
青幻舎　総合注文書① （'21.6.23更新）

書名 編著 版数 ISBN 本体価格 ご注文数 在庫 書名 編著 版数 ISBN 本体価格 ご注文数 在庫

NEW 日常のあわい 監修など：金沢21世紀美術館 978-4-86152-845-3 ¥2,500 NEW 上村松園 上村 松園 978-4-86152-852-1 ¥2,273

SPREAD by SPREAD SPREAD 978-4-86152-850-7 ¥5,000 最後の浮世絵師　月岡芳年 神谷 浩 他 978-4-86152-838-5 ¥2,300

額縁の歴史 クラウス・グリム 978-4-86152-826-2 ¥12,000 筆魂― 線の引力・色の魔力 すみだ北斎美術館 978-4-86152-832-3 ¥2,500

小野田實　私のマル 姫路市立美術館・小野田イサ 978-4-86152-829-3 ¥3,500 工藝2020　自然と美のかたち 東京国立博物館（表慶館） 978-4-86152-810-1 ¥2,500

オカルトの美術 S. エリザベス 978-4-86152-816-3 ¥3,000 京のくらし　二十四節気を愉しむ
著者：筧 菜奈子
監修：京都国立近代美術館

978-4-86152-794-4 ¥3,000

まちがeる読み、iかれた挿し絵 中野裕介／パラモデル 978-4-86152-787-6 ¥2,200 新装版 四季の花　上巻 酒井  抱一・鈴木 其一・中野 其明 978-4-86152-766-1 ¥2,500

100歳記念 すごいぞ! 野見山暁治のいま 野見山 暁治 978-4-86152-824-8 ¥3,000 新装版 四季の花　下巻 酒井  抱一・鈴木 其一・中野 其明 978-4-86152-767-8 ¥2,500

フジモトマサル傑作集 フジモトマサル 2刷 978-4-86152-807-1 ¥2,700 奇妙な瓦版の世界 森田 健司 978-4-86152-763-0 ¥2,500

いきもののすべて フジモトマサル 978-4-86152-806-4 ¥1,600 はたらく浮世絵　大日本物産図会 曽田 めぐみ他 978-4-86152-761-6 ¥2,300

生命の庭　8人の現代作家が見つけた小宇宙 監修：東京都庭園美術館 978-4-86152-795-1 ¥2,500 桜狂の譜　江戸の桜画世界 今橋 理子 978-4-86152-711-1 ¥3,000

金魚美抄2020 監修：深堀隆介 978-4-86152-809-5 ¥2,500 北斎の肉筆　Drawing of HOKUSAI フリーア美術館 978-4-86152-709-8 ¥2,800

婆娑羅 矢後 直規 978-4-86152-777-7 ¥3,000 信仰と美の出会い　棟方志功の福光時代 監修・執筆：石井 頼子・尾山 章 2刷 978-4-86152-687-9 ¥2,500

ジェームズ・リー・バイヤーズ　刹那の美 坂上 しのぶ 978-4-86152-768-5 ¥3,800 翠花庵の草花あそび 川岸 富士男 978-4-86152-679-4 ¥3,000

ラウル・デュフィ 　絵画とテキスタイル
監修：パナソニック汐留美術館
　　　　松本市美術館

3刷 978-4-86152-755-5 ¥2,273 江戸の女装と男装
著者：渡邉 晃
監修：太田記念美術館

978-4-86152-653-4 ¥2,300 品切

Les Roses　バラ図譜 ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ 978-4-86152-760-9 ¥12,000 遊べる浮世絵 監修・執筆：藤澤 紫・加藤 陽介 978-4-86152-659-6 ¥2,300

線の美　岡西佑奈作品集 岡西 佑奈 978-4-86152-758-6 ¥2,500 月岡芳年　月百姿 日野原 健司 3刷 978-4-86152-628-2 ¥2,300

加藤泉  LIKE A ROLLING SNOWBALL 加藤 泉 978-4-86152-747-0 ¥3,800 月岡芳年　妖怪百物語 日野原 健司・渡邉 晃 3刷 978-4-86152-627-5 ¥2,300

宮永愛子 漕法 宮永 愛子 978-4-86152-746-3 ¥3,500 広重—雨、雪、夜 神谷 浩・前田 詩織 3刷 978-4-86152-610-7 ¥2,200

線で奏でるJAZZ　鉄筋彫刻と版画 徳持 耕一郎 978-4-86152-745-6 ¥3,800 国芳イズム—歌川国芳とその系脈 練馬区立美術館 2刷 978-4-86152-542-1 ¥2,500

teamLab　永遠の今の中で 編著：南條 史生 978-4-86152-741-8 ¥2,700 へんてこな春画 石上 阿希 978-4-86152-538-4 ¥2,300

印象派、記憶への旅 ポーラ美術館、ひろしま美術館 2刷 978-4-86152-706-7 ¥2,223 上村松園画集 上村 松園 8刷 978-4-86152-177-5 ¥3,800

ひろしま美術館コレクション　フランス美術風景紀行 2刷 978-4-86152-557-5 ¥2,300 NEW MAME KUROGOUCHI: The Storys mame kurogouchi 978-4-86152-848-4 ¥2,300

岡上淑子　フォトコラージュ　－沈黙の奇蹟－ 岡上 淑子 2刷 978-4-86152-714-2 ¥3,000 ファッション イン ジャパン 1945-2020－流行と社会
国立新美術館
島根県立石見美術館

2刷 978-4-86152-781-4 ¥3,000

山口晃　親鸞 全挿画集 山口 晃 2刷 978-4-86152-479-0 ¥5,500
HIROKO KOSHINO
EX・VISION | To the Future 未来へ

兵庫県立美術館 978-4-86152-837-8 ¥3,800

山口晃　前に下がる　下を仰ぐ 山口 晃 2刷 978-4-86152-477-6 ¥2,200 ポール・スミス
著者：トニー・チェンバース
監修：ポール・スミス・リミテッド

978-4-86152-803-3 ¥7,500

山口晃　大画面作品集 山口 晃 8刷 978-4-86152-367-0 ¥3,800
つづくで起こったこと
「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展 93日間の記録

ミナ ペルホネン／皆川明 978-4-86152-802-6 ¥3,000

辰野登恵子 ON PAPERS: A Retrospective 1969–2012 監修：埼玉県立近代美術館 978-4-86152-710-4 ¥4,000 ミナ ペルホネン / 皆川明 つづく ミナ ペルホネン 2刷 978-4-86152-764-7 ¥3,700

フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり フィリップ・ワイズベッカー 2刷 978-4-86152-707-4 ¥2,000 新装版 色の知識 城 一夫 978-4-86152-776-0 ¥2,300 品切

陳珮怡画集 猫さえいれば 陳珮怡（チン・ペイイ） 978-4-86152-699-2 ¥2,800 日本の色彩百科　明治・大正・昭和・平成 城 一夫 978-4-86152-734-0 ¥2,500

絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで <増補普及版> D・ホックニー、M・ゲイフォード 978-4-86152-799-9 ¥3,500 アフリカンプリント　京都で生まれた布物語 監修：京都工芸繊維大学美術工芸資料館 978-4-86152-729-5 ¥2,500

はじめての絵画の歴史　「見る」「描く」「撮る」のひみつ D・ホックニー、M・ゲイフォード 2刷 978-4-86152-684-8 ¥2,500 20世紀初頭のロマンティック・ファッション 長澤 均 978-4-86152-708-1 ¥3,200

めがねと旅する美術 企画：「めがねと旅する美術」展実行委員会 978-4-86152-654-1 ¥2,500

西田潤作品集　絶 西田 潤 2刷 978-4-86152-066-2 ¥3,800  【申込書】 　番線印（書店用）

諏訪敦  絵画作品集 Blue 諏訪 敦 978-4-86152-646-6 ¥4,500   書店名・取引先名

池田学 《誕生》が誕生するまで 池田 学 2刷 978-4-86152-630-5 ¥1,800 品切

池田学　The Pen 池田 学 7刷 978-4-86152-602-2 ¥3,700 品切

國府理作品集 國府 理 978-4-86152-556-8 ¥3,200 品切

有元利夫　僕には歌があるはずだ 有元 利夫 978-4-86152-507-0 ¥5,000

鈴木康広　はばたきとまばたき 鈴木 康広 2刷 978-4-86152-321-2 ¥2,500

鈴木康広　近所の地球 鈴木 康広 2刷 978-4-86152-463-9 ¥2,800

SELF-SELECTED WORKS　PAINTINGS 奈良 美智 6刷 978-4-86152-490-5 ¥3,800   ご担当者様名

SELF-SELECTED WORKS　WORKS ON PAPER 奈良 美智 4刷 978-4-86152-489-9 ¥3,800 　ご注文日　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

会田誠　天才でごめんなさい 会田 誠 6刷 978-4-86152-369-4 ¥3,400 品切 　　　　　　　　　　　　青幻舎　　　　　　　　　　　 □東京支社　〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18-8F　TEL：03-6262-3420　FAX：03-6262-3423

直島銭湯  I ♡ 湯　 大竹 伸朗 4刷 978-4-86152-261-1 ¥1,500 　　SEIGENSHA ART PUBLISHING　　□京都本社　〒604-8136　京都市中京区三条通烏丸東入　TEL：075-252-6766　FAX：075-252-6770

　ご注文はFAXでお願いします　　FAX：03-6262-3423
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青幻舎　総合注文書② （'21.6.23更新）

書名 編著 版数 ISBN 本体価格 ご注文数 在庫 書名 編著 版数 ISBN 本体価格 ご注文数 在庫

[新装版]小さきもの、沈黙の中で 山本 昌男 978-4-86152-822-4 ¥8,000 NEW 天童木工とジャパニーズモダン 天童木工 978-4-86152-854-5 ¥5,000

竹沢うるま写真集 Boundary 竹沢 うるま 978-4-86152-831-6 ¥6,000 ウィリアム・モリスのフラワー・パターン ローワン・ベイン 978-4-86152-759-3 ¥2,200

Love Letter クロダ ミサト 978-4-86152-818-7 ¥4,000 玩具とデザイン アトリエニキティキ 978-4-86152-540-7 ¥2,700 品切

浅田撮影局　まんねん 浅田 政志 978-4-86152-817-0 ¥2,600 アーティストのための形態学ノート アントワーヌ・バルジーニ 978-4-86152-603-9 ¥3,800 品切

惑星 山内 悠 978-4-86152-805-7 ¥5,000 美術解剖学レッスンⅠ【手・腕編】　人体デッサンを極める 原島 広至 978-4-86152-573-5 ¥2,000 品切

ELLEN IN SHEIDLINLAND エレン・シェイドリン 978-4-86152-780-7 ¥2,200 NEW 隈研吾　はじまりの物語　ゆすはらが教えてくれたこと 著：隈 研吾 /  写真：瀧本 幹也 978-4-86152-853-8 ¥1,800

我旅我行 桑島 智輝・安達 祐実 978-4-86152-815-6 ¥2,600 装飾をひもとく 五十嵐 太郎・菅野 裕子 978-4-86152-823-1 ¥2,300

我我 桑島 智輝・安達 祐実 2刷 978-4-86152-756-2 ¥2,500 日本のたてもの 東京国立博物館（表慶館） 2刷 978-4-86152-821-7 ¥2,800

日本の楽園島 三好 和義 978-4-86152-808-8 ¥3,200 昭和レトロ間取り探訪 橋爪 紳也 978-4-86152-811-8 ¥2,300

写真に生きる。 荒木経惟 荒木 経惟 978-4-86152-785-2 ¥3,500 新・大阪モダン建築　復興から万博都市の建設へ 監修：橋爪 紳也 978-4-86152-731-9 ¥2,000

APPEARANCE 兼子 裕代 978-4-86152-774-6 ¥5,500 品切 新装版　大大阪モダン建築 監修：橋爪 紳也 2刷 978-4-86152-561-2 ¥1,600

One last hug 命を捜す人 岩波 友紀 978-4-86152-752-4 ¥5,500 関西の建築家と家をつくる ＪＩＡ（近畿建築家協会） 978-4-86152-730-2 ¥2,000

植物図鑑Ⅳ 東 信・椎木 俊介 978-4-86152-738-8 ¥3,200 藤森照信のクラシック映画館 藤森 照信 978-4-86152-595-7 ¥2,500

植物図鑑Ⅲ 東 信・椎木 俊介 2刷 978-4-86152-571-1 ¥3,200 村野藤吾の建築　模型が語る豊饒な世界 目黒区美術館 978-4-86152-500-1 ¥2,700 品切

植物図鑑Ⅱ 東 信・椎木 俊介 3刷 978-4-86152-476-9 ¥3,200 品切 絵本原画ニャー！　猫が歩く絵本の世界 978-4-86152-744-9 ¥2,200

植物図鑑 東 信・椎木 俊介 6刷 978-4-86152-355-7 ¥3,200 品切 アニマルアトラス アレクサンダー・ヴィダル 978-4-86152-622-0 ¥2,200

非常階段東京　The Origin of Tokyo 佐藤 信太郎 978-4-86152-722-7 ¥3,800 ワールド・イン・ザ・ラウンド 動きだす世界地図
絵：サラ・マクメネミー
文：ニール・モリス

3刷 978-4-86152-563-6 ¥2,200

吉田亮人写真集 　The Absence of Two 吉田 亮人 978-4-86152-719-7 ¥3,800 からだの なかを のぞいて みたら？
作：ｱｲﾅ・ﾍﾞｽﾀﾙﾄﾞ
訳：きたなおこ

978-4-86152-662-6 ¥1,900 品切

Luv. ROCCO 星野 正樹 978-4-86152-697-8 ¥3,000 Big Book うらしまたろう 藤本 真央 2刷 978-4-86152-582-7 ¥1,800 品切

鎌鼬　新装普及版 細江 英公 2刷 978-4-86152-208-6 ¥5,000 Big Book おおきなかぶ 藤本 真央 3刷 978-4-86152-583-4 ¥1,800 品切

宮崎いず美写真集　私と私 宮崎 いず美 978-4-86152-670-1 ¥3,000 Big Book ふしぎのくにのアリス 藤本 真央 978-4-86152-584-1 ¥3,000

POCARI SWEAT 奥山 由之 3刷 978-4-86152-683-1 ¥2,300 ニュー折りCA 1 おばけ COCHAE 978-4-86152-739-5 ¥1,400

LAND SPACE 瀧本 幹也 2刷 978-4-86152-392-2 ¥6,000 折りＣA COCHAE 19刷 978-4-86152-059-4 ¥1,200

ソール・ライターのすべて ソール・ライター 17刷 978-4-86152-616-9 ¥2,500 折りＣA②こけしおりがみ COCHAE 2刷 978-4-86152-283-3 ¥1,400 品切

father 金川 晋吾 978-4-86152-526-1 ¥2,700 折りＣA③ねこおり COCHAE 10刷 978-4-86152-319-9 ¥1,200

LIM 松江 泰治 978-4-86152-525-4 ¥3,800 折りＣA④ニッポンおり COCHAE 9刷 978-4-86152-341-0 ¥1,200

jp0205 松江 泰治 978-4-86152-390-8 ¥6,500 品切 折りＣA⑤京都おり　 COCHAE 7刷 978-4-86152-470-7 ¥1,200 品切

澤田知子 狐の嫁入り 澤田 知子 978-4-86152-836-1 ¥2,600 折りＣA⑥東京おり COCHAE 7刷 978-4-86152-502-5 ¥1,200

KAWAII 澤田 知子 978-4-86152-497-4 ¥5,000 びょうぶかーどBOOK　にっぽん四季おりおり PORIGAMI 2刷 978-4-86152-658-9 ¥1,600

FACIAL SIGNATURE 澤田 知子 978-4-86152-484-4 ¥5,000

NEW POOL 世界のプールを巡る旅 クリストファー・ビーンランド 978-4-86152-812-5 ¥3,000  【申込書】 　番線印（書店用）

SAPEURS タリーク・ザイディ 978-4-86152-804-0 ¥3,500   書店名・取引先名

FUTURO RETRO マーリア・シュヴァルボヴァー 978-4-86152-762-3 ¥7,800

SHOOT FOR THE MOON ティム・ウォーカー 978-4-86152-743-2 ¥12,000

CIMARRON シャルル・フレジェ 978-4-86152-703-6 ¥3,800

YOKAI NO SHIMA シャルル・フレジェ 3刷 978-4-86152-529-2 ¥3,800

WILDER MANN シャルル・フレジェ 4刷 978-4-86152-405-9 ¥3,800 品切   ご担当者様名

日本写真史 1945-2017 レーナ・フリッチュ 2刷 978-4-86152-690-9 ¥5,500 品切 　ご注文日　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

ＥＮＤＡＮＧＥＲＥＤ ティム・フラック 978-4-86152-640-4 ¥4,200 品切 　　　　　　　　　　　　青幻舎　　　　　　　　　　　 □東京支社　〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18-8F　TEL：03-6262-3420　FAX：03-6262-3423

In the Wake 荒木 経惟・ホンマタカシ・川内 倫子他 978-4-86152-493-6 ¥7,800 　　SEIGENSHA ART PUBLISHING　　□京都本社　〒604-8136　京都市中京区三条通烏丸東入　TEL：075-252-6766　FAX：075-252-6770
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　ご注文はFAXでお願いします　　FAX：03-6262-3423
分類 分類



青幻舎　総合注文書③ （'21.6.23更新）

書名 編著 版数 ISBN 本体価格 ご注文数 在庫 書名 編著 版数 ISBN 本体価格 ご注文数 在庫

NEW MOGA モダンガール クラブ化粧品・プラトン社のデザイン 協力：株式会社クラブコスメチックス 978-486152-846-0 ¥2,300 NEW キスの練習をしています　また会える日のために 工藤 あゆみ 978-486152-813-2 ¥1,800

NEW 南紀熊野　ROUTE42　国道42号線をめぐる旅 ヘメンディンガー綾 978-486152-847-7 ¥2,000 はかれないものをはかる 工藤 あゆみ 5刷 978-486152-673-2 ¥1,600

北斎さんぽ 片山 喜康 978-486152-833-0 ¥2,000 ニッポンの芸術のゆくえ 津田 大介・平田 オリザ 978-486152-834-7 ¥2,000

博覧会の世紀 1851-1970 橋爪 紳也 978-486152-828-6 ¥2,500 街場の芸術論 内田 樹 2刷 978-486152-839-2 ¥1,700

大正昭和レトロチラシ 橋爪 節也 2刷 978-486152-786-9 ¥2,500 ブタとともに 山地 としてる 978-486152-825-5 ¥1,800

雲母唐長 文様レターブック 雲母唐長 978-486152-796-8 ¥2,300
I Stand Alone　音楽、映画、アート、食、そして旅。
96のキーワードでひもとく立川直樹という生き方

立川 直樹・ 西林 初秋 978-486152-814-9 ¥2,000

世界を歩く、手工芸の旅 青幻舎編集室 2刷 978-486152-783-8 ¥2,500 33の悩みと答えの深い森。　ほぼ日「はたらきたい展。2」の本 奥野 武範（ほぼ日刊イトイ新聞） 978-486152-801-9 ¥2,000

さがごこち
著者：さがごこち編集室
写真：MOTOKO

978-486152-784-5 ¥2,000 現代アフリカ文化の今 ウスビ・サコ、 清水 貴夫 978-486152-779-1 ¥2,500

新装改訂版　万葉の花 片岡 寧豊 978-486152-769-2 ¥1,800 クラウドファンディングストーリーズ 出川 光 978-486152-753-1 ¥2,000

剣舞入門　今に生きる“サムライ”の美 鉤 逢賀 978-486152-770-8 ¥1,800 ROCCO 夢をこえたネコのお話 星野 正樹 978-486152-717-3 ¥2,000

中国手仕事紀行 奥村 忍 978-486152-765-4 ¥2,500 美術館と大学と市民がつくるソーシャルデザインプロジェクト
編：とびらプロジェクト
著：稲庭 彩和子・伊藤 達矢

2刷 978-486152-700-5 ¥1,600

My Picture Book 世界のいぬ アネット・コン 978-486152-732-6 ¥2,700 レ・ロマネスク TOB Iのひどい目。 TOBI・奥野 武範 2刷 978-486152-694-7 ¥2,000

My Picture Book 世界のねこ ジェニファー・プリング 978-486152-733-3 ¥2,700 団地のはなし 東京R不動産 978-486152-615-2 ¥1,500 品切

My Picture Book 世界の花 マイケル・スコット 978-486152-702-9 ¥2,700 大江戸カルチャーブックス　江戸の出版事情 内田 啓一 2刷 978-486152-101-0 ¥1,800 品切

My Picture Book 世界の鳥 マット・メリット 978-486152-701-2 ¥2,700 品切 こころころころ　はがきで送る禅のこころ 横田 南嶺 978-486152-651-0 ¥1,000

はってはがせるステッカーパズル　ワイルドアニマルズ ANY PUZZLE MEDIA 978-486152-648-0 ¥1,600 品切 わたしの観音さま  （1ケース20冊入・バラ5冊単位～） 横田南嶺 2刷 978-486152-614-5 ¥600

ポストカードブック　シレトコノコト tupera tupera 978-486152-736-4 ¥1,800 品切 わたしの般若心経 （1ケース20冊入・バラ5冊単位～） 蓮沼 良直 14刷 978-486152-216-1 ¥500

ロシアの絵はがき30文字
絵：福田 利之・tupera tupera
文：井岡 美保

978-486152-676-3 ¥1,500 品切 わたしの坐禅        （1ケース20冊入・バラ5冊単位～） 細川 晋輔 3刷 978-486152-567-4 ¥600 品切

京都 もてなしの庭 烏賀陽 百合 978-486152-757-9 ¥2,000 世界の台所探検 岡根谷 実里 4刷 978-4-86152-820-0 ¥2,000

花政のしごと 978-486152-675-6 ¥2,500 品切 TASTY OF LIFE 野村 友里・ 壱岐 ゆかり 978-4-86152-740-1 ¥5,000

拈華 緒方 慎一郎・川本 諭 978-486152-643-5 ¥4,000 品切 福を呼ぶ 京都 食と暮らし暦 小宮 理実 978-4-86152-721-0 ¥1,800

京都日常花Vol.2 野口 さとこ 978-486152-664-0 ¥2,500 現代ブッフェ料理の真髄　ホテルメトロポリタン エドモント 監修：中村 勝宏 978-4-86152-725-8 ¥12,000

京都日常花 野口 さとこ 3刷 978-486152-496-7 ¥2,500 品切 緒方　野趣と料理 緒方 俊郎 978-4-86152-588-9 ¥12,000

京都の凸凹を歩く2 梅林 秀行 3刷 978-486152-600-8 ¥1,600

京都の凸凹を歩く　 梅林 秀行 7刷 978-486152-539-1 ¥1,800  【申込書】 　番線印（書店用）

京都名庭 枯山水の庭 横山 健蔵 4刷 978-486152-135-5 ¥1,800   書店名・取引先名

東京古道探訪 荻窪 圭 978-486152-613-8 ¥1,600 品切

携帯 東京古地図散歩－浅草編－ 原島 広至 978-486152-575-9 ¥1,600 品切

携帯 東京古地図散歩－丸の内編－ 原島 広至 978-486152-576-6 ¥1,600 品切

イラストでよくわかる 日本の神様図鑑 イラスト：カワグチニラコ
テキスト：古川順弘

2刷 978-486152-578-0 ¥1,600

相撲見物　The Perfect Guide To Sumo 34代木村庄之助こと伊藤勝治 2刷 978-486152-632-9 ¥1,800   ご担当者様名

近代大阪職人図鑑　ものづくりのものがたり 大阪歴史博物館 978-486152-547-6 ¥2,300 品切 　ご注文日　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

日々、蚤の市 森田 直 978-486152-482-0 ¥3,200 品切 　　　　　　　　　　　　青幻舎　　　　　　　　　　　 □東京支社　〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18-8F　TEL：03-6262-3420　FAX：03-6262-3423

布の記憶 森田 直 2刷 978-486152-326-7 ¥3,200 品切 　　SEIGENSHA ART PUBLISHING　　□京都本社　〒604-8136　京都市中京区三条通烏丸東入　TEL：075-252-6766　FAX：075-252-6770

分類 分類

　ご注文はFAXでお願いします　　FAX：03-6262-3423
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区分・著者 版数 ISBNコード 本体価格 ご注文数 在庫数

ピカソ 洋画 978-4-86152-742-5 ¥1,200
シャガール 洋画 978-4-86152-669-5 ¥1,200

ムンク 洋画 978-4-86152-668-8 ¥1,200

ウォーターハウス 洋画 978-4-86152-421-9 ¥1,200 品切

M.C.エッシャー　　 洋画 7刷 978-4-86152-352-6 ¥1,200

クリムト 洋画 2刷 978-4-86152-340-3 ¥1,200 品切

ゴッホ　　　　　　　　 洋画 6刷 978-4-86152-265-9 ¥1,200 品切

ターナー 洋画 978-4-86152-414-1 ¥1,200 品切

フェルメール 洋画 8刷 978-4-86152-202-4 ¥1,200 品切

ミュシャ 　　　　　　 洋画 13刷 978-4-86152-134-8 ¥1,200

ミレイ 洋画 978-4-86152-415-8 ¥1,200 品切

モネ 洋画 9刷 978-4-86152-266-6 ¥1,200

ルノワール 洋画 6刷 978-4-86152-264-2 ¥1,200

ロートレック 洋画 978-4-86152-219-2 ¥1,200 品切

ロセッティ 洋画 978-4-86152-422-6 ¥1,200

マティス 洋画 978-4-86152-544-5 ¥1,200 品切

都名所百景 版画 978-4-86152-782-1 ¥1,200

棟方志功 版画 978-4-86152-688-6 ¥1,200

横山大観 日本画 2刷 978-4-86152-396-0 ¥1,200

円山応挙 日本画 978-4-86152-395-3 ¥1,200 品切

伊藤若冲 絵師 6刷 978-4-86152-323-6 ¥1,200

上村松園 美人画 14刷 978-4-86152-068-6 ¥1,200

歌川広重　東海道 絵師 6刷 978-4-86152-304-5 ¥1,200 品切

歌川広重　江戸百景 絵師 4刷 978-4-86152-564-3 ¥1,200 品切

奥村土牛 日本画 3刷 978-4-86152-195-9 ¥1,200 品切

小野竹喬 日本画 3刷 978-4-86152-229-1 ¥1,200 品切

葛飾北斎 絵師 12刷 978-4-86152-303-8 ¥1,200

川合玉堂 日本画 3刷 978-4-86152-171-3 ¥1,200 品切

熊谷守一 洋画 2刷 978-4-86152-331-1 ¥1,200 品切

小磯良平 洋画 2刷 978-4-86152-081-5 ¥1,200 品切

小村雪岱 日本画 2刷 978-4-86152-324-3 ¥1,200

斎藤清 版画 4刷 978-4-86152-158-4 ¥1,200 品切

竹内栖鳳 日本画 4刷 978-4-86152-196-6 ¥1,200 品切

【新版】竹久夢二 美人画 978-4-86152-339-7 ¥1,200 品切

富岡鉄斎 水墨画 978-4-86152-206-2 ¥1,200 品切

白隠 水墨画 978-4-86152-412-7 ¥1,200 品切

東山魁夷 日本画 14刷 978-4-86152-082-2 ¥1,200

平山郁夫 日本画 2刷 978-4-86152-293-2 ¥1,200 品切

藤田嗣治　　　　　　 洋画 6刷 978-4-86152-234-5 ¥1,200 品切

歌川国芳 日本画 3刷 978-4-86152-543-8 ¥1,200

●　リストにない書名をご記入下さい。

本体価格 ご注文数 在庫数

□東京支社　〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18-8F　　 TEL：03-6262-3420　FAX：03-6262-3423
□京都本社　〒604-8136　京都市中京区三条通烏丸東入　　 TEL：075-252-6766　FAX：075-252-6770

　ご注文はFAXでお願いします　FAX：03-6262-3423

青幻舎　SEIGENSHA ART PUBLISHING
http://www.seigensha.com
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区分・著者 版数 ISBNコード 本体価格 ご注文数 在庫数

怖い浮世絵 監修/太田記念美術館 5刷 978-4-86152-566-7 ¥1,500

江戸の悪 監修/太田記念美術館 3刷 978-4-86152-554-4 ¥1,500 品切

いろは判じ絵 岩崎均史 11刷 978-4-86152-435-6 ¥1,500

北斎漫画①江戸百態　 解説/永田生慈 21刷 978-4-86152-280-2 ¥1,500

北斎漫画②森羅万象　 解説/永田生慈 17刷 978-4-86152-287-1 ¥1,500

北斎漫画③奇想天外 解説/永田生慈 14刷 978-4-86152-288-8 ¥1,500

北斎漫画BOX　全三巻セット 解説/永田生慈 978-4-86152-310-6 ¥4,500

妖怪萬画　第1巻　　    序文/辻惟雄 9刷 978-4-86152-328-1 ¥1,500

妖怪萬画　第2巻 序文/椹木野衣 8刷 978-4-86152-329-8 ¥1,500

新装復刻版　変体英文字図案集 大沼知之 978-4-86152-691-6 ¥1,500 品切

新装改定復刻版　実用手描文字 姉崎正広 2刷 978-4-86152-636-7 ¥1,200

新装復刻版　現代図案文字大集成 辻　克己 6刷 978-4-86152-467-7 ¥1,500

かわいいロシアのAｔｏZ 井岡美保 2刷 978-4-86152-674-9 ¥1,500 品切

日本のポスター 監修/京都工芸繊維大学美術工芸資料館 978-4-86152-656-5 ¥1,500

フランスのポスター 監修/京都工芸繊維大学美術工芸資料館 978-4-86152-631-2 ¥1,500

チェコ ポーランド ハンガリーのポスター 監修/京都工芸繊維大学美術工芸資料館 978-4-86152-594-0 ¥1,500 品切

新装版 ７０年代アナログ家電カタログ 松崎順一 978-4-86152-609-1 ¥1,200

缶詰ラベルコレクション 監修/日本缶詰協会 3刷 978-4-86152-346-5 ¥1,500

昭和ちびっこ広告手帖 おおこしたかのぶ・ほうとうひろし 9刷 978-4-86152-181-2 ¥1,200

昭和ちびっこ広告手帖② おおこしたかのぶ・ほうとうひろし 8刷 978-4-86152-212-3 ¥1,200

昭和ちびっこ未来画報 初見健一 5刷 978-4-86152-315-1 ¥1,200

昭和ちびっこ怪奇画報 初見健一 5刷 978-4-86152-456-1 ¥1,200 品切

20世紀の商業デザイン 序文/ナカムラユキ 2刷 978-4-86152-162-1 ¥1,200 品切

日本の商業デザイン 序文/近代ナリコ 7刷 978-4-86152-067-9 ¥1,200 品切

新版 日本の伝統色 長崎盛輝 9刷 978-4-86152-071-6 ¥1,500

新版 かさねの色目 長崎盛輝 6刷 978-4-86152-072-3 ¥1,500 品切

配色事典 和田三造 51刷 978-4-86152-247-5 ¥1,500

配色事典 応用編 和田三造 7刷 978-4-86152-772-2 ¥1,500

近代図案帖 並木誠士・上田文・青木美保子 978-4-86152-773-9 ¥1,500

ニッポンの型紙図鑑 加茂瑞穂 978-4-86152-775-3 ¥1,500

新版　日本の文様　第一集 編/紅会 11刷 978-4-86152-073-0 ¥1,200

新版　日本の文様　第二集 編/紅会 10刷 978-4-86152-074-7 ¥1,200

日本の家紋 青幻舎 16刷 978-4-86152-003-7 ¥1,200

日本の古典装飾 河邊正夫 7刷 978-4-86152-069-3 ¥1,200

染と織の文様 解説/城一夫 6刷 978-4-86152-060-6 ¥1,200

小袖雛形 解説/長崎巌 2刷 978-4-86152-189-8 ¥1,200

花しるべ手帖 花個紋企画室 4刷 978-4-86152-639-8 ¥1,500

花結び手帖 寺本哲子 9刷 978-4-86152-242-0 ¥1,500 品切

桜さくら 解説/並木誠士 7刷 978-4-86152-063-1 ¥1,200

新装版 標本の本 村松美賀子・伊藤存 978-4-86152-724-1 ¥1,500

世界図案百科 青幻舎 3刷 978-4-86152-179-9 ¥1,200 品切

日本のおもちゃ絵 川崎巨泉 2刷 978-4-86152-445-5 ¥1,500 品切

宮廷画家ルドゥーテとバラの物語 中村美砂子 978-4-86152-633-6 ¥1,500 品切

古伊万里入門 監修/佐賀県立九州陶磁文化館 5刷 978-4-86152-118-8 ¥1,200

文様別　小皿・手塩皿図鑑 大橋康二 978-4-86152-442-4 ¥1,500

●　リストにない書名をご記入下さい。

本体価格 ご注文数 在庫数

□東京支社　〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18-8F　　 TEL：03-6262-3420　FAX：03-6262-3423
□京都本社　〒604-8136　京都市中京区三条通烏丸東入　　 TEL：075-252-6766　FAX：075-252-6770

　ご注文はFAXでお願いします　FAX：03-6262-3423

青幻舎　SEIGENSHA ART PUBLISHING
http://www.seigensha.com
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