにも、男と女は考え方が違うもの。がっつりイ
ンパクトのある男サンドに対し、女サンドな彩り、栄養、食感など、バランスよ
く。そんな二人がひとつの食卓でホットサンドをつくったら……、いつしか二
人の仲もしっかり温まっている。そんなアツアツレシピが詰まっています！

iacoupéのコッペパン

イアコッペ 編
◉A5判　並製　◉総112頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2995-3 C2077

コッペパン専門店が続 と々オープンし、中でも注目されているイアコッペ。小ぶりな
サイズが食べやすく、具材によって使いわける4つのパン。そして定番人気の焼きそ
ば、ナポリタンを抑えつつ、フレンチスタイルを思わせるステーキやスモークサーモ
ン、グラタン、ピスタチオ、キャラメルバナナなどイメージを覆す贅沢な逸品が揃っ
ています。今回はその４つのパンとお店で人気の具材のレシピを紹介します。

サンドウィッチと喫茶の時間

川口葉子 著
◉A5判　並製　◉総176頁

定価1,848円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3291-5 C0076

著者自らが北海道から沖縄まで、全国67店舗を歩きました（すべて撮り下ろし・
書き下ろし）。「挟むもの」「挟まれるもの」、色々なサンドウィッチの名作の魅力、
それぞれのカフェ・喫茶の魅力を丁寧な取材記事でまとめた一冊です。

トラネコボンボンの空想居酒屋

中西なちお 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3095-9 C2077

中西なちおさんのおつまみレシピ本です。ガード下のバー、近所のスナック、
漁港の飲み屋、台湾の屋台、酒屋の角打ちなど、どこかにありそうなお店を空
想しながらレシピを紹介します。ワイン、日本酒、ビール、レモンサワー、飲む
たいお酒、行きたいお店の気分に合わせ、さまざまなレシピを楽しめる、遊び心
のある一冊です。

ノスタルジア食堂
東欧旧社会主義国のレシピ63

イスクラ 著
◉A5変形判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3403-2 C2077

東欧から中央アジアまでの旧社会主義国で食された料理を再現したレシピ本。
当時の器やカトラリーなどで彩られた料理写真はさながら現地の食堂を彷彿さ
せます。陶器の産地やかつての雰囲気を色濃く残す食堂の数々を紹介する旅
のコラムも満載。

バスクの修道女 日々の献立

丸山久美 著
◉A5変形判　並製　◉総384頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3509-1 C2077

簡単、時短、経済的、残さず使い切る工夫、保存食、幸せな気持ちにしてくれる
デザートなど、修道院の料理には、私たちが今必要としているヒントが詰まって
います。山と海の幸、気候に恵まれて、独自の食文化を受け継ぎ、発展を遂げた
バスク料理は、スペインを代表とする味。修道女たちの料理、文献からの料理も
交え、日本の食材でつくれるレシピにアレンジし、献立方式で紹介します。

南米野外料理 アサード

ユルゲン・ケルネッガー 著
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3444-5 C0076

鉄網で焼いて、塩だけで味付けをした肉を家族や仲間と囲んで食べる。南米の
伝統的な野外料理、アサード。その料理法と精神をベースにアウトドア料理と
してブラッシュアップした4人の料理人たちが送る「アサード」の指南書！
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うぐいすと穀雨のパンとお菓子

鈴木菜  々著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3245-8 C2077

東京・雑司ヶ谷にある「うぐいすと穀雨」は、パンと焼き菓子が人気のカフェで
す。だれが食べても安心で、おいしいと感じられる、愛情あふれたお店の味を、
家でも再現できるようにプロセス写真とともにつくり方を紹介します。パンや
焼き菓子に加え、お店で人気のジャムや、スープ、賄いで好評になり、メニュー
にもなったトーストやサンドイッチなども併せて紹介。

グルテンフリーなベジつまみ

上原まり子 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3123-9 C2077

たくさん食べても罪悪感なく、消化がよくて翌日も身体が軽いと実感できる一
冊！　食材、調味料、調理はいたってシンプル。素材の旨み、甘みを引き出し
た調理は、食べることで心も満たされる美味しさです。

1肉1野菜で作る！ 主役級！
肉サラダ
堤人美 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3045-4 C2077

毎日晩ごはんの支度をされている方にとって、買い出しや調理を限られた時間で
こなすのはちょっとしたストレス。材料も調理もシンプルに、家族で楽しめるヘ
ルシーな料理って？　そんな思いから生まれたのが「肉サラダ」。メインの材料は
1種類の肉に1種類の野菜。肉は炒めたり、焼いたり。野菜は1種類だから切るの
も面倒でありません。そんなレシピを人気料理家・堤人美さんが提案します！

シンプルだから飽きない！ 〆まで美味しい！
1肉1野菜 鍋
堤人美 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3113-0 C2077

冬の定番料理、鍋。でも、一番の問題はマンネリ化！　実はその理由は鍋に入
れる具材は多いものの、似たような野菜ばかりを入れているから！　だったら1
肉1野菜 鍋！　それでいいのでは？　それならあとは簡単、ひとつずつそぎ落と
していくうちにいろんな鍋のレシピが誕生しました。春にも夏にも使え、誰かが
来たときにも喜ばれるレシピを紹介しています。

メゾンカイザーのパンレシピ

エリック・カイザー 著
◉A4変形判　並製　◉総304頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2905-2 C2077

パリでも日本でも大人気のパン屋、メゾンカイザーのパンのレシピを大公開！　
生地のつくり方からバゲットやさまざまな具材の入ったパン、風味豊かなヴィ
エノワズリー、世界のパンまで、95のレシピを工程写真とともに紹介。

カンパーニュ
冷蔵庫仕込みでじっくり発酵。

ムラヨシマサユキ 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3219-9 C2077

カンパーニュは、パン・ド・カンパーニュといい、通称、田舎パンと言われる丸
い大型パンです。今回はそんなカンパーニュのつくり方を人気料理家のムラヨ
シマサユキさんが、冷蔵庫任せで発酵できる手法で、美味しく、失敗しにくいつ
くり方を、カンパーニュと楽しむ料理とともにご紹介します。

春夏秋冬、季節の酵母が香るパン

タロー屋 編
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2875-8 C2077

有機栽培や自家製菜園で育てられた野菜やフルーツなどを元に酵母を起こし、
パンを焼くタロー屋の特徴は、シンプルで神秘的。花やフルーツを瓶に詰め、
水を注ぎ、フタをして発酵を待つ。1日1回フタを開けて酸素を与え、しぶきをあ
げたら、酵母の出来上がり。酵母と、粉、少しの塩を加えてこねて、発酵させて
焼く。中種を使わない方法で風味よく、季節の花や果物の香りを楽しめます。

バゲットが残ったら

坂田阿希子 著
◉A5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3106-2 C2077

1本買うと、食べきれずに残ってしまうバゲット。そんなバゲットを残さず、美味しい料
理に変身させてしまうレシピ集です。カチカチにかたくなったバゲットは、水に浸して
イタリアのサラダに変身！　揚げ焼きしてスパイスをまぶせば、ボリューム満点なサラ
ダのトッピングに変身！　焼いたトマトと重ねて器に入れ、スープを注げば、忙しい
朝にもってこいの朝食に！　おしゃれでおもてなしにも使えるレシピを紹介します。
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自由だから美味しい
私の好きなサラダの食べ方
中川たま 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3182-6 C2077 

旬の野菜や果物を、簡単に、だけど多彩に、美味しい料理に仕上げる中川たまさん
初のサラダ本です。つくっておける調味料で、ささっと調理するのがポイント。ナ
ッツ、昆布などで味を変えた塩で和えたり、柑橘やハーブを混ぜたオイルをかけた
り、つくっておくと便利なドレッシングやオイルで、たまさん流に野菜を合わせ、新
鮮なサラダに仕上げます。いつも食べ慣れた野菜が素敵なひと皿になります。

デイリーストック
朝、昼、晩 日々の料理の味方

中川たま 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3220-5 C2077

料理家として人気の中川たまさん。よくファンの方々からも普段の料理のこと、
時間のやりくりなどについて質問されるようです。仕事をこなしながらの家事、
特に料理はできるだけ手早くつくるのが大事だそうです。そんなときに助かるの
が、時間があるときにつくっておけるデイリーストック。常備菜、調理料などを時
間があるときに仕込んでおけば、０からスタートするよりもうんとラクになります。

畑生まれのおもてなし寿司
SUSHI MODOKI

iina 著
◉A5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3059-1 C2077

本物のお寿司そっくりのネタを野菜でつくれたら……苦手な人はもちろん、ベ
ジタリアンの人も、アレルギーの人も、普通のお寿司が大好きな人もみんな一
緒に食べられます。酢飯の代わりにアルファルファや、蒸したカリフラワーを
使ったり、寿司酢の代わりに野菜のペーストを混ぜてみたり。見た目も本物そ
っくりのネタに加え、面白いレシピも満載で、とにかくヘルシー！

型がなくても作れる デコレーションケーキ

森崎繭香 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3015-7 C2077

「ケーキを作ろう！」と思ったときに、意外にハードルになるのが、“型”問題。たと
え持っていたとしても、その型を使ってみると、うまく焼けなかったり。今回は
“型”を使わずとも、オーブンの天板で焼けるシートスポンジを利用して、可愛く
て美味しいデコレーションケーキがつくれるレシピ本を提案します。手づくりの
デコレーションでの大切なお祝いは、リーズナブルな上、喜びもひとしおです。

毎日頑張っているあなたへ。 とにかく簡単に作れるレシピです。
肉炒め
堤人美 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3312-7 C2077

毎日家族のためにご飯をつくっている、つくりたいと思っている“頑張っている”
すべての方々に。フライパンひとつでつくれ、家族みんなが美味しく食べられる、
炒め物。中華の炒め物ではなく、肉と、1つ、2つの野菜に、味付けは醤油や味
噌のお家の炒め物を提案します。食材の組み合わせや、味のバリエーションを
知れば、毎日食べても飽きない、簡単でおいしいメインおかずが完成です！

いつも卵があるといい
朝も昼も、夜も。

堤人美 著
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3397-4 C2077

とても身近な食材の「卵」。どのおうちでも冷蔵庫に入っており、朝食、お弁当、
夕食、お菓子づくりで活用する人が多いのではないでしょうか。メインにもなり、
脇役にもなり、老若男女に愛される食材です。そんな卵を人気料理家、堤人美
先生が日々の食卓にぴったりな卵レシピを紹介します！

炊き込んだり、ざっと混ぜたり。とにかく野菜がたくさん食べられる！
ザ・野菜ライス
堤人美 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3470-4 C2077

トマトを丸ごと炊き込んだり、ご飯が炊き上がる寸前にたっぷりの豆もやしを加
えて蒸したり、炒めた豚肉とザクザクに切った水菜を炊き上がりのご飯に混ぜた
り、ご飯の新しい美味しさを発見！　炭水化物を減らせて野菜もタンパク質も一
緒に摂れるヘルシーご飯だからダイエット中にもおすすめです。

さっと煮サラダ

冷水希三子 著
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2973-1 C2077

サラダというと、フレッシュな生野菜を想い浮かべますが、本書が提案するの
は、10秒ほどさっと煮た（茹でた）野菜のサラダです。さっと茹ただけだから、
野菜の食感、香りはそのままに。また少し火を入れたことによって、アクが消え、
野菜が持つ本来の甘みがぐっと引き立ちます。野菜が食べたくなるサラダレシ
ピが満載です。
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推しにささげるスイーツレシピ

メリリル 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3476-6 C2077

アイドルやキャラクターを「推し」と呼び、「推し色」のアイテムを好む女性が増
えています。そんな「推し色」が再現できる、カラフルなお菓子のレシピ集です。
お菓子づくり初心者も安心の簡単なレシピで、プロセス写真も多数掲載。アイ
ドルやキャラクターなど、大好きな推しへの思いをスイーツで表現してみませ
んか？

カンタン！ズバウマ！自炊のススメ。
極ラクめし
ヤスナリオ 著
◉B6判　並製　◉総144頁

定価1,210円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2838-3 C2077

究極の楽チン自炊本。材料は近所のスーパー、コンビニで手に入るもので、ヤ
スナリオさんならではの手抜きの料理法を紹介。会社から帰って疲れたカラダ
でもつくれるごはんもの、お酒のおとも、週末は少しヘルシーに野菜やお肉、缶
詰を使ってオフクロごはん。朝ごはんにおすすめの5分でつくれる速攻めし、寒
い時期にぴったりな一人鍋の提案など、バラエティ豊かな110レシピを紹介。

ぬか漬けの基本
はじめる、続ける。

山田奈美 著
◉A5判　並製　◉総128頁

定価1,408円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2827-7 C2077

ぬか漬けをはじめたい人へ。ぬか床づくりの基礎と毎日のお手入れ法、トラブ
ルQ&A、基本の野菜・肉・魚の漬け方を解説。ユニークなぬか漬けのバリエー
ションや、ぬか漬けを使ったレシピも紹介します。

発酵おやつ

山田奈美 著
◉A5判　並製　◉総112頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3188-8 C0077

砂糖不使用。甘麹、塩麹、酒粕、みりんなど身近な発酵食品を使って簡単につ
くれる定番おやつレシピ集。甘酒の焼きプディング、甘麹パウンド、酒粕ドー
ナツ、豆花のみりん蜜……。体に優しく、ひと口ごとにうまみがじんわり広がり
ます。

チョコレートのお菓子
小さなチョコレートから大きなケーキまで㉛のレシピ

坂田阿希子 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3270-0 C2077

扱うチョコレートの種類、扱い方の注意、作業温度、テンパリングの手法と、家
庭でもつくれる、中級者以上の本格的なレシピを紹介しています。クラシカル
なチョコレート菓子は、色褪せることなく、何度も繰り返してつくりたくなるし
っかりとした内容です。バレンタインデーを始め、お友達のプレゼント、おもて
なしの口直しを飾るデザートにと、喜ばれる一冊になるはずです。

ムラヨシマサユキのチョコレート菓子
ぼくのとっておきのレシピ。

ムラヨシマサユキ 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3345-5 C2077

大人気料理研究家、ムラヨシマサユキさんがつくるチョコレートレシピ本です。
フランス生まれのガトーショコラ、テリーヌ、マドレーヌ、フィナンシェをはじめ、
アメリカ生まれのシフォンケーキ、チーズケーキ、チョコチップクッキーなど、
種類も手法も豊富。一生もののチョコレートレシピ集です。

作って楽しい 食べて美味しい
ムラヨシマサユキのシフォンケーキ研究室
ムラヨシマサユキ 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3477-3 C2077

シンプルな材料で初心者には始めやすく、コツとテクニックが必要だからこそ、
中級者～上級者にも大人気のシフォンケーキ。今まではなかった、ふわふわ、
しっとり、もっちりと食感の違う3つの生地のシフォンケーキのつくり方を掲載。
一生物のシフォンケーキを人気料理家ムラヨシマサユキさんが紹介します。

果汁、果肉を詰め込んで。
果物と野菜のゼリー
袴田尚弥 著
◉B5判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3105-5 C2077

果物や野菜を丸ごと楽しめるゼリーのレシピを紹介します。果肉をくり抜き、
果汁を絞り、普通なら捨ててしまう皮を容器として使っています。ただそれだ
けなのに、見た目も華やかで、インスタ映え間違いなし！　デザート、アピタイ
ザーと、楽しめるシチュエーションを増やした一冊です。
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名匠に学ぶ、基本の手順と細工徹底解説
日本の有平糖
石川久行 著
◉B5判　並製　◉総176頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3169-7 C2077

ポルトガルより伝わってきた砂糖を原料とした日本初のキャンディー菓子。の
ちに京都へ伝わり、職人の手によって工夫、改良され、「食べる宝石」と珍重さ
れた飴細工「有平糖」。空気を入れて膨らませたり、型に流し込んだりといった
洋菓子の飴細工にも共通した技法が時代を超えて多く用いられています。その
有平糖の基本から細工まで、第一人者の名匠が指南する初の技術書です。

フランスのお菓子めぐり

マリー・ル＝ゴアズィウ、カトリーヌ・ドゥ＝ラ＝ウーグ 著
◉A4変形判　上製　◉総128頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2574-0 C2076

年中行事のお菓子や地方菓子から、おやつとして長年親しまれ、定番となった
お菓子まで。フランスの人々の心をくすぐる身近なお菓子が大集合。フランス
のお菓子文化の一端をかいま見ることができるとともに、フランスならではのお
しゃれで楽しい仕掛けがたくさん。ページをめくるたびに、お菓子をめぐる旅
へといざないます。

香りで料理を科学する フードペアリング大全
分子レベルで発想する新しい食材の組み合わせ方

ベルナール・ラウース、ピーター・クーカイト、ヨハン・ランゲンビック 著／ 

石川伸一 監修
◉A4変形判　上製　◉総388頁

定価5,280円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3367-7 C0076

食材のアロマ・プロファイルを科学的に分析し、知られた食材の組み合わせ
（例：チョコレートとイチゴ）が美味な理由を解き明し、さらに新しい食材の組み
合わせ（例：チョコレートとキャビア）の世界を開きます。その実例については
類書の10倍以上の数を掲載。背後にある科学的根拠も解説しています。

季節に寄り添う韓国茶
心と身体を癒す花茶と薬草茶、そして菓子

コウ静子 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3406-3 C2077

韓国の伝統茶は、植物の葉を乾燥させたもの、果実などをはちみつに漬けたも
の、薬草などをコトコト煮出したものなどがあります。春夏秋冬を通し、日本の
花や葉、果物などで身体の不調を取り除くお茶のつくり方から、飲み方、効能、
そしてそれによく合う韓国の素朴なお菓子とともにレシピを紹介します。

おいしいもののまわり

土井善晴 著
◉A5判　並製　◉総168頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2826-0 C2077

おいしいものは美しい──。
日本の食に隠された「おいしい」の理由を、「料理する」「食べる」に関わる32の
モノ・コトから土井善晴が考えます。
＊本書は「おかずのクッキング」（テレビ朝日、2007年～12年）連載を修正・加筆してまとめ
たものです。

一汁一菜でよいという提案

土井善晴 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2954-0 C2077

料理研究家・土井善晴が、日本古来の「一汁一菜」を通して現代日本の食文化
の見直しを提言する一冊。一汁一菜（ご飯＋具沢山の味噌汁）の具体的な実践
法を紹介しつつ、家庭料理の役割や食文化の変遷、自分で料理することの大切
さなどを説いていきます。

おいしいおはなし
子どもの物語とレシピの本

本とごちそう研究室 著
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3289-2 C0098

物語の中に出てくる美味しそうな食べ物。なんとなく想像がつくものや、見た
ことも、聞いたこともない名前の料理やお菓子。食べたこともないけど、食べて
みたい！　そんな気持ちにさせてくれた本に登場する料理を、ときに忠実に、と
きにインスピレーションを効かせて本とともに紹介します。つくってみたい、ま
た読んでみたい、夢いっぱいの一冊です。
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Cabin Porn Inside
小屋のなかへ

ザック・クライン 編
◉A4変形判　上製　◉総326頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3343-１ C0076

世界中の小屋愛好家がこだわりの手づくり小屋の内観・外観写真を投稿する
人気サイト「Cabin Porn」。その中から厳選された85軒を紹介。「小屋を建てた
い人」「自分らしい空間をつくりたい人」に役立つアイデアが詰まった一冊。

コンセプトストア＆ポップアップショップス
グラフィックス・インテリア

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総280頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3195-6 C3070

世界中の瞠目すべきグラフィック＆インテリアデザインを打ち出す60店を紹介。
さまざまなメディアやプラットフォームを駆使し、小売業において最高の出会
いをもたらすリーダーたちのインタビューも掲載しています。

レストラン＆バー グラフィックス・インテリア
空間に価値を与えるデザイン

ヴィクショナリー 編
◉B5変形判　並製　◉総280頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3285-4 C3070

ソーシャルメディアにも最適化したブランディング、良質なグラフィック、心地
よい空間デザインで知られる飲食店60事例を紹介します。飲食分野のトップ
デザイナーたちのインタビューも掲載しています。

Appetizer アピタイザー
コンセプトのあるカフェ＆レストラン

GESTALTEN 編
◉A4変形判　並製　◉総272頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3287-8 C3070

新しいコンセプトを持つ特徴的なカフェ、レストラン、ショップ、アート・スペー
スを美しいビジュアルで紹介。世界トップクラスの80の店舗で、外食の喜びを
増幅させる傑出したインテリアデザインの数々が楽しめます。

Sri Lankan Modernism 
スリランカの現代住宅

ロバート・パウエル 著
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価6,050円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3132-1 C3052 

アジアン・リゾートの祖、スリランカの伝説的な建築家ジェフリー・バワ。バワ
以降のスリランカ建築界を牽引する、次世代建築家たちのトロピカル・モダニ
ズム作品集です。安藤忠雄、坂茂ら巨匠が手懸けた海辺の絶景を望む個人住
宅、「アマン」の多くを設計するケリー・ヒルが家族と過ごす別荘を収録。スリ
ランカ島の各地に建つ、21世紀の新しい個人住宅も紹介。

天井美術館

五十嵐太郎、菊地尊也 著
◉B5判　並製　◉総176頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3162-8 C0052

国内外の名建築、その天井にスポットを当てた写真集。真下から、斜めから、
はたまた水平に近い角度で天井を見上げると、知っていたはずの建築がまった
く違う表情を見せます。国内物件についてはすべて撮り下ろし、迫力十分の写
真で見せる圧巻の「天井写真集」です。

モビテクチャー
動く住まい図鑑

レベッカ・ローク 著
◉B5変形判　並製　◉総304頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3085-0 C0071

自動車、電動シニアカー、スキー、クルマ、ロバ、ショッピングカート、そり、人
力など……さまざまな動力を駆使して動く、モビテクチャー＝「動く住まい」を
集めた初の本です。世界40カ国以上から選りすぐった280以上の移動式住居
が堪能できる決定版！

Cabin Porn
小屋に暮らす、自然と生きる

ザック・クライン 編
◉A4変形判　上製　◉総336頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3062-1 C0076

人里離れた山中の小屋や仲間と楽しむツリーハウス、小説から飛び出てきた
「ホビットの家」など、小屋を愛する10人の建築秘話と世界の選りすぐり200軒
を写真とエッセイで紹介。自力で建てるアイデア満載です！
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スペースエイジ・インテリア

グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総180頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3428-5 C0077

1950-60年代の一大ムーブメント「スペースエイジ」時代の名作家具は、今や美
術館クラスの価値とも言われるレアアイテムです。流線型の美を愛し暮らしに
取り入れた人々のインテリア実例集。照明、家具、ラグ、オブジェまで図鑑も充
実。

インドアグリーン・ライフ

白田仁（NEO GREEN） 監修
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2445-3 C2077

インドアグリーンが置かれたさまざまなインテリア実例写真を掲載し、おしゃれ
に楽しめるインドアグリーンのライフスタイル術を紹介しています。図鑑や管
理術解説のページでは栽培しやすい植物の特徴、管理術をわかりやすく説明。
気軽に簡単に、暮らしへ取り入れられるハウツーを解説し提案しています。

フローラル・インテリア
花柄で部屋を彩る魔法のメソッド

バリ・J・アッカーマン 著
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3413-1 C2077

色とりどりの花が主役のフローラル・インテリア。モチーフの選び方や組み合
わせ方、手軽で可愛いDIY方法などとっておきのメソッドを大公開。部屋に華
やぎと癒しをもたらす素敵なスタイリングをお教えします。リビング、ベッドル
ーム、キッチン、バスルーム、子供部屋など、インテリアに花柄を取り入れたい
読者必見の一冊です。

カルチュラル・ガーデン

グラフィック社編集部 編
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2737-9 C2077

手間をかけず、見映えがする庭に。無理をしない、背伸びをしない庭づくりで
楽しむ人々がいます。自ら資材を買い集め、自分で手づくりした庭、限られた
スペースを上手に活用して楽しむ庭、こだわりを持ってスタイルづくりをして
いる庭など、自分の好みやカルチャーを投影してつくられた個人宅の庭を実例
紹介し、雰囲気のいい庭づくりの秘訣をさまざまな視点から解説します。

世界の美しいベーカリー
デザイン＆インテリア

グラフィック社 編
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3421-6 C3070

世界中から集めたベーカリーのデザイン＆インテリア集です。魅力が伝わる豊
富な写真だけでなく、どのようにしてそのデザインにたどり着いたのか、そのプ
ロセスも語られており、ショップ設計をするうえでも参考になる内容となってい
ます。イメージやパース、設計図も掲載されており、写真だけではわからない
空間デザインの工夫も見ることができます。

スクラップメイドのインテリア

伊波英吉 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2211-4 C2077

汚くなっても、デザインが古くなったと思っても捨ててしまう前に、ちょっとだ
け考えて、手づくりの工夫とアイデアでアンティーク調に生まれ変わらせる。そ
れがスクラップメイドです。エコで楽しく面白く、家族の絆も深まります。不用
品だって格好良くおしゃれに蘇らせる手法があります。捨てずに賢く、おしゃ
れなアンティーク調にハンドメイドでつくり上げるDIY術を紹介します。

ヴィンテージインダストリアル・インテリア
マシーンエイジの家具と暮らす

ミーシャ・ド・ポテスタ 著
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3216-8 C2077

今やインテリアデザインの最前線となり強い吸引力を持つ、インダストリアル
スタイルのインテリアを紹介します。中でも1900～1950年にフランスを起源と
して製造、発展してきた貴重なアイテム、照明、椅子、テーブルなどを取り上げ
ます。

昭和インテリアスタイル

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総160頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3364-6 C0077

1950 -70年代につくられた名作家具や昭和アイテムは、さまざまなスタイルの
インテリアの潮流の中でも色褪せず定番となり、暮らしに溶け込んできました。
そんな昭和中期の国内外のインテリアやカルチャーを愛する人が暮らす、18の
家を取材しています。
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12ヶ月の多肉植物寄せ植えレシピ

黒田健太郎 著
◉B5変形判　並製　◉総160頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2390-6 C2077

『12ヶ月の寄せ植えレシピ』の多肉植物寄せ植え版。初心者でも気軽に、思い立
ったその日から楽しめます。基礎レッスンもみっちり細かく解説したハウツー本。
個性的な多肉植物ならではの寄せ植えがいとも簡単につくれます。全作品撮り
下ろしで、たくさんの新テクニックが公開！　つくった寄せ植えはメンテナンス
しながら1年以上楽しめるものもあり、つくりたくなる気持ちにさせてくれます。

365日の寄せ植えスタイル 春・夏シーズン

黒田健太郎 著
◉B5変形判　並製　◉総200頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2352-4 C2077

春夏を通し、その月々に園芸店の店頭で販売されている植物を組み合わせてつ
くった寄せ植えを、写真集的に楽しみながら、寄せ植えづくりを真似できるよう、
使用している材料の花材とつくり方のコツとポイントを解説しています。著者
自身が撮りためた美しい寄せ植え写真に驚嘆します。ボリューム感たっぷりの
春夏編の内容になっています。

12ヶ月の小花の寄せ植えレシピ

黒田健太郎 著
◉B5判　並製　◉総176頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2837-6 C2077

待望の「寄せ植えレシピ」の第三弾！　1月～12月まで、それぞれの月で購入可
能な小花の草花をメインにした寄せ植え作品を紹介。そのつくり方を詳細に解
説する、誰もが楽しめる園芸実用書です。

春夏秋と楽しめる かわいいコンテナガーデン
small bright GARDENS

エマ・ハーディ 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3197-0 C2077

イギリスの著名ガーデナーが提案する、省スペースで楽しめるコンテナガーデ
ンのアイデア集。花・果樹・野菜などバラエティ豊かな植物を、ブリキのバケツ
やバスケットなど、身近な器にアレンジしたかわいい寄せ植え35点掲載。

12ヶ月のガーデニングDIY ―garage style―

Garage 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2797-3 C2077

簡単に、手づくりで、気軽に、身近で安価な材料でつくれる、おしゃれなガーデ
ニングアイテムのつくり方を12カ月別に紹介します。園芸の知識がない超初心
者でも、DIYでつくるアイテムとのコーディネートで楽しむことができます！

庭と暮らせば 
BROCANTEスタイルの庭づくり

松田行弘 著
◉B5変形判　並製　◉総192頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2400-2 C2077

庭好きなら、誰しもが待ち望んでいた、おしゃれなフレンチスタイルのガーデン
施工で人気の『BROCANTE』オーナー・松田さんの初の著書。庭を活用し、と
もに暮らすライフスタイルのコツと、理想の庭づくりを実現する術について、松
田メソッドを一挙公開。日本人のセンスの良さが誇りに思える内容の一冊。

緑と暮らせば
BROCANTEスタイルで植物とともに暮らす

松田行弘 著
◉B5変形判　並製　◉総208頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2444-6 C2077

フランス流庭づくりの第一人者である 松田さんが提案する植物との暮らし。テ
ーマは、広い庭がなくとも、より身近に、植物と心地よく暮らす方法についてで
す。テラスやバルコニー、玄関、キッチン、狭い部屋や玄関、小さなテラス、ち
ょっとした場所で工夫して楽しめる方法を解説し、植物とおしゃれに楽しむさ
まざまな方法を紹介した、地植えの庭がないファンにとっての待望の内容です。

12ヶ月の寄せ植えレシピ

黒田健太郎 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2274-9 C2077

多くの女性ガーデナーから支持を得る、『フローラ黒田園芸』の黒田健太郎さんの
寄せ植え作品を撮り下ろし。つくり方を丁寧に解説しており、美しい寄せ植えづ
くりの、魔法のようなテクニックの謎が今明かされます！　基礎レッスンもみっち
り細かく解説。美しいブーケのような寄せ植えづくりのためのハウツー本。おも
しろいぐらいに、どんどん寄せ植え上手になっていくてごたえをつかめます。
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Feel The Garden
苔テラリウムの基本Lesson

Feel The Garden 中村美緒 著
◉B5判　並製　◉総168頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3452-0 C2077

お部屋に飾って楽しめる苔のテラリウムの基本を学ぶ一冊です。Feel The 
Gardenならではの風景を意識した作品づくりをプロセス付きで紹介しています。
初心者でもお手入れが簡単な作品を掲載しているので、つくった後もお部屋に
飾って長く楽しめます。

暮らしを彩る
美しい牡丹と芍薬
ジェーン・イースト 著／ジョージアナ・レーン 撮影
◉B5変形判　並製　◉総240頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3433-9 C2077

日本ではボタン、シャクヤクとして親しまれるピオニーの花。大胆かつロマンチ
ックな写真でピオニーのすべてを多彩に紹介します。全53種の人気品種の紹介
はもちろん、ピオニーの歴史背景や栽培方法、管理のポイントなどを丁寧に掲載。
栽培指南書としても有用です。ボタン、シャクヤクがお好きな方にはもちろん、
バラや蘭など、お花全般がお好きな方にも喜こんでいただける内容です。

ドライフラワー、球根花、蜜蝋花でつくる、飾る、贈る。
deuxRのドライボタニカル

渡部裕美 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3257-1 C2076

ドライフラワーの作家として、日本で今一番人気があると言われる「deuxR/デ
ュエール」初の著書。花を乾燥させたドライフラワーのみならず、球根をつけた
ままの花のドライ、ドライにした花材を蜜蝋でコーティングする「蜜蝋花」を使
った、シックで品のある作品を紹介。リース、リースを天井に吊るした「フライ
ングリース」、スワッグ、ガーランドなど、季節を通して楽しめる提案をします。

ボタニカル ウェディング＆デザイン

ワキリエ 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3297-7 C0095

ブライダルシーンを牽引する著者の、植物をテーマにしたウェディング＆デザ
イン。花嫁さんはもちろん、普段の生活やパーティにも使えるヒントが満載。
写真集のような美しさでありながら、真似できそうな手づくりのヒントも織り交
ぜられているので必見です！　大切な日に、自分らしくあなたを表現するため
のアイディアソースとして、ずっと手元に置いておきたい一冊です。 

Hobby and Entertainment

ホビー
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Dolly＊Dolly books
はじめてのドール・コーディネイト・レシピ お人形服作りの基本とコツ

関口妙子 著
◉B5変形判　並製　◉総80頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-1982-4 C0072

お人形服づくりをこれからはじめてみたい！　だけど、お裁縫には自信が無い……
そんな初心者さんの為の、新しいお人形服づくりの本です。「ドール・コーディネイ
ト・レシピ」シリーズでも人気の、リアルでガーリーな作風のお人形服デザイナー・
関口妙子（F.L.C.）が、お人形服づくりの基本として、９種類のアイテムのつくり方
を丁寧に解説。さまざまなドールが着用可能な実物大型紙を、折り込みで収録。

Dolly＊Dolly books
かんたんドール・コーディネイト・レシピ お人形服作りの基本と応用

関口妙子 著
◉B5変形判　並製　◉総80頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2101-8 C0072

リアルでガーリーな作風のお人形服デザイナー・関口妙子（F.L.C.）が、ベーシ
ックな5アイテム（Tシャツ、シャツワンピース、デニムパンツ、パーカー、ピーコ
ート）の基本のつくり方の工程を詳しく解説するとともに、襟、袖、身頃などの
別パーツのつくり方を収録。基本からアレンジまでを網羅した、まさにお人形
服づくりブックのニュースタンダード。

Dolly＊Dolly books
てぬいのドール・コーディネイト・レシピ
関口妙子 著
◉A4変形判　並製　◉総168頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2151-3 C0072

ロングセラー『はじめてのドール・コーディネイト・レシピ』著者の関口妙子によ
る、超入門ドール服のつくり方本！　すべててぬいでミシンいらず、一つのアイ
テムが一枚のフェルトからできるので、まったくの初心者さんでも安心。お裁
縫初心者の方にも簡単にお人形のお洋服がつくれます。思わずつくりたくなる
可愛いお洋服が沢山です。

Dolly＊Dolly books
小物のミニチュア・レシピ
関口妙子 著
◉B5変形判　並製　◉総96頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2552-8 C0072

ロングセラー『はじめてのドール・コーディネイト・レシピ』著者の関口妙子によ
る、ミニチュア・ファッション小物約30アイテムのつくり方本。リアルなバッグ、
帽子、つけ襟などのつくり方を型紙付きで詳しく解説。ドールファンだけでなく、
すべてのミニチュア好きの方々にお届けしたい一冊です。

Dolly＊Dolly books
ドール・コーディネイト・レシピ8 プッペン ドリーム

山本裕美子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2079-0 C0072

ブライスとmomoko、タイニー・ベッツィー・マッコールをはじめとした人気ファ
ッションドールたちのための、お洋服のつくり方＆型紙。永遠の憧れのガーリ
ーなお洋服を中心に、「ヘンゼルとグレーテル」、「あかずきん ちゃん」など、メ
ルヒェンの世界を思わせるお洋服がいっぱい。素朴で愛らしいドイツ風の少女
服をお人形たちに着せてあげましょう。

Dolly＊Dolly books
ドール・コーディネイト・レシピ11 グッドガールズ・スタイル

サロン・ド・モンボン 著
◉B5変形判　並製　◉120頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2111-7 C0072

「グッドガール」なスタイルを32コーディネート掲載！　ブライス、momokoドー
ル、タイニーベッツィーのお洋服づくり。いつもどこか“きちんと”していて、そ
してそこはかとないガーリーさを感じさせ、誰からも好感をもたれる、それが
「グッドガール」なスタイル。神戸ですくすく育った女の子たちの、トラッド風
味を交えたカジュアルが、プライスやmomokoによく似合います。

Dolly＊Dolly books
ドール・コーディネイト・レシピ12 スウィート・フェアリーテイル

ロザリンペルレ 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3240-3 C0072

簡単なお洋服をつくったけど、もっと色々なお洋服のつくり方を知りたいという
方に、ドール服作家さんの個性をテーマとしてレシピを紹介してきた「ドール・
コーディネイト・レシピ」シリーズの第12弾として、ロマンチックな作風が人気
の「ロザリンペルレ」ヤマケイさんが登場です。物語のようなロマンチックな作
風をお楽しみください。

Dolly＊Dolly books
ドール・コーディネイト・レシピ13 カジュアル＆ユニセックス

Allnurds 内山順子 著
◉B5変形判　並製　◉総136頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3309-7 C0072

基礎のお洋服はつくったことがあるけれど、ステップアップしてもっといろいろなお
洋服をつくりたいという方に、個性的でおしゃれなリアルクローズが人気の
「allnurds」内山順子さんが登場です。つくり方はシンプル、その分基礎本よりたくさ
んの型紙を掲載しています。着用モデルの写真集風ページや、アイテムリスト（サイ
ズ別対応ドール情報）、つくり方のヒント、型紙とつくり方ページでご紹介します。
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Dolly＊Dolly Books
ロマンティックドレスのドール・コーディネイト・レシピ
吉田麻由良 著
◉A4変形判　並製　◉総168頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3310-3 C0072

ロマンティックドレスをテーマにボリュームのあるお姫様のようなドレスから、
ミニカクテルドレスまで8種類のドレスを掲載します。人気のディーラーとして
も活躍する著者の合理的で簡単に楽しめるつくり方をプロセス付きで紹介しま
す。さらに、中級者以上の方は、身頃や袖の組み合わせを変えればオリジナル
のドレスをつくって楽しむこともできます。

Dolly＊Dolly Books
ニューレトロスタイルのドール・コーディネイト・レシピ
Calalka イシワタリアユ 著
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3416-2 C0072

懐かしくてどこか新しいスタイルのお洋服と小物、計14アイテムを丁寧に写真
解説付きでレッスンします。つくったアイテムを組み合わせて、現代のドール
にも懐かしいドールにもぴったりのコーディネイトをお楽しみください。

Dolly＊Dolly Books
ドール・コーディネイト・レシピ A line Style

A line 鈴木あかね 著
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3475-9 C0072

中級者向けに写真でのプロセスを、チュニックと応用のレッスンのみにとどめ、
型紙の点数をたくさん掲載しました。人気の人形服作家、A lineさんの世界観
をたっぷり堪能して、お洋服づくり中級の皆様に楽しんでいただける内容です。

Dolly＊Dolly Books
増補版 お人形事典
たいらめぐみ 著
◉B5変形判　並製　◉総264頁

定価2,860円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3533-6 C0072

50cm以下の女性ファッションドールを収録した事典として2004年に発売した
『お人形事典』の増補版。前姿と後ろ姿を堪能できるつくりはそのままに、31点
のドールを差し替え、新規として変更しています。また各ドールがシリーズご
とに並ぶなど、ドール同士の関連性をわかりやすく掲載。着せ替え人形の歴史
を俯瞰的に眺められ、この一冊があればファッションドールがわかります。 

Dolly＊Dolly books
小さなお人形のためのドール・コーディネイト・レシピ
関口妙子 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2814-7 C0072

今、ドール業界で注目を集めている小さなドールたち！「小さなお洋服の型紙
がない！」「もっと完成度の高い小さな服のつくり方を知りたい」そんな声にお答
えして、小さなドールに向けたお洋服づくりの本ができました。1/6サイズ～
1/12サイズのドールをS（約11cm）、M（約15cm）、L（約20cm）の3サイズに分類
し、それぞれ10アイテム＋応用作品の紹介をしています。

Dolly＊Dolly books
和のドール・コーディネイト・レシピ
chimachoco 著
◉A4変形判　並製　◉総88頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2536-8 C0072

「和」をテーマにしたお人形のための着物や和アイテムのつくり方&型紙本。和
装に似合うヘアアレンジのレシピも掲載し、一冊で和のトータルコーディネイト
が楽しめます。Chimachocoさんによる和モダンのスタイリングも必見です。付
録実物大型紙付き。

Dolly＊Dolly books
ゆかたのドール・コーディネイト・レシピ
chimachoco 著
◉A4変形判　並製　◉総96頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2893-2 C0072

「ゆかた」をテーマにしたお人形のためのゆかたや和アイテムのつくり方＆型紙
本。着物と違って裏をつけないので、より簡単！　初心者さんにもお楽しみい
ただけます。帯や小物でコーディネイトして楽しめる和モダンのスタイリング
も必見です。

Dolly＊Dolly Books
とっておきのドール・コーディネイト・レシピ
関口妙子 著
◉B5変形判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3174-1 C0072

「よそゆき」のお洋服（8アイテム）のつくり方をプロセス付きで紹介。お洋服は
定番で末長く愛されるデザインですが、著者のこだわりが感じられるパターン
は、ドール服つくり経験者にも楽しんでいただけます。モデルドールは、11cm、
20～22cm、27（28cm）、48（55cm）の4サイズ。いろいろなサイズでのお揃い
の服や、男女のコーディネイトも楽しめる一冊です。
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ドール服づくりの基礎のきそ

関口妙子 著
◉B5判　並製　◉総176頁　

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3490-2 C0072

初心者さんから、もっとコツを知ってつくりたい方まで楽しめる、ドール服づく
りの基礎や技法をまとめた一冊。お裁縫の基礎、道具からテクニックまで幅広
い内容になっています。学んだ技法を使ってつくれるお洋服7種も掲載。基本
の技術が学べるだけでなく、長らくドール服づくりを手がけてきた著者だから
こその視点でまとめたコラムなど、中級者以上の方が読んでも楽しめます。

小さなフィギュアでDOLL遊び
組み立てから、カスタム、お洋服作りまで

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総128頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3239-7 C0072

小さなフィギュアをドールのようにして遊ぶための指南書です。編集部おすす
めのフィギュアたちの紹介とサイズ比較やプラモタイプのフィギュアの組み立
て、カスタム、服づくりなどをご紹介します。

はじめての1/12スケールのお洋服づくり
基本アイテムのレッスンとコツ

AffettoAmoroso 著
◉B5変形判　並製　◉総136頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3298-4 C0072

オビツ11cmやねんどろいどどーるといった1/12スケールの可動フィギュア（ド
ール）にお洋服をつくりたい方のために、基礎から服づくりを学べる一冊。「小
さな服はつくりやすさを優先するとサイズ感がフィットしない」「コスチューム
以外にももっとキャラが普段着として着ているような使える服の型紙が欲しい」。
そんな声に応える服のつくり方を、大人気ドール服作家の著者がお教えします。

組み合わせてつくるドール服

allnurds 内山順子 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3417-9 C0072

襟や袖、ポケットを組み合わせて自分の好きなデザインの服をつくれる型紙の
本。襟10種類、袖5種類、ポケット5種類のつくり方をプロセス付きで紹介しま
す。11、22、27、29cmサイズの男女ドールに対応。一冊あれば自分好みのお
洋服づくりに役立つはずです！

ブライス コレクションガイドブック
レガシーコンティニューズ

ジュンコ・ウォング 監修
◉AB判　並製　◉総168頁

定価3,300円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3010-2 C0072

永久保存版!!　ブライス大図鑑。2012年2月～2017年1月に発売したブライスを
一挙公開。

Blythe カスタムテクニック

ジュンコ・ウォング 監修
◉B5判　並製　◉総128頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3104-8 C0072

ブライスファンに人気の、メイクや瞳の色を自分好みに変えて楽しむカスタム。
ドールを分解せずに、パステルを使って重ねづけメイクをする簡単カスタムから、
ドールを分解し、一からオリジナルメイクをする方法、エアブラシの使い方、アイ
ギミックのカスタム（スリープアイの方法）、コンタクトのつくり方など幅広い情報
を掲載。これから挑戦したい方にも、すでに楽しんでいる方にもオススメの一冊。

Blythe Fashion Stylist
ブライス着せかえ絵本

ジュンコ・ウォング 監修
◉A5判　リング式　◉総36頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3256-4 C0072

大人気ファッションドール「ブライス」の貼ってはがせるシールタイプの着せか
えです。さまざまなシーンを背景に佇むブライスの台紙にシールのお洋服や小
物をコーディネイトして遊べます。

UNTYPICAL
TAEKO SEKIGUCHI ART WORKS

関口妙子 著
◉B5変形判　上製　◉総64頁

定価3,300円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3173-4 C0072

お人形服作家、関口妙子の初作品集。momokoドールをモデルに音楽が大好き
な女の子たちをドール服で表現しました。一人として同じ子はいない、世界に
一着のドール服。1/6サイズに込められた手づくりの技を堪能できる一冊です。
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高度経済成長期の広告マッチラベルデザイン集
マッチ・ラベル1950s-70sグラフィックス

たるみ燐寸博物館 小野隆弘 著
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3259-5 C0077

さまざまな業種で手軽な広告ツールとして、豊富なバリエーションと形が展開
されていた高度経済成長期のマッチ・ラベルを、「業種別」「デザイン別」「変わり
種」「今でももらえるマッチ」のカテゴリーで約1000種紹介します。

ガチャ愛100％ワッキーが贈る
昭和レトロガチャ 最強コレクション
ワッキー貝山 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3429-2 C2076

これまでの書籍には未掲載のガチャ、レアものガチャ、をふんだんに掲載。発
売年や発売メーカーの詳細情報も記した、まさに昭和ガチャの決定版。コスモ
スのガチャのみにとどまらない、豊富なラインナップは圧巻です。

はじめましての郷土玩具

甲斐みのり 著
◉A5変形判　並製　◉総136頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2698-3 C0072

懐かしくて、あたらしい。
日本全国の郷土玩具約200点をその由来とともに紹介。張子、土人形、木地玩
具など各地の風土を色濃く反映し、昔ながらの手法でつくられ続ける郷土玩具
の素朴で愛らしい魅力を存分に伝えます。

お菓子の包み紙

甲斐みのり 著
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3044-7 C0076

甘い記憶が残る包装紙、箱、缶、紙袋……。著者が土地土地のお菓子屋を訪ね、
味わい、思い出とともに大切に仕舞っておいたなかから200店舗超のコレクショ
ンを収録。美しく、愛らしいデザインを、洋菓子、和菓子、店別、作家別などの
ジャンルごとに紹介します。

ドールのための背景＆小物のレシピ

深津千恵子 著
◉A4変形判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3311-0 C0072

ミニチュアのプロが教える技を使って、ワンランクアップしたドールのための部屋や
背景、小物を手づくりしてみませんか？　 基本技術を学べるのはもちろん、「見立て」
を生かして市販品を変身させたり、同じ作品を使って別の小物に変身させるヒントも
満載。また、掲載作品はプロセス通りにつくるだけではなく、オリジナルを楽しめる要
素が含まれています。流れや技術を学んで、さらにオリジナルの世界を楽しめる一冊。

ドールのためのミニチュア家具DIY

キム・ギョンリョン 著
◉B5変形判　並製　◉総232頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3418-6 C0072

道具や材料、基本テクニックの紹介にはじまり、リビングやキッチン、プライベ
ートルーム、テラスガーデンなど1/ 6ドールの部屋を彩る家具や小物35点を掲
載！　難易度付きだからはじめてでも大丈夫。簡単なものからつくりはじめれ
ばドール家具づくりの腕もメキメキ上達します。全部つくってお家をまるごと
コーディネートしませんか？

昭和のレトロパッケージ

初見健一 著
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2874-1 C0077

昭和30～60年代のお菓子、飲料、食品、日用雑貨を、「ロゴ」「色合い」「キャラク
ター」「イラスト」の４分類で掲載。デザイン面の面白さを訴求することで、懐古
趣味以外の、パッケージデザインなどに興味のある層にもアピール。

日本のレトロコスメ
プチプラコスメからロングセラーまで

日本のレトロコスメ研究会 編
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3157-4 C0077

明治から今日までに流行したコスメ200点のビジュアルと当時の広告資料から、
約100年間におよぶ日本の化粧とコスメの歴史がわかります。アラサー女子に
はかつてのパッケージビジュアルが斬新に映り、アラフォー以上には郷愁をそ
そるアイテムとして、幅広い層に関心が高まっているレトロコスメ。パッケージ
だけではない、その高機能性にも注目です！
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東京の町パン

株式会社開発社 編
◉四六変形判　並製　◉総176頁

定価1,815円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3275-5 C0077

東京と近郊（神奈川、千葉、埼玉）の“町のパン屋さん”、266軒掲載！　コロッ
ケパンやコッペパンなどの総菜パンや菓子パン、食パン、サンドイッチなど、昔
から変わらない懐かしの味を売る老舗店を中心にピックアップします。

バターの本
日本のおいしいナショナルバター&クラフトバター 

グラフィック社編集部 編
◉A5判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3303-5 C0077

日本全国でつくられている100種類超のバターを、全国的に販売されているナ
ショナルバターと、各地方で特色を持ってつくられているクラフトバターに分
け、北海道から九州まで網羅して紹介しています。それぞれのバターの特徴や
栄養成分、オススメの食べ方、味の感想を、バターの色やパッケージがわかる
ような美しい写真とともに掲載。バター好きなら興奮する一冊です。

ニッポンのおみくじ
日本全国232種のおみくじを引く

鏑木麻矢 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3055-3 C0039

日本全国の神社仏閣、自治体や商業施設のおみくじを紹介します。玩具の付
録があるもの、食品に入っているものなど、それぞれ地域性ある魅力が詰まっ
ています。豊富な雑学をちりばめながら、コレクターにも満足な現代のおみく
じ決定版。

狛犬さんぽ

ミノシマタカコ 著／川野明正 監修
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3453-7 C0072

神社巡りと併せて密かなブームとなっている狛犬巡り。神社ごとに特徴があり、
つくり手や奉納年代・地域によって造形、表情、ポーズなどがそれぞれ違いま
す。中には親子の狛犬がいたり、鞠などのアイテムを持っていたりと珍しい狛
犬も。著者・監修者が選んだ全国に点在している狛犬たちの魅力や特徴を写
真・文章・イラストなどを交えて紹介し、狛犬を巡る楽しみを提案します。

アイスの旅

甲斐みのり 著
◉A5判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3277-9 C0077

ソフトクリームにアイスキャンディー、アイスケーキ、かき氷……。著者が子ど
もの頃から親しんだ味や旅先で出合ったものなど、全国各地に根ざすさまざま
なアイスを約155軒分掲載。青森や福島で地域の人から長く愛される“地元ア
イス”を訪ねる旅も収録します。

おいしいゼリーブック

グラフィック社編集部 編
◉A5変形判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3449-0 C0077

日本各地から集めたおいしいゼリーや寒天、それに類するお菓子を約165点収
録！　専門店のゼリーに果物屋さんがつくるゼリー、老舗喫茶店の名物ゼリー、
お取り寄せできるゼリー、現地でしか食べられないゼリーなど、ゼリーづくしの
一冊です。懐かしの給食ゼリーを集めたコラムなども。

クリームソーダ 純喫茶めぐり

難波里奈 著
◉A5判　並製　◉総176頁

定価1,848円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3147-5 C0095 

戦後～昭和30、40年代の高度成長期に開業した歴史ある純喫茶の定番メニュ
ー「クリームソーダ」を新規に取材、撮りおろし写真で紹介します。内装などク
リームソーダ以外の見どころや、マスターの「なつかしエピソード」も。

台湾レトロ氷菓店
あの頃の甘味と人びとをめぐる旅

ハリー・チェン 著
◉四六判　並製　◉総272頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3194-9 C2077

台湾の人びとに昔から親しまれてきた氷菓店。かき氷やアイスなどのデザート、
飲みもの、軽食などを出す、普段づかいの飲食店です。懐かしい思い出を胸に、
台湾じゅうの氷菓店をめぐった著者の、美味と店主達の心意気に触れる旅を記
した、新しいカタチのエッセイ＆ガイド。
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’80sガーリー雑誌広告コレクション

ゆかしなもん 著
◉B6判　並製　◉総224頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3149-9 C0076

1980年代の懐かしガーリー雑誌広告200点超掲載！　著者・ゆかしなもんが当
時実際に読んでいた少女漫画誌、ティーンファッション誌から、特に思い入れ
のある可愛い広告をセレクト！　「お菓子」「玩具」「コスメ」「ファッション」「サ
ンリオ」などのカテゴリ別に収録します。あなたの思い出の広告はありますか??

’80s少女漫画ふろくコレクション

ゆかしなもん 著
◉B6判　並製　◉総240頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3276-2 C0076

1980年代の「少女漫画のふろく文化」をビジュアルから一望する、決定版！！ 
「りぼん」（集英社）・「なかよし」（講談社）・「ちゃお」（小学館）を中心に、カレン
ダー、トランプ、組み立てモノなど約1000点を収録します。

’80s & ’90s 魔女っ子おもちゃブック

愛原るり子 著
◉A5変形判　並製　◉総160頁

定価1,815円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3346-2 C0070

「魔法のプリンセス ミンキーモモ」から「おジャ魔女どれみ」まで、1980～90年
代の魔女っ子（魔法少女）系アニメ・実写作品を中心とした女の子向けおもちゃ
を約180点収録！　ステッキやコンパクトなど、懐かしのアイテムが満載されて
います。

’70s & ’80s サンリオのデザイン

グラフィック社編集部 編／株式会社サンリオ 監修
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3189-5 C0070

1970～ 80年代にサンリオが生み出したキャラクターとその商品を一挙紹介。
さらにサンリオの機関誌「いちご新聞」の当時の誌面や、サンリオ出版の書籍、
映画など、知られざる貴重な作品を図版約2500点でアーカイブします。

てくてく地獄さんぽガイド

田村正彦 著
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3414-8 C0015

仏教の八大地獄のほか、室町期に誕生した庶民向けの地獄などについて、ガイ
ドブック形式で紹介。こうすると地獄に落ちる（Access）や、どのくらいの期間
責め苦が続くか（How long）など軽いタッチで地獄のポイントを紹介。巻末に
は地獄で使える（？）クーポン（三途の川の渡し賃の割引クーポンなど）も。少し
怖いが、読めば思わず行って（逝って）みたくなる（？）地獄の案内帖。

鳥居大図鑑

藤本頼生 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3177-2 C0072

日本各地の神社、およびハワイの出雲大社を加えた全57の神社の「鳥居」にス
ポットをあて、写真とイラストで解説。鳥居の起源は正確にはわかっていない
そうですが、その中でも形状や素材、色などさまざまな「流派」があります。そ
れらの違いや各々の鳥居建立に至るまでの歴史、さまざまな事情により再建さ
れた経緯など、知られざる鳥居の魅力を惜しみなく紹介しています。

’80sガールズファッションブック

竹村真奈 編著
◉A5判　並製　◉総184頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3372-1 C0076

80年代の女の子ファッションをぎゅっと詰め込んだ、ビジュアルアーカイブブ
ック！　ニューウェーブからDCブランドブーム、オリーブ少女の出現、ロマンテ
ィック、ティーンズパワー、そして第二次ドメスティックブランドブームまで。
ガールズファッションが大きく進化した時代を、当時のブランドブックやアイテ
ム、関係者インタビューで振り返ります。

’80sガーリーデザインコレクション

ゆかしなもん 著
◉B6判　並製　◉総240頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3000-3 C0076

1980年代当時、全国の女子小・中学生が夢中になってお小遣いで買い集めた
貴重な昭和ファンシーグッズを1500点超収録！　サンリオグッズはもちろん、
「うちのタマ知りませんか？」「おはようスパンク！」など懐かしい顔がいっぱい！
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ロープウェイ探訪
昭和の希望を運んだ夢の乗り物！

松本晋一 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2933-5 C0065

著者が乗り（撮り）貯めた、新旧の搬器や駅、観光地の写真を詳細なデータとと
もにオールカラーで掲載。索道への溢れんばかりの愛はもちろん、観光地とし
ての魅力を十二分に伝えてくれる一冊です。また、パンフレットやチケットなど、
昭和レトロな魅力も楽しめる資料も満載。

懐かしの昭和ドライブイン

越野弘之 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3328-8 C0076

加速度的にその数を減らしつつあるドライブイン。高度経済成長期を支えた全
国のドライブイン109店を紹介。著者の長年におよぶ取材記事に加え、昭和に
起きた出来事やデータから、ドライブインの歴史と未来を読み解きます。

失われゆく仕事の図鑑

永井良和、高野光平 他著
◉A5判　並製　◉総184頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3486-5 C0036

し尿汲み取り、バスガール、アイスキャンデー売り、ミルクスタンド、キーパン
チャー、電話交換手、歌謡番組のビッグバンド、写植オペレーター、御用聞き
……。121の消えた職業、消えつつある職業、復活しつつある職業をジャンル別
で掲載。江戸～明治～平成にかけて、生まれては消えて行った玉石混淆（？）の
職業を、時にアカデミックに、また時に少しオフザケを交えながら紹介します！

国鉄 上野駅24時間記

荒川好夫 著
◉A4変形判　並製　◉総192頁

定価3,520円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3474-2 C0072

東北新幹線が開業する以前、「北の玄関口」と呼ばれ一大ターミナルであった
上野駅。客側駅員側のさまざまな情景を24時間追い続けた、ここでしか見られ
ないドキュメント写真集。1970年冬、1971年夏、1975年春の3つの季節で伝え
ます。

’90s～2010s サンリオのデザイン

グラフィック社編集部 編／株式会社サンリオ 監修
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3448-3 C0070

ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモン、ぐでたま、サンリオ男子……。サンリ
オが1990年から2020年までに生み出したキャラクターやグッズを一挙公開！　
サンリオピューロランド30年の歴史や、サンリオキャラクター大賞ヒストリー、
レアキャラ含む約300組のキャラクター大図鑑も収録。日本の「かわいい」文化
をつくってきたサンリオのすべてがわかります！

MY MELODY A to Z

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3347-9 C0070

2020年に誕生から45周年を迎えるサンリオのキャラクター・マイメロディのす
べてが詰まった一冊です。これまで発売されたグッズやカード、「いちご新聞」
の記事やポスター、原画などで振り返ります。

LittleTwinStars A to Z

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総112頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3348-6 C0070

誕生45周年！　サンリオのキャラクター・リトルツインスターズ（キキ&ララ）に
焦点を当てた一冊です。

たのしい路上園芸観察

村田あやこ 著
◉A5変形判　並製　◉総144頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3458-2 C0045

路地裏で、玄関先で、ベランダで……。街の住人の方たちが、思い思いに楽し
む園芸。そこには、行政などによる計画的な植栽とはまた違った、自由で植物
愛に溢れた光景が広がっています。そんな街中の園芸を「路上園芸」と名付け
観察し続けてきた著者が、10年にわたる記録の中から特徴別に楽しみ方を解
説。身近な緑に注目してみれば、いつもの散歩道が違った景色に見えてくる！

目録本文2021_001_164_2.3.indd   126-127 2021/03/17   19:33



1 2 8 ホビー　 1 2 9  

たのしい路線図

井上マサキ、西村まさゆき 著
◉A5判　並製　◉総136頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3187-1 C0025

普段何気なく目にしている鉄道路線図に注目してとことん楽しむ本。全国の路
線図を約200点収録（一部地図式運賃表、停車駅案内含む）。現在の路線図デ
ザインの元となったロンドン地下鉄や東京メトロ路線図の変遷、全国地下鉄路
線図比べも。

重機図説
世界の極大級・極小級マシン

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3387-5 C0065

ダンプ、パワーショベル、ブルドーザーといった重機は、身近に思えるぐらい日
常の景色として存在しています。しかし、世界を見渡せば驚くほど巨大なもの
からミニマムなものがたくさん！！　そんな重機の極大・極小をわかりやすく図
解しています。一目でどんな大きさか、どの国のものなのかがわかります。

ザ・タンクブック
世界の戦車カタログ

ザ・タンクミュージアム 著
◉A4変形判　上製　◉総256頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3253-3 C0076

細部まで美しい図版とともに、史上最強でアイコニックな「戦う車輌」の誕生か
ら発展を追います。400以上の戦車と装甲車輌、強力な兵器、当時の世界で最
も進歩的な戦闘車輌を支えた伝説的な設計技術者たちの横顔まで徹底解説。
急激な発達を遂げたその歴史を紐解く決定版ガイド。これを読まずして戦車
を語るべからず！

米軍布製装備大全 1910-1991
軍装から見る近代アメリカ戦史

マーティン J. ブレイリー、C.A. モンロー、クレイグ・ピックロール 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3252-6 C0076

過酷な状況で、近代米軍の兵士たちを護ってきた布製装備の数々を紐解きま
す。第1部ではベトナム戦争までの綿製の装備を、第2部ではベトナム戦争以降
のナイロン製の装備を中心に紹介。資料写真多数の「もう一つの近代アメリカ
戦史」。

新幹線全車種
コンプリートビジュアルガイド

レイルウエイズグラフィック 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3185-7 C0065

新幹線の現役車両、引退車両だけでなく、試験車両、検測車両までをじっくり
網羅したビジュアルブック。塗装違いなどの差異も限りなく収録しています。
新幹線のビジュアルをこれでもかと収録した、今までにない一冊です。鉄道写
真ライブラリの老舗であるレイルウェイズ グラフィックによる圧倒的な写真の
数々にご期待ください。

国鉄型特急車両
電車・気動車 全車種コンプリートビジュアルガイド

レイルウエイズグラフィック 著
◉B5判　並製　◉総240頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3306-6 C0065

国鉄時代に設計された、さまざまな特急型の電車、気動車。その車両形式のす
べてをビジュアルとともに紹介します。さまざまな塗色のバリエーションや、試
作車両なども、ありったけ収録。なつかしい車両、現役で走っている車両など、
必ず楽しめる一冊です。

絶景！ さくら鉄道

レイルウエイズグラフィック 著
◉B5判　並製　◉総144頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3307-3 C0065

全国47都道府県のさくら×鉄道の絶景スポットを180カ所以上ピックアップ！　
さまざまなさくらの姿、車両、景色が一堂に楽しめます。今見に行きたい、撮り
に行きたい人のための撮影地ガイドも収録。

消えゆく「スーパー」列車たち

レイルウエイズグラフィック 著
◉A5判　並製　◉総160頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3445-2 C0065

次々に消えゆくスーパーと名がつく／ついた列車を一覧できる、初めての本に
なります。『スーパーあずさ』『スーパーおおぞら』など、列車名に冠される「スー
パー」の名称が失われつつあります。スーパーを付けられた列車、車両を現役
／引退ともにビジュアルで紹介していきます。
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自作キャンプアイテム教本

長谷部雅一 著
◉B5変形判　並製　◉総152頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3004-1 C2076

キャンパーに人気急騰中の多種多様な「自作」ギア。ニーズと使い勝手の良さ
から厳選した35種のギアを「リビング」「調理」「焚き火」「収納」のキャンプシー
ンごとに解説します。木、革、布、金属のクラフトスキルが身につく、はじめて
の一冊。

アウトドアファブリック大全

長谷部雅一 著
◉B5変形判　並製　◉総160頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3471-1 C2076

アウトドア周りでは欠かせないファブリックの約40点のスペック紹介と特徴の
詳細をまとめた、独自の実証実験で耐久性を検証した画期的な本。自分に最
適なギア選びができると同時に、ガレージブランド立ち上げの一助にもなりま
す。

安全に、美味しく食べるための
ジビエ 解体・調理の教科書
一般社団法人 日本ジビエ振興協会 監修
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3161-1 C2061

「捕獲」と「調理」に偏っていた従来の本とは違い、解体加工の正しい知識普及
のための解体ハウツー本。害獣問題に悩まされる主に各自治体の食肉加工従
事者のための駆除対象上位の鳥獣解体、および食肉への加工のための参考書。

イラストでめぐる80杯の図鑑
世界お酒MAPS

ジュール・ゴベール＝テュルパン、アドリアン・グラン・シュミット・ビアンキ 著
◉B5変形判　並製　◉総200頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3401-8 C0077

ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南北アメリカ、オセアニア。どこに旅しようとも、
その土地固有の伝統的な美酒、銘酒に出会えます。そんな世界80銘酒の歴史、
文化、製造法、楽しみ方を小粋なイラストと地図で旅するように図解したお酒
図鑑です。

ヴィンテージ・フィルムカメラ・コレクション

デビッド・エルワンド 著
◉A4変形判　並製　◉総208頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3171-0 C0072

アナログ時代をシンボライズする愛すべきフィルムカメラを100点紹介していま
す。また、そのカメラで撮影された美しい写真作品を同時に参照することがで
きる唯一無二のヴィンテージカメラ読本。

ヴィンテージ・アイウェア・スタイル
1920’s-1990’s

藤井たかの 著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3488-9 C0076

1920年から1990年までのヴィンテージ・アイウェアを時代ごとに解説した、日
本初となる書籍。ヴィンテージショップを取材して撮影を行い、貴重な131本
のフレームを「原寸」で掲載。多くのフレームは店で実物を見て、購入すること
ができます。奥深いヴィンテージの世界に足を踏み入れるきっかけになる一冊
です。

大好きなキャラへの愛のカタチ
痛バッグ テクニック＆アイデア集
痛バッグ推進委員会 編
◉B5判　並製　◉総128頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3160-4 C0076

マンガやアニメの「推しキャラ」への愛情表現として、缶バッジやキーホルダー
を飾った痛バッグは、いまや痛いだけではなく、‘おしゃれ’の要素が必須。美
しく、そして個性あふれる痛バッグをつくるための250のアイデアとテクニック
を伝授。

松浦香苗のニードルワーク・コレクション
伝えたい世界の針仕事

松浦香苗 著
◉B5変形判　並製　◉総248頁

定価2,860円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3329-5 C0072

長年に渡り著者が欧米で収集してきた約100年に渡る貴重な手仕事の数々を
一挙紹介。手芸家ならではの技法への考察、また作られた時代背景への言及
など、読み物としても楽しめます。アルファベットごとのテーマで綴られた美し
い一冊です。
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増補改訂版
ニワトリと暮らす
和田義弥 著／今井和夫 監修
◉B5変形判　並製　◉総144頁

定価1,870円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3519-0 C0076

庭先養鶏に挑戦したい人のための実用書。ニワトリを飼っている人の実例集から、
飼い方の疑問を解決するためのQ&Aとその具体的な方法、小屋のつくり方やニ
ワトリの捌き方までを各章ごとに分け、ニワトリを飼う流れについて完全網羅し
た一冊。改訂版として、都内で飼う人の養鶏実例や、著者自らの体験や初めて
養鶏にチャレンジする人へのアドバイスをエッセイとして追加しました。

マーダーミステリー エントリーガイドブック

グラフィック社編集部 編
◉A5判　並製　◉総80頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3386-8 C0076

今急速に注目を集めているアナログゲーム『マーダーミステリー』の入門ガイド
書です。一体どんなゲームなのかはもちろん、作品や展開している店舗などの
情報もまとめた一冊です。付録にミニゲームを2つ収録しています。

名作の技から学ぶ 
ゲームミュージック作曲テクニック
平沢栄司 著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3473-5 C2073

RPG、アクション、パズル、アドベンチャー、etc。ぞれぞれのジャンルに合わせ
た作曲のコツとともに、1つのゲームタイトル内での統一したテイストの出し方
など、ゲーム音楽を作曲するための技をギュッと凝縮した一冊です。

世界のピラミッドWonderland

河江肖剰、佐藤悦夫 編著
◉B5判　並製　◉総160頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3431-5 C0022

文明の発祥、建造の目的、そして場所。それぞれ全く違うのに、なぜか同じ「ピ
ラミッド型」。古代の人々を惹きつける何かがあったのでしょうか。世界各地に
鎮まる「古代の四角錐の石造建築」をピラミッドと定義し、それらの発掘、研究
などに携わるエキスパートを集めて構成した「世界のピラミッド図鑑」です。

爬虫類 長く健康に生きる餌やりガイド

安川雄一郎 編著
◉A5判　並製　◉総192頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3499-5 C0045

初心者・上級者を問わず、爬虫類飼育で最も頭を悩ませるのが「餌やり」。明確
な基準がわからずに迷走する「餌やり難民」が少なくないのが現状です。草食
のカメから肉食のヘビ・ワニ、雑食でさまざまなものを食べるトカゲに到るまで、
餌の栄養価のデータや過去の事例をふんだんに盛り込み「何を」「どれくらい」
「どのように」やればいいのか、を詳しく解説。

魅惑の特定動物 完全飼育バイブル

パンク町田 著
◉B5判　並製　◉総224頁

定価4,950円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3203-8 C2076

「特定動物」とは、環境省により指定された「人に危害を加える恐れのある動物」
で、ライオンやヒグマ、ワニや毒ヘビなどがリストアップされています。これらの
特定動物を実際に飼育したいと考える人に向けた一冊で、動物保護センター（保
健所）へ提出する書類手続きの概要から飼育ケージの製作、動物病院に到るまで、
特定動物を飼育するための情報を、ビジュアルでわかりやすく解説します。

文鳥のヒミツ

海老沢和荘、グラフィック社編集部 著
◉A5判　並製　◉総144頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3451-3 Ｃ0076

すでに文鳥の飼育書を持っている人にも手にとってほしい、最新の飼育のヒン
トがたくさん！　体の仕組みやかわいいしぐさのヒミツを、生物学的な視点で
わかりやすく解説。日本で手に入る、文鳥におすすめのペレット（総合栄養食）
図鑑も掲載！　発情対策や自宅でできる応急処置など、気になる飼育の最新情
報が満載です。文鳥のことをより深く知れる一冊です。

目録本文2021_001_164_2.3.indd   132-133 2021/03/17   19:33



1 3 4

Gift and Coloring Books

ビジュアルブック

目録本文2021_001_164_2.3.indd   134-135 2021/03/17   19:33



1 3 6 ビジュアルブック　 1 3 7  

毒ヘビ全書

田原義太慶 編著
◉B5判　並製　◉総336頁

定価4,950円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3313-4 C0045

アジア、アフリカ、南北アメリカ、オーストラリア、そして海洋とそのほかの小さ
な島々……それぞれの地域から200種以上の主要な毒ヘビをセレクト。世界中
のヘビ愛好家、研究者、写真家から500点以上の写真を集めて紹介する、世界
でも初めての「毒ヘビバイブル」です！

鱗の博物誌

田畑純、遠藤雅人、塩栗大輔、安川雄一郎、栗山武夫、森本元 著
◉B5変形判　並製　◉総296頁

定価4,180円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3369-1 C0045

魚類、爬虫類、鳥類に加え、センザンコウやアルマジロなどの哺乳類にもスポッ
トを当てた、初めての「鱗大図鑑」。総点数500点にも上る写真のうち、半数以
上は撮り下ろし写真で構成。進化、機能、構造など多方面から、それぞれの動
物の鱗の秘密を解説します。特集ページでは文様としての鱗や、うろこ雲の話
題も掲載。

ニッポン 離島の祭り

箭内博行 著
◉B5変形判　並製　◉総184頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3175-8 C0072

離島は島国日本の縮図。そして祭りとは、古より連綿と受け継がれてきた民の切
実な祈りと習い。離島の伝統ある祭りを知ることは、この国の原形を知るという
こと。しかし、少子高齢化時代のいま、離島ゆえに受け継がれてきた貴重な祭り
が、離島であるがゆえに失われつつあります。だからこそ、いま「離島の祭り」に
目を向け、日本中の離島・群島をめぐった、34の貴重な祭りと旅の記録がここに。

ハッブル宇宙望遠鏡30年の記録
ハッブル・レガシー
ジム・ベル　著
◉B5変形判　並製　◉総224頁

定価4,180円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3405-6 C0044

1990年の打ち上げ以来、宇宙の起源と進化の歴史に関し、ハッブルは他の宇
宙望遠鏡よりも多くの功績を残してきました。そんなハッブル宇宙望遠鏡の打
ち上げ30周年を記念して制作された決定版！　ハッブルがなしてきた偉大な
功績について、その誕生から現在、未来まで、美しい写真とともにハッブルと歩
んだ第一人者があますことなく語る！！

世界の美しいフクロウ

マリアンヌ・テイラー 著
◉A4変形判　並製　◉総112頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2634-1 C0045

美しく、ミステリアスなフクロウたちの魅力が存分につまった本書。ハリーポッ
ターに登場したシロフクロウ、イギリスの童話でおなじみのモリフクロウなど、
麗しい姿が魅力のフクロウ36種が生態データとともに楽しめます。それぞれの
特性・生息地・獲物・狩りのスタイル・地鳴き＋さえずりに関する詳細データ、
近距離で撮影された、珍しいルポタージュ写真を収録。

世界の美しいヘビ

海老沼剛 著
◉B5判　並製　◉総192頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3146-8 C0072

世界各国の美しいヘビ計100種を赤、黄、緑、青、黒、虹色、パターン（柄が美
しい）の7つの色彩に分けて見せる写真集。印刷物としては国内初掲載の種も
多数。また巻末には細かい分類の紹介など細かく丁寧な解説ページも。

世界の美しい蛾

岸田泰則 著
◉B5判　並製　◉総176頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3316-5 C0045

アジア、アフリカ、南北アメリカ、ヨーロッパ、日本など世界各国の美しい蛾を一堂
に集めた、初めての「蛾の写真集」。写真は9割以上を撮り下ろし、中には翅（はね）
の斑紋や胴体の紋様に近づいて、ディティールを紹介したものも。翅や胴体、毛
の様子がどうなっているのかもわかるようにしています。掲載種数は110種。いず
れも幾何学模様のような斑紋や、ビビッドな色合いを持った美しい蛾ばかりです。

世界のクモ
分類と自然史からみたクモ学入門

ノーマン・I・プラトニック 編著
◉B5変形判　並製　◉総260頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3399-8 C0045

世界有数のクモの専門家6人によってまとめられた、クモの行動や形態的な特
徴、驚くべき適応進化の様子を豊富な写真とともに解説したクモ学の入門書。
日本語版監修は日本のクモ学の第一人者・奥村賢一と小野展嗣が担当してお
り、これまで和名がついていなかったクモに、実に150以上の新称をつけていま
す。クモの世界を知るうえでオススメの一冊。

目録本文2021_001_164_2.3.indd   136-137 2021/03/17   19:33



1 3 8 ビジュアルブック　 1 3 9  

ワールド・ロードトリップ
人生を変える車旅の楽しみ方

GESTALTEN、藤田真理、志藤進 編
◉B5変形判　上製　◉総272頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3243-4 C0076

バンやトラックを快適な「家」にリビルドし、旅に出る。ロードサイドで食材を
買い、大空の下で食べ、眠る。ロードトリップで新しい人生を見つけた人々が、
ルートや車選びのコツ、準備過程から旅先での楽しみを紹介します。

ワールド・トレイルズ
世界は歩いてみたい「道」にあふれている

GESTALTEN 編
◉B5変形判　上製　◉総256頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3232-8 C0076

雄大な山岳地帯を縦走する登山道や火星を思わせる赤い砂漠を行く道など、
世界の伝説的な32ルートを地図や見どころ情報とともに紹介します。自分の足
で歩いて辿り着いた先に広がる壮観な景色の写真を眺めるだけで旅に出たくな
る一冊。

ワイルドサイド
野生に生きる、狩猟採集者たち

GESTALTEN 編
◉B5変形判　上製　◉総256頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3214-4 C0076

キノコ狩りの達人や野生食材の採集者、野生の植物から香りを抽出する名人な
ど、自然のリズムに寄り添い、環境と調和しながら自由に生きる人々の物語。街
を出て喧騒から逃れ、大自然の中で自分を取り戻したくなる一冊です。

新・農家スタイル
Farmlife ファームライフ

GESTALTEN 編
◉B5変形判　上製　◉総256頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3233-5 C0076

自分で土地を耕し、自然の恵みを家族やコミュニティで分かち合い、安全な食
材を求め、理想の暮らしを追求する人が増えています。世界の農家、シェフ、
養蜂家、園芸家、酪農家たちがストーリーを語り、おいしいレシピを紹介。

緯度別に見る北極パノラマ
極地絶景
クント・フェアラーク 著
◉A4変形判　上製　◉総360頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3383-7 C0072

地球の極北の美しくも苛烈なランドスケープを、北緯90度から60度まで緯度ご
とにとらえた類を見ない写真集。極点、オーロラ、氷河、トナカイ、ホッキョク
グマ……。ページを追うごとに極地の全体像がくっきりと浮かび上がってきま
す。

スポメニック
旧ユーゴスラヴィアの巨大建造物

ドナルド・ニービル 著
◉B5変形判　並製　◉総208頁

定価3,300円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3420-9 C0072

セルビア・クロアチア語やスロヴェニア語で「記念碑」という意味を持つ“スポ
メニック”。旧ユーゴ圏に点在し、近未来的な雰囲気を醸し出す建築物81点を、
歴史、建築デザイン、立地に関する情報とともに紹介しています。

アウトサイダーズ
大自然を旅して生きる

GESTALTEN、ジェフリー・ボウマン 編
◉B5変形判　上製　◉総272頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3213-7 C0076

日常の安らぎや気分転換を大自然に求める「アウトサイダー」のためのビジュア
ル・ガイドです。アウトドアシーンに欠かせないブランドやアイテム、旅して生
きる人々のライフスタイルを、ダイナミックな写真とともに紹介します。

オフザロード
まだ見ぬ場所を探す旅。冒険、車、そして人生

GESTALTEN 編
◉B5変形判　上製　◉総256頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3231-1 C0076

世界を舞台にしたロードトリップの記録、旅を支えた車やバイク、装備品の
数々。そして、車を「家」にすることを選んだ25人の生き方を、道の先に広がる
絶景写真とともに綴ります。どんなスタイルであれ誰にでも冒険はできるとエ
ールを贈る一冊です。
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黒美術
闇と幻を描く表現者たち

ニュー・イージア 著
◉A4変形判　並製　◉総208頁

定価2,860円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3144-4 C3070

私たちの心の闇をあぶりだすダーク・アート。この美しくも不気味な世界を描
く、24人のアーティストの作品とともに、彼らがダーク・アートに魅せられる理
由や原点を紹介。見る者の心をいやおうなしにえぐるダーク・アート作品集。

消えた屍体
死と消失と発見の物語

ジャンニ・デイヴィス 著
◉A4変形判　並製　◉総176頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3202-1 C0022

世間の関心を集めた「駐車場の王」発見事件をきっかけに書かれた本書は、歴
史読み物であり、迷宮入り事件のミステリーでもあります。古今東西28名の名
高い（あるいは悪名高い）人物の生涯や最期の場面を紹介し、遺体が消えた理
由、後に発見された人物に関しては見つかったいきさつまで、豊富な図版をつ
けて詳細に語っていきます。

アルチンボルド アートコレクション

リアナ・デ・ジローラミ・チーニー 著／笹山裕子 翻訳
◉A5変形判　並製　◉総256頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3058-4 C0071

16世紀のイタリアの宮廷画家、アルチンボルド。本書は貴重な初期のデッサン
や宗教画から、『四季』『四大元素』を含む代表作に至るまでを網羅したアートコ
レクション。鬼才の画家の一生、作品詳細、バックストーリーなどを解き明かし
ます。

フリーダ
切り絵でつむぐ9つの物語

セバスティアン・ペレーズ、ベンジャマン・ラコンブ 著
◉A3変形判　上製　◉総76頁

定価3,300円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3209-0 C0798

「傷みの芸術家」フリーダ・カーロの愛と、苦悩と、芸術に生きた47年の生涯を、
フリーダの心の声と、ほの暗くも鮮烈なイラストで綴る物語です。人生を変え
た9つの出来事を、幾重にも重ねた美しいレーザーカットの頁でドラマチックに
辿ります。

麗しのマリー・アントワネット
ヴェルサイユ宮殿での日々

エレーヌ・ドラレクス 著
◉B5変形判　上製　◉総224頁

定価4,180円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2931-1 C0076

「王妃の中の王妃」として、今だに絶大な影響力と人気を誇る、マリー・アントワ
ネット。ヴェルサイユ宮殿のゆかりの品や場所を通じて、その絶対的センスと、
皇女、王妃、母、一人の女性として生きた真実の姿を解き明かします。

バッキンガム宮殿
ロイヤル・アンティーク ・ コレクション

アシュリー・ヒックス 編
◉B4変形判　上製　◉総256頁

定価6,050円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3196-3 C0076

現在も王宮としてその機能を果たし、 イギリス王室の象徴的建築でもあるバッ
キンガム宮殿。これまであまり語られることのなかった、 その非公開部分を含
む数々のステート・ ルーム （公式諸見） を巡り、 美しい写真と歴史的解説を交
え、王宮の華麗なるインテリアと内装を紹介する豪華な写真集です。

アナトミカル・ヴィーナス
解剖学の美しき人体模型

ジョアンナ・エーベンステイン 著
◉A4変形判　並製　◉総224頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2944-1 C0076

かつて世界の博物館や移動式遊園地で、女性解剖模型として展示された、解
剖学的に正しく分解できる人体模型。妖艶な美しさで魅了し、医学と神話、奉
納品と民芸品、キワモノと芸術の狭間を揺れ動いてきた、その真の姿に迫りま
す!!

肉塊アート
人体解剖美術集

ロドルフ・ラシャ 編／エミリ・エヴァンス 文
◉A4変形判　並製　◉総288頁

定価3,520円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3221-2 C3070

国際的に活躍する約60名のアーティストによる、体の内と外をクリエイティブ
に表現した、「人体」をモチーフにしたアート作品群。デッサン、絵画、彫刻、グ
ラフィティ、クラフトなどから成る多彩な作品を掲載。コンテンポラリーアート
の粋を集めた人体解剖美術集。
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バンクシー ビジュアル・アーカイブ

ザビエル・タピエス 著／バンクシー 画
◉B5変形判　上製　◉総140頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3141-3 C0076

世界で最も知られたストリートアーチスト、バンクシーの作品をマップ付きで
網羅。名作「Rage the Flower Thrower」から、2017年にパレスチナ自治区でオ
ープンした「ウォールド・オフ・ホテル」、最新作「バスキア」までを網羅。コアな
バンクシーファンはもちろん、入門者も必携。

抗議するアートグラフィックス

ジョー・リッポン 著
◉A4変形判　並製　◉総176頁

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3415-5 C0070

著名なアーティストたちによる作品から活動家たちが突発的に作成したポスタ
ーまで幅広く集めた作品群で、20世紀初頭の女性参政権運動にはじまり、現
代のソーシャル・メディアを駆使した活動に至る人類の「抗議の歴史」を視覚
で伝えます。

冬の王

草森秀一 作・画／森鷗外 原案
◉A4変形判　上製　◉総96頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3223-6 C0071

森鷗外が『冬の王』として翻訳した、ハンス・ランドの小説『Erling』。これにイン
スピレーションを受け、キャラクターや世界観を独自に解釈、美術監督として
の力を存分に注ぎ、驚くほど精緻に描かれた渾身のアートブック。

ピクセル百景
現代ピクセルアートの世界

グラフィック社編集部 編
◉B5判　並製　◉総256頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3272-4 C0071

レトロゲームのようなドット絵表現による「ピクセルアート」が国際的な注目を
集めています。ノスタルジーにとどまらない現代の表現として多彩な展開をみ
せるその最前線を、国内外作家の作品、取材、論考を通じて紹介する作品集で
す。

ザ・ループ

シモン・ストーレンハーグ 著
◉A4変形判　上製　◉総128頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3227-4 C0076

ストーレンハーグの処女作。著者本人の実体験に基づいたであろう、ストック
ホルム郊外の80年代風景と、あり得たかもしれない精巧な空想科学的設定と、
子どもたちの吹聴する本当か嘘かわからない都市伝説のような話が、微妙にズ
レながら重なり合い、これまで体験したことがない物語世界が立ち上がります。

フロム・ザ・フラッド
浸水からの未知なるもの

シモン・ストーレンハーグ 著
◉A4変形判　上製　◉総136頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3228-1 C0076

シモン・ストーレンハーグが育った90年代スウェーデンの郊外風景とポップカ
ルチャーに、全体像のつかめない不気味さをまとったSF的想像力を接続して描
かれています。大ヒット『エレクトリック・ステイト』へつながるアイデアを含み、
著者の原点『ザ・ループ』の続編として位置する最重要作です。

エレクトリック・ステイト

シモン・ストーレンハーグ 著
◉A4変形判　上製　◉総144頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3229-8 C0076

スウェーデン、ストックホルム出身のデジタルアーティスト、シモン・ストーレ
ンハーグによるイラスト作品集。3作目の作品集であり、ストーレンハーグが超
現実的イラストレーションとテキストで織りなす、奇妙な既視感さそうディスト
ピアを、少女とロボットが旅するロードムービー・ストーリー。

ポスターアート集 幻影
ローラン・デュリューの世界

ローラン・デュリュー 著
◉A4変形判　並製　◉総226頁

定価4,290円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3439-1 C0071

映画のオルタナティブ・ポスター制作で知られ、世界中にファンとコレクターを
持つベルギーのイラストレーター、ローラン・デュリュー初の作品集。『ジョー
ズ』『めまい』『ザ・マスター』など、彼の代名詞ともいえる作品群のほか、クライ
アントに却下されて未発表のまま保管されていた作品も多数収録。
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ちいさな手のひら事典
ねこ

ブリジット・ビュラール＝コルドー 著
◉A6変形判　上製　◉総176頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2897-0 C0076

品種や行動、グルーミング、カルチャーなど、ねこに関するさまざまな疑問に答
える、ねこの事典。かつてフランスにブームを巻き起こした貴重なクロモカード
が挿絵となって、コレクションにも欲しい手のひらサイズの愛くるしい一冊。

ちいさな手のひら事典
きのこ

ミリアム・ブラン 著
◉A6変形判　上製　◉総176頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2898-7 C0076

食用きのこや猛毒きのこ、かわいいきのこ、さまざまなきのこの特徴や逸話をま
とめた、きのこ事典。かつてフランスにブームを巻き起こした貴重なクロモカー
ドの挿絵で、コレクションのひとつとしても嬉しい一冊。クッション製本と小口
を金にした、愛くるしい装丁。

ちいさな手のひら事典
天使
ニコル・マッソン 著
◉A6変形判　上製　◉総176頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3109-3 C0076

天使の起源にはじまり各天使の特徴や逸話まで、天使に関するさまざまな疑問
にこたえる天使事典。かつてフランスにブームを巻き起こした貴重なクロモカ
ードが挿絵となって、コレクションに加えたい美しい一冊。

ちいさな手のひら事典
バラ

ミシェル・ボーヴェ 著
◉A6変形判　上製　◉総176頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3296-0 C0076

その姿、色、香りで世界中の人々を魅了してやまないバラ。品種や特性などの
基本情報だけでなく、時に歴史に影響を与えるほどの神秘の魅力を、多方面か
ら解き明かす。各ページを飾るレトロなクロモカードの可愛さも魅力の一冊。

サボテン全書
All about CACTUS

パワポン・スパナンタナーノン 著
◉A4変形判　上製　◉総392頁

定価4,950円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3068-3 C2076

知られざるサボテン大国タイで編纂された圧倒的な網羅性を誇るサボテン図
鑑。さまざまな純正種と変種を収集し、種類によっては違いが明確な複数の写
真を掲載。総数1000点以上の写真から、サボテンという植物の多様性が見て
取れる愛好家必携の一冊。

多肉植物全書
All about SUCCULENTS

パワポン・スパナンタナーノン、チャニン・トーラット、ピッチャヤ・ワッチャジッタパン 著
◉A4変形判　上製　◉総660頁

定価7,480円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3154-3 C2076

タイを代表する3人の栽培家・収集家によって集積された、多肉植物の膨大な
データと知識の結晶。原産地の稀少な野生株と、タイ国内で栽培されていた株、
全2000株以上の写真が掲載され、現時点において、栽培家・愛好家が手にす
べき最も完成された書といえます。

建設中。

勝田尚哉 著
◉B5変形判　並製　◉総140頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3056-0 C0072

美しく組みあがった鉄骨や、時に神秘的にすら見える地下構築。「アオリ技法」
によって、狂いなく垂直で水平で図面のように端正に撮影された、ビル・トンネ
ル・駅・高速道路・空港など、巨大建造物の建設過程が見られる本邦初の写真
集です。

キャバレー、ダンスホール 20世紀の夜

今井晶子、奥川純一、西村依莉 著
◉A4変形判　並製　◉総176頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3102-4 C0072

各地に残るキャバレー、ダンスホールなど昭和の歓楽遺産をまとめた写真集。
美しい調度品やインテリアからは古き良き「非日常」を愛でられます。戦後から
最盛期を経て、現在まで生き残ってきた各店のナイトスポットストーリーは必
読。
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不思議の国のアリス
With artwork by 草間彌生

ルイス・キャロル 著
◉B5変形判　上製　◉総194頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2454-5 C0798

現代アーティスト草間彌生氏が挿画を手がけた、まったく新しい『不思議の国
のアリス』。おなじみのアリスのキャラクターの概念に全くとらわれない自由な
着想のアートによって、ほかでは感じることのできない解放感や楽しさを感じる
ことができます。ルイス・キャロルの原著全文の新訳ですので、はじめて読む
方でも、再度読み直したい方にもうれしい一冊。

草間彌生 わたしの芸術

建畠晢、ローラ・ホプトマン、ウード・クルターマン、キャサリン・タフト 著
◉A4変形判　上製　◉総240頁

定価5,500円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3288-5 C0071

現時点における、最も包括的な草間彌生作品集です。絵画からパフォーマンス
やインスタレーションまで、草間の芸術についての探求、そして草間と批評家
やアーティスト仲間との対話、さらには近年の活動についても豊富な図版とと
もに検証します。

草間彌生物語 永遠へ

サラ・スズキ、エレン・ワインスタイン 著
◉A4変形判　上製　◉総40頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3268-7 C0798

アーティストになるという夢を持つ少女、草間彌生。彼女がニューヨークへ渡り、
さまざまな創作、パフォーマンス活動をへて、世界で最も人気のあるアーティ
ストになる道のりを、MoMA所蔵の代表作とともに紹介する、イラスト・アート
ブック。

フラワーフェアリーズ 花の妖精たち・四季の詩

シシリー・メアリー・バーカー 作／白石かずこ 訳
◉A5変形判　上製　◉総200頁

定価2,200円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2399-9 C0798

19世紀に生まれた挿絵画家、シシリー・メアリー・バーカーは、永遠に美しい花
の妖精たちの絵に素朴な味わいの詩をつけました。妖精たちと自然の草花が
一体となり、信じていればすべてがかなう魔法の子どもの国のような幻想的な
世界をおりなしています。

ちいさな手のひら事典
魔女
ドミニク・フゥフェル 著
◉A6変形判　上製　◉総176頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3432-2 C0076

魔女ってちょっと怖い。でもどんなに時代が変わろうと、私たちを魅了するの
はなぜ？　魔法や悪魔との関わり、時には歴史をも動かした魔女のさまざまな
エピソードを紹介。ページを飾るレトロで可愛いクロモカードも魅力の一冊で
す。

魅惑の蘭事典
世界のオーキッドと秘密の物語

ラスティカ・エディションズ 編
◉A5変形判　上製　◉総140頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3422-3 C0076

人々を魅了してやまないランにまつわる多種多様なエピソードが満載。美しい
イラストで見せる人気のラン32品種の紹介付きで、愛好家ならば手元において
おきたい一冊。クッション性のある表紙や、ゴールドで縁取られたページなど、
エレガントな装丁に仕上げました。

モーションシルエット
かげからうまれる物語

シルエットブックス 著
◉B5変形判　並製　◉総12頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2811-6 C3070

モノクロームの美しいイラストと繊細な影を楽しむポップアップ絵本ができま
した。飛び出すしかけ部分に光をあてて、影の動きを楽しむ、いままでになか
った大人の絵本です。右頁から光をあてると樹木の形に、左頁から光をあてる
と雷の形に影が変化し、2通りの物語を楽しむことができます。「世界で最も美
しい本コンクール」銅賞を受賞し、世界的にも高い評価を獲得。

アリスとキャロルのパズルランド
不思議の国の謎解きブック

リチャード・ウルフリック・ガランド 著
◉B5変形判　上製　◉総256頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2680-8 C0076

数学者でもあった作者、ルイス・キャロルが『不思議の国のアリス』と『鏡の国
のアリス』をベースに考案したパズルに新たなパズルや謎解きを加え、165点
というボリュームで楽しめる一冊となっています。美しい挿絵とレトロな装丁は
大切な一冊にもなることでしょう。いつまでもそばに置きたくなるこの素敵な謎
解きブックには、テニエルの挿絵をベースにしたカラーイラスト150点以上。
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マリア・シビラ・メーリアン作品集
Butterflies

ケイト・ハード 著
◉A5変形判　並製　◉総192頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3153-6 C0071 

17世紀の画家・昆虫学者のマリア・シビラ・メーリアンの作品集。色鮮やかな蝶、
芋虫、甲虫と伸びかやな野草を描いた、300年以上も前の貴重な図版を掲載。南
米の地スリナムで2年間のフィールドワークによって描かれた、『スリナム産昆虫変
態図譜』からの図版を含め、英国王室収蔵の価値ある図版を収録。自然が生み出
す艶やかな色彩と、どこかユニークで精密な昆虫たちの姿をお楽しみください。

線画芸術
線が紡ぐ緻密で美しい世界

クアン・チュウ 編著
◉A4変形判　並製　◉総192頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3142-0 C3070

明と暗、すべてを「線」で感じ、理解し、表現するアーティスト、ライニスト。作
品制作ツールとして「線」を選んだ25人の作品とともに、各作家の考え方やイン
スピレーション源など、線画主義の奥義を紐解くコレクション集です。

図説 世界を変えた書物
科学知の系譜

竺覚暁 著
◉B5変形判　並製　◉総192頁

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3079-9 C0040

人類の科学の歴史を大きく変革してきた数々の書物、その貴重な初版本100冊
以上を解説とともに掲載しています。ユークリッドら古代の知識から、ガリレオ、
ニュートン、マクスウェル、アインシュタインからシュレディンガーまで収録。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「解剖手稿A」
人体の秘密にメスを入れた天才のデッサン

マーティン・クレイトン、ロン・フィロ 著
◉A4変形判　並製　◉総160頁

定価2,860円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3074-4 C2071

偉大な芸術家であり解剖学者のダ・ヴィンチが人生をかけて描いた人体素描
集。細かな鏡文字の解説文が入ったオリジナルの素描画の次のページに、同じ
画の同じ場所に日本語文を配置。図版と文章を同時に見て理解できる、世界で
はじめての画期的な一冊！

妖精の手引き書
不思議で美しいフェアリーの世界

キャロリン・タージョン 著
◉B5変形判　上製　◉総240頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3165-9 C0798

有名なフォトグラファーやイラストレーターの豪華な挿絵＆写真を交え、伝説
やおとぎ話、お菓子やクラフト作品のレシピまで、多彩な切り口でフェアリーの
世界を紹介。また幅広い妖精の世界をすみずみまで堪能する楽しみ方を掲載。
どの時代も愛される妖精たちとのファンタジーワールドをお楽しみください。

ノーム 不思議な小人たち
新装愛蔵版

ヴィル・ヒュイゲン、リーン・ポールトフリート 著
◉B5変形判　並製　◉総216頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3039-3 C0798

あなたはノームに出会ったことがありますか？　豊富な図版と丁寧な解説から
なる、「ノーム」の生態と歴史について書かれた唯一無二の本です。かつて私達
と深いかかわりがあった不思議な小人ノームに関するすべてが記されています。
懐かしくて面白くてかわいいノームの世界をお楽しみください。全ページ総ル
ビで、幅広い年齢層にお楽しみいただけます。ギフトにも最適。

紙の上の動物園
博物画に描かれた動物たち

シャーロット・スレイ 著
◉B5変形判　並製　◉総256頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3019-5 C0076

15世紀に生まれた動物画の変遷をその500年の歴史とともに紐解いていきます。
ジョン・J. オーデュボンやマリア・シビラ・メーリアンなど巨匠の作品や博物学
上貴重な作品、名もなき画家の大変興味深く美しい作品を一挙掲載。

うつくしい博物画の記録
しぜんをしるためのえほん

ウェルカム・コレクション 編
◉B6変形判　上製　◉総112頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3215-1 C0076

18～19世紀のヨーロッパの自然学者、芸術家、科学者、探検家などが「自然」
を題材に創作した博物画や標本、事典をビジュアルメインで紹介。序列、コレ
クション＆ディスプレイ、探求＆識別、解析、比較と章立てし、自然科学分野全
般の万物を掲載した美しいインスピレーションブック。
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世界一よくわかる！
ギリシャ神話キャラクター事典
オード・ゴエミンヌ 著
◉B5変形判　並製　◉総160頁

定価2,090円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3427-8 C0076

ギリシャ神話を神やヒーロー、怪物といった登場人物を通じて紹介。それぞれ
のキャラクターの特徴や逸話はもちろん、誰かに教えたくなるトリビアも満載！　
実は知りたかったギリシャ神話がよくわかる必見の一冊です。

とびだすポップアップ絵本
雪の結晶 アニバーサリーエディション

ジェニファー・プレストン・シュシュコフ 文／エフゲニア・イエリヤツカヤ 絵＆しかけ
◉A4変形判　上製　◉総14頁

定価3,190円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2930-4 C0076

くるくると飛び出す雪の結晶や冬景色が驚きの仕掛けに満ちたポップアップで
楽しめる、美しいく楽しい一冊。細やかなカットや、高度な技巧でつくられた雪
の結晶達が、ロマンチックで幻想的な場面をつくります。雪の誕生物語や、雪
の写真家、ベントレーの物語も掲載。子供から大人までみんなが夢中になれる、
新感覚のポップアップ絵本です。プレゼントにも最適。

花束になるブーケブック
ハッピーディ

モーリー・ハッチ 著
◉B5変形判　上製　◉総22頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3282-3 C0072

ガーベラやひまわり、バラなどの可愛くて人気のある花の花言葉や意味を、イ
ラストと一緒に紹介します。花のイラストパーツには、動かすことができるギミ
ックがついています。花のパーツをすべて上にあげると、カラフルで可愛いブ
ーケが完成！　おどろきとトキメキがあふれる、新しいギフトブックです。

花束になるブーケブック
あなたを想って
モーリー・ハッチ 著
◉B5変形判　上製　◉総22頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3381-3 C0072

わすれな草やポピー、ジャスミンなどのお花の花ことばや、シンボリックな意味
を紹介。花のイラストパーツには、動かすことができるギミックがついています。
花のパーツをすべて上にあげると、シックで美しいブーケが完成！　おどろき
とトキメキがあふれる、新しいギフトブックです。

デロールの理科室から
美しい掛図と科学考察

ルイ＝アルベール・ド・ブロイ 著
◉A4変形判　並製　◉総240頁

定価4,180円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3116-1 C0076

驚異的な博物学的コレクションをもとに剥製やアート作品を手がけ、アーティ
ストや蒐集家より絶大な支持と評価を集めるパリの老舗デロール。本書はデロ
ールが手がけていた学校用掛図のコレクション集。学者よる科学考察も必見。

冒険家たちのスケッチブック
発見と探検のリアル・グラフィックス

ヒュー・ルイス＝ジョーンズ、カリ・ハーバート 著
◉A4変形判　上製　◉総320頁

定価4,180円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3140-6 C0076 

探検家、登山家、学者、画家、作家など、古今東西の冒険家たちが敢行してき
た前人未到の地への旅。彼らが共通して身につけていた最重要ツールは、スケ
ッチブックといえるでしょう。掲載しているスケッチブックやノートには、旅先
で体験したこと、発見したものが、直筆によっていきいきと描写されています。
これは、彼らの冒険のリアルな痕跡、生きた証。

ひみつの薬箱
中世装飾写本で巡る薬草の旅

ジュヌヴィエーヴ・グザイエ 著
◉B5変形判　並製　◉総176頁

定価2,970円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3181-9 C0076

中世の西洋医療では動植物を薬として珍重していました。それはときに珍奇で、
ときに現代にも通じる科学的な正確さを見せます。中世の植物画集「スローン
写本」の妖しく美しい図画から、この神秘の薬草医療の秘密を読み解きます。

クロモカードコレクション
フランスのヴィンテージ広告カード

イザボー・ド・ルフィニャック 編著
◉B5変形判　並製　◉総216頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3198-7 C0076 

「クロモ」とは、多色刷り石版印刷（クロモリトグラフ）の企業の宣伝カード。今
から約150年前、広告とほぼ同時代にクロモカードが誕生し、販促ツールとして
無料で消費者に配布されました。そのクロモカードの貴重なコレクション500
枚を紹介します。
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ムッシュ・ロベールのどうぶつイラスト描きかた帖
フレンチ・レトロなお絵描き教室

ロベール・ランブリー 著
◉B5変形判　上製　◉総176頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3359-2 C0072

いきいきした動物のすがたを、シンプルな直線や曲線に分解。ほんの数ステッ
プで、複雑な生きもののイラストを誰もが簡単に描けるメソッドを伝授。

アートであそぼ
おえかきレッスン わくわくワーク

マリオン・デュシャーズ 著
◉A4変形判　並製　◉総224頁

定価1,980円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3412-4 C8071

落書き気分で楽しみながら、本格的なアートを体験できる書き込み式のワーク
ブック。モナリザを笑わせたり、ゴッホのヒマワリを塗ったり……。描いて、塗
って、切り取って、子ども達が夢中になる、とびきり楽しいおえかきワークがた
くさん！

ヨシタケシンスケ スケッチ集
デリカシー体操
ヨシタケシンスケ 著
◉B6判　並製　◉総294頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2899-4 C0070

人気絵本作家・イラストレーターのヨシタケシンスケが駆け出しの頃に自主制
作した幻のイラスト作品集、待望の復刊!!　日常のさりげないひとコマを独特の
角度で切り取った、思わず笑いがこぼれる“共感”が詰まったスケッチ集です。
本書は、2002年制作のオリジナル版に新作を加えて復刻したものです。

WORKS

Noritake 著
◉A5判　並製　◉総432頁

定価3,520円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3336-3 C0071

現代を代表するイラストレーターNoritakeの作品集。クライアントワークから
プロダクト制作まで、デビューから現在にいたるジャンルを越えた活動の諸相
を、イラストレーションを通じた社会との関わりという視点から紹介。掲載作品
は約350点。

不思議の国のアリス カルーセル・ブック
メリーゴーランド型しかけえほん

ルイス・キャロル 著
◉A3変形判　上製　◉総12頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2946-5 C0076

アリスではじめてのメリーゴーランド型しかけえほん。ページの中には4層でつ
くられた、人気の6場面が立体的に重ねられ、あなたを不思議の国へいざない
ます。ぐるっと開いてリボンで結べば、円形劇場のようなアリスの世界が広が
ります。

不思議の国のアリス コンプリート・イラストレーションズ
テニエルのカラー挿絵全集

ルイス・キャロル 著
◉A4変形判　並製　◉総240頁

定価3,080円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3021-8 C0798

150年間にわたってマクミラン社が出版した、すべての異なるバージョンの挿絵
と彩色を集めた、世界ではじめての完全版です。キャロルのスケッチ画、テニ
エルの挿絵、ハリー・シーカーらによる彩色を物語とともにお楽しみください。

不思議の国のアリス 型ぬきワンダーブック

セリーナ・ウッド 著
◉B5変形判　上製　◉総96頁

定価2,420円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3281-6 C0072

全ページの挿絵イラストが型ぬき加工されており、余分なところを型ぬきしな
がら切り取ると、登場人物や風景が生き生きと浮かび上がるオブジェのような
本になります。開いてお部屋に飾っても楽しめる心ときめく美しい一冊です。

ルッツ先生のやさしいイラスト手習い帖

エドウィン・ジョージ・ルッツ 著
◉A4変形判　上製　◉総80頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2952-6 C3070

ディズニーにも影響を与えた、ルッツの貴重な手習い帖が約100年の時を越え
て復刻。複雑なデザインをシンプルな図形に分解し、独特の原則に基づいたス
テップ・バイ・ステップのわかりやすい指導によって、簡単な絵から難しい作品
までの描きかたを学ぶことができます。
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ヒグチユウコ ポストカードブック

ヒグチユウコ 著
◉B6変形判　上製　◉総24枚

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2630-3 C0072

女子を中心に圧倒的人気の和紙にペン画で描く画家、ヒグチユウコの全編描き
おろしポストカードブック。子猫、小鳥、女の子……掌サイズの作品集として、
飾っておきたい宝物としても楽しめます。

ヒグチユウコ 100 POSTCARDS［Animals］

ヒグチユウコ 著
◉115×170×80mm　◉総100枚

定価3,850円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2909-0 C0072

大人気イラストレーター・ヒグチユウコのポストカード100枚＋オリジナル小冊
子がつまったポストカードBOXが登場。「午後の紅茶」や「ラデュレ」のパッケー
ジでファンが増え続けているヒグチユウコ。そんなファン垂涎のスペシャル
BOXセット！

ヒグチユウコ 型抜きPOSTCARD BOOK
「A to Z」
ヒグチユウコ 著
◉A5変形判　ドイツ装　◉総26枚

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3091-1 C0072

ヒグチユウコが描いた猫や鳥、うさぎ、ハリネズミなどの魅力的な動物たち（A
～Zまで）26枚が、すべて型抜きポストカードになって綴じ込まれた一冊。宛名
面にはそれぞれのアルファベットを叫んでいるツチグリ坊やが入っています。

ヒグチユウコ シール・ボックス
通常版

ヒグチユウコ 著
◉118×170×24ｍｍ　◉総20枚

定価2,750円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3206-9 C0072

大人気の画家・ヒグチユウコ。年々緻密さを増すそのイラストレーションは、見
ている人の心を捉えるものばかり。そんなヒグチユウコのイラストを20シート
のシールに目一杯詰め込み（型抜きシール350片以上！）、布や皮などにアイロ
ンなしで貼れる転写シールと、新作小冊子も加えたスペシャルBOX。

マツダケン作品集

マツダケン 著
◉A4判　並製　◉総160頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3332-5 C0071

動物と植物の共生を鮮やかな色彩で描く、SNSで話題のイラストレーター、マ
ツダケン初の作品集。2016年～ 2019年までの発表作品や、本書のために描き
下ろされた作品も含めて約100点を掲載。さらに初公開の「ドローイング」や本
人によるイラストメイキング・作品解説なども完全収録！　マツダケンの魅力
が詰まった、ファン垂涎の一冊です！

マツダケン塗り絵集

マツダケン 著
◉B4変形判　並製　◉総72頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3454-4 C0072

動物と植物の共生を鮮やかな色彩で描く、SNSで話題のイラストレーター、マ
ツダケン初の塗り絵集。描き下ろし作品も含めて約46点の塗り絵を掲載。著
者による色の塗り方（水彩絵の具・色鉛筆）のポイントも収録しています。塗り
絵としても、繊細な線画を眺めるだけでも楽しめる、マツダケンの魅力が詰ま
った一冊です！

Higuchi Yuko Artworks
ヒグチユウコ作品集

ヒグチユウコ 著
◉B5変形判　並製　◉ 総160頁

定価2,530円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2591-7 C0076　 

女子を中心に圧倒的人気の画家、ヒグチユウコ待望のファースト作品集。100
点以上の原画のほか、ホルベイン、Emily Temple cute、ユニクロ、資生堂、
ninita、メラントリックヘムライト、あちゃちゅむなどブランドとのコラボレーシ
ョン作品多数。巻末にはペン画のハウツー、アトリエ紹介、本人による詳細な
作品解説も収録。ファン必携の決定版作品集です。

MUSEUM ヒグチユウコ塗り絵本

ヒグチユウコ 著
◉A4変形判　並製　◉総96頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2777-5 C0072

ヒグチユウコ描きおろし、待望の塗り絵本！　植物、きのこ、鳥、ほ乳類、は虫
類、軟体動物、鉱石、太古の生物たち……博物学の世界をめぐる、子ねこたち
のミュージアムの冒険……。塗りやすい紙でつくられた開きやすい製本、塗り
見本と手描きの塗り方ハウツー&画材紹介ページも掲載。息をのむほどにかわ
いくて素敵な、ヒグチユウコの新しいタイプの塗り絵本です。
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ねむれる森
夢いっぱいのぬりえブック

ジョハンナ・バスフォード 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2716-4 C0072

神秘の森を旅しながら、繊細に描かれた森や花、きのこや動物たちに色をつけ
て、世界でひとつだけのオリジナル作品を完成させる、大人のための塗り絵ブ
ック。隠れているアイテムを探す「みっけ！」遊びや、9つの鍵をみつけると現
れる驚きのしかけも楽しめる、ほかにはないオリジナリティー溢れる一冊です。

海の楽園
不思議いっぱいのぬりえブック

ジョハンナ・バスフォード 著
◉B4変形判　並製　◉総80頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2834-5 C0072

大ヒット塗り絵ブック『ひみつの花園』の続編第三弾。今回のテーマは「海」。
海藻とたわむれる美しい魚の群れや、珊瑚の園を楽しげに泳ぐクラゲたち、陽
気なタコやお茶目なカニ。海賊の宝箱や人魚たちが織りなす不思議な世界が
広がります。著者独特の繊細な線画に、あなただけの色をつけてください。巻
末には大判の塗り絵ポスターが付いています。

フラワーズ
花を彩るぬりえブック

ジョハンナ・バスフォード 著
◉B4変形判　並製　◉総80頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3230-4 C0072

ひみつの花園の感動をもう一度！　ジョハンナ・バスフォードによる『花』の塗
り絵、最新作。世界各国の花や空想の世界の花を緻密な線で描いた、「大人の
塗り絵」。幅広い年齢の方にお楽しみいただけます。切りはなせる大きな塗り
絵シート付属。

アイビーと不思議な蝶
ひみつの花園からねむれる森をめぐるぬりえストーリーブック

ジョハンナ・バスフォード 著
◉A4変形判　並製　◉総120頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3107-9 C0072

ジョハンナが書き下ろした物語と塗り絵がひとつになった、はじめての「塗り絵
ストーリーブック」。少女アイビーが、美しいチョウを追って旅するのは、ひみ
つの花園とねむれる森。美し花々や、神秘的な魔法の国などを、あなただけの
色で彩ってください。

BABEL Higuchi Yuko Artworks
通常版

ヒグチユウコ 著
◉A4判　上製・函入り　◉総32頁

定価4,180円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3295-3 C0071

ボスとブリューゲルの世界を、ヒグチユウコの世界観で描く、描き下ろし画集。
16世紀ヨーロッパを魅了した奇想の画家ヒエロニムス・ボス、「バベルの塔」を
描いた画家ピーテル・ブリューゲル1世。このふたりをはじめ、両者に影響を受
けた同時代の画家が描いた絵画を舞台に、ヒグチユウコが新たな幻想世界を繰
り広げます。

ヒグチユウコ画集 CIRCUS

ヒグチユウコ 著
◉B5変形判　上製　◉総224頁

定価3,520円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3092-8 C0076

日本のみならず世界から注目されている画家・ヒグチユウコの最新画集。渾身
の作品を224ページという大ボリュームで掲載し、さらに本書のための描き下ろ
し作品16ページ（「卑怯な蝙蝠」）も掲載されたファン垂涎・必携の一冊です。

カカオカー・レーシング
Imai Masayo Artworks

今井昌代 著／ヒグチユウコ 背景画
◉A4変形判　上製　◉総32頁

定価1,650円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3024-9 C0071

テディベア作家・今井昌代がつくる「カカオカーに乗った人形たち」が、画家・
ヒグチユウコの描く風景の中で自由自在に動き回ります。見ているだけで楽し
く幸せになるビジュアルブックが登場！　今井昌代の人形たち、そしてヒグチ
ユウコの背景画は、どちらも見れば見るほど、頭の中に自分だけの物語が広が
ります。

ひみつの花園
花いっぱいのぬりえブック

ジョハンナ・バスフォード 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2494-1 C0072

細密に描かれた花園が次々現れる美しい塗り絵ブック。『ひみつの花園』の物語
になぞらえて、色のない花園に、色を塗っていくことで、花園が美しくよみがえ
るというコンセプトの塗り絵ブックです。テキスタイルのような美しい細密画が、
色を塗ることで見違えるように美しくなります。いろいろな画材、塗り方で、が
らりと違った雰囲気も楽しめます。花園が完成していく喜び、楽しさをぜひ。
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ROMANTIC COUNTRY -THE SECOND TALE-
「COCOT」のいきものたちと秘密の森の物語

Eriy 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2796-6 C0072

『ロマンティック・カントリー』の第二弾！　美しい古城、雄大な森や湖を有する
国の新しい物語。人びとの暮らしと、さまざまないきものたちとの触れ合いから、
希望を紡ぐストーリーが生まれます。あなたの感性が魔法です！　塗りあげて、
素敵な「COCOT絵本」をつくりませんか！　ファンタスティックな「COCOT」国
には、美しく、かわいく、面白いシーンがたくさんあります。

ROMANTIC COUNTRY -THE THIRD TALE-
「COCOT」の島 と々出逢いの物語

Eriy 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2867-3 C0072

大人気の『ロマンティック・カントリー』第三弾は、美しい城が佇む国「COCOT」
の離島へと旅に出る主人公たちの物語です。「COCOT」の隣国の島々を旅する
エレナとジョゼ。さらには、エレナとジョゼの出逢いにまつわる物語が明かされ
るなど、かわいくて飽きない魅力が満載の一冊です！　はじめての出逢いの秘
密も明かされます。

サンリオキャラクター塗り絵ブック
Smile！
株式会社サンリオ 著
◉B4変形判　並製　◉総80頁

定価1,430円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2922-9 C0072

世界的に大人気のサンリオキャラクター、ハローキティ、リトルツインスターズ
（キキララ）、マイメロディ、そしてパティ＆ジミーの塗り絵ブックが登場。塗り
絵本でも大人気のイラストレーター布川愛子さんとサンリオがコラボした、本
書のための描きおろし新作塗り絵です。

花と動物を彩るコラージュぬりえ
森のなかへ
ディジー・フレッチャー 著
◉A4変形判　並製　◉総84頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3180-2 C0076 

色がついた背景や、手描きにこだわった不思議モチーフが新しい、新感覚のコ
ラージュ塗り絵。可憐な花々、野生の動物、おとぎ話に出てくる幻獣などと出
会える森の景色が、コラージュ的にデザインされた美しい塗り絵ブック。

ひみつのお絵描きぬりえ
イラストとぬりえが楽しめるハウツーレッスン

ジョハンナ・バスフォード 著
◉A4変形判　並製　◉総96頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3358-5 C0072

大ベストセラー『ひみつの花園』のジョハンナが贈るお絵描きハウツーブック。
可愛いお花や葉っぱ、魔法のドアや動物たち。塗り絵でお馴染みのモチーフを
描く方法を丁寧に解説し、ワークシートで練習できる。そのあと、色を塗っても
楽しめます。

Four Seasons
かわいいものいっぱいの塗り絵ブック

布川愛子 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2689-1 C0072

人気イラストレーター・布川愛子が描く、四季の森と花・木の実・蔦、果物・宝
石・リボン・雪の結晶などのかわいいモチーフ満載の塗り絵ブック。鉛筆はも
ちろん、水性ペンや水彩でも塗れる紙を使用。塗って重ねると、絵が重層的に
なる薄紙塗り絵付き。大人の女性が集中して楽しめる、かわいく細かいモチー
フの塗り絵が90枚以上入った塗り絵本。

Present
すてきなギフト柄がいっぱいの塗り絵ブック

布川愛子 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2856-7 C0072

人気イラストレーター・布川愛子が描く、プレゼントにぴったりのいろいろなギ
フトモチーフが満載の塗り絵ブック。特別付録として、ちょっと厚めの紙に刷
られた「切って使える塗り絵」付き。プレゼントに付けるタグやミニカードなど、
ギフト用ペーパーアイテムが43枚つくれます。

ROMANTIC COUNTRY
美しい城が佇む国「COCOT」のファンタジー塗り絵ブック

Eriy 著
◉B4変形判　並製　◉総96頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2739-3 C0072

雄大な森や湖に囲まれ、美しい城が佇む小国「COCOT」。壮麗な農村や町並み、
草原、森林、湖畔の風景と城の様子や、町や村で暮らす人々の暮らしなどのさま
ざまなシーンを塗り絵として楽しめます。爪楊枝で書いたとは思えない、細かい
風情溢れる背景描写に驚きます。やさしいタッチでファンタジックな要素もある
興味深い塗り絵ブックです。ひと味違った印象に大人だけでなく、お子様にも。
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アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ ④不思議な円
クリストフ＝アレクシス・ペレズ 著
◉A4変形判　並製　◉総128頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2881-9 C0072

大人気の「パズル塗り絵」、シリーズ第四弾！　大小さまざまに組み合わさった
円に書かれた番号を、指定の色で塗りつぶすと、絵が浮き出てきます。パズル
を解くように楽しめて、脳トレ＆リラックス効果も抜群！　100枚の絵を収録。

アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ ⑤世界遺産＆名所
クリストフ＝アレクシス・ペレズ 著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2948-9 C0072

一番売れているグラフィック社のパズル塗り絵、大好評シリーズ第五弾！　直
線で区切られたピースの番号を、指定の色で塗りつぶすと、絵が浮き出る!!　
パズルを解くように楽しめて、脳トレ＆リラックス効果も抜群！　100枚収録。

アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ ⑥美しい自然
アレクサンドラ・カラム 著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3269-4 C0072

大人気「パズル塗り絵」の第六弾！　複雑に配置されたパズルピースを指定の
色で塗りつぶすと、色彩豊かなイラストが出現！　今回は小さな虫からパンダ
など馴染みのある動物や生き物、色鮮やかな植物や美しい風景といったさまざ
まな自然のモチーフが浮かび上がります。子供の頃に体験したワクワク感とも
のづくりの喜びを同時に味わえる、新感覚の塗り絵ブックです。100枚収録。

アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ ⑦世界の動物
ローラン・ルリエ 著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3375-2 C0072

一番売れているグラフィック社のパズル塗り絵、大好評シリーズ第七弾！　直
線で区切られたピースの番号を、指定の色で塗りつぶすと、絵が浮き出る！！　
パズルを解くように楽しめて、脳トレ＆リラックス効果も抜群！ 身近な動物も
多数収録されており、色んな動物が目白押しです。

エポルの塗り絵ブック
森の少女 ひと休みしても大丈夫
エポル（チュ・ソジン） 著
◉B5変形判　並製　◉総128頁

定価1,540円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3437-7 C0072

韓国の大ヒットエッセイシリーズの著者エポルによる塗り絵ブック。森に暮ら
す少女のゆったりとした日常を描いた暖かいイラストが、塗り絵となって登場。
元になったイラストも掲載されており、見本があって塗りやすくなっています。
見ているだけでも癒されるイラストたち。好きな色に塗っていくにつれ、まるで
美しい森の中にいるかのように、心が安らかになっていくことでしょう。

アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ＆点つなぎ ①光と影
ジェレミ・マリエ 著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2783-6 C0072

パズルのような塗り絵と点つなぎが１つになった、今までにない塗り絵がフラ
ンスから上陸！　複雑なパズルピースが配置された塗り絵は、指定された色を
塗ると、色彩豊かな絵が出現します。細密な点つなぎは、順をおって１つ１つ
点をつないでいくと繊細な線画が現れます。子供の頃に体験したワクワク感と
ものづくりの喜びを同時に味わえる、新感覚の塗り絵ブックです。

アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ＆点つなぎ ②多彩な色
ジェレミ・マリエ 著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2784-3 C0072

複雑なパズルのような塗り絵と細密な点つなぎが一冊になった新しい塗り絵の
本。各ピースに色を塗ったり、点をつないでいくと隠された絵が出現。楽しみ
ながら集中することで、リラックス効果も。収録総数100点。シリーズ第二弾！

アートセラピーシリーズ
100パズルぬりえ ③ファンタジック・カラー

クリストフ＝アレクシス・ペレズ、オレリア・ベルロー、テディ・エドモンド、 
ヴァンサン・ジョナトル、マリア・マエストル、カピシヌ・シヴィニョン 共著
◉A4変形判　並製　◉総116頁

定価1,760円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2880-2 C0072

指定番号を塗りつぶすと、絵が浮き出る「パズル塗り絵」。大人気の塗り絵本、
シリーズ第三弾！　ファンタジックな色とモチーフが楽しい、100枚の絵を収
録。パズルを解く感覚で楽しめて、脳トレ＆リラックス効果も抜群です！
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アートセラピーシリーズ
切りはなせる！ 楽しいパズルぬりえ ①風景
カミーユ・ド・モンモリヨン 著
◉A4変形判　並製　◉総64頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2878-9 C0072

複雑なパズルのように、一面に張りめぐらされたピースに指定の色を塗れば、
隠れたイラストが出現！　パズルを解く感覚で楽しめる塗り絵本です。1枚ず
つ切り離せるので塗りやすく、完成した絵を飾ったりプレゼントする楽しみもあ
ります。

アートセラピーシリーズ
切りはなせる！ 楽しいパズルぬりえ ②動物
カミーユ・ド・モンモリヨン 著
◉A4変形判　並製　◉総64頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-2879-6 C0072

複雑なパズルピースが配置された塗り絵に、指定された色を塗ると、色彩豊か
な動物たちの絵が浮かび上がってきます。パズルで遊ぶような楽しさと、もの
づくりの喜び、1枚の絵を完成させる達成感が存分に味わえます。

アートセラピーシリーズ
切りはなせる！ 楽しいパズルぬりえ ③ファンタジー・ワールド
カミーユ・ド・モンモリヨン 著
◉A4変形判　並製　◉総64頁

定価1,320円（10％税込）／ISBN978-4-7661-3071-3 C0072

パズルようなピース1つ1つに、指定の色を塗れば、隠れたイラストが出現！　
パズルを解く感覚で楽しめてリラックスできる、大人気の塗り絵本。1枚ずつ切
り離せるので塗りやすく、完成後に飾ったりプレゼントしたりすることもできま
す。
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