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小さな「建築」のような中世祭壇画の額縁や、
絵柄の一部が額縁にはみ出し、一体化した作
品など、中世から 20 世紀に至る 500 点近い額
縁を収録。
イギリス、フランス、イタリアなどの「国別」、

「時代別」、「様式別」に分類し、それぞれの額
縁が果たしてきた役割にも言及。
絵画と額縁の “ 密 ” な関係を探る。
高階秀爾氏推薦！

日本語版監修：木村三郎／千速敏男
翻訳：前堀信子
デザイン： Studio Kentaro Nakamura
A4変／216頁／上製／三方金
定価 12,000円＋税
ISBN 978-4-86152-826-2 C0070

クラウス・グリム

額
縁
狂
の
学
者
が
書
い
た
、

額
縁
史
の
名
著
、

リ
バ
イ
バ
ル
！
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未知なる世界を描き、時空を超越した
不可思議な作品たち…。
芸術におけるオカルトについて、知ら
れざるテーマを読み解く。霊的信仰や
魔術の技法、神話や幻想的な体験から
触発され創造された作品を選りすぐり、
古今東西約 200 点の作品を紹介。

S. エリザベス

翻訳：井上舞
B5変／240頁／上製
定価 3,200円＋税
ISBN 978-4-86152-816-3 C0070

デイヴィッド・ホックニーによれば、画像（Picture）
を用いることは目で見たものを説明する唯一の方法
である。しかし、三次元の人物、物、場所などを、
二次元の絵画に置き換えるには、どうすればよいの
かー。絵筆、カメラ、コンピューター・ソフトウェ
ア用いて描かれた「画像」は、私たちが周囲の世界、
ひいては私たち自身をどのように見ているかを理解
するにはための大きな手がかりとなる。

現
代
美
術
界
の
巨
匠

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド・ホ
ッ
ク
ニ
ー
が
、

美
術
批
評
家
マ
ー
テ
ィ
ン・ゲ
イ
フ
ォ
ー
ド
と
の

対
談
を
通
し
て 

有
史
以
来
の
視
覚
芸
術
に
通
底
す
る

表
現
の
本
質
に
迫
る

〈増補普及版〉

翻訳：木下哲夫
B5変／368頁／並製
定価 3,500円＋税
ISBN 978-4-86152-799-9 C0070

占星術・心霊・魔術などのテーマから
芸術にまつわる摩訶不思議なエピソードを徹底大解剖

絵画の歴史
洞窟壁画からiPadまで
デイヴィッド・ホックニー＆マーティン・ゲイフォード
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最後の浮世絵師

 月岡芳年
奇
想
も
可
憐
も
妖
艶
も
! 

芳
年
の
革
新
的
な
画
業
を
総
覧
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浮世絵の先駆とされる岩佐又兵衛をはじめ、浮世絵
の始祖である菱川師宣、喜多川歌麿、東洲斎写楽、
葛飾北斎、歌川国芳などの約 60 人に及ぶ浮世絵師の
肉筆画約 125 点を収録。浮世絵の源流である肉筆画
を通して、300 年つづく浮世絵の歴史を体感し、そ
れぞれの絵師の巧みな線の引力、色の魔力、そして
絵に宿る筆の魂を見ることができる。

編集：乃村工藝社
デザイン：neucitora（刈谷悠三）

B5変／176頁／並製
定価 2,500円＋税

ISBN 978-4-86152-828-6 C0060

デザイン：矢萩多聞
B5変／176頁／コデックス装
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-838-5 C0071

1851 年のロンドン万国博覧会から、パリ、ウィーン
など欧米各国に広まった博覧会。江戸時代から「見
世物」の文化が根付いていた日本で、諸外国の博覧
会をどのように受け入れ、独自の広がりを見せたの
か。江戸時代の見世物から明治、大正、昭和におよ
ぶ国内外の博覧会の歴史を、乃村工藝社所蔵の博覧
会関係資料を中心に紹介し、人々が博覧会とどのよ
うに向き合ってきたのかをひもとく。

幕末から明治へと移り変わる激動の時代を駆け抜けた
天才浮世絵師・月岡芳年。師である歌川国芳の自由な
発想を継承しつつ、西洋画の写実性を取り込み、浮世
絵の歴史の最後に強烈な閃光を放った。
妖怪画の傑作「新形三十六怪撰」、リアリティを追求
した「新撰東錦絵」、近代日本画の美人画を予兆させ
る「風俗三十二相」、晩年の代表作「月百姿」などの
重要な作品群から 150 点を収録。浮世絵師として最後
まで新しい表現に挑み続けながら、近現代の日本画を
も先導した芳年を存分に楽しむことができる。

デザイン：STORK
B5変／232頁／PUR製本
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-832-3 C0071絵師の魂は、肉筆に宿る―。

著者：すみだ北斎美術館
監修：内藤正人

著者：神谷浩 他

線
の
引
力
・
色
の
魔
力

―
又
兵
衛
か
ら
北
斎
・
国
芳
ま
で
―

江戸時代の見世物から
明治、大正、昭和におよぶ

国内外の博覧会を辿る

著・監修　橋爪紳也
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2010年に「海の復権」をテーマに掲げスタートした、
瀬戸内国際芸術祭。
4回目を迎えた2019年の芸術祭では、瀬戸内海の12の
島々と2つの港を舞台に、春・夏・秋の3会期に分けて計
107日間開催された。世界32の国と地域から参加した
230組のアーティストによる、瀬戸内海でしか生み出
すことのできないアートやイベント、体験、食プロ
ジェクトまでを完全収録した記録集。

「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
2
0
1
9
」完
全
記
録
集

アートディレクション：松田行正
B5／296頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-792-0 C0070

監修：北川フラム、瀬戸内国際芸術祭実行委員会

瀬戸内国際芸術祭 2019
SETOUCHI TRIENNALE 2019

生
命
の
庭 
8
人
の
現
代
作
家
が
見
つ
け
た
小
宇
宙

生命とアートが交わる座標を示す8人の日本の
現代美術作家たちが、アール・デコ様式の旧朝香
宮邸（現 東京都庭園美術館）のためにつくりあげた作
品の記録。

出展作家：青木美歌、淺井裕介、加藤泉、康夏奈、小林正
人、佐々木愛、志村信裕、山口啓介

デザイン：須山悠里、島田耕希
B5変／136頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-795-1 C0070

8人の現代作家たちが
人間と自然との関係性を問い直す

監修：東京都庭園美術館

筧菜奈子
監修：京都国立近代美術館

くらしに自然をたくみに採り入れ、芸術の中で
自然をさまざまに表現してきた京都の人びと。
季節ごとの行事を重んじ、大切に伝えてきた京
の二十四節気を、国立京都近代美術館所蔵の名
品でたどる。

デザイン：木村幸央
B5変／240頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-794-4 C0070

名画と名品で親しむ
京都の季節行事と風景
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画家を志して以来、この五十数年間一日も筆を持
たなかった日はないと語る、遠藤彰子。一貫して

「人間」をテーマとし、現代の叙事詩ともいえる作
品を描く。初期の「楽園シリーズ」、飛躍のきっか
けとなった「街シリーズ」、1000号（3.3×5メートル）
を越える大作群を中心に約80点を収録。2020年、
パンデミック下に描かれた最新作も急遽収録！

今生きているという実感を描きたい。
巨大画に広がる一大叙事詩！

遠藤彰子

監修：土方明司
デザイン：林琢真
A4横／172頁／並製
定価 4,500円＋税
ISBN 978-4-86152-771-5 C0071

監修：秋元雄史 （練馬区立美術館館長）
デザイン：上田司（シルシ）
A4変／120頁／PUR製本
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-824-8 C0071

2020年、100歳を迎えた野見山暁治。2メートルを超え
る大画面に繰り広げられる、豊かな色彩がみちびく奔
放なイメージの世界は、近年ますます過激な世界を展
開している。日本人離れした感性と人生観により、見る
ものを裏切りながら進化を続ける野見山暁治の制作へ
の情熱の軌跡をたどる。

100歳なんてどうでもいい。
野見山暁治、いよいよ自由、いよいよ過激、
その美の世界にまみれる

100歳記念
すごいぞ！ 野見山暁治のいま

まちがeる読み、iかれた挿し絵

デザイン：豊永政史、倉澤洋輝
B5／260頁／並製
定価 2,200円＋税

ISBN 978-4-86152-787-6 C0072

プラレールやミニカーなど身近な玩具や日用品を用いたイ
ンスタレーションで、現実を仮想的な「遊び」の空間へと塗
り替えてきたアートユニット・パラモデル。本書では、「文学・
哲学・マンガ・建築・郷土文化・古典芸能」を着想元とする「青
焼き」による図面的描画作品やテキスト、立体作品等を収録。

「挿し絵の果て」で「遊」び続ける、中野裕介／パラモデル。
新機軸となるアーティスト・ブック

中野裕介 / パラモデル 2010-2020

自身がモチーフのアート写真をSNSで発表するロシア人
アーティストの世界初作品集。可憐なポートレートからダー
クな物語のワンシーンまで、世界中のファッショニスタやク
リエイターを中心に人気を集める作品群を紹介。初期作品か
ら60万以上の「いいね! 」を集めた代表作、企業とのタイアッ
プ作品や絵画作品も収録。

デザイン：佐藤亜沙美 
A5／152頁／並製
定価 2,200円＋税

ISBN 978-4-86152-780-7 C0070

Instagramで470万人がフォローする
不思議な世界

エレン・シェイドリン

ELLEN IN SHEIDLINLAND 

小野田實  私のマル 

具体美術協会の会員として知られる小野田實は、日本の戦後
美術を語る上で重要な前衛画家の一人である。同時に、具体
時代は小野田の画業において一時期に過ぎない。海外コレク
ター所有の貴重な作品も多数収録。具体美術研究者が語る、
書き下ろし小野田實論を掲載する。

監修：姫路市立美術館、小野田イサ
デザイン：見増勇介（ym design）

A5変／432頁／PUR製本
定価 3,500円＋税

ISBN 978-4-86152-829-3 C0071

過去最大ボリュームの小野田實図集

小野田實

野見山暁治

魂の旅
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いきもののすべて

装幀：名久井直子
四六／168頁／並製
定価 1,600円＋税
ISBN 978-4-86152-806-4 C0070

2006年に刊行された『いきもののすべて』に、気鋭の漫画
史研究者・宮本大人による解説を新たに収録し復刊！　
何度も読みたい。フジモトマサルの描くいきものたちの
日常。

４コマの “ 窓 ”から見える
いきものたちの、誰も知らない「平凡な」日常。
傑作４コママンガ（＆短編）集

装幀・監修：名久井直子
企画・選・構成：福永信 
四六／328頁／上製本
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-807-1 C0070

静かに悩む人間たち。
遠慮なく言葉を話し、生きる動物たち。
その交錯で生まれる奇跡の物語！
漫画家・イラストレーターのフジモトマサル（1968-2015）。
20年以上にわたる、初期から最晩年の仕事まで、多彩な
作品から最高傑作を1冊に集成！

フジモトマサルの初傑作集、ついに刊行！

フジモトマサル

フジモトマサル

フジモトマサル傑作集

昭和レトロ間取り探訪 
大大阪時代の洋風住宅デザイン

大正〜昭和初期に開発された関西郊外の鉄道沿線の住宅案内広
告から、選りすぐりの「間取り」を収載。
大阪の建築史家・橋爪紳也が、その膨大なコレクションから多
種多様な住宅間取りを選定、当時の生活史を読み解く、和と洋
の部屋が入り混じり、現代とまったく異なる文化的な住宅様式
を楽しめる建築・間取り好き垂涎間違いなしの一冊。

デザイン：加藤賢策（LABORATORIES）
B6／248頁／PUR製本

定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-811-8 C0052

大正・昭和初期の洋風モダンなお屋敷の「間取り」
約200点を収録！！

橋爪紳也

橋爪節也

大正・昭和の大大阪に、レトロチラシでタイムスリップ！

デザイン： 野村勝久（野村デザイン制作室）
B6／256頁／PUR製本
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-786-9 C2070

大正・昭和初期の繁華街で配布されたチラシのなかから
優れたデザインを厳選して紹介！　
デパートの案内図、小売店の商品案内、劇場案内をはじ
めとする多様な広告チラシは、モダンなグラフィックデ
ザインの宝庫。活気ある大正昭和、賑やかな市井の人々
の暮らしぶりをのぞき見る一冊！

大正昭和レトロチラシ
商業デザインにみる大大阪
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発掘 the OSAKA

大阪を愛し、大阪人に愛された名雑誌
「大阪人」の人気連載を完全収録！

名雑誌「大阪人」（2012年休刊）に約6年間にわたり連載した『発掘 
the OSAKA』全72回を完全収録。
文化財に指定された歴史的建築物から、街角に建つ無名の小さ
な建築まで、独自の視点で選ばれた大阪の建築を、多くの写真
と共に紹介。監修：酒井一光遺稿集刊行委員会

B5／304頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-791-3 C0052

酒井一光

タイル建築探訪

大阪歴史博物館の学芸員、（故）酒井一光氏が、業界誌「タイルの
本」に約9年間にわたり連載した『新タイル建築探訪』全87回を
完全収録。
大阪、神戸はもちろん、常滑、倉敷、下関から、ロンドン、バル
セロナ、上海まで、タイルがあればどこまでも。自分の足と目で
記録し尽くしたタイル建築探訪。監修：酒井一光遺稿集刊行委員会

B5／360頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-790-6 C0052

日本を、世界を、タイルをめがけて
歩きに歩いた建築探訪！

酒井一光

江戸時代より経済・文化の中心地として栄えた
日本橋は、かつて全く新しい風景を出現させた
最先端の地。日本橋高島屋を中心に、日本橋地
域の近現代建築、なかでも建築の細部・装飾に
焦点をあて、西洋の古典主義が日本橋界隈の建
築にどのように導入されているかを徹底的に検
証。知られざる装飾の歴史をひもとき、新たな
建築の楽しみ方を提案する一冊。

監修：五十嵐太郎、菅野裕子
デザイン：マツダオフィス（松田行正+倉橋弘）
A5／168頁／コデックス製本
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-823-1 C0052 見

慣
れ
た
日
本
橋
の
建
築
を
再
発
見
す
る

―
。

建
築
好
き
必
携
の
偏
愛
的
マ
ッ
プ
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日
本
の
た
て
も
の

自
然
素
材
を
活
か
す
伝
統
の
技
と
知
恵

超絶技巧により緻密に表現されてきた「建
築模型」に焦点をあて、連綿と後世へと伝
承されてきた「高い美意識」と「加工技術」
を総覧。建築模型だけでなく、2018 年ユネ
スコ無形文化遺産へ提案された「伝統建築
工匠の技：木造建築物を受け継ぐための伝
統技術」に関する建築図面や大工道具など
も併せて紹介。

デザイン：野村勝久（野村デザイン制作室）
B5変／160頁／クータ製本
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-810-1 C0072

デザイン：塚原敬史（trim design）
B5／152頁／並製
定価 2,800円＋税

ISBN 978-4-86152-821-7　C0052

超絶技巧で伝わる日本建築の美しさ。
自然と造形美による

「建築模型」の世界へようこそ―

140,414人が訪れた展覧会で
何が起こったのか。

デザイン：須山悠里
A5／416頁／仮フランス装

定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-802-6 C0070

皆川明が各界で活躍するクリエイターやアーティスト
12名と語り合った、クロストーク、ファッションショー、
演劇、食のイベント。
東京都現代美術館で開催された「ミナ ペルホネン/皆
川明 つづく」展93日間のドキュメント。

ミナ ペルホネン／皆川明

編著：日本芸術文化振興会

編著：日本芸術文化振興会

工
藝

自
然
と
美
の
か
た
ち

自然と密接に関わりながら発展してきた
「工芸（Kōgei）」がもつ新たな魅力と可能性―

世界から高い評価を得ている日本の伝統工芸から、重要無形文化財
保持者（人間国宝）や日本芸術院会員から中堅、次の世代を担う若
手の作家まで、日本を代表する作家の作品を掲載。自然と工芸の関
係性をテーマに掲げ、これまでにない工芸の価値を改めて提示する。
伝統的な素材を活用しながらも、現代に向けて表現し続ける現役の
工芸作家が集結。
工芸がもつ新たな魅力と可能性を多くの読者に向けて発信する一冊。
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もんぺからサステイナブル、さらにその先へ。
戦後の日本ファッション史をたどる。

デザイン：加藤賢策＋和田真季（LABORATORIES）
A4変／368頁／PUR製本

定価 3,500円＋税
ISBN 978-4-86152-781-4 C0070

著者：コシノヒロコ
デザイン：三木健デザイン事務所
B5／288頁／上製
定価 3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-837-8 C0070

戦中戦後のもんぺ、国際的に華々しく活躍する日
本人デザイナーの台頭、ゴスロリ……。日本が生
み出してきた装いの文化は、その独自の展開で世
界を驚かせてきた。豊かな表現を生み出すきっか
けとなった明治期以降の社会状況や流行を発端に、
戦後から現在に至るまで日本のファッションを包
括的に紹介。衣服、写真、雑誌、映像など豊富な
資料を通して、 流行の発信者と衣服をまとう私た
ち、その両者をつなぐメディア、それぞれの視点
から各時代のファッションを紐解く。

コシノヒロコ
HIROKO KOSHINO EX・VISION
TO THE FUTURE 未来へ

創造し続けるコシノヒロコ、
84年の集大成！

今なおアクティブな活動を続ける
コシノヒロコ。

「ファッション」や「デザイン」と
いう言葉が定着する以前から洋服
づくりに関わり、着るものの持つ
力を実感してきたデザイナーであ
る。人間を、年齢や性別、国籍や
民族、社会的地位を超えるものと
して捉え、個としてのアイデンティ
ティを重視する。
本書では、歴代コレクションで発
表された洋服、コシノが心血を注
ぎ続け、そのデザインの着想源と
もなっている絵画、若手アーティ
ストとのコラボレーションなどを
通して、コシノヒロコの仕事の全
貌に迫る。
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タリーク・ザイディ
ファッションで道を切り拓く、サプールという生き方

ポール・スミス

英国ファッション界のレジェンド、ポール・スミスの全面協力のもと制作。
長年、ファッションデザイナーとして燦然と輝き続ける彼の唯一無二とも
いうべきスピリットを浮き彫りにする。パリでの最初のショーや、ロンド
ンでの初の実店舗であるフローラル・ストリートショップ、ストライプの
進化、最新コレクションや著名人とのコラボレーションなど様々なモノを
紹介していく。自身が長年にわたりインスピレーションを受けてきた50の
キーワードを通して、「ポール・スミス」の核心に迫る。

監修：ポール・スミス・リミテッド
270×205mm／264頁／上製

定価 7,500円＋税
ISBN 978-4-86152-803-3 C0070

トニー・チェンバース

ブランド創立 50 周年！
50 のキーワードから、イギリスの人気ブランド、
ポール・スミスを大解剖！！

サプールの自由な自己表現が多くの人を魅了し、独特の
ファッション文化である「サップ」の精神に対する賛同の声
は、いまや世界中に広がっている。
本書では、老若男女さまざまな「サップ」の精神をもつファッ
ショニスタたち一人ひとりの年齢・職業など丁寧に紹介。ロン
ドンを拠点に活動する写真家タリーク・ザイディによる美しい
写真が、彼らの存在をより力強く訴えかける。謎のベールに包
まれていた一人ひとりのサプールたちの素顔や背景に迫るこ
とで、彼らの生き様やシュプレヒコールが見えてくる。

B5変／176頁／上製
定価 3,500円＋税
ISBN 978-4-86152-804-0 C0072

粋
で
優
雅
な
コ
ン
ゴ
の「
サ
プ
ー
ル
」た
ち
が
帰
っ
て
き
た
!

「
流
行
は
廃
れ
る
が
、ス
タ
イ
ル
は
永
遠
で
あ
る
」



24 25

新

刊

2014 年より毎年モンゴルに通い、モンゴル全土、さ
らには中国の内モンゴル自治区を巡ったこの旅は、
自然と人間とが調和する世界を求めて始まった。
常に自然と人間との関係性を見つめ、視点の転換を
通して私たちの世界の在り方を探求する山内悠。モ
ンゴルのドキュメンタリーに留まらない、写真を通
しての思惟を、ページから体感する。

モンゴル―
いくつものパラレルワールドを旅する

山内悠

惑
星

デザイン：近藤一弥 
A4／144頁／上製
定価 5,000円＋税
ISBN 978-4-86152-805-7 C0072

“TOYOTA 5大陸走破プロジェクト”が生んだ、
地球という星のドキュメントフォトブック

地球は星だったんだとあらためて感じる日々を、
クルマたちが走る。
抗いながら、傷つきながら、壊れながら、
それでも進む。
胸が熱くなるのはその姿が自分に重なるからだろうか。
瀧本幹也氏と彼に師事した写真家たちが
記録した道とクルマ。
未製本、ボックスというこだわりが、
一枚一枚を手に取れる物語にする。

5大陸
Trails Into the Unknown

著者：5大陸走破プロジェクト
デザイン：佐野研二郎
A3／59枚／ケース入
定価 15,000円＋税

ISBN 978-4-86152-798-2 C0072
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A4／132頁／上製
定価 8,000円＋税
ISBN 978-4-86152-822-4 C0072

超絶的ゼラチンシルバープリントが表す詩情溢れる世界観
により、欧米の美術界で高い評価を得る写真家、山本昌男
の代表作94点を収録。
木の根、波のうねり、自然のもたらす美に目を研ぎ澄ませ、
穏やかでありながら、容易には到達できない、永遠の存在、
時空を超えた静止がそこには存在している。
2015年に刊行された内容を一部改訂。

この世を超える美、
混沌、静謐な気、逍遥、
構築された光、超空間時間、浄―。

山
本
昌
男

澤
田
知
子

狐
の
嫁
い
り

デザイン：浅野豪
文庫版／272頁／上製
定価 2,600円＋税
ISBN 978-4-86152-836-1 C0072

澤田知子は、2000年にセルフポートレート作
品《ID400》でキヤノン写真新世紀特別賞を受
賞、2004年に木村伊兵衛写真賞、NY国際写
真センターヤングフォトグラファー賞を受賞
し、現在、国内外で高く評価される女性作家で
す。セルフポートレートの手法を軸に、一貫し
て内面と外見の関係性をテーマに制作を続け
る澤田の主要作品を網羅した作品集。

デビュー作《ID400》から初公開の新作までを収録した、
澤田知子の25年の歩みをまとめた1冊

小
さ
き
も
の
、沈
黙
の
中
で

〈
新
装
版
〉

澤田知子
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木村伊兵衛賞を受賞し、異例のベストセラーになったデビュー
写真集「RAKUEN」以降、著者がライフワークとして、続けて
いる「楽園」シリーズの最新作。
これまでにタヒチやモルディブ、沖縄など国内外を対象に撮影
を続けている本シリーズ。今作では沖縄を含む南西諸島を舞台
に、初めて訪れる島から何十年通い続けている島までの16の
島々を巡る。

デザイン：榊原健吉 
A4／128頁／コデックス製

定価 3,200円＋税
ISBN 978-4-86152-808-8 C0072

三好和義の代名詞、楽園シリーズの新たな到達点。
美しき極彩色の世界

アートディレクション： 祖父江槙
B5横／72頁（＋BOOK in BOOK 20頁・おまけ4頁）／並製
定価 2,600円＋税
ISBN 978-4-86152-817-0 C0072

一家全員でさまざまな職業や場面になりきるユニーク
な家族写真が大きな話題を呼び、写真界の芥川賞と呼
ばれる木村伊兵衛写真賞を受賞し、ついには映画化ま
でされることになった写真集『浅田家』。
その著者、浅田政志が放つ新作「浅田撮影局 まんねん」
は、自身が地元の撮影局の二代目に扮し、やはり家族
みんなの力を借りながら、家族写真/記念写真の新たな
可能性を追求したシリーズになっている。

映画『浅田家! 』の浅田政志の新シリーズ。
「ミスター家族写真」が贈る、家族写真のススメ！

浅田政志

浅田撮影局
まんねん

桑島智輝

構成・デザイン：町口景
A4／104頁／並製
定価 2,600円＋税
ISBN 978-4-86152-815-6 C0072

桑島智輝
安達祐実構成・デザイン：町口景

A5／168頁／上製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-756-2 C0072

フランス、ポーランド/ドイツ、沖縄、スペイン――
2014年から2018年までの四度の旅と、2020年4月以降、
世界が変わったその後の、「旅」のような日常の記録。

写真集「我
が が

我」から一年。
写真家 桑島智輝が、
その妻で俳優の安達祐実を
日々撮り続けている
シリーズ、待望の続編！

我 旅 我 行

【既刊】
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荒木経惟が歩んできた写真人生のさまざまな人との出会い、
そして現在の心境とは。
荒木が60年間に撮影した写真の数々とともに語る12章。
巻頭には撮り下ろし写真による48ページのグラビアを、さ
らに巻末には生い立ちから現在まで80年間を網羅した写真
入り年譜を収録。

デザイン：見増勇介（ym design）
B5／232頁／上製
定価 3,500円＋税
ISBN 978-4-86152-785-2 C0072

荒木経惟が語り尽くす、60年間の写真家人生。

荒木経惟、
写真に生きる。
荒木経惟

中学生のようなあどけない笑顔と、たまに見せる、
驚くほど大人びた表情。小柄で、「女の子っぽい」
髪型。しかし、あか抜けない服の中には成熟した体
が隠されている……。

「少女礼讃」は“少女”という存在があって撮ること
ができる写真であり、
“少女”という存在そのものへ畏怖の念を込めた、祈
りの儀式の記録である。

デザイン：NO DESIGN 
B6変／512頁／並製

定価 3,500円＋税
ISBN 978-4-86152-797-5 C0072

青山裕企

「
少し

ょ
う

女じ
ょ

礼ら
い

讃さ
ん

」は
写
真
家 

青
山
裕
企
が
、
誰
も
知
ら
な
い
、

ひ
と
り
の
女
性
を
撮
影
し
続
け
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

少女礼讃

衝撃のヌード写真集『沙和子』から10年。大学時代から
2020年まで、一人の友人を追い続けたドキュメンタリー
ヌード・フォト。親密さが生み出す無防備な表情と、成熟
してゆく女性のリアルな姿。未発表写真も数多く含む、約
300点を一挙掲載。写真家クロダミサトの集大成。

デザイン：黒田益朗
A5変／320頁／並製

定価 4,000円＋税
ISBN 978-4-86152-818-7 C0072

親密さが醸し出すエロス。
大学時代から 30 代まで撮り続けた友人のヌード

クロダ ミサト
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400年の歴史をもつ、岩手を代表する伝統工芸品、南部鉄器。そ
の歴史、技術、特徴を詳細解説。
確かな技術を継承しながら、モダンで美しい現代の日用品として
の「南部鉄器」を提案する「釜定」のはじめてのコンセプトブック。
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デザイン：荻田純、高見沙耶香（SAFARI inc.） 
 A5／168頁／並製
定価 2,300円＋税

ISBN 978-4-86152-783-8 C0072

イランのおばあちゃんが編んだ冬の靴下、ナイジェリ
アで復活した伝統染織布アディレ・エレコ、イタリア
はサルデーニャ島に伝わるピビオネス織……。
日本から世界へ旅立ち、買い付けやものづくりをする
人たちは、どのような縁でその土地のものと出会った
のだろうか。
工芸品と、そこにまつわる人生の物語を収録。

各地に残る手工芸を求めて世界へ繰り出す、
女性たちのエピソード

世界を歩く、手工芸の旅

金魚美抄 2020

監修：深堀隆介
デザイン：tento
A5変／216頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-809-5 C0071

造形、ドローイング、切り絵、ガラス、フェルトなど全19名の
作家によるさまざまに表現された金魚たち。深堀隆介の作品
は新作を含み40点を掲載。さらに、奈良県大和郡山 箱本館「紺
屋」所蔵の金魚コレクションも収録。

金魚絵師 深堀隆介監修、
19名の作家たちによる金魚アート

南部鉄器のある暮らし
釜定の仕事

著者：釜定・書籍プロジェクト実行委員会
監修：宮 伸穂（釜定3代目）
デザイン：サトズ 佐藤芳孝
A5／128頁／並製
定価 1,800円＋税
ISBN 978-4-86152-793-7 C0072

南部鉄器の名工 
宮伸穂(釜定)が提案する、
使い続けられる暮らしの道具

舞妓モダン
画家たちが描いた
京都の美しい舞妓たち

京都を代表する文化の一つ、舞妓をクローズアップ。芸舞妓の
誕生から舞妓が京都のシンボル的存在へと成長していく舞妓
文化の変遷を絵画作品や映画、歴史資料、記録写真などからひ
もとく。

編著：京都文化博物館
デザイン：見増勇介（ym design）
A5／152頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-800-2 C0026

多くの画家を魅了した
妖しく美しい芸舞妓

「世界の台所探検家」として世界各地の台所をめぐっている著者
が、現地の人と一緒に料理や食事をして体験した、リアルな暮ら
しと文化のストーリーをたくさんの写真と共に紹介。コラムで
は、台所を飛び出して、市場や調理道具、その地域ならではの食
習慣も味わえる。

カバーデザイン：菅谷真理子
（マルサンカク）
本文デザイン：萩原美和 
A5／192頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-820-0 C0026

世界の台所探検家による、
初のエッセイ。

世界16カ国/地域の台所を紹介！

岡根谷実里

世界の台所探検
料理から暮らしと社会がみえる
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北斎さんぽ
江戸の名所を巡る

日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎が描いた作品の土地や地域
を訪ね歩く、東京の散歩ブック。「富嶽三十六景」、「隅田川両
岸景色図巻」「新板浮絵」を手がかりに、日本橋、浅草、神田、
上野など、東京の各地を巡る。

カバーデザイン：渡邊民人
（TYPEFACE）
本文デザイン：佐々木麗奈
A5／144頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-833-0 C0025

北斎の名作の数 を々通して、
「江戸・東京」の魅力を再発見!

片山喜康

さがごこち
ローカルフォトという手法で、全国各地の地域と向き合ってき
た写真家・MOTOKO が佐賀に通い、『さがごこち』がこれまで
に拾い集めてきた「さが」という町に漂う「ここちのよい」空
気を撮り下ろした写真と、『さがごこち』のアーカイブで構成
する、新しい「旅」の提案。佐賀のうつくしい日常を旅する、
フォトガイドブック。

企画・監修：佐賀県観光課、Open A 
写真：MOTOKO
デザイン：塚原敬史
B5変／176頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-784-5 C0026

新しい視線で佐賀県の魅力を発見する

ブタとともに

著者：山地としてる
デザイン：ザイン
B5／33頁／上製
定価 1,800円＋税
ISBN 978-4-86152-825-5 C0072

心が通う喜びと、別れの悲しみ。またやってくる、新しい命——。
2007年まで香川県にあった養豚場が舞台の写真絵本。ブタが生
まれ、心を通わせながら出荷を迎えるまでの半年間の物語。人と
動物が出会い、ひとときをともにするかけがえのない喜びが詰
まった一冊。対象年齢は小学校中学年〜大人まで、日英併記。

すべての命が輝く、奇跡のような養豚場の風景

33の悩みと答えの深い森。 
ほぼ日「はたらきたい展。2」の本

著者：神谷浩、前田詩織、菅原真弓
（ほぼ日刊イトイ新聞）
デザイン：漆原悠一
A6／480頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-801-9 C0095

『ほぼ日刊イトイ新聞』の読者から寄せられた「はたらくこと」
に関する悩みや疑問に、本木雅弘、三浦瑠麗、蛭子能収、糸井重
里、小泉今日子をはじめ、さまざまな分野の33人の著名人が答
えた、「はたらく」という悩みの森に差し込む一筋の光になるよ
うな、そんな本。

渋谷PARCOで開催予定だったけれど
中止になってしまった展覧会を、
できるだけそのまま、『ほぼ日刊イトイ新聞』上で展開した、
展覧会の図録！

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

音楽、映画、アート、食、旅。
いま語りおろされる、生きる巧者の日々。
1964年、まだ馴染みのなかったプロデューサーという仕事をし
て生きていくと15歳で心に決め、21歳でザ・タイガースを中心
にした野外ライブの舞台美術を担当した立川直樹。数々のアー
ティストとの逸話や、音楽を始め、映画、アート、食、旅、ファッ
ションなど、本物を見抜く知性とセンスと愉しみを96のトピッ
クで語りおろす。

著者：立川直樹、西林初秋
デザイン：松田行正、杉本聖士
B6／252頁／仮フランス装
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-814-9 C007

立川 直樹
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はじめての
絵画の歴史

―「見る」「描く」「撮る」のひみつ―
デイヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード

現代美術の巨匠デイヴィッド・ホックニーによる『絵画の歴史 洞窟壁
画からiPadまで』。そのエッセンスはそのままに、子どもから、これか
らアートの世界へ触れたいという大人まで、誰もがアートを楽しむた
めの道しるべとして、やさしく書き下ろした「入門編」が誕生。ダ・ヴィ
ンチ、歌川広重、ゴッホ、モネ、ピカソ……約50人のアーティストの
図版約70点を掲載。

翻訳：井上舞
A4変／128頁／上製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-684-8 C0070

現代の巨匠、ホックニーが贈る! 
“アートを知る喜び”に出会う画期的入門書!

現代の巨匠､ ホックニーが科学的､ 視覚的根拠により初
めて実証した好著。500点に及ぶ膨大な絵画やスケッ
チの複製がホックニーの解説とともに掲載。さらに多
くの古文書や近現代文書の抜粋が､ 一層興味深いもの
として示されている。豊富な図版､ 詳細な解説は､ 美術
学的にも必携の大著。

絵画の歴史
洞窟壁画からiPadまで
デイヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード

現代美術界の巨匠デイヴィッド・ホックニーが、美術批評家
マーティン・ゲイフォードとの対談を通して絵画表現の本質
に迫る！ 洞窟壁画から西洋絵画の傑作、中国の水墨画、ディ
ズニー映画、現代美術まで……時代と地域を越え、写真、映
画、デジタルアートをも包括した画期的な絵画論。

翻訳：木下哲夫
A4変／360頁／上製　定価 5,500円＋税
ISBN 978-4-86152-587-2 C0070

ダ・ヴィンチ、ヤン・ファン・エイク、
カラヴァッジョ、フェルメール、レンブラント、
モネ、ピカソ、ホックニーら
豪華作品図版310点掲載。

巨匠ホックニーによる絵画論の集大成！
洞窟壁画から3万年―人類は何を見つめ、描いてきたのか？ 

翻訳：木下哲夫
A4変／268頁／並製　定価 6,500円＋税

ISBN 978-4-86152-257-4 C0070

秘密の知識
巨匠も用いた知られざる技術の解明（普及版）

デイヴィッド・ホックニー
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下
が
る

下
を
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ぐ

寄稿：浅井俊裕、橋本麻里
日英2カ国語併記

装丁：塚原敬史（トリムデザイン）
A4変／144頁／並製

定価 2,200円＋税
ISBN 978-4-86152-477-6 C0071

寄稿：椹木野衣、ジョン・カーペンター
日英2カ国語併記

装丁：塚原敬史（トリムデザイン）
A4判／236頁（観音6カ所）／並製

定価 3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-367-0 C0071

山
口
晃
　

大
画
面
作
品
集

装丁：塚原敬史（トリムデザイン）
B5変／696頁／並製
定価 5,500円＋税
ISBN 978-4-86152-479-0 C0071

山口晃
親鸞 全挿画集

圧倒的筆力とユーモアを武器に
《挿画》に新風を吹き込んだ

チャレンジの集大成!

天明屋尚作品集
Masterpiece

全国の約40社の地方紙に連載されるという快挙をなし
た、五木寛之作「親鸞」(2008、2011、2013年)の挿画全1052
点に、山口晃がすべてに書き下ろし「絵解きコメント」
をつけ、初公開のスケッチ、描き損じ、差し替え図版と
ともに収録。挿画は、カット、コマ漫画、版画調から、
新キャラ、駄洒落ネタなど、山口ワールド炸裂の一書。

圧倒的超絶技巧による時空混在の洛中洛外図、平等院
襖絵、武者絵、素描などを収録。見立て茶室のオブジェ、
現代アートに警笛を鳴らす独自開催展覧会〈山愚痴屋澱
エンナーレ〉など、複層的思考を網羅した画期的画集。
自作解題付。

『山口晃 大画面作品集』以降の新作から、すゞ
しろ日記的「食日記」、「続・無残ノ介」、紙ツイッ
ター、インスタレーションまで山口晃の“今”を
凝縮した一冊。随想・自作解題書き下ろし。

寄稿：山下裕二、椹木野衣
日英２カ国語併記

典雅より新奇を、調和より破調を、情緒より刺激を、端正よ
り歪曲を、華奢より豪奢を、気品より狂気を、実用より祝祭
を、洗練より血肉を、因習より自由闊達を、侘び寂びより豪
華絢爛を、そして記号よりも現象を……
8 年ぶり、自選による待望の決定版。初期から最新作まで約
200 点収録、自作解題付。

A4変／272頁／並製
定価 3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-454-7 C0071
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池田学
《誕生》が誕生するまで

日本で熱狂的に迎えられた「誕生」について池田学自らが、改めて
作品の生まれた経緯を振り返り、《誕生》の52ブロックを拡大図
とともに解説。
生命、死、希望、絶望、祈り、実像と虚像……。作家の味わい深い
文章が、さまざまな《誕生》への想いを語り、私たちに心の襞を
覗かせてくれる。
装丁：林琢真、鈴木晴奈（林琢真デザイン事務所）
日英2カ国語併記　四六判／208頁／並製
定価 1,800円＋税　ISBN 978-4-86152-630-5 C0071

1ミリ以下のペン先が1日に生み出す
10センチ四方―その20年の軌跡
著者厳選の100点をはじめ、震災への思いを込めた
過去最大の最新作《誕生》（3×4メートル）の制作ド
キュメントも収録。待望の決定版！

装丁：林琢真（林琢真デザイン事務所）
寄稿：福岡伸一ほか
日英2カ国語併記　A3変／168頁／並製／定価 3,700円＋税
ISBN 978-4-86152-602-2 C0071

《誕生》

B5変／208頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-468-4 C0071

デザイン：重実生哉
A4／178頁／ドイツ装
定価 3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-747-0 C0071

20代、人との関わりを断つことを願い自らを《潜水艦》に見
立てたシリーズから、30代にバンコクに移住し、光、風、人
と出会い、40代で人物の正面像を描く。その精神の軌跡を代
表作と画家の言葉で綴る。初期から最新作まで本画100点、
ドローイング・版画など50点、計150点を掲載。

日英2 カ国語併記

1990年代より欧米・アジア各国で精力的に発表を重ねてきた
加藤泉。2019年にハラ ミュージアム アークと原美術館で開
催された2つの展覧会を記録し、ビブリオグラフィ、バイオ
グラフィ、論評と共に掲載。

私たちを夢見る夢

加藤泉 LIKE A ROLLING SNOWBALL

小林孝亘

加藤泉

アートディレクション：有山達也
B5変／128頁／上製
定価 5,000円＋税
ISBN 978-4-86152-335-9 C0071

国内外で高い評価を得る町田久美。果てしない集積から成る
線や独特の構図は不穏をまとい、過去に誰も見たことのない
印象を残す。初期作品から最新作まで代表作を中心に収録
し、町田作品の魅力をあますところなく紹介する。

寄稿：デヴィッド・エリオット、光田由里

町田久美画集
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YOSHITOMO NARA : 
SELF-SELECTED 

WORKS
―WORKS ON PAPER

ISBN 978-4-86152-489-9 C0071

YOSHITOMO NARA : 
SELF-SELECTED 

WORKS
―PAINTINGS 
ISBN 978-4-86152-490-5 C0071

2014年に作家活動30周年を迎えた日本を代表する美術家・奈良美智。
未発表を含む絵画作品とドローイング等の作品を自らセレクト。
後世に継ぐ愛蔵決定版が誕生。

自選、愛蔵決定版

デザイン：山本誠
日英2カ国語併記

A4変／160頁／上製／定価 各3,800円＋税

A4変／144頁／並製
定価  5,000円＋税
ISBN 978-4-86152-507-0 C0071

簡単なエスキースを描こう。
物語をつむごう。

ささやかな出来事やささやかなキッカケを
大事に大胆につむぐ。

これが明日からの仕事だ。
1984年5月25日　　　　

―有元利夫の日記より

僕には歌があるはずだ
有元利夫
38年の生涯を彗星のように駆け抜けた天才画
家、有元利夫。代表作を含む優品65点を収録
した決定版！

装丁：葛西薫　寄稿：小池昌代、舟越桂

アートディレクション：上田英司（シルシ）
A4変／220頁／並製
定価 3,000 円＋税
ISBN 978-4-86152-714-2 C0072

「懺悔室の展望」「翻弄するミューズたち」「私
達は自由よ」をキーワードに作品を分類し、
瀧口修造からの書簡、岡上の詩作などの資
料も掲載。シュルレアリストとの交流、文
学との親和性など、岡上芸術の謎に迫る画
期的作品集。1950年代のわずか7年間に制
作された代表作約100点を、待望の大判サイ
ズ（A4）で収録。

「材料はノリとハサミ、それからあなたの指先だけ」

岡上淑子　フォトコラージュ
沈黙の奇蹟
監修・執筆:神保京子
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アートディレクション・デザイン：中島英樹
デザイン：松本千明（中島デザイン）
日英2カ国語併記
A4変／176頁／上製
定価 4,500円＋税
ISBN 978-4-86152-646-6 C0071

諏訪敦　絵画作品集Blue
皮ふ下の静脈の声が

聞こえる……

近所の地球

麻田 浩 静謐なる楽園の廃墟

國府理作品集
KOKUFUBOOK

まばたきとはばたき

デザイン：川内圭介、鈴木康広　日英2カ国語併記
A5変／304頁／並製　定価 2,800円＋税

ISBN 978-4-86152-463-9 C0070

誰にとっても身近な「モノ」や「感覚」をテーマに、見る者に「見
えない世界」への意識を喚起させる鈴木康広。2014年の水戸芸
術館での大規模な展覧会を経て、ますます深まる思考が「地球」
を舞台に展開する。水戸芸術館でのインスタレーションも収録。
全作品に著者書き下ろし随想を掲載。

1900年代後半、退廃的な終末世界を描き日本・フランス・ドイツ・
ベルギーで一世を風靡した麻田浩。自ら命を絶ってから20年

（2017年刊行時点）。混沌極まる今日、再評価の機運が高まってい
る。全作品400点を網羅した初の作品集。

2014年春、開催中の展覧会「相対温室」において、展示作品の点
検中の事故により逝去した國府理。自動車など工業的なモチー
フを作品に落とし込み、「純粋労働作業」の賜物とでも呼ぶべき
彼の作品は、デジタル時代の今、特異な輝きを放つ。

監修：練馬区立美術館
デザイン：西岡勉
A4変／228頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-638-1 C0071

デザイン：豊永政史
A4変／168頁／並製
定価 3,200円＋税
ISBN ISBN978-4-86152-556-8 C0070 デザイン：原研哉＋美馬英二（日本デザインセンター）

日英2カ国語併記
A5判／320頁／並製　定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-321-2 C0070

羽田空港を舞台にしたデジタルパブリックアートや、瀬戸内国
際芸術祭2010の展示をはじめとした作品写真、作家の豊かなイ
メージの源泉となる、ドローイング、テキストを収録。

寄稿：青野和子、川内倫子、原研哉、茂木健一郎

『どうせなにもみえない』から6年、視るという知覚の拡張を
堪能する初の本格画集。図版約70点・自作解題付。1本の「髪
毛」から人の「精神の塊」まで、他の追従を許さない筆力で描
きあげる諏訪敦。真骨頂のヌードをメインに、写実の先人・高
橋由一へのオマージュ《豆腐》、戦中ハルピンで亡くなった祖
母の足跡を追ったドキュメント的制作《棄民》まで、進化の成
果をここに結実。

寄稿：トーマス・コーファー（映画監督）、北澤憲昭（美術評論家）

鈴木康広

震撼する“予言の絵画”20年前の未来が現実になる

人と自然の“共存”を
目指した作家の全軌跡。

鈴木康広

現
代
美
術
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はかれないものをはかる
自分の心と対話する49のことば

工藤あゆみ

数字でははかれないけれど、確かに感じられる感情の
温度、大切な人との距離、願いや希望の重み……。は
かれないものを “はかろう” とすることは、そこにあ
る本質に少しだけ近づこうとすること。人間や自分の
過去を少し愛おしく感じられたり、肯定的な視点を得
ることができるかも。そんな「はかれないもの」を49
の詩とユーモラスな絵で紡ぐ。

デザイン：小熊千佳子
196×180mm／60頁
コデックス装
定価 1,600円＋税
ISBN 978-4-86152-673-2 C0071

『クウネル』2015年3月号の表紙を飾るなど人気のお直し作家、
横尾香央留待望の新作。 フィンランドの“カルストゥラ”とい
う小さな町で、「お直し」を通して現地の人と交流した日々の
記録を写真と文章で振り返る。 フィンランドのゆったりとし
た時間の流れと著者の感性が織りなす美しいエッセイ集。

A5変／224頁／並製
定価 2,300円＋税

ISBN 978-4-86152-508-7 C0070

『日本から“お直し”アーティストがやってきます。 　
それに伴い お直しして欲しい服を募集。 　

ただし ストーリーのある服にかぎる。』

横尾香央留
お直し とか カルストゥラ

いま知りたい、私たちの「現代アート」
高松市美術館コレクション選集

画家の詩、詩人の絵
絵は詩のごとく、詩は絵のごとく

監修：高松市美術館

監修： 平塚市美術館、碧南市藤井達吉現代美術館、姫路市立美術館、
　　 足利市立美術館、北海道立函館美術館

宮永愛子 漕法
宮永愛子

デザイン：名久井直子
A4変／128頁／上製
定価 3,500円＋税
ISBN 978-4-86152-746-3 C0070

常温で昇華するナフタリンなどを素材に「変わりながらも存在
し続ける世界」を表現する宮永愛子。2020年の新作インスタ
レーションの展示風景、代表作「手紙」「life」など、独自の世界
観で記憶や時間や音を想起させる作品群を掲載。

高松市美術館コレクション選集

揺らぎながら変化を続ける世界と
向き合う私たち

2015年美術館連絡協議会 優秀カタログ賞受賞

質・量ともに日本屈指の高松市美術館現代アートコレクショ
ン。厳選の109点をはじめ、時代的背景のイラスト解説、著名
人コラムなどを収録。難解な現代アートを生きたアートとし
て、その本質をつかむ画期的一書。
コラム：片桐仁（ラーメンズ）、中ザワヒデキ、福永信　ほか

日英２カ国語併記
B5変／208頁／並製
定価 2,400円＋税　
ISBN 978-4-86152-533-9 C0070

日本人の「精神的魂の在り様」を、明治から現代までの一世紀
に渡り時代を代表する64人の、画家の書いた詩、詩人の描いた
絵により通視する。美術と文学、魂の共鳴を紐解く画期的な画
文集。現代作家は書き下ろし随想掲載。
対談：窪島誠一郎×酒井忠康

A5判／320頁／並製
定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-478-3 C0071

現
代
美
術



48 49

現
代
美
術

365日花の生き死にをその手で触れ、対峙し続けてきた東信。
日本のみならず世界各国で個展や展示会を開催し、世界中から
脚光を浴びるフラワーアーティスト。自然のみが有する美しさ、
その尊い生命を伝えることに徹底して取り組む「植物図鑑」の制
作開始から10年、ダイナミックな植物の息づかいを感じられる
究極のシリーズ。待望の第4弾が刊行！

シリーズ開始から10年。
年月を経てたどり着いた圧巻の境地。

【好評既刊】

ブックデザイン：原研哉＋松野薫＋大野萌美｜日本デザインセンター原デザイン研究所
日英2カ国語併記
B5変／472頁／並製
定価 3,200円＋税　ISBN 978-4-86152-738-8 C0072

デジタルテクノロジーによるユニークな表現世界を展開し
国内外を問わず注目を集めるアート集団、チームラボ。姫路
市立美術館での会場風景を含む豊富な写真でチームラボの
作り出す世界を追体験させると同時に、各分野の有識者に

「今、なぜ、チームラボなのか」を問いかけ、チームラボのデ
ジタルアートとその可能性を多角的に紐解く。

対談：猪子寿之＋南條史生
寄稿・インタビュー：辻惟雄、建畠晢、宇野常寛、岡田猛、吉田憲司

teamLab
永遠の今の中で

編著：南條史生

ウルトラテクノロジスト集団
チームラボの魅力に迫る

専門家が語る、
その魅力とは！？

A5変／176頁／並製PUR
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-741-8 C0070

今、美術館などの地域の文化施設がハブとなり、人をつなぐコ
ミュニティづくりを行う地域連携プロジェクトへの注目が高
まっている。その潮流の牽引役である東京都美術館と東京藝術
大学がタッグを組み、美術館を拠点にアートを介してコミュニ
ティを育む「とびらプロジェクト」の全貌をまとめた一冊。

四六判／272頁／並製／定価 1,600円＋税
ISBN 978-4-86152-700-5 C0070

地域の文化施設を活用した
コミュニティづくりの
先進事例
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北斎の肉筆コレクションとして世界最大の質と量を誇りなが
ら「門外不出」という鉄の掟のもと、日本でも知られることの
なかった幻のコレクションを、フリーア美術館の全面的協力
により世界で初めて書籍化。
コレクションから「肉筆」と「素描」の名品約100点を厳選。部
分図説を駆使した構成により北斎の筆の秘密を堪能できる画
期的一書である。

特別寄稿 : 浅野秀剛

北齋の肉筆

ブックデザイン：鯉沼恵一（ピュープ）
A4変／156頁／並製
定価 2,600円＋税
ISBN 978-4-86152-709-8 C0070

「桜花だけを描く」幻の絵師たちと、桜花に憑かれた名大名。
その儚くも芳潤な世界の扉が満を持して開かれる。
三熊思孝、三熊露香、広瀬花隠、織田瑟々、そして松平定信。
秘蔵作品約140点オールカラー収録。

桜狂の譜︱江戸の桜画世界
今橋理子

装訂：大西和重、大西未生（ザイン）
B5変／204頁／並製
定価 3,000 円＋税
ISBN 978-4-86152-711-1 C0071

気品に満ちた美人画を描き続けた上村松園は、昭和23年、女性
初の文化勲章を受賞。格調高い近代美人画は日本画壇史に燦然
たる光芒を放ち、その清楚にして典雅な絵画世界は、今日もな
お、多くの人々に深い感銘を与えている。

監修：平野重光　序文：上村淳之　解説：鬼頭美奈子、青山訓子
寄稿：志村ふくみ、杉本秀太郎

装丁：大西和重
A4判／160頁／並製
定価  3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-177-5 C0071

上村松園画集

印象派、記憶への旅
ポーラ美術館×ひろしま美術館日

本
が
誇
る
２
大“
印
象
派
コレ
ク
ション
”

夢
の
競
演
！

本文デザイン：大西未生（ザイン）

表紙デザイン：おおうちおさむ
（ナノナノグラフィックス）

200×200mm／192頁／並製
定価 2,223円＋税
ISBN 978-4-86152-706-7 C0071

モネ・ゴッホからマティス・ピカソまで、印象派を中心にフ
ランス近代絵画の“記憶”をめぐる旅へ。
日本有数のフランス近代美術コレクションを有するポー
ラ美術館とひろしま美術館から、名作74点を厳選収録。

ひろしま美術館コレクション
フランス美術風景紀行
別名「印象派美術館」による、フランス風景の旅

阿川佐和子さん、赤瀬川原平さんなど各界にファンも多い同美術
館。本書ではゴッホ《ドービニーの庭》をはじめ、国内外で高い評
価を得るフランス近代美術のコレクション約100点を、被写体と
なった風景写真とともに紹介する。

デザイン：大西未生（ザイン）
A5変／204頁／並製
定価  2,300円＋税  ISBN 978-4-86152-557-5 C0071

本書は、日本の研究者とファン・ゴッホ美術館が取り組
んできた国際共同プロジェクトの、最新の研究成果をま
とめた展覧会公式・学術カタログである。ファン・ゴッホ
の生涯にわたるジャポニスムの深化の過程と日本人の巡
礼の実態を、図版200余点や新資料とともに多角的に検
証する。

執筆：圀府寺司、ニンケ・バッカー、ルイ・ファン・ティルボルフ、
コルネリア・ホンブルク、クレール・ギトン、尾本圭子、森本陽香、
佐藤幸宏、松山聖央

ファン・ゴッホ
と
日
本
、時
空
を
越
え
て
交
錯
し
た

ふ
たつの
夢
の
軌
跡

デザイン：林琢真（林琢真デザイン事務所）、
鈴木晴奈（林琢真デザイン事務所）
A4変／288頁／上製
定価 6,000円＋税
ISBN 978-4-86152-624-4 C0071

ファン・ゴッホ 巡りゆく日本の夢
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明治期の精巧な木版刷原本の色彩を忠実に
再現し、春の花129種、夏の花181種、秋
の花163種、冬の花55種を上下巻にわたり
掲載した「四季の花」（2006年 青幻舎刊）が、コ
ンパクトサイズ新装版として再登場。

B6／292頁／並製
定価各 2,300円＋税
上巻／ISBN 978-4-86152-766-1 C0071
下巻／ISBN 978-4-86152-767-8 C0071

解説：今橋理子
作品解説：塚本洋太郎
装訂：大西和重（ザイン）

琳派の華、酒井抱一が描いた
四季草花図、全528種

A5／176頁／並製
定価 1,800円＋税
ISBN 978-4-86152-769-2 C0072

華道家であると同時に、万葉の花研究家でもある著者 片岡寧豊
が、万葉集のなかから約110種を取り上げ、登場する植物と歌に
ついて解説。大和の自然に咲く花や景色を、美しい写真と文章
で掲載。令和の出典となった歌を含め、新たに万葉集を追加し、
新装改訂版として待望の刊行。

万葉集に詠まれた花百選。
万葉びとが花の姿に託した溢れる想い。
野辺の花や景色を美しい写真と文章で綴った一冊。

新装改訂版万葉の花 四季の花 と々歌に親しむ

保永堂版東海道五拾三次（全揃）はもちろん、東
海道絵の代表的な作品ほか江戸名所絵、木曽海
道など150点を収録。「雨」「雪」あるいは「月」

「夜」「霧」といった情景にみられる広重一流のセ
ンスや仕掛けに注目。
監修：神谷浩
デザイン：仲村健太郎
A5横／212頁／並製
定価  2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-610-7 C0071

広重　雨、雪、夜
風景版画の魅力をひもとく

国芳イズム―歌川国芳とその系脈
武蔵野の洋画家　悳俊彦コレクション

奇想天外な発想力と茶目っ気、卓越した筆力で
幕末の江戸を沸かせた天才浮世絵師、歌川国芳。
彼とその門人たちの作品を通観することにより
知る、根底に流れる「イズム」とは？鬼才門人た
ちの絢爛たる作品など約230点掲載。
監修：悳俊彦、加藤陽介（練馬区立美術館）
装丁：米山菜津子
B5変／276頁／並製　定価  2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-542-1 C0071

編著：東京都江戸東京博物
B5変／200頁／並製
定価：2,315円＋税
 ISBN978-4-86152-513-1 C0070

怒涛の近代化のなか、西洋伝来の写真と日本伝
統の浮世絵が、双方に影響し絡み合ったような
不思議な作品が生まれたひと時代があった。本
書は、図版と関連資料450点を駆使して本流から
置き去りにされてきたこの「愛すべき隙間の時
代」にスポットを当てる画期的試み。

浮世絵から写真へ
―視覚の文明開化
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装幀：原条令子
B5変／136頁／並製
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-627-5 C0071

月岡芳年　妖怪百物語
日野原健司、渡邉晃

画業初期の《和漢百物語》と晩年の《新形三十六怪撰》。それ
ぞれの全図を含む怪奇画の傑作、約100点を収録。浮世絵師
月岡芳年の描いた「妖怪尽くし」の一冊。芳年の素顔が垣間
見えるコラムも充実！
監修：太田記念美術館

装幀：原条令子
B5変／136頁／並製
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-628-2 C0071

月岡芳年　月百姿
日野原健司

無惨絵で知られる芳年が最期に辿りついた極致。大胆かつ
繊細な構図、粋を極めた彫りや摺りの美しさが冴え渡る、月
光下の100の物語。《月百姿》をより味わう鍵となるコラム
も収録。
監修：太田記念美術館

芸者の女性による男装や、男性役者による歌舞伎の女形な
ど、「異性装」や「男女入れ替え」の発想は、江戸の人々に
とってとても身近なものであった。美しく粋な表現で自由
に男女の境界を行き来する、江戸時代の風俗や文化の諸相
に迫る。
監修：太田記念美術館

装幀：原条令子
B5変／136頁／並製
定価 2,300円＋税　
ISBN 978-4-86152-653-4 C0071

江戸の女装と男装
渡邉晃

江戸〜明治初期の全国各地の「生業」の様子をいきいきと
描いた、浮世絵シリーズ「大日本物産図会」（三代歌川広重）。
そこには、老若男女問わず楽しげに従事する仕事人たち
の姿が見て取れる。彼らの姿を読み解けば、現代日本に
つながる新しいはたらき方が見えてくるかも…？ 
貴重な全118図を収録した初の普及版！

北海道から九州まで日本全国の生業を大解剖！
三代広重の浮世絵による職業図鑑

監修：橋爪節也、曽田めぐみ

デザイン：坂田佐武郎（Neki inc.）
B5変／256頁／PUR 製本
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-761-6 C0071

デザイン：矢萩多聞
A５横／236 頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-763-0 C0071

江戸のゴシップ紙！？
嘘か真か？
江戸を沸かせた大事件簿100‼

デザイン：仲村健太郎
A5横／232頁／並製
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-659-6 C0071

鈴木春信、喜多川歌麿、歌川広重、歌川国芳……浮世絵
の巨匠たちは、役者や美人だけでなく、子どもが主役の
絵にも力を注いだ。その精華を蒐めた、くもんの子ども
浮世絵コレクションから約170点を収載。

監修・執筆：藤澤紫・加藤陽介

くもんの子ども浮世絵コレクション
遊べる浮世絵
江戸の子ども絵・おもちゃ絵大集合！

江戸時代、違法出版物として毎日数多く発行された「瓦
版」は、庶民の好奇心を満たすメディアとして大変人気
を博した。黒船来航、戊辰戦争などの歴史的出来事から、
敵討ちに天災地変、はては人魚の目撃情報まで、硬軟自
在なネタで庶民を夢中にした。本書では現存する貴重な
瓦版を解説とあわせて掲載する。
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サイエンス・フィクションの要素を備えた、どこかノスタルジッ
クな未来を思い起こさせる新作『FUTURO RETRO』。第1作目
写真集「Swimming Pool」の大成功に続く、待望の10シリーズの
作品を収録。

『FUTURO RETRO』by Maria Svarbova（NHP Publishing）完全日本語版

B4変／256頁／上製
定価 7,800円＋税
ISBN 978-4-86152-762-3 C0072

マーリア・シュヴァルボヴァー

各国で賞賛を浴びたデビュー作「Swimming Pool」から約3年。
マーリア・シュヴァルボヴァー 2作目の写真集、日本語版刊行!!

カリフォルニアのサンフランシスコやオークランド周辺で出
会った人々が「歌う」様子を撮影したポートレートシリーズ。人
種も世代も異なる被写体たちが、「歌う」ことにより表れる感情
の発露、世界と共鳴する瞬間を捉えた作品集。

デザイン：寄藤文平＋古屋郁美
280×270mm／144頁／上製
定価 6,000円＋税
ISBN 978-4-86152-774-6 C0072

兼子裕代
世代や性別、人種の違う人 が々、
同じように「歌っている」姿を捉えたポートレート・シリーズ。

「人生で大切なことは、何を手に入れるかじゃない。
何を捨てるかということだ」

ブックデザイン：おおうちおさむ（ナノナノグラフィックス）
A5判／256頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-616-9 C0072

1940年代よりカラー写真の先駆者として活動し、近年再評価の
機運高まる写真家ソール・ライター。初期のストリートフォトか
ら広告写真、プライベートショット、ペインディングなど約200
点とともに、アトリエ写真、愛用品などの資料も収録。

All about Saul Leiter
ソール・ライターのすべて

暁斎春画
石上阿希、定村来人

ゴールドマン・コレクション

同コレクションは、河鍋暁斎の奇才が光る“春画”の一級品
を有しながら、これまでその内容がほとんど知られてこな
かった。宴席で酔狂で描いた作品や豆判版画など、暁斎の知
られざる素顔が見えるファン必見の一書。

デザイン：大西隆介（direction Q）
B5変／228頁／並製　

定価  2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-589-6 C0071

名所が女体に！？ 地球が性器に！？ 
神様も、タヌキも、名作も、人気役者
も…！！ すべてのものをアチラに取
り込むオモシロ春画、ご開帳。

対談：山田五郎×石上阿希　
装丁：佐々木暁

A5横／192頁／並製
定価  2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-538-4 C0071

大英博物館「春画展」
キュレイターが厳選した春画と
その元ネタ150！

性
を
笑
い
飛
ば
す

酔
狂
な
暁
斎
春
画
、

大
集
合
！



58 59

写

真

ブックデザイン：原研哉＋中村晋平（日本デザインセンター）

日英2カ国語併記
B4判／288頁／並製／定価 12,000円＋税

ISBN 978-4-86152-661-9 C0072

1989年、ネイティブアメリカンの聖なる森・クウィノルトと
運命的に出会い、“森”に魅了された上田義彦。2017年、再び
訪れたクウィノルト、屋久島（世界自然遺産）、そして春日大社の
原生林（春日大社の特別な許可を得て撮影）と、3つの太古の森の姿
をカメラに収める。上田の眼差しを通して映しだされた地球
上の生命の根源に、30年の時を経て再見する。

生命の大元と対峙する、
上田義彦の眼差し。
30年の時間が紡いだ ＂森＂作品の軌跡

上田義彦写真集

FOREST
印象と記憶 1989-2017

ENDANGERED
絶滅の危機にさらされた生き物たち
ティム・フラック（写真）　ジョナサン・ベイリー、サム・ウェルズ（文）

動物写真の新境地を拓くティム・フラック、日本初となる待望
の最新写真集。野生生物の躍動とともに静謐な内面性をも感じ
させる唯一無二の作品は、見る者の心に強く訴えかける。生物
保全の世界的権威ジョナサン・ベイリー、サイエンスライター
のサム・ウェルズとタッグを組み、絶滅危惧種の真実と保全の
重要性を全世界に発信する。世界7か国同時刊行。

A4変／336頁／上製
定価 4,200円＋税
ISBN 978-4-86152-640-4 C0072

夏の3 ヶ月間に渡って、ハワイにあるおよそ90の仏教
寺院で開催される「ボンダンス」。12年間ハワイへ通
い続ける岩根の活動は、「フクシマオンド」との出会
いに導かれ、原曲の地を求め福島にも渡っていった。
変わるもの、変わらないものと共に2つの土地をつな
げる盆唄。おしよせる熱気や生きる姿をまっすぐに捉
えた、待望の初写真集。
寄稿:港千尋

岩根愛写真集
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編集・造本設計：町口覚
デザイン：浅田農（MATCH and Company CO., Ltd.）

303mm×225mm／168頁／上製
定価 7,000円＋税
ISBN 978-4-86152-718-0 C0072

第44回 木村伊兵衛写真賞受賞！

幻想的な世界観を見せるファッション写真家、ティム・
ウォーカー。
それは、読者の想像の範疇を超え、絢爛とデカダンス、
奇抜さが入り混じった唯一無二の世界。
このティム・ウォーカーの創造とインスピレーション
は、どのように生まれるのだろうか。
本写真集では、ファンタジックで奇妙、まるで魔法の
ような世界とともに、寄稿の数々とウォーカー自身が
綴る文章により、その根源を見つめる。

太陽系天体の中でも太古の地表を有する火星。2005 
年に打ち上げられた火星探査機マーズ・リコネサンス・
オービター（MRO）搭載の最高性能カメラが、その複雑
で起伏に富んだ惑星の表面を高精細かつ驚異的なス
ケールで捉えた。本書は、7年に亘り収集された画像
より150点を厳選。高品質印刷により再現した画期的
な写真集。

装丁：イルマ・ブーム
B4変／348頁／並製／英日（巻末に日本語翻訳8P付）

定価 12,000円＋税
ISBN 978-4-86152-743-2 C0072

ティム・ウォーカー

編集：グザヴィエ・バラル　寄稿：フランシス・ロカール、アル
フレッド・S・マキュイーン、ニコラ・マンゴールド
日本語版監修：宮本英昭B4変／272頁／上製

定価 12,000円＋税
ISBN 978-4-86152-403-5 C0072
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写真家・細江英公と舞踏の創始者・土方巽との濃密なコラボ
レーションにより誕生した名作『鎌鼬』。巣鴨とげぬき地蔵、
葛飾界隈、そして秋田の伝統的な農村風景を舞台に、土方巽は
パフォーマンスを鮮烈に繰り広げた。人々との遭遇によって
生じる波紋、そして疾走する土方巽の魂と肉体に共振しなが
ら、風土への官能、生と死のオルガズムを深めていく細江の眼
差し。ここに、日本の原風景と記憶はモノクロームで焼き付け
られた。

鎌鼬 新装普及版
細江英公

B4変／112頁／上製
定価 5,000円＋税

ISBN 978-4-86152-208-6

待望の復刊！！

ロバート・キャパやアンリ＝カルティエ・ブレッソン
らが、写真家集団「マグナム・フォト」を結成したの
は1947年。写真家の自立と著作権の確立を求めて始
まった。誰も見たことがない決定的瞬間を求めて世
界を駆け巡る、個々の写真家の具体的で強烈なまな
ざし。

マグナム・フォトの写真家が撮り下ろした
都営交通の現場
鉄道やバスといった交通インフラを日々の保守点検によって安
全に運営し維持する都営交通。整備場や線路、トンネルなど、保
守点検の現場の様子を、世界的な写真家集団マグナム・フォト所
属のマーク・パワーがとらえる。

MAINTENANCE
マーク・パワー、東京都交通局

デザイン：塚本哲也、辻岡翔
A4判／160頁／上製
定価 3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-660-2 C0072

B4変／568頁／上製
定価 3,800円＋税
ISBN 978-4-86152-201-7

広告写真、グラフィック、エディトリアルワーク、コマー
シャルフィルム、映画など幅広い分野で活躍する写真家・瀧
本幹也。2013年からは映画にも取り組み始め、「海街diary

（2015年）」で第39回日本アカデミー賞最優秀撮影賞を受賞。
20年に及ぶ膨大な活動をまとめた決定版。

広告写真、CM、作品、映画―
4つの世界をクロスオーバーしながら
深化し続ける写真家　瀧本幹也、その現在地。

装丁：矢後直規
A4変／536頁／並製
定価 7,000円＋税
ISBN 978-4-86152-665-7 C0072 

2017年に話題となったポカリスエットの春・夏キャンペー
ン広告。1 ヶ月に及ぶダンスレッスンで300人の高校生と
時をともに過ごしたのは、写真家・奥山由之であった。
微かな息遣いや胸の高鳴り、みなぎる熱量。同じ空気を吸
い込むような追体験が、いま始まる。

奥山由之写真集

“自分は、きっと想像以上だ。”
一糸乱れず踊る約300人の眩しい感情が衝突する

造本設計：町口覚
デザイン：浅田農（MATCH and Company CO., Ltd.）
A5変／128頁／上製
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-683-1 C0072

瀧本幹也作品集

CROSSOVER

写

真
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1910年代から20年代の高級モード誌、『ラ・ガゼット・デュ・ボン・
トン』、『ラ・ギルランド』、『ジュルナル・デ・ダーム・エ・デ・モー
ド』の挿絵とファッション・プレートをさまざまなテーマに分類
して、ファッションと文化を読み解く。20世紀初頭の流行ファッ
ションとその背景をひもといた過去に類例のないグラフィカル
な文化史。

ラフォーレ原宿をはじめとする広告のアートディレクションや、
RADWIMPS、 THE YELLOW MONKEY、菅田将暉、矢野顕子な
ど人気アーティストのCDジャケットや写真集のブックデザイン
などさまざまな方面で活躍する気鋭のアートディレクター／グ
ラフィックデザイナー・矢後直規の世界観を体感できるはじめて
の作品集。

B5変／240頁／並製
定価 3,200円＋税
ISBN 978-4-86152-708-1 C0071

B5変／240頁／並製
定価 3,200円＋税
ISBN 978-4-86152-708-1 C0071

20世紀初頭の
ロマンティック・ファッション

婆娑羅／BaSara

ベル・エポックからアール・ヌーヴォー、
アール・デコまでの流行文化史

イメージの力。
気鋭のアートディレクター
矢後直規の初作品集。

長澤均

矢後直規

制服を知り、日本を知る
近代化における西洋の影響など、多様な発生の由来とともに
変化を続ける日本の制服。膨大な文献資料・写真を紐解き、精
密なディテールを再現したイラストに多角的な図説を加え
た、制服資料の決定版!!

日本の制服150年
イラストで見る制服のデザイン
渡辺直樹

B5変／144頁／並製
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-475-2 C0077

「生」と同格に存在する「死」の空間である「墓地」を、国や宗教
を超越したフラットな視点でとらえた54点を掲載。日常的に世
界を廻り撮影を重ね続ける中で、過去10年に撮影された「墓地」
を抜粋、編纂した。無機的／有機的、土／砂／石／コンクリート
……。文化や地域、民族が色濃く表れる世界各地の「墓地」をと
らえた作品集。
寄稿：倉石信乃「ネクロポリスの現在」

元テート・モダンのキュレーターが日本写真史を概観する画期的
な一冊。著者自ら、日本を代表する25名の写真家にインタビュー
を敢行。作家たちの生の声を追いながら、「リアリズム」「ガー
リーフォト」など、社会的変遷を背景に発達した日本写真史を紐
解く。

LIM

日本写真史 1945-2017
ヨーロッパからみた「日本の写真」の多様性

墓地こそが都市である。―倉石信乃（本書より）

戦後から現代まで、
写真家約70名の作品200余点収録!!

デザイン：秋山伸＋榊原ひかり／エディション・ノルト
日英２カ国語併記　A4判／88頁／上製

定価 3,800円＋税　ISBN 978-4-86152-525-4 C0072

A4変／288頁／並製
定価 5,500円＋税

ISBN 978-4-86152-690-9 C0072

松江泰治

著：レーナ・フェリッチュ　日本語版監修：飯沢耕太郎

金川晋吾

ある日突然いなくなり、失踪を繰り返す父。
著者は、父との関わり方を探りながら、ファ
インダー越しに父と向き合う。父の存在と
不在を通じて、人間の心の奥底を揺るがす
衝撃の写真集。
デザイン：鈴木成一デザイン室
日英２カ国語併記　B5変／172頁／並製
定価 2,700円＋税　ISBN 978-4-86152-526-1 C0072

写真を通して見つめ続けた
彷徨の軌跡

写

真
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現地の人にも愛された日本製「アフリカンプリント」は、どのよ
うなものだったのか？
色とりどりのテキスタイルとともに制作全盛期を紹介！
京都工芸繊維大学 美術工芸資料館所蔵資料

「ツバメ」や「カシューナッツ」、「太陽のような文様」…
カラフルで鮮やかなアフリカのテキスタイルが、
かつて京都でつくられていた！

監修：京都工芸繊維大学美術工芸資料館
A5／168頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-729-6 C0072

アフリカンプリント 京都で生まれた布物語
並木誠士、上田文、青木美保子

音楽や社交をテーマとした油彩画など、生きる喜びに満ちた作
品を描いたデュフィ。
絵画作品に加えて、デザイン原画や下絵、オリジナルテキスタ
イル、復刻生産されたテキスタイルによる華麗なドレスなど、
絵画とテキスタイル作品約150点を収録。

「色彩の巨人」デュフィ、ここに極まる。

デザイン：原条令子
B5変／224頁／並製

定価 2,273円＋税　ISBN 978-4-86152-755-5 C0071

ラウル·デュフィ
絵画とテキスタイル
パナソニック汐留美術館、松本市美術館

イギリスのヴィクトリア& アルバート博物館監修のもと、フラ
ワー・パターンを中心に、モリスデザインの起源を辿る。ヒナギ
クやポピーなど、イギリスの自然の花々からインスピレーショ
ンを受けたパターンから、中東デザインを取り入れたパターン
まで、モリスの発想の足跡を華やかな図版とともに探ってゆ
く。モリスデザインのタペストリーの中で最高傑作と称される
作品「森」なども掲載。

数 の々モリスのデザインの中から、
主に花をモチーフとしたパターンを
約80点収録！

B5変／144頁／上製
定価 2,200円＋税
ISBN 978-4-86152-759-3 C0072

ウィリアム・モリスのフラワー・パターン
ヴィクトリア&アルバート博物館コレクションを中心に

ローワン・ベイン
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2020年に25周年を迎えた「ミナ ペルホネン」は、「特別な
日常服」をコンセプトとし、日本各地の生地産地と深い関
係性を紡ぎながら独自のものづくりを続けてきた。「つづ
く」をキーワードに、テキスタイルや衣服をはじめ、原画
や挿絵、工場やアトリエなどものづくりの現場、皆川明自
身の言葉など、その創作をたっぷりと収録。25年の歴史
を綴じ込めた、特別な一冊。

ブックデザイン：葛西薫
ポートレート撮影：上田義彦

展覧会会場撮影：瀧本幹也
グラビア撮影：在本彌生、ほか

B5変／274頁／上製
定価 3,700円＋税

ISBN 978-486152-764-7 C0070

ミナ ペルホネン/皆川明
つづく

はじまり おわり すすみ もどる 心と象のつくるとつづく
beginning, ending, enhancing, returning, mind and shape, circle of creation goes on
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日本の色彩百科
明治・大正・昭和・平成

大江戸の色彩
城一夫

色彩学の泰斗である著者が、明治以降の流行色やデザインを
100の話題で振り返る。ファッション、建築、芸術、映画、家電、
自動車など、「色」でつながる壮大な近代日本のヒストリー。見
開き構成で理解しやすい、新しい「色の年代記」。巻末には、明
治以降の日本の流行色、144色のカラーサンプル（CMYK値、
RGB値、マンセル記号併記）を掲載。

五色不動や黒壁・赤門など町並みの色にまつわる呪術的意味や、
江戸の絵画やファッションが上方の影響から徐々に脱して独自
に発展してゆく様子、歌舞伎と遊郭から発した流行色や江戸で
育まれた美意識など、江戸時代の色彩を多角的に読み解く。
CMYK値・RGB値付きの色見本・配色見本を含む豊富な図版と
年表とともに解説。

デザイン：宗 幸（UMMM）
A5／224頁／並製
定価 2,800円＋税
ISBN 978-4-86152-734-0 C0070

A5／208頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-598-8 C0095

色の知識
名画の色・歴史の色・国の色
城一夫

城一夫

デザイン：北尾崇
A5／224頁／並製
定価 2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-776-0 C0070

人類が色を用い始めた起源にまで遡り、美術・デザイン様式に
見られる色の変遷を、具体的なカラーパレットと詳細なテキス
トで解説。また、フェルメールやモネ、ベラスケスなど、西洋絵
画の巨匠たちが好んで使用した色彩や、西洋を中心とした世界
30カ国の色彩風景を広範囲にわたり採集。550色すべての色票
に、CMYK、RGB、マンセル値を掲載した、画期的な「色彩事典」。

新装版
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すべては彼女からはじまった。
アニエスベー 40 年の軌跡
人気ブランド・アニエスベーの軌跡を振り返るメモリアルブッ
ク。1 号店がパリに誕生して 40 年あまり。ファッションデザ
イナーとして、ひとりの女性として、情熱的に走り続けるア
ニエスベー。貴重な写真やスケッチ、彼女を知る人々の証言、
そして彼女自身のメッセージなど、アニエスベーのエッセン
スがぎっしりつまった一冊。

agnès b. STYLISTE
アニエスベー スティリスト

A4変／288頁／上製
定価 5,000円＋税
ISBN 978-4-86152-562-9 C0070

VIVID銘仙
煌めきの着物たち

「大正ロマン」から「昭和モダン」へ

明治から大正、昭和にかけて女性たちを夢中にさせた着物、「銘
仙」。伝統的な和柄をベースにしながらもアール・ヌーヴォーや
アール・デコといったヨーロッパ発のデザインに刺激を受けて
進化していった斬新でモダンなテキスタイルの数々を、時代の
香り漂う図案原画やポスターとともに紹介。

大正おしゃれ女子のパワー炸裂！

監修：足利市立美術館
A5変／208頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-579-7 C0072

今よみがえる、真のエレガンス。
モナコが誇る公妃の華麗なるクローゼットを初公開。 
ハリウッドのトップ女優からプリンセスへの華麗なる転身を
遂げたグレース・ケリー。彼女は、おとぎ話の主人公などで
はなく、女優、妻、母として、そして公妃として、常に自ら
と真摯に向き合った人物だった。そのエレガントな姿で今も
人々を魅了する彼女の歩みを、その時々に身を包んだファッ
ションと共に振り返る。

GRACE KELLY
Princess in Style
グレース・ケリー モナコ公妃の
ファッション・ブック

B5判／144頁／上製（クロス装）
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-570-4 C0070
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はじめて解き明かされる日本の「映画館」の歴史！
藤森照信、写真・中馬聰
藤森照信のクラシック映画館

“映画黄金期”と呼ばれた昭和30年代には7,000軒以上が存
在していた映画館も、今や多くが消え、昔ながらの姿を留
める館は100軒に満たない。本書では、世を風靡しながら
も見過ごされてきた「映画館」の歴史を、藤森氏が丹念に掘
り起こす。

デザイン：櫻井久
A5変／232 頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-595-7 C0052

新・大阪モダン建築
戦後復興からEXPO'70の都市へ

大大阪から新・大阪へ ―復興から「未来都市」を作るまで
のタイムトラベル！　万博に向かう都市、大阪。2025年に
つながる原点がここに。ベストセラー『大大阪モダン建築』
に続く待望の新刊！！

監修·編著：橋爪紳也
編著：髙岡伸一、三木学

デザイン：坂本陽一（mots）
A5／208頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-731-9 C0052

1945年〜 73年のシンボリックな建築42件と
大阪万博のパビリオンを掲載

新装版 大大阪モダン建築

デザイン：檜垣平太（neutral）
B6変／168頁／並製
定価 1,600円＋税
ISBN 978-4-86152-561-2 C0052

「大大阪」への礎を築いた近代建築をめぐる
世界に誇る大阪建築完全ガイド。

監修：橋爪紳也　編著：髙岡伸一、三木学

大阪は、1925年(大正14年)、人口200万人を超え、東京をし
のいで世界第6位の大都市となった。東洋一の商工地として

「大大阪」が誕生したその時代、ネオ・ルネサンス様式やアー
ル・デコなど、モダンな外観の建築が街中に建設された。今
なお息づく洋館を訪れる、魅力満載のガイドブック。

寄稿：坂井一光、佐藤啓子、小吹隆文　ほか

建
築
・
工
芸

近代建築史再考の機運のなかで、注目が高まる村野藤吾。
現存作をはじめ、消滅・改修が進む名建築の数々を、図面
解読により制作した精巧模型80点と資料により、その全
貌を伝える。

村野藤吾の建築 模型が語る豊饒な世界
監修：松隈洋

デザイン：中野豪雄、川瀬亜美、直井薫子、平川響子
 （株式会社 中野デザイン事務所）
B5変／240頁／並製／定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-500-1 C0052 [完全英語版]

THE PROLIFIC WORLD OF TOGO MURANO
ARCHITECTURAL MODELS
B5変／240頁／並製／定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-552-0 C0052

木造住宅建築や浅草の善照寺、佐世保の親和銀行ほか、
代表的建築物を広く紹介するとともに、図面、ドローイ
ング、模型、書、エッセイなども収録。孤高と謳われた
白井晟一の幅広い足跡を辿り、創造の核に迫る好著。

寄稿：磯崎新、白井昱磨、布野修司、松隈洋、谷内克聡

精神と空間
白井晟一

デザイン：白井昱磨（装丁）、原拓郎（カバー／エディトリアル）
B5変／184頁／並製
実物大直筆設計図レプリカ（A全サイズポスター）付　定価 2,800円＋税
ISBN 978-4-86152-271-0 C0052
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NHK「ブラタモリ」最多出演！
街歩きの達人が案内する
千年の都の地形ロマン！

盆地の街、京都。実はその内側に、更なるガケの存在が
あった！ 豊臣秀吉由来の「御土居」をはじめ、凸凹ポイン
トで見つめ直せば、京都のディープな姿が出現する！
貴重な古地図と特製「３D凸凹地形図」で紹介する、街歩
きの新提案。

京都の凸凹を歩く
高低差に隠された古都の秘密
梅林秀行

京都の凸凹を歩く2
名所と聖地に秘められた高低差の謎
梅林秀行

A5判／152頁／並製
定価 1,600円＋税
ISBN 978-4-86152-539-1 C0025

続編では、嵐山などおなじみの観光地から、吉田山、六
地蔵といった凸凹の聖地まで、さらにディープな魅力を
発信！  2 回目以降の京都旅行にぜひ！

京都出身のロックバンド・くるり岸田繁さん、「ブラタモリ」チーフ・プロ
デューサー山内太郎さんとのスペシャル鼎談収録！

A5判／184頁／並製
定価 1,600円＋税
ISBN 978-4-86152-600-8 C0025

A5判／160頁／並製／定価 2,500円＋税／ISBN 978-4-86152-664-0 C0072

京都 日常花 Vol.2 市井のいけばな十二ヶ月

京都 日常花 市井のいけばな十二ヶ月

京都の街なか、日常に凛と咲く生け花の姿。そこには生け花の基本
である“奉り”の精神をもち、彩られる空間がある。瓢亭、炭屋旅館、
美山荘……老舗旅館や料理屋、寺院、古美術店など、約70軒を取材。

序文：川瀬敏郎／加藤静允（各英文対訳付）

古都で培われてきた神や他者への敬いの姿勢を、シーンに応じた器
との取り合わせとともに一年を通して紹介する。菊乃井、大徳寺瑞
峯院、日日、亀屋良永、無鄰菴など約60軒を掲載。

序文：吉岡幸雄（英文対訳付）

A5判／160頁／並製／定価 2,500円＋税／ISBN 978-4-86152-496-7 C0072

緒方 野趣と料理　　　　　　　　　　　　 緒方俊郎

京都・料亭「和久傳」で料理長を務めた緒方俊郎。食通を魅了する緒
方の信条は「素材が持つ自然な五味を見極め、その特徴を核にする」
というもの。素材のよさを最大限に引き出し、野趣に富み、独創性
豊かな料理を演出する。器使いにも定評があり、骨董・古美術ファ
ンも楽しめる一書。 アートディレクション：近藤一弥　写真：越田悟全

B4変／168頁／クロス装上製本　豪華美麗ケース入り
定価 12,000円＋税　ISBN 978-4-86152-588-9 C0076

京都生まれの庭園デザイナーがつぶさに紹介
「もてなしの真髄」を感じる隠れた名庭27

名料亭や老舗旅館、ホテルなど、いわゆる「も
てなし」の場に仕立てられた庭園を、京都で
生まれ育った庭園デザイナーが丁寧に案内。
その場所の歴史や作庭家のこだわり、また
庭に点在する植物や灯籠、手水鉢の魅力も
紹介し、庭鑑賞の新しい視点を提供する。

写真：野口さとこ
デザイン：谷なつこ
A5／192頁／並製
定価 2,000円＋税
ISBN 978-4-86152-757-9 C0026

趣
味
・
実
用



72 73

絵本原画ニャー！
猫が歩く絵本の世界

執筆・構成：福永信
デザイン：椎名麻美
A5／160頁／並製・片観音仕様
定価 2,200円＋税
ISBN 978-4-86152-744-9 C0071

15組の絵本作家が描く、多彩な絵の表現力、時代を超える色
彩や線の躍動感、読者を惹きつけてやまない愛らしさの魅力
を、約200点の貴重な原画や資料の数々で紹介！

【本書の見どころ】
•絵本作家紹介のページは、片観音開き。
 絵本とは違う、「めくる」面白さを体験！
•造形作家・おかざき乾じろの描き下ろし別冊ミニ絵本「ねこかしら」付！
•本書に集合した猫による特製シール付！

柳宗悦をはじめ、民藝の先達たちの思いを受け継ぎつつ提案す
る、今の時代、今の生活に合った「みんげい」の品々が人気のウェ
ブショップ「みんげい おくむら」の店主、奥村忍。1991年以来ほ
ぼ毎年訪れる中国から、雲南省と貴州省にスポットを当てた、プ
リミティブでパワフルな中国の姿を伝える色鮮やかな紀行書。

奥村忍

デザイン：樋口祐馬
写真：在本彌生
A5変／296頁／並製
定価 2,500円＋税
ISBN 978-4-86152-765-4 C0026

少数民族たちの“生きた”民具を求めて、
中国の奥地を彷徨い歩いた10年間。

フランス人アーティスト、フィリップ・ワイズベッカーが、干支
にまつわる郷土玩具のつくり手を日本各地12か所に訪ねた様子
を、デッサンとエッセイ、及び写真で綴った探訪記。巻末には
フィリップ・ワイズベッカー自身による貴重な取材ノートを贅沢
に収録。

フィリップ・ワイズベッカーの
郷土玩具十二支めぐり

監修：葛西薫
デザイン：中本陽子
A6変／248頁／仮フランス装
定価 2,000円＋税　ISBN 978-4-86152-707-4 C0071

バンド・デシネの起源から『ぞうのババール』まで、
希少フランス絵本300冊！
古書愛好家として知られる仏文学者・鹿島茂の所蔵する膨大
な西洋古書・版画より、愛らしく楽しい秘蔵のフランス絵本コ
レクションを初公開。クラシックな19世紀フランスの子ども
たちの暮らしの風景、20世紀に吹き込まれたモダン、そして
漫画（バンド・デシネ）とアニメーションへのつながりまで。かわ
いい！の起源を辿る。

鹿島茂コレクション
フランス絵本の世界
鹿島茂

デザイン：川添英昭
A4変／222頁／並製　定価 3,200円＋税
ISBN 978-4-86152-637-4 C0071

絵本はここから始まった
ウォルター・クレインの本の仕事

「絵本の父」の“日本初”決定版画集。
19世紀後半にイギリスで活躍し、絵本の基礎を築いた画家
ウォルター・クレインは世界初全面カラー刷りのトイ・ブッ
クや挿絵本の傑作を生み出した。アーツ・アンド・クラフツ運
動に深くかかわり、日本の浮世絵にも想像を得た作品群は、
後世まで多くの芸術家に影響を与えた。

監修：滋賀県立近代美術館、千葉市美術館、マンゴスティン
装幀・本文フォーマット：中野豪雄、小林すみれ
B5変／208頁／並製
定価  2,300円＋税
ISBN 978-4-86152-590-2 C0071

玩具とデザイン
アトリエニキティキとトイメーカーの歴史
上條桂子

ヨーロッパの良質なおもちゃを「本物を見る目」で厳選し、日本
の子どもたちに伝えてきたアトリエニキティキ。本書は、その40
年の活動を玩具の名品とともにたどり、日本におけるヨーロッパ
玩具の歴史を伝える。谷川俊太郎、岸田今日子、柳宗理らによる
エッセイ・論考を収録。

B5変／136頁／並製　
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-540-7 C0070

趣
味
・
実
用
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味・かたち、茶、ロゴデザイン、パッケージ、空間設計まで、
「和菓子」を取り巻く世界を“美”に変える緒方慎一郎、待
望の初コンセプトブック。松岡正剛編集全面協力。

寄稿：松岡正剛「緒方慎一郎の仕事ぶり 日本に挑んでいる男」

HIGASHIYA
緒方慎一郎

日英2カ国語併記
アートディレクション：緒方慎一郎
デザイン：SIMPLICITY
エディトリアルデザイン：岩橋謙、中島キャサリン
B5変／192頁／並製
定価 3,900円＋税
ISBN 978-4-86152-455-4 C0070

拈華
緒方慎一郎、川本諭

“生け花”とは違う、花の設えのかたち

和菓子店「HIGASHIYA」などを展開し、伝統を大切にし
ながら、日本の食や美意識を更新し続ける緒方慎一郎が

「草木花」の設しつらえに挑んだ。緒方が器を選び、プラ
ンツアーティストの川本諭が花を生ける。緒方の問いか
けに川本が独時の美意識で応えた、両者のコミュニケー
ションの記録。

B5判／208頁／コデックス装　定価 4,000円＋税
ISBN 978-4-86152-643-5 C0072

日々に彩りを添えるように、ふたつとない手描きの日傘
をつくり続ける Coci la elle。驚きや美しさ、ときにユー
モアを交えながら、丹念に制作される傘の豊かな表情が、
撮り下しを含めた多彩な写真とイラストでページに溢れ
出す。

写真：在本彌生、江森康之、澁谷征司、花代、ほか

かさ　Coci la elle

A4判／184頁＋とじ込み20頁／上製
定価 4,800円＋税／ISBN 978-4-86152-608-4 C0072

趣
味
・
実
用

花結び手帖 —366日の花個紋
寺本哲子

花個紋とは、伝統的な家紋の意匠に習い、四季折々の花をモチー
フに新たに生み出された花暦。大切な日を書きとめることで“あ
なただけの本”がつくれる一冊。

A6判／416頁／並製　定価 1,500円＋税
ISBN 978-4-86152-242-0 C0072

「366日の花個紋」第2弾！
「花個紋」は、四季の花々を紋に表したバースデーシンボル。「花
個紋」やそこから生まれた「個意ことば」からイメージを膨らま
せ、その日に生まれた人が持っている性質や性格を綴る。

文庫／416頁／並製　
定価 1,500円＋税　
ISBN 978-4-86152-639-8 C0072

花しるべ手帖 —誕生日の花個紋
花個紋企画室

「八百万の神」といわれるように、数多くの神々が信仰されてい
る日本。縁結び、商売繁盛などのご利益を求めて折々に神社へ参
拝するなど、現代の日本人の生活にも深く溶け込んでいる。100
を超える「日本の神様」たちの性格やご利益などを楽しいイラス
トと解説で紹介。
四六判／192頁／並製　定価 1,600円＋税　
ISBN 978-4-86152-578-0 C0021

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



76 77

ビ
ジ
ュ
ア
ル

文

庫

浮世絵師が趣向を凝らした珍問・難問およそ500問をいろは順に分類
してご紹介。江戸名所、東海道の宿場名、勝手道具、草花、食べもの、
動物……答えは身近なものばかり。さあ、江戸の庶民と知恵比べ！
対談：山口晃×岩崎均史「先生と画伯の〈判じ絵〉あれこれ」

江戸時代を通して女性に着用された小袖。雛形本とは、小袖の模様を
収録した出版物で、市中の本屋でも販売され、絵本や小説本と肩を並
べる人気を博した。希少な木版多色摺りによる雛形本を復刻。

いろは判じ絵 江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き
岩崎均史

小袖雛形

文庫／324頁／並製　定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-435-6 C2071

文庫／240頁／並製
定価 1,200円＋税
ISBN 978-4-86152-189-8 C2072

四谷怪談のお岩さんをはじめとする恨めしい幽霊たちや化け物、戦
国や幕末など混乱の時代を舞台にした凄惨な血みどろ絵まで。芳年
や国芳、北斎、国貞など有名絵師たちの腕冴え渡る恐怖の名品約100
選、解説付き。

怖い浮世絵　　　　　　   日野原健司、渡邉 晃
監修：太田記念美術館

文庫／296頁／並製　定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-566-7 C2071

石川五右衛門ら盗賊、忠臣蔵の吉良上野介、平清盛はじめ悪評高い歴史
上の人物など、名悪人・名悪女大集合！　悪人度＋解説ともに浮世絵約
100点を収録。危うく、粋で美しい、悪の底知れぬ魅力をご堪能あれ。
鼎談：串田和美×五味太郎×渡邉晃

江戸の悪 浮世絵に描かれた悪人たち　　　　     渡邉 晃
監修：太田記念美術館

文庫／296頁／並製　定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-554-4 C2071

日本のおもちゃ絵 ―絵師・川崎巨泉の玩具帖

大正〜昭和、全国各地の郷土玩具を描いた日本画家・川崎巨泉。膨大
なコレクションを誇る中之島図書館・人魚洞文庫の所蔵品より、厳選
の自筆写生画を200点以上紹介。

文庫／336頁／並製 
定価 1,500円＋税
ISBN 978-4-86152-445-5 C2071

北斎漫画BOX 全3巻セット
文庫／各352頁／並製・全3巻BOXケース入り

定価 4,500円＋税
ISBN 978-4-86152-310-6 C2071

全15巻、総頁数970頁、
約4,000カット。

そのすべてを完全収録した
リメイク版。

解説：永田生慈

第二巻「森羅万象」

動物、植物、名所・名勝などの風
景や、雨や風といった気象など、
主に自然を描いた図版を収録。

ISBN 978-4-86152-287-1 C2071

第三巻「奇想天外」

和漢の故事や伝説、芝居の名場
面や宗教的画題、幽霊、妖怪と
いった幻想的な世界を中心に 
収録。
ISBN 978-4-86152-288-8 C2071

文庫／352頁／並製　定価 各1,500円＋税

第一巻「江戸百態」

市井に暮らす人々の姿や風俗、
生活用具や建物など、江戸の日
常を描いた図版を総集。

ISBN 978-4-86152-280-2 C2071

第一巻
「妖怪たちの競演編」

平安時代から明治初期にかけ
て描かれた妖怪画（絵巻物）を豊
富に掲載し、妖怪画の祖型を
辿り、その系譜を読み解く。

文庫／288頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-328-1 C2071

第二巻
「絵師たちの競演編」

戯画的表現に富み、風刺の利
いた妖怪画は、大衆に圧倒的
な支持を得た。北斎や国芳、暁
斎をはじめ、人気絵師の妖怪画

（浮世絵）を満載。

文庫／256頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-329-8 C2071
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文庫／280頁／並製　定価 1,500 円＋税
ISBN 978-4-86152-724-1 C0070

標本の本 京都大学総合博物館の収蔵室から
村松美賀子　伊藤存
京都大学総合博物館の収蔵室は約260万点の「標本」を収蔵する圧巻
のワンダーランド。一般公開されていない地下収蔵室のさまざまな標
本を豊富な写真と解説で紹介。文庫で復刊！

昭和ちびっこ広告手帳2
大阪万博からアイドル黄金期まで
雑誌連載の人気作品は単行本やTVアニメとなり永遠の命を手に入れ
たが、同時にその誌面を飾っていたカラフルな広告は絶滅状態。現存
する古書を元に当時の色合いを完全再現し21世紀に残すことを目的
とした「昭和ちびっこ広告手帳」第2弾！

文庫／288頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-212-3

昭和ちびっこ広告手帳
東京オリンピックからアポロまで

「鉄腕アトム」「おそ松くん」「オバケのＱ太郎」「ウルトラマン」それに
「ゲゲゲの鬼太郎」「巨人の星」などで人気を博した昭和40年代の児童
向け雑誌。こども向け商品の広告ページから傑作広告300余点を当時
の色そのままに再現収録。

文庫／288頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-181-2

昭和ちびっこ怪奇画報
ぼくらの知らない世界1960s-70s
初見健一

昭和ちびっこ未来画報
ぼくらの21世紀
初見健一

1960 〜 70年代に巻き起こり、当時の子どもたちを熱狂させた「オカルト
ブーム」。本書では、当時の児童向け雑誌、書籍に掲載された小松崎茂、
石原豪人をはじめとする人気イラスト作家が描いた「怪奇画」を収録。

小松崎茂、石原豪人などの巨匠たちが描いた未来画を、ロボット、コ
ンピューター、宇宙などの6項目に分類。当時の大人たちが心血注い
で創造した“消えてしまった21世紀”を一挙収録。

文庫／268頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-456-1 C2072

文庫／272頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-315-1 C2071

配色事典 大正・昭和の色彩ノート
和田三造

配色事典 応用編 大正・昭和の色彩と商品デザイン
和田三造

昭和初期、色の重要性にいち早く着目し、色彩学の礎を築いた和田三
造（1883-1967）。考案された348色の配色パターンは、現代の私たちに
斬新な息吹を感じさせる。『配色總鑑』（1933年）の復刻新装版。
解説：近江源太郎

『配色事典』の続刊として、和田三造による『配色總鑑 B篇』（1934-35年）
と『五百選新作図案集』（1938年）を復刊。日本の季節をイメージした72
の多色配色と、昭和初期の工芸品など161の配色例を紹介。
解説：小松原仁

文庫／352頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-247-5 C2070

文庫／336頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-772-2 C2070

新版 日本の伝統色 その色名と色調
長崎盛輝
色彩学の権威である著者が、古文献、小裂などの典拠を徹底研究し、
季節感あふれる伝統色が目に見える「色」として蘇った画期的な名
著。225色すべてに染料、古染法、色調や流行沿革などを収載。

文庫／328頁（巻末カラーチップ付）／並製
定価 1,500円＋税
ISBN 978-4-86152-071-6 C1070

新版 かさねの色目 平安の配彩美
長崎盛輝
十二単など平安の装束にみられる衣色の配合260色余種をビジュア
ルで再現。あわせてトーン分類一覧表、参考文献なども多彩に収録。
平安人の「季」に寄せる繊細な美的感覚と、その配合の妙を表す。

文庫／320頁（巻末カラーチップ付）／並製
定価 1,500円＋税
ISBN 978-4-86152-072-3 C1070

桜さくら
日本人がこよなく愛する桜の花を名画に辿り、意匠の中に見出した
美しい桜尽くしの本。「源氏物語画帖」を彩った気品。「醍醐花見図」
の絢爛など、先人が桜に寄せた美意識と造形の粋を集成。

解説：並木誠士
文庫／264頁／並製　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-063-1 C2071
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古伊万里入門 珠玉の名陶を訪ねて

肥前有田に誕生した伊万里焼は、東インド会社を経由して瞬く間に
ヨーロッパの人々を魅了。本書では、初期伊万里、古九谷、柿右衛門、
鍋島など優品約300点を掲載し、発達の経過を辿る。
監修：佐賀県立九州陶磁文化館

文庫／256頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-118-8 C2072

日本の古典装飾
天平から江戸の時代様式にみる   渡邊正夫

ニッポンの型紙図鑑
加茂瑞穂

東大寺・大仏に象徴される仏教伝来の飛鳥・奈良時代。平等院などに見
られる極楽浄土志向の平安後期、歴史の動向と民衆の営為が生み出し
た代表的な文様を集大成する決定版。
解説：城一夫

「縞」「唐草」などベーシックな文様から、「正月」「梅」など時節に関わ
るテーマまで、62の題材をもとに丁寧な解説文付きで紹介。和の文様
の豊かな魅力を再発見できる構成。

文庫／288頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-069-3 C2072

文庫／320頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-775-3 C0070

日本の家紋
家紋は平安時代以降、日本の家の由来や家系を表すものとして、代々
伝えられてきた「しるし」。ミニマムにしてシンボリックな意匠は、
日本文化の美を代表する。全4,560種をモチーフ別に収録した決定版。

文庫／320頁／並製　
定価 1,200円＋税
ISBN 978-4-86152-003-7 C2072

新版 日本の文様 第一集・第二集　　　　　紅会

中国や韓国から渡来して以来、わが国伝統の手仕事として優雅に育ま
れてきた繍（ぬい）の技。その伝統が培った図案の数々はまさに装飾文化
の粋。四季の花鳥や、特徴的な「丸紋」「唐草」「洋風文様」などテーマ
ごとに収録した格好のデザインソースブック。ロングセラー！

文庫／並製　定価 各1,200円＋税
第一集　256頁　ISBN 978-4-86152-073-0 C2072
第二集　272頁　ISBN 978-4-86152-074-7 C2072

日本の商業デザイン 大正・昭和のエポック

大衆の生活を彩るさまざまな文化が開花した大正〜昭和初期。人と
ものをつなぐデザインの原点が、高揚感と初々しさを伴って形に表
された。当時のデザインのレトロな雰囲気と色褪せない魅力を紹介。
序文：近代ナリコ

文庫／256頁／並製
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-067-3 C2072

文庫／276頁／並製　定価 1,500円＋税　
ISBN 978-4-86152-691-6 C0071

新装復刻版 変体英文字図案集 　　
大沼知之
戦後の印刷物や看板などに書かれたアルファベットおよび英数字の
実用的な字体をはじめ、さまざまなスタイルを第１章「英字スタイル」
とし70パターン掲載。第2章では、「英字モノグラム」約1000種収録。
序文：平野甲賀（装丁家）

新装復刻版　現代図案文字大集成
辻克己

『現代図案文字大集成』（昭和9年刊、辻克己編著）を完全収録。描き文字とも
呼ばれる図案家がデザインした文字は、独自性と力強さに満ちている。
映画演劇広告文字をはじめ全7編に大別、洗練された図案文字を紹介。
寄稿：平野甲賀（装丁家）

文庫／336頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-467-7 C2072

実用手描文字 『実用図案文字と意匠』新装改訂復刻版
姉崎正広
コンピューターも写植もなく、まだタイポグラフィやレタリングと
いった表現が日本で確立する以前の20世紀初頭。商業美術というカ
テゴリーで活躍した図案家たちが生み出した、自由で奇抜な発想の
描き文字を500点以上収録！
寄稿：大原大次郎

文庫／256頁／並製　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-636-7 C0071

缶詰ラベルコレクション
MADE IN JAPAN
明治10年から昭和期にかけて、主に輸出用の缶詰用ラベルとして製造
された約550点を収録。卓越したデザインの奇抜さと当時の息吹が反
映され、新鮮な驚きをもたらしてくれる。
監修：公益社団法人日本缶詰協会　寄稿：安西水丸

文庫／352頁／並製
定価 1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-346-5 C2072
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ムンク
愛と苦悩の生命賛歌 
ムンクがポストカードブックに!
人生の愛と苦悩を見つめ、生命賛歌
へと昇華させた画家・エドヴァルド・ム
ンク。代表作《叫び》をはじめ、油彩・
版画など魂を震わせる名作32点を
収録。

ISBN 978-4-86152-668-8　C0071

色彩の革命家、アンリ・マティス
20世紀初頭に台頭したフォーヴィスム

（野獣派）。代表作《赤のハーモニー》
をはじめ、晩年に力を入れていた切り
紙絵「ジャズ」のシリーズなど32点を
収録。
序文：今井敬子（ポーラ美術館学芸員）

マティスシャガール

ピカソ

色彩溢れる愛と漂泊の画家
パリで才能を開花させながら、革命と
戦争に運命を翻弄された漂泊の画
家・シャガール。妻ベラとの愛の日々
やヴィテブスクへの郷愁を色彩豊かに
描いた30点余を厳選収録。
序文：今井敬子(美術史家)

箱根彫刻の森美術館「ピカソ館」が誇る約320点のピカソ・コレクションか
ら油彩、水彩、版画、陶芸、写真など、バリエーション豊かな名作32点を厳
選して収録。
序文：黒河内卓郎（彫刻の森美術館主任学芸員）

ISBN 978-4-86152-742-5 C0071
国内外の名画をコレクション。

「ミニ画集」としても、ポストカードとしても楽しめる、
鑑賞と実用性を兼ね備えたシリーズです。
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ミュシャ
19世紀末から20世紀にかけて開花したアール・ヌーヴォーを代表する画
家、アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）。チェコに生まれ、パリの舞台女
優、サラ・ベルナールのポスター制作によって一躍有名に。そのロマン
ティックで華やかな作風で描かれた代表作を選んだ。
序文：斉藤充夫
ISBN 978-4-86152-134-8 C0071

ルノワール
幸福な情景を描いた画家として知
られるルノワール。彼は、友人の
モネやシスレーとともに画材を
もって戸外に出て、自然のまばゆ
いばかりの光を画面に取り込むこ
とを試みた。―（本文より）
序文：賀川恭子

ISBN 978-4-86152-264-2 C0071

藤田嗣治
エコール・ド・パリを華麗に彩ったレオナール・フジタ。1900年代初頭から
晩年までの秀作を収載。画家の代名詞となっている乳白色の裸婦や少女
たちや猫。細部に宿るフジタ絵画の魅力を紹介。
序文：林洋子

ISBN 978-4-86152-234-5 C0071

ゴッホ
もし、ファン・ゴッホに天才と呼ぶ
べきものがあったとすれば、それ
は決して画才ではなく、生きる難
しさに耐え、残された道にすべて
の力を傾注できるだけの強靭な生
命力だったとしか言いようがない。
―（本文より）
序文：圀府寺 司

ISBN 978-4-86152-265-9 C0071

モネ
美 し い 風 景 総 て が モ ネ（1840-
1926）の眼を通すと魔法のような
輝きを帯び、「モネの世界」に変貌
していく。《睡蓮》《日傘の女》など
の代表作を世界の美術館より収載。
序文：高橋明也

ISBN 978-4-86152-266-6 C0071

A6判／ 32葉／定価各 1200円＋税

ISBN 978-4-86152-544-5　C0071ISBN 978-4-86152-669-5 C0071

エッシャー
エッシャーの何よりの魅力は、その作品が醸し出す不思議で哲学的な気品
であろう。細部にもだまし絵を密ませるなど丁寧な作風により、眺めれば
眺めるほど、引き込まれ考えさせられる作品となっている。―（本文より）
序文：杉山厚吉

ISBN 978-4-86152-352-6 C0071

クリムト
華麗な色彩と装飾性、独自の画面構成で19世紀末の美術界を席捲し、一世
を風靡したクリムト。金地の多用により神秘性が極められた作品は世界
中を魅了。《接吻》など代表作を中心に紹介。
序文：冨田章

ISBN 978-4-86152-340-3 C0071

フェルメール
いまから約350年前、オランダ芸術の黄金期を象徴する画家、ヨハネス・
フェルメール（1632-1675）。名作《青いターバンの少女》《牛乳を注ぐ女》な
ど総数28点を世界の美術館より収載。
序文：小林頼子

ISBN 978-4-86152-202-4 C0071
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棟方志功
わだばゴッホになる
1956年、ヴェネツィア・ビエンナーレ版画部門で日本人初のグランプリ、国際
版画大賞を受賞。自由奔放に彫られた作品は、自然の生命の美しさ、逞しさ
を讃えるエネルギーに満ち、強烈な印象を残す。代表的な版画32点を収録。
序文：石井頼子

ISBN978-4-86152-688-6 C0071

東山魁夷
国民的人気を博した東山魁夷。名作、《緑響く》はモーツァルトのピアノ
協奏曲に想を得たと語っている。背景の森がオーケストラで白い馬は控
えめに主旋律を奏でるピアノだという。長野県信濃美術館の所蔵品を中
心に紹介。
序文：松本猛

ISBN 978-4-86152-082-2 C0071
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小村雪岱
「雪岱調」と評された独特の意匠で、装幀、挿絵、舞台装置、いずれの分野
でも新機軸を見せ、一世を風靡した小村雪岱。失なわれゆく江戸の面影を
美しく描き留めた32点を収録。
序文：平山都（埼玉県立近代美術館学芸員）

ISBN 978-4-86152-324-3 C0071

歌川国芳
ダイナミックでクールな武者絵、愛くるしい猫や雀、ユーモア溢れる化け
物絵、艶やかな美人画など、卓越した描写力と自由で奇想天外な発想力か
ら生み出される魅力に誰もが笑顔になる。
序文：悳俊彦（洋画家・浮世絵コレクター）

ISBN 978-4-86152-543-8 C0071

歌川広重［名所江戸百景］

都名所百景

歌川広重の晩年の傑作、名所江戸百景。未完の作品となったが二代目広重
の手によって完成、刊行され、当時のヒット作となった。100余りの作品
から厳選し収録。
寄稿：大久保純一（国立歴史民俗博物館）

京都御所に始まり、三十三間堂、金閣寺、銀閣寺、四条河原、祇園祭、嵐山
など、江戸後期に彩色木版画で出版された『都百景（都名所百景）』から32
景を掲載。四季折々の光景と情緒あふれる名所がみどころ。

ISBN 978-4-86152-564-3 C0071

ISBN 978-4-86152-782-1 C0071

歌川広重［東海道五拾三次］
暁から日の出、晴れ渡った蒼穹まばゆい空に、黄昏れ、次第に暮れ行く西
の空。ときには旅人を襲う夕立の激しい雨脚や辺り一面を被う銀世界。お
江戸日本橋から京の都へ。移ろいゆく自然と旅人たちの姿を情感豊かに
描いた不朽の名作。

ISBN 978-4-86152-304-5 C0071

葛飾北斎［冨嶽三十六景］
江戸の奇才が挑んだ霊峰富士。洋の東西を問わず当時の最新技術を巧み
に取り入れ、混合して生まれた「冨嶽三十六景」には、北斎が積み重ねて
きた「すべて」が注ぎ込まれている。北斎がある到達点を極めた傑作。

ISBN 978-4-86152-303-8 C0071

伊藤若冲
斬新な構図と驚異の色使いで画期的な名画を残し、不動の人気を誇る奇想
の画家。超絶技巧、執拗なまでの観察眼と想像力が生み出す江戸の天才絵
師、若冲の世界。《動植綵絵》や、《旭日鳳凰図》など代表作を中心に紹介。
序文：狩野博幸

ISBN 978-4-86152-323-6 C0071

横山大観
岡倉天心の遺志を継承し、新たな日本画を創造した横山大観。朦朧体と呼ばれ
る独自の描法を生み出し、圧倒的存在感、異彩を放つ作品で明治・昭和期の日
本画壇を先導した。近代日本画の巨匠による初期から晩年までの代表作を紹介。
序文：古田亮

ISBN 978-4-86152-396-0 C0071

円山応挙
18世紀の京都画壇、当時絶大な人気を博した円山応挙。円山四条派の祖にし
て近代絵画の原点を築いた天才絵師は、伝統的画法をもってして、新たな写
生様式を確立した。国宝《雪松図屏風》など代表作から、応挙の術を知る。
序文：狩野博幸

ISBN 978-4-86152-395-3 C0071

上村松園
気品に満ちた美人画を描き続けた上村松園。その清楚にして典雅な絵画世
界は、今もなお、多くの人々に深い感銘を与えている。名作、《序の舞》を
はじめ代表作を紹介。
序文：上村淳之

ISBN 978-4-86152-068-6 C0071
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世界3大デザイン賞
ONE SHOW 銀賞受賞
D&AD 銅賞受賞 
（『雪降る森』造本装幀コンクール　日本書籍出版協会理事長賞受賞）

360°BOOKは、これまでにない方法で
三次元の世界を表現した画期的な本です。
円を描くように本をぐるっと開くと、瞬
く間に立体のジオラマが出現！ 繊細にデ
ザインされたページ１枚１枚の連なりが、
見るものを二次元から三次元の世界に誘
います。インテリアやギフトにも最適。

地球と月、宇宙船、
人工衛星、UFO！？が…
宇宙空間を織り成す
精巧で壮大なジオラマの世界

富士山と雲、
鶴たちが織り成す
圧巻で繊細なジオラマ

360°BOOK 富士山
大野友資
ISBN 978-4-86152-516-2 C0076

360°BOOK 
葛飾北斎雀踊り
大野友資
ISBN 978-4-86152-723-4 C0076

360°BOOK 地球と月
大野友資
ISBN 978-4-86152-551-3 C0076

おとぎ話の世界を再現。
見る角度を変えると
登場人物が次 と々現れ、
ひとつの物語に！

ついに北斎と
360°BOOKのコラボレーション！
見よこの躍動感！

雪が降りつもる森を舞台に、
精巧なもみの木と
雪の結晶がおりなす白銀の世界

360°BOOK 白雪姫
大野友資
ISBN 978-4-86152-517-9 C0076

360°BOOK 雪降る森
Snowy World
大野友資
ISBN 978-4-86152-619-0 C0076

日本語／英語解説付き
各90mm×90mm ／ 30枚綴り

ギフトケース入り（ケースサイズ120mm×120mm）
定価 各2,500円＋税

360°BOOK化された『雀踊り』は北斎漫画の見開き2ページに渡って雀踊り
の踊り方が描かれている。葛飾北斎の北斎漫画は1814年に初版が発刊された
絵手本で、発刊当時から人気が高く最終的には十五編まで続いた。
360°BOOK という画期的なアイデアに落とし込み、一枚一枚の連なりがあたかも
踊っているような躍動感あふれる表現に！　北斎ファンにとっては堪らない作品。
スリーブケース入り（120mmx120mm）
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本から今にも飛び出しそう！
アートな図鑑！！

世界のいぬ
アネット・コン

A5／110 頁／上製
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-732-6 C0072

A5／110 頁／上製
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-733-3 C0072

世界のねこ
ジェニファー・プリング

〈本書の楽しみ方〉
イラストに沿って全ページ型抜き加工が施されています。余白部分を
手で切り離していくと、ページから鳥や花が飛び出したような美しい
図鑑が完成します。

全ページに型抜き加工を施し、
余白部分を手で切り離すと
美しい図鑑が完成する
“My Picture Book”シリーズ。

「世界の鳥」「世界の花」に続き、
「世界のいぬ」「世界のねこ」が
仲間入り。
ペット界の人気者から、
めったにお目にかかれないエキゾティックな品種まで、
それぞれ約50種を掲載。
かわいさあふれる写真とともに、品種の由来、
性格や体質なども詳細に解説。

世界の花
マイケル・スコット

A5判／110頁／上製
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-702-9 C0072

A5判／110頁／上製
定価 2,700円＋税
ISBN 978-4-86152-701-2 C0072

世界の鳥
マット・メリット
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今までにない
体感型の絵本
本の中に登場するさまざまなものた
ち。それらがどんなに大きくて、不思
議で、愉快で、ときに恐ろしいか……
Big Book を広げると、物語の世界が
あなたの足元に広がります。主人公に
なった気分で、そっと足を踏み入れ
てみてください。本の中に立ったり、
座ったり、寝転がったりしながら、体
いっぱいに物語の世界を感じることが
できます。 日英 2 カ国語併記

うらしまたろう
展開サイズ：1188×1025mm

外箱：220×315mm
1シート、BOX入り
定価 1,800円＋税

ISBN 978-4-86152-582-7 C0076

おおきなかぶ
展開サイズ：594×2050mm

外箱：220×315mm
1シート、BOX入り
定価 1,800円＋税

ISBN 978-4-86152-583-4 C0076

ふしぎのくにのアリス
展開サイズ：705×700mm（2枚）、594×1000mm（1枚）

3枚組、両面印刷
パッケージ入り・シール付き

定価 3,000円＋税
ISBN 978-4-86152-584-1 C0076

297mm × 297mm／48頁／並製
定価 1,500円＋税／ISBN 978-4-86152-666-4 C0072

永遠のミュージックヒーロー
レコードをかけるように、渦巻きをぐるぐるとなぞっていくと、
そこに現れるのは……？　マイケル・ジャクソン、デヴィッド・
ボウイ、ジョン・レノン、マドンナ、ビヨンセ……など、時代を
超えて愛されるミュージシャンたちが登場！　塗り方は自由自
在。20点のパズルアートを、LP版サイズでお届け。

ワールド・イン・ザ・ラウンド

アニマル アトラス 動きだす世界の動物
絵：アレクサンダー・ヴィダル

はってはがせるステッカーパズル ワイルドアニマルズ

好奇心が動きだす！  遊びながら学べる“体験型”地図帳！
スマホやタブレットに無料アプリをインストールして地図にか
ざすと動画がスタート。世界の街や自然、人々がいきいきと動
きだします。

動物が走る!  吠える! 
自然環境や生命を身近に感じられる、新感覚の動物絵図鑑。
無料のアプリをダウンロードして、スマホやタブレットを本に
かざせば、野生動物の生活をとらえた迫力の映像が流れます。

気軽にどこでも楽しめるステッカーパズルが登場。台紙から
ピースをはがし、動物の模様をたよりにパズルの形に合う場所
を探して貼っていくと、美しい動物が現れます！ 
著：ANY PUZZLE MEDIA

280×285mm（丸型）／48頁／上製
定価 2,200円＋税／ISBN 978-4-86152-563-6 C8025

A4判／ 82頁／並製
定価 1,600円＋税／ ISBN 978-4-86152-648-0 C0072

A4変／48頁／上製／定価 2,200円＋税／ ISBN 978-4-86152-622-0 C8745

297mm×297mm／48頁／並製
定価 1,500円＋税／ISBN 978-4-86152-667-1 C0072

世界の都市
不思議な渦巻きをなぞっていくと、「エッフェル塔」や「自由の
女神」、「サグラダファミリア」や「タージマハル」など、誰もが
知る世界中のランドマークが現れる！　浮かびあがったリアル
な建物の姿は想像以上。部屋の壁に飾って、旅するようなひと
時を過ごしてみませんか？
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暮らしを彩る季節の風物をモチーフに、イラスト
と折りとカッティング加工を施した屏風のように
飾れるカードブックです。季節ごとのレターパット
16枚付き。
・裏にはメッセージ欄を用意。季節のお便りとしても使える！
・英訳付きで海外の方へのお土産にもぴったり！

びょうぶかーどBOOK
にっぽん四季おりおり
PORIGAMI

A4変（145ｍｍ×225 ｍｍ）／32枚／並製
定価 1,600円＋税　
ISBN 978-4-86152-658-9 C0071

折って
飾
れ
る

屏
風
カ
ー
ド
12
枚
！

訳：きたなおこ　280×280mm／24頁／上製／3色レンズつき
定価 1,900円＋税　ISBN 978-4-86152-611-4 C8771

幻想的な線画で描かれた森の中を、緑・青・赤の魔法のレンズでの
ぞいてみると……？ レンズを変える度に現れる、かわいい動物た
ちのかくれんぼに夢中！ 驚きの絵本の世界が広がっていきます。

もりに かくれて いるのは だあれ？
—魔法のレンズで３つの世界をのぞいてみよう
アイナ・べスタルド 作

訳：きたなおこ　280×280mm／24頁／上製／3色レンズつき
定価 1,900円＋税　ISBN 978-4-86152-612-1 C8771

仕掛け絵本シリーズ第２弾。緑・青・赤の魔法のレンズを使って、幻
想的な海の中へ出発！ 海の生き物たちのくらしはふしぎがいっぱ
い。海藻の森でかくれんぼしてるの、だあれ？

うみに かくれて いるのは だあれ？
—魔法のレンズで３つの世界をのぞいてみよう
アイナ・べスタルド 作

英国プリマ・ベビーアワード
金賞受賞

世界12カ国で翻訳
びっくり！ かわいい仕掛け絵本

訳：きたなおこ　280×280mm／24頁／上製／3色レンズ、特製ポスターつき
定価 1,900円＋税　ISBN 978-4-86152-662-6　C8771

3色のレンズを使ってからだの中をのぞくと、はたらく骨や血、臓
器や細胞たちの姿が次つぎに登場! 人体の仕組みに楽しく関心が
芽生える、ちいさなお子様にもぴったりな一冊。

からだのなかをのぞいてみたら？
—魔法のレンズで３つの世界をのぞいてみよう
アイナ・べスタルド 作

折りCA4 ニッポンおり

24枚＋練習紙付き 定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-341-0 C0071

凧やだるま、お面など、心なごむ日本の郷土玩具や風物をモチーフに。
グラフィック折り紙の表現がさらに豊かに進化！

各A5変（135×225mm）／並製

グラフィックユニットcochae（コチャエ）による折り紙カードブック。
不思議な柄の紙を折っていくと、ポップな動物たちや小物が出現！
折って、飾って、贈っても楽しいクラフトブックの登場です。

折りCA5 京都おり

24枚＋練習用紙付き　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-470-7 C0071

日本文化のエッセンス満載で、お土産にぴったり。
舞妓さん、大文字、妖怪、お寺、和菓子…ほか、24種の折り紙を収録。

ニュー折りCA1 おばけ

160×160mm／96頁／並製
18枚＋練習用紙付き
定価 1,400円＋税
ISBN 978-4-86152-739-5 C0071

折りCA6 東京おり

24枚＋練習用紙付き　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-502-5 C0071

東京の“今”から、江戸風情を思わせる趣あるモチーフまで、
日本文化のエッセンス満載。折って、飾って、ニッポンの魅力を再発見！

昔話でおなじみの幽霊や妖怪、ハロウィンの人気者から都市伝説
の怪物まで、世界と日本の“おばけ”がかわいいおりがみに！絵柄
つきのおりがみと、自由に色をぬったり顔をかいたりできる練習
用おりがみを収録。

折りCA3 ねこおり

24枚　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-319-9 C0071

ロシアンブルー・三毛猫・メインクーン…。かわいい猫たちがモチーフの折り紙。
折りながら猫の品種と猫にまつわることわざも学べます。

折りCA2 こけし・おりがみ

24枚＋解説ページ付き　定価 1,400円＋税　ISBN 978-4-86152-283-3 C0071

東北地方で子どもの玩具として育まれた「伝統こけし」。
全11系統の特徴をカラフルなグラフィックで表現。

折りCA

16枚＋練習紙付き　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-059-4 C0071

オリジナリティ豊かな絵柄を折っていくと、鳩や蛙、鯉に飛行機などポップな
作品が完成。幅広い世代に大人気のロングセラー！
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Vol.13 クリスマスのひみつ
てのひらサイズの小さなクリスマスツリーを贈ろう。
パラパラすると、お家の中にモミの木が現われる！

Vol.8 むしくいさま
「むしくいさま」と昆虫のストーリー君を形作るのは、僕。
君を描いたのは僕。僕がいるから、君は存在できる。僕と
一つになろう。そうすると君はもっと綺麗になれるよ。

216頁／定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-418-9 C0076

Vol.10 まいまいHOME
此の殻は私の家である。殻が内包する私の部屋は、粗暴
な外界などまるで存在していないかのように穏やかな安
らぎを保ち続ける。しかし私の鳥はそれを許さず、私を
殻の外に連れ出した……。

定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-550-6 C0076

Vol.9 ストロボフライ
史上初、何度も楽しめる驚きの仕掛け！ めくる場所によって
物語が変わる！？
冬空を彷徨うストロボフライ。それぞれの動きが交わっ
たとき、2匹は…。物語の展開は、あなた次第。
定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-471-4 C0076

もうひとつの研究所

定価：1,500円＋税　ISBN 978-4-86152-819-4 C0076

いらっしゃい、いらっしゃい入り口は穴の中、さあさあ飛び込んでおいで。
あなたが欲しいものがあるかは入ってみないとわからない。もう飛び込んだかな？
お代をもらうまでは出られないからね？

Vol.11 3つのお店

96 × 96mm ／ 112頁／並製　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-685-5 C0076 

3人の博士には秘密がある　1人は目の中で研究している　1人は耳の中に飼っている　
1人は口の中に入っている
ジェットコースターのように博士たちの研究は進んで行く

96 × 96mm ／ 112頁／並製　定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-686-2 C0076

Vol.12 3人の博士

パラパラブックスシリーズで業界を賑わす“もうひとつ
の研究所”が、エドヴァルド・ムンクの代表作「叫び」を
モチーフに、ちょっとおかしな解釈を加えた、オリジナ
ルフリップブック。

パラパラ名画 Munch/ムンクThe Scream 叫び

定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-715-9 C0076

Vol.6 うさみみ
ジェットコースターのようなスピード感あふれる画面は、繰り返
しパラパラするほどやみつきに！

定価 1,000円＋税　ISBN 978-4-86152-276-5 C0076

Vol.4 階段のふり
フリップブック史上初、三次元の階段が登場！
階段のふりをして隠れていたけど、
最後は怪獣に見つかって…。

定価 1,000円＋税　ISBN 978-4-86152-227-7 C0076

Vol.3 ばくだんむし
ばくだんむしが爆発した！
ページの途中から虫食いのように穴がボコボコ空いて
いきます。

定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-226-0 C0076

Vol.2 めからかいこうせん
残像の効果で、まるで目から光線を放っているよう！
シンプルな構成で現象を楽しむ仕掛け。

定価 1,000円＋税　ISBN 978-4-86152-225-3 C0076

Vol.1 客の多い穴
不思議なキャラクターがどんどん天から降ってくる！

「もうひとつの研究所」の記念すべきはじめての物語。

84頁／定価 1,000円＋税　ISBN 978-4-86152-224-6 C0076

パラパラ名画 モネ「印象、日の出」
クロード・モネの代表作「印象、日の出」をモチーフに、
ちょっとおかしな解釈を加えた、オリジナルフリップブッ
ク。アニメのように動き出す不思議な物語の結末は…？
208頁／定価 1,200円＋税
ISBN 978-4-86152-510-0 C0076

Vol.5 歓迎の多い村
不思議なキャラクターたちが縦横無尽にうごめいて、
カラフルで複雑な動きが楽しめます。

定価 1,000円＋税　ISBN 978-4-86152-275-8 C0076

Vol.7 クリスマスの足音
クリスマス・イヴの物語。雪の夜、サンタクロースを待ちわびて…。
ページをめくると鈴の音が聞こえてきます。（本体に鈴を内蔵）

定価 1,200円＋税　ISBN 978-4-86152-316-8 C0076
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各40×100mm／
各168頁／並製・スリーブケース入

定価 各1,000円＋税
アニメーション製作：大山慶

人気イラストレーターにしてエッセイスト、
「猫ストーカー」浅生ハルミンがおくる、
フリップブック。そっけないけど掴めない。
そんな罪つくりな猫の魅力があふれるギフトブック！

猫のあいさつ
おはよう！おかえり！ただいま！おやすみ！
猫の挨拶はこんな風？
かわいい仕草にくぎづけです。
ISBN 978-4-86152-296-3 C0076

猫のきまぐれ
こんにちは。猫です。抱きあげようとすれば逃げちゃうし、
ふいにいなくなったりするけれど、私のことをきまぐれだって
思わないで。
ISBN 978-4-86152-349-6 C0076

猫のランデブー
可愛い白猫に、黒猫が身体の全部を使ってプロポーズ。
まさか！　愛の魔法！　
黒猫の気持ちは見事に通じたのです！
ISBN 978-4-86152-350-2 C0076

猫のたんじょうび
愛らしい猫が、アニメーションのごとく生き生きと動きまわ
る。猫といっしょの誕生日。プレゼントにもぴったり。

ISBN 978-4-86152-438-7 C0076

猫のおかえり
「早く帰ってこないかな。帰ってきたらうれしくて頭をこすり
つけちゃうわ！」お留守番中の猫はあなたの帰りを、胴をな
がーくして待っていますよ。
ISBN 978-4-86152-469-1 C0076

猫のプロポーズ
ご近所の、喧嘩が強いことで有名な大きな顔のボス猫と、顔の
大きさはふつうだけど勇敢な黒猫ちゃん。二匹はミケをめぐっ
て恋のさやあて真っ最中。猫の目ぢから一本勝負！
ISBN 978-4-86152-485-1 C0076

クルクルパーマネントガール
猫と女の子のダンス・ショー。クルクル回って大変身！？
見開きでページが繋がっている画期的な仕掛け。

ISBN 978-4-86152-297-0 C0076

かわいくておしゃれな作風と少しシュールな展開で大人気の、
作家ユニットtupera tupera。今度の新作は、手の中で絵が動き出す！！

クマさんが「うーん」とおなかを抱えている理由は……？
男の子が見つめる先にやってくるのは……？

75mm×140mm／216頁
定価 各1,200円＋税

思わずクスッと笑ってしまう
tupera tuperaのパラパラシリーズ！

ツペラパラパラ1　うーん、うん

ISBN 978-4-86152-634-3 C0076

ツペラパラパラ2　こーい、こい

ISBN 978-4-86152-635-0 C0076

林檎の果たし合い
ISBN 978-4-86152-486-8 C0076

果ノ国の侍達
ISBN 978-4-86152-487-5 C0076

YouTubeで火が付き、衛星放送協会オリジ
ナル番組アワード・アニメ番組部門最優秀
賞など、国内外で数々の賞を受賞。話題の
ショートムービー「フルーティー侍」のパ
ラパラブックが2冊同時に登場。
シュールで爽快な新感覚コメディー。
フルーツ頭の侍たちが、今宵もどこかで火
花を散らす！？

50×120mm／168頁／並製・スリーブケース入
定価 各1,000円＋税
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書名 編著者ほか ISBNコード

あ
★ I Stand Alone 立川直樹、西林初秋 978-4-86152-814-9

会田誠  天才でごめんなさい 会田誠 978-4-86152-369-4
ID400〈品切〉 澤田知子 978-4-86152-012-9
愛と勇気と感動のともしび〈品切〉 S.M. アラスト 978-4-916094-56-8
EYEMAZING アイメージング・スーザン 978-4-86152-397-7
I LOVE EARTH〈品切〉 赤瀬ミフサ 978-4-86152-203-1
Aura〈品切〉 鯉江真紀子 978-4-86152-278-9
青い光〈品切〉 小野啓 978-4-86152-097-6
青山義雄画集Ⅰ〈品切〉 青山義雄 978-4-86152-604-6
青山義雄画集Ⅱ〈品切〉 青山義雄 978-4-86152-605-3
赤レンガ近代建築〈品切〉 佐藤啓子 978-4-86152-187-4
秋野不矩  創造の小径〈品切〉 秋野不矩 978-4-86152-159-1
浅草善哉〈品切〉 古賀絵里子 978-4-86152-336-6

★ 浅田撮影局 まんねん 浅田政志 978-4-86152-817-0
麻田 浩 静謐なる楽園の廃墟 麻田浩 978-4-86152-638-1
遊べる浮世絵 藤澤紫・加藤陽介 978-4-86152-659-6
アタラクシア〈品切〉 岡田敦 978-4-86152-233-8
アーティストのための形態学ノート アントワーヌ・バルジー二 978-4-86152-603-9
Attitude －男たちの肖像〈品切〉 田村尚子 978-4-86152-347-2
agnès b.　STYLISTE〈品切〉 アニエスベー 978-4-86152-562-9
アニマル アトラス　動きだす世界の動物 アレクサンダー・ヴィダル 978-4-86152-622-0
APPEARANCE 兼子裕代 978-4-86152-774-6
アフリカンプリント　京都で生まれた布物語 並木誠士、上田文、青木美保子 978-4-86152-729-6
あめつち〈品切〉 川内倫子 978-4-86152-386-1

★ 荒木経惟、写真に生きる。 荒木経惟 978-4-86152-785-2
アラスカ〈品切〉 金本孔俊 978-4-916094-51-3
our face : Asia〈品切〉 北野謙 978-4-86152-394-6
粟津潔デザイン図絵〈復刻版〉〈品切〉 粟津潔 978-4-86152-065-5
each other〈品切〉 中島大輔 978-4-86152-175-1
井浦新の日曜美術館〈品切〉 井浦新 978-4-86152-450-9
生きている〈品切〉 佐内正史 978-4-916094-16-2

★ いきもののすべて フジモトマサル 978-4-86152-806-4
池田学 The Pen 池田学 978-4-86152-602-2
池田学 《誕生》が誕生するまで 池田学 978-4-86152-630-5
イタリア写真の精粋 1945-1975〈品切〉 パオロ・モレッロ 978-4-86152-241-3
伊藤若冲と京の美術 細見美術館 978-4-86152-444-8
IKKOAN　一幸庵　72の季節のかたち〈品切〉 水上力ほか 978-4-86152-565-0
It's all for you〈品切〉 ローレン・サイ 978-4-86152-716-6
いつも、心に絵だよりを。〈増補版〉〈品切〉 そわ絹江 978-4-916094-90-2
いのち賛歌　森田りえ子作品集 森田りえ子 978-4-86152-553-7
いま〈品切〉 大橋仁 978-4-86152-034-1
いまからノート 福田利之＋藤本智士 978-4-86152-596-4
いま知りたい、私たちの「現代アート」 高松市美術館 978-4-86152-533-9
色で巡る日本と世界 色彩文化研究会＋城一夫 978-4-86152-503-2
新装版　色の知識 城一夫 978-4-86152-776-0

出版物一覧 ★印は2021年度の刊行物です。
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岩木遠足〈品切〉 豊嶋秀樹 978-4-86152-531-5
印象派、記憶への旅 ポーラ美術館、ひろしま美術館 978-4-86152-706-7
In the  Wake 震災以後：日本の写真家がとらえた 3.11 ボストン美術館 978-4-86152-493-6
インタビュー〈品切〉 安東孝一 978-4-916094-84-1
印籠カメラ寫眞帖〈品切〉 植田正治 978-4-86152-332-8
VIVID銘仙〈品切〉 足利市立美術館 978-4-86152-579-7
ウィリアム・モリスのフラワー・パターン　ヴィクトリア& アルバート

博物館コレクションを中心に ローワン・ベイン 978-4-86152-759-3
ヴィンテージ素材集〈品切〉 中嶋桂子 978-4-86152-320-5
WINDSWEPT WOMEN －老少女劇団〈品切〉 やなぎみわ 978-4-86152-211-6
植田正治のつくりかた〈品切〉 植田正治 978-4-86152-411-0
上田義彦写真集 FOREST ー印象と記憶 1989-2017 上田義彦 978-4-86152-661-9
上村松園画集 平野重光 978-4-86152-177-5
ウォルター・クレインの本の仕事 滋賀県立近代美術館、千葉市美術館ほか 978-4-86152-590-2
ウォンビン写真集〈日本語版〉〈品切〉 韓国・中央 M&B 978-4-916094-58-2
浮世絵から写真へ－視覚の文明開化〈品切〉 岡塚章子＋我妻直美 978-4-86152-513-1
渦まく光〈品切〉 石田尚志 978-4-86152-481-3
歌いながら生きていく〈品切〉 豊原エス＋足田メロウ 978-4-916094-80-3
歌川国芳  奇想天外〈品切〉 中右瑛 978-4-86152-436-3
内田あぐり ドローイング〈品切〉 内田あぐり 978-4-86152-313-7
内なるこども〈品切〉 豊田市美術館 978-4-86152-064-8
ウッキー☆写真集〈品切〉 ウッキー☆ 978-4-916094-89-6
器・反器〈品切〉 柳原睦夫 978-4-86152-041-9
うみにかくれているのはだあれ？〈品切〉 アイナ・べスタルド 978-4-86152-612-1
海の鎖〈品切〉 酒井忠雄 978-4-86152-008-2
海を渡った古伊万里〈品切〉 大橋康二 978-4-86152-290-1
ULTRA〈品切〉 ヤノベケンジ 978-4-86152-404-2
映画『ホームレス　ニューヨークと寝た男』〈品切〉 ミモザフィルムズ 978-4-86152-607-7

「絵だより」いっぱい、ありがとう。〈品切〉 そわ絹江 978-4-86152-114-0
絵と彫刻〈品切〉 加藤泉 978-4-86152-307-6
絵と彫刻〈特装版〉〈品切〉 加藤泉 978-4-86152-308-3
江戸の女装と男装 渡邉晃 978-4-86152-653-4
EVERYDAY LIFE/ART〈品切〉 榎忠 978-4-86152-089-1
絵本原画 ニャー！　猫が歩く絵本の世界 福永信 978-4-86152-744-9
新枕本  エロティック聖歌〈品切〉 クリス・モズデル 978-4-86152-140-9
Elements―あちら、こちら、かけら 野又穫 978-4-86152-381-6
Elements―あちら、こちら、かけら〈特装版〉〈品切〉 野又穫 978-4-86152-382-3

★ ELLEN IN SHEIDLINLAND エレン・シェイドリン 978-4-86152-780-7
ENCYCLOPEDIA OF FLOWERS 植物図鑑 東信＋椎木俊介 978-4-86152-355-7
ENCYCLOPEDIA OF FLOWERS Ⅱ 植物図鑑 東信＋椎木俊介 978-4-86152-476-9
ENCYCLOPEDIA OF FLOWERS Ⅲ 植物図鑑 東信＋椎木俊介 978-4-86152-571-1
ENCYCLOPEDIA OF FLOWERS Ⅳ 植物図鑑 東信＋椎木俊介 978-4-86152-733-8
ENDANGERED ティム・フラック 978-4-86152-640-4
大江戸の色彩 城一夫 978-4-86152-598-8
オールガール〈品切〉 魚返一真 978-4-916094-15-5
桜狂の譜－江戸の桜画世界 今橋理子 978-4-86152-711-1
王国  ―君臨する光学  戴冠する空間―〈品切〉 高松伸 978-4-916094-45-2
1985-2013 O JUN 描く児〈品切〉 OJUN 978-4-86152-423-3
大阪〈品切〉 百々俊二 978-4-86152-255-0
大田垣蓮月〈品切〉 杉本秀太郎 978-4-86152-020-4
太田喜二郎と藤井厚二 978-4-86152-735-7
大場節子画集　すばるへ　雫は星形に降ってくる 大場節子 978-4-86152-728-9
緒方 野趣と料理 緒方俊郎 978-4-86152-588-9
岡上淑子　フォトコラージュ　沈黙の奇蹟 岡上淑子 978-4-86152-714-2

★ オカルトの美術 S. エリザベス 978-4-86152-816-3

押忍 ! 手芸大図鑑〈品切〉 金沢 21 世紀美術館 978-4-86152-338-0
★ ODYSSEY　魂の旅 遠藤彰子 978-4-86152-771-5

音のセラピー〈品切〉 セイエド・モルテザ・アラスト 978-4-86152-305-2
お直し  とか  カルストゥラ〈品切〉 横尾香央留 978-4-86152-508-7

★ 小野田實　私のマル 小野田實 978-4-86152-829-3
OMIAI〈品切〉 澤田知子 978-4-86152-031-0
玩具とデザイン 上條桂子 978-4-86152-540-7
オランダ・ヒンデローペン 宮本美夏 978-4-86152-555-1
on the water 志津野雷 978-4-86152-558-2

か
絵画の歴史　洞窟壁画からiPadまで〈品切〉 デイヴィッド・ホックニー＋マーティン・ゲイフォード 978-4-86152-587-2

★ 絵画の歴史　洞窟壁画からiPadまで〈増補普及版〉 デイヴィッド・ホックニー＋マーティン・ゲイフォード 978-4-86152-799-9
画家の詩、詩人の絵〈品切〉 土方明司＋江尻潔 978-4-86152-478-3
書かれたらそれまでよ日誌〈品切〉 疋田桂一郎 978-4-916094-21-6
我我 桑島智輝　安達祐実 978-4-86152-756-2

★ 額縁の歴史 クラウス・グリム 978-4-86152-826-2
かさ Coci la elle 978-4-86152-608-4
風になって、ゆったり…スケッチ散歩〈品切〉 そわ絹江 978-4-916094-35-3
鎌鼬〈品切〉 細江英公 978-4-86152-035-8
鎌鼬〈新装普及版〉 細江英公 978-4-86152-208-6
KAMON 花紋〈品切〉 木村菜穂子 978-4-86152-111-9
家紋デザイン素材集〈品切〉 中嶋桂子 978-4-86152-250-5
からだのなかをのぞいてみたら？ アイナ・ベスタルド 978-4-86152-662-6

★ 我旅我行 桑島智輝 978-4-86152-815-6
画廊と「日常」〈品切〉 塚本豊子 978-4-86152-325-0
Kawaii 澤田知子 978-4-86152-497-4
川に着く前に橋を渡るな〈品切〉 フランシス・アリス 978-4-86152-401-1
変わり兜 × 刀装具〈品切〉 大阪歴史博物館 978-4-86152-511-7
観月の心〈品切〉 武市斉孝 978-4-86152-185-0
きずな〈品切〉 下薗詠子 978-4-86152-286-4
季節のない街〈品切〉 川口英人 978-4-86152-131-7
着倒れ方丈記〈品切〉 都築響一 978-4-86152-168-3

★ 狐の嫁いり 澤田知子 978-4-86152-836-1
絹の夢 石内都 978-4-86152-371-7
KIPUKA 岩根愛 978-4-86152-718-0
奇妙な瓦版の世界 森田健司 978-4-86152-763-0
気持ちのいい聖地 関西編〈品切〉 フェルニッチ 978-4-86152-391-5
着物で遊ぶ ―菊地信子さんの場合〈品切〉 伊藤佐智子 978-4-86152-033-4
暁斎春画〈品切〉 石上阿希＋定村来人 978-4-86152-589-6

〈新版〉京都音楽空間〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-86152-093-8
〈新版〉京都の洋館〈品切〉 藤原安紀子 978-4-86152-194-2
京都のシェフにならう お料理教室〈品切〉 行司千絵 978-4-86152-314-4
京都の凸凹を歩く 梅林秀行 978-4-86152-539-1
京都の凸凹を歩く2 梅林秀行 978-4-86152-600-8
京都の手づくり市〈品切〉 田村泰雅 978-4-86152-518-6
京都日常花　市井のいけばな十二ヶ月 野口さとこ 978-4-86152-496-7
京都日常花 Vol.2　市井のいけばな十二ヶ月 野口さとこ 978-4-86152-664-0
京都はお茶でできている 暮らす旅舎 978-4-86152-586-5 
京都仏さまぬり絵〈品切〉 枡野俊明＋小酒句未果 978-4-86152-580-3
京都名庭  枯山水の庭 横山健藏 978-4-86152-135-5
京都名庭  池泉の庭〈品切〉 横山健藏 978-4-86152-136-2
京都花名所〈品切〉 横山健藏 978-4-86152-164-5
京都もてなしの庭　知られざる歴史と物語 烏賀陽百合 978-4-86152-757-9
京の美人画 100年の系譜　京都市美術館名品集 京都市美術館 978-4-86152-509-4



102 103

★ 雲母唐長　文様レターブック 雲母唐長 978-4-86152-796-8
KI RI GA〈品切〉 福井利佐 978-4-86152-364-9

★ 金魚美抄 2020 978-4-86152-809-5
錦織寺〈品切〉 木辺圓慈 978-4-916094-13-1
近所の地球 鈴木康広 978-4-86152-463-9
近世の即位礼 五島邦治＋米原有二 978-4-86152-737-1
近代大阪職人図鑑 大阪歴史博物館 978-4-86152-547-6
近代図案帖 並木誠士、上田文、青木美保子 978-4-86152-773-9
近代日本絵画の巨匠たち〈品切〉 島田康寛 978-4-86152-295-6
QUINAULT〈品切〉 上田義彦 978-4-916094-86-5
国芳イズム―歌川国芳とその系脈 悳俊彦、練馬区立美術館 978-4-86152-542-1
熊谷守一　いのちを見つめて 久留米市美術館 978-4-86152-727-2
雲隠れ温泉行き〈品切〉 村上仁一 978-4-86152-130-0
クラウドファンディングストーリーズ　共感で世界を動かした

10のケーススタディ 出川光 978-4-86152-753-1
クリエイターズ・トーク 13  人のクリエイティブ講義〈品切〉 天野祐吉 978-4-86152-359-5
グリコのおもちゃ箱〈品切〉 加藤裕三 978-4-86152-026-6
クリスタライズ〈品切〉 吉岡徳仁 978-4-86152-416-5
Groove & Swing　線で奏でるJAZZ　鉄筋彫刻と版画 徳持耕一郎 978-4-86152-745-6
GRAIN OF  LIGHT 瀧本幹也 978-4-86152-447-9
グレース・ケリー モナコ公妃のファッション・ブック 大司麻紀子 978-4-86152-570-4
CROMA〈品切〉 ミシェル・パストゥロー 978-4-86152-254-3
Quiet Life〈品切〉 前田春人 978-4-916094-61-2
携帯 東京古地図散歩 浅草編 原島広至 978-4-86152-575-9
携帯 東京古地図散歩 丸の内編 原島広至 978-4-86152-576-6
源氏物語  六條院の生活〈品切〉 風俗博物館 978-4-916094-28-5

★ 現代アフリカ文化の今 ウスビ・サコ、清水貴夫 978-4-86152-779-1
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 中村勝宏 978-4-86152-725-8
現代水墨画集成〈品切〉 福井文夫 978-4-86152-139-3
建築手帳2020　 MY ARCHITECTURE POCKETBOOK 淵上正幸 978-4-86152-749-4
建築のあたらしい大きさ〈品切〉 石上純也 978-4-86152-284-0
建築物ウクレレ化保存計画〈品切〉 伊達伸明 978-4-86152-027-3
剣舞入門　今に生きる“サムライ”の美 鉤逢賀 978-4-86152-770-8
源平盛衰記絵巻〈品切〉 加美宏＋狩野博幸 978-4-86152-138-6
香玉〈品切〉 杉田一弥 978-4-86152-380-9
光景  their site / your sight〈品切〉 池田朗子 978-4-86152-163-8

★ 工藝 2020　 自然と美のかたち 日本芸術文化振興会 978-4-86152-810-1
興福寺の寺宝と畠中光享〈品切〉 多川俊映、畠中光享ほか 978-4-86152-592-6
恒明庵 髙橋恒夫 978-4-86152-698-5
KOKUFUBOOK 國府理 978-4-86152-556-8
kokeshi book 伝統こけしのデザイン〈品切〉 COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-246-8
心 ―お母ちゃん、生んでくれてありがとう〈品切〉 叶麗子 978-4-916094-42-5
こころころころ　はがきで送る禅のこころ 横田南嶺 978-4-86152-651-0

★ コシノヒロコ コシノヒロコ 978-4-86152-837-8
COSMOGARDEN COSMOJUNGLE〈品切〉 黒田アキ 978-4-86152-104-1

★ ５大陸 Trails Into the Unknown ５大陸走破プロジェクト 978-4-86152-798-2
胡蝶の夢  舞踏家・大野一雄〈品切〉 細江英公 978-4-86152-092-1
古都彩々－京・近江・大和 光の四季〈品切〉 本松進一 978-4-86152-045-7
こども〈品切〉 こうぶんこうぞう 978-4-916094-43-8
小林清親  文明開化の光と影をみつめて〈品切〉 練馬区立美術館＋静岡市美術館 978-4-86152-480-6
五味太郎絵本図録 五味太郎 978-4-86152-523-0
ご利益　神さま仏さまぬり絵 枡野俊明＋小酒句未果 978-4-86152-601-5
今和次郎  採集講義〈品切〉 今和次郎 978-4-86152-322-9

さ
西国三十三所 素描集〈品切〉 木田安彦 978-4-86152-231-4

西国三十三所 木版画集〈品切〉 木田安彦 978-4-86152-230-7
★ さがごこち 佐賀県観光課、Open A 978-4-86152-784-5

さくら  西山裕子詩画集〈品切〉 西山裕子 978-4-86152-222-2
Sacrifice―未来に捧ぐ、再生のいけばな〈品切〉 片桐功敦 978-4-86152-522-3
サティーヌ〈品切〉 ピエール・エルメ＋東信＋椎木俊介 978-4-86152-536-0
Something Strange This Way ジャネット・カーディフ、ジョージ・ビュレス・ミラー 978-4-86152-650-3
SAPEURS, the Gentlemen of Bacongo ダニエーレ・タマーニ 978-4-86152-499-8

★ SAPEURS タリーク・ザイディ 978-4-86152-804-0
サムライ　天下太平を支えた人びと 江戸東京博物館 978-4-86152-751-7
侍達ノ居ル処。〈品切〉 野口哲哉 978-4-86152-429-5
更紗ヴィジョン〈品切〉 伊藤佐智子 978-4-916094-85-8
沙和子  無償の愛〈品切〉 クロダミサト 978-4-86152-398-4
Son of a BIT〈品切〉 内原恭彦 978-4-86152-129-4

★ 33の悩みと答えの深い森。 神谷浩、前田詩織、菅原真弓（ほぼ日刊イトイ新聞） 978-4-86152-801-9
365日の手描きイラスト素材集〈品切〉 落合桃子 978-4-86152-327-4
360°BOOK 葛飾北斎 雀踊り 大野友資 978-4-86152-723-4
360°BOOK 富士山 大野友資 978-4-86152-516-2
360°BOOK 白雪姫 大野友資 978-4-86152-517-9
360°BOOK 地球と月 大野友資 978-4-86152-551-3
360°BOOK 雪降る森 大野友資 978-4-86152-619-0
The Absence of Two 吉田亮人 978-4-86152-719-7
SEASCAPES〈品切〉 杉本博司 978-4-86152-505-6
jp0205 松江泰治 978-4-86152-390-8
四季の花  上巻 酒井抱一他 978-4-86152-079-2
四季の花  下巻 酒井抱一他 978-4-86152-080-8
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
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
獅子と狛犬〈品切〉 MIHO MUSEUM 978-4-86152-460-8
事相入門〈品切〉 中村凉應 978-4-916094-68-9
島と星座とガラパゴス　ヨコハマトリエンナーレ2017 公式図録 978-4-86152-626-8
島へ〈品切〉 上田義彦 978-4-86152-312-0
CIMARRON シャルル・フレジェ 978-4-86152-703-6
写真家・細江英公の世界〈品切〉 細江英公 978-4-86152-096-9
写真技法と保存の知識〈品切〉 ベルトラン・ラヴェドリン 978-4-86152-617-6
写真集「海街 diary」〈品切〉 瀧本幹也 978-4-86152-498-1
写真分離派宣言〈品切〉 鷹野隆大他 978-4-86152-343-4
写即音興〈品切〉 多田正美 978-4-86152-018-1
15（じゅうご）〈品切〉 魚喃キリコ他 978-4-86152-004-4
SHOOT FOR THE MOON　ティム・ウォーカー写真集 ティム・ウォーカー 978-4-86152-743-2
匠技  ―大工・中村外二の仕事―〈品切〉 中村昌生 978-4-916094-11-7

★ 少女礼讃 青山裕企 978-4-86152-797-5
★ 昭和レトロ間取り探訪 橋爪紳也 978-4-86152-811-8

19世紀パリ時間旅行　失われた街を求めて 鹿島茂 978-4-86152-591-9
照度  あめつち  影を見る〈品切〉 川内倫子 978-4-86152-348-9
昭和フォーク & ロック音楽堂〈品切〉 中村よお 978-4-86152-141-6
諸国デザイン図鑑 1〈品切〉 国府田範造 978-4-86152-038-9
諸国デザイン図鑑 2〈品切〉 国府田範造 978-4-86152-039-6
招福の美  ―めでた尽くし〈品切〉 狩野博幸 978-4-86152-237-6
ZIPANGU〈品切〉 小崎哲哉 978-4-86152-302-1
ZIPANGU Ⅱ〈品切〉 三潴末雄＋小崎哲哉 978-4-86152-372-4
ジョルジュ・ルオー　サーカス道化師〈品切〉 パナソニック汐留ミュージアム 978-4-86152-373-1
新・大阪モダン建築　戦後復興からEXPO`70の都市へ 橋爪紳也、髙岡伸一、三木学 978-4-86152-731-9
新撰組の青春  ―壬生と日野の日々―〈品切〉 松浦修海 978-4-916094-82-7
翠花庵の草花あそび 川岸富士男 978-4-86152-679-4
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水彩画  みづゑの魅力〈品切〉 平塚市美術館 978-4-86152-389-2
Swimming Pool マーリア・シュヴァルボヴァー 978-4-86152-689-3
School Days〈品切〉 澤田知子 978-4-86152-061-7
SKETCHES OF TOKYO〈品切〉 藤代冥砂 978-4-86152-541-4
スタイル  オブ  フラワーアレンジメント vol.1〈品切〉                                                                          池田孝二 978-4-916094-40-7
スタイル  オブ  フラワーアレンジメント vol.2〈品切〉                                                                              池田孝二 978-4-916094-48-3
spiral〈品切〉 田名網敬一 978-4-86152-042-6
スパイログリフィクス 永遠のミュージックヒーロー トーマス・パヴェット 978-4-86152-666-4
スパイログリフィクス 世界の都市 トーマス・パヴェット 978-4-86152-667-1
Super Graphics 菊竹雪 978-4-86152-677-0
SPAGHETTI & CO　本場イタリアの絶品パスタレシピ112 アニェーゼ・ベナッサイ 978-4-86152-621-3
相撲見物 伊藤勝治、デビッド・シャピロ 978-4-86152-632-9
諏訪敦 絵画作品集 Blue 諏訪敦 978-4-86152-646-6
精神と空間〈品切〉 白井晟一 978-4-86152-271-0

★ 生命の庭 東京都庭園美術館 978-4-86152-795-1
聖夜〈品切〉 金本孔俊 978-4-86152-166-9

★ 世界を歩く、手工芸の旅 978-4-86152-783-8
世界のアーケード アフロ＋水野久美 978-4-86152-577-3
世界の国鳥 アフロ＋水野久美 978-4-86152-641-1

★ 世界の台所探検 岡根谷実里 978-4-86152-820-0
世界の地下鉄駅 アフロ＋水野久美 978-4-86152-652-7
世界の天空の城 アフロ＋水野久美 978-4-86152-572-8
世界の廃墟と廃船 アフロ＋水野久美 978-4-86152-574-2
絶 西田潤 978-4-86152-066-2
刹那の美　ジェイムズ・リー・バイヤーズ 坂上しのぶ 978-4-86152-768-5
絶望手帖 家入一真＋絶望名言委員会 978-4-86152-512-4

★ 瀬戸内国際芸術祭2019 北川フラム・瀬戸内国際芸術祭実行委員会 978-4-86152-792-0
線の美　岡西佑奈作品集 岡西佑奈 978-4-86152-758-6

★ 装飾をひもとく 五十嵐太郎、菅野裕子 978-4-86152-823-1
漕法　宮永愛子 宮永愛子 978-4-86152-746-3
ソール・ライターのすべて ソール・ライター 978-4-86152-616-9
曾我蕭白  富士三保図屏風と日本美術の愉悦〈品切〉 MIHO MUSEUM 978-4-86152-491-2
宙色 曽谷朝絵 978-4-86152-408-0
Songbook〈品切〉 安藤正子 978-4-86152-514-8

た
大大阪モダン建築　新装版 橋爪紳也 978-4-86152-561-2

★ 大正昭和レトロチラシ 橋爪節也 978-4-86152-786-9
大仙院 水野克比古 978-4-916094-72-8
大胆不敵なクリエイティブ・アドバイス〈品切〉 ジョージ・ルイス 978-4-86152-363-2

★ タイル建築探訪 酒井一光 978-4-86152-790-6
瀧本幹也作品集 CROSSOVER 瀧本幹也 978-4-86152-665-7
卓上のバルコネグロ〈品切〉 森村泰昌 978-4-86152-056-3
タータン 伝統と革新のデザイン 三鷹市美術ギャラリーほか 978-4-86152-692-3
たちのぼる。〈品切〉 棚田康司 978-4-86152-366-3
辰野登恵子 ON PAPERS : A Retrospective 1969–2012 埼玉県立近代美術館 978-4-86152-710-4
楽しき愛しきお誂え〈品切〉 永松仁美 978-4-86152-298-7
THE  WORKS 竹中麗湖  仕事と作品〈品切〉 竹中麗湖 978-4-86152-051-8
WWWWW〈品切〉 石塚元太良 978-4-86152-095-2
DOUBLE TAKE ヨアキム・コーティス　エイドリアン・ゾンダーレッガー 978-4-86152-655-8
DARUMA BOOK　だるまのデザイン〈品切〉 COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-417-2
団地のはなし 東京R不動産 978-4-86152-615-2
団地を楽しむ教科書　暮らしと。〈品切〉 東京 R 不動産＋ UR 都市機構 978-4-86152-488-2
断面の世代〈品切〉 束芋 978-4-86152-232-1
地域の「おいしい」をつくる〈品切〉 奥村文絵 978-4-86152-430-1

地域を変えるソフトパワー〈品切〉 藤浩志、AAF ネットワーク 978-4-86152-377-9
★ 小さきもの、沈黙の中で〈新装版〉 山本昌男 978-4-86152-822-4

teamLab 永遠の今の中で teamLab、南條史生 978-4-86152-741-8
地球の島めぐり70〈品切〉 池内嘉正 978-4-86152-262-8
茶の湯の継承　千家十職の軌跡〈品切〉 林屋晴三 978-4-86152-569-8
中国手仕事紀行 奥村忍 978-4-86152-765-4
chori 詩集〈品切〉 chori 978-4-86152-085-3
陳珮怡画集　猫さえいれば 陳珮怡 978-4-86152-699-2

★ 月岡芳年　最後の浮世絵師 978-4-86152-838-5
月岡芳年　月百姿 日野原健司 978-4-86152-628-2
月岡芳年　妖怪百物語 日野原健司、渡邉晃 978-4-86152-627-5
作りたくなる プリント T シャツ〈品切〉 エレファント 978-4-86152-299-4

★ つづく で起こったこと ミナ ペルホネン／皆川明 978-4-86152-802-6
ツバルの夕暮れ〈品切〉 正木明 978-4-86152-188-1
This is a time of…S.M.L.〈品切〉 奈良美智＋ graf 978-4-86152-013-6
TASTY OF LIFE 野村友里、壱岐ゆかり 978-4-86152-740-1
テクストとイマージュの肌膚〈品切〉 渡邊晃一 978-4-86152-235-2
デザインにルールなんてない〈品切〉 新谷雅弘 978-4-86152-399-1
ですよねー いくしゅん 978-4-86152-524-7
鉄火〈品切〉 佐内正史 978-4-86152-001-3
手塚雄二作品集 手塚雄二 978-4-86152-712-8
手塚雄二素描集〈品切〉 手塚雄二 978-4-86152-713-5
TEPPEI ONO〈品切〉 小野哲平 978-4-86152-519-3

「天使」の名画〈品切〉 平松洋 978-4-86152-474-5
東京オリンピックと新幹線〈品切〉 江戸東京博物館 978-4-86152-452-3
東京古道探訪 荻窪 圭 978-4-86152-613-8
東京 | 天空樹〈品切〉 佐藤信太郎 978-4-86152-330-4
東京の家 ジェレミ・ステラ 978-4-86152-606-0
東京ファッションクロニクル〈品切〉 渡辺明日香 978-4-86152-548-3
“TOKYO”　見えない都市を見せる 東京都現代美術館 978-4-86152-532-2
東京屋形船あそび〈品切〉 スタジオラビット 978-4-86152-019-8
等伯の説話画 南禅寺天授庵の襖絵〈品切〉 須賀みほ 978-4-86152-494-3
動物の絵〈品切〉 三沢厚彦 978-4-86152-402-8
堂本印象画集 伝統と創造〈品切〉 島田康寛 978-4-86152-292-5
遠い眼〈品切〉 野村次郎 978-4-86152-214-7
遠くの羽音〈品切〉 村瀬恭子 978-4-86152-248-2
ドキュメント ｜ 14 の夕べ〈品切〉 東京国立近代美術館 978-4-86152-406-6
途切れ時間の夢〈品切〉 西郡友典 978-4-916094-76-6
兎神国物語〈品切〉 瓜南直子 978-4-86152-446-2
十和田、奥入瀬　水と土地をめぐる旅〈品切〉 管啓次郎＋十和田奥入瀬芸術祭 978-4-86152-407-3

な
直島銭湯  I ♥湯 大竹伸朗 978-4-86152-261-1
永井一正  POSTER LIFE  1957-2014〈品切〉 永井一正 978-4-86152-439-4
永井陽子全歌集〈品切〉 永井陽子 978-4-86152-021-1
空中 空 （なかそら）〈品切〉 宮永愛子 978-4-86152-368-7
中原淳一の便箋〈品切〉 中原淳一 978-4-86152-585-8
波珠〈品切〉 笠井爾示 978-4-916094-50-6
夏は終はつた〈品切〉 中津昌子 978-4-86152-032-7
70年代アナログ家電カタログ〈品切〉 松崎順一 978-4-86152-379-3
浪展〈品切〉 浪華写真倶楽部 978-4-86152-049-5
ナンセンス図画帖〈品切〉 鈴木裕之 978-4-86152-358-8

★ 南部鉄器のある暮らし 釜定の仕事 釜定・書籍プロジェクト実行委員会 978-4-86152-793-7
21世紀 オカルト・エンターテインメント戦記 「緊急検証！」制作チーム 978-4-86152-726-5
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
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日常の断片 須田一政 978-4-86152-657-2
日菓のしごと　京の和菓子帖 日菓 978-4-86152-387-8
ニッポン画物見遊山〈品切〉 山本太郎 978-4-86152-198-0
ニッポンの型紙図鑑 加茂瑞穂 978-4-86152-775-3
日本画にみるさくら〈品切〉 島田康寛 978-4-86152-440-0
日本刺繍  紅会  繍の精華〈品切〉 紅会 978-4-86152-165-2
日本写真史 1945-2017 レーナ・フリッチュ 978-4-86152-690-9
日本の絵〈品切〉 三瀬夏之介 978-4-86152-400-4
日本の神様図鑑 カワグチニラコ 978-4-86152-578-0
日本の家紋 デジタル版　〈CD-ROM付〉〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-86152-086-0
日本の色彩百科　明治・大正・昭和・平成 城一夫 978-4-86152-734-0
日本の制服 150年〈品切〉 渡辺直樹 978-4-86152-475-2

★ 日本のたてものー自然素材を活かす伝統の技と知恵 日本芸術文化振興会 978-4-86152-821-7
日本のファッション〈品切〉 渡辺直樹＋城一夫 978-4-86152-108-9

★ 日本の楽園島 三好和義 978-4-86152-808-8
日本フラワーデザイン大賞 2006〈品切〉 日本フラワーデザイン協会 978-4-86152-070-9
にゃー、にっぽんのおもちゃにこんにちは〈品切〉 たかしまかずあき 978-4-86152-549-0
New Made In Japan The  Works of h220430〈品切〉 板坂諭 978-4-86152-451-6
ニューカレドニアの日系人 FEU NOS  PERES〈品切〉 津田睦美 978-4-86152-084-6
布の記憶〈品切〉 森田直 978-4-86152-326-7
NAKED〈品切〉 更井真理 978-4-86152-277-2
ねこがいっぱい ねこアート〈品切〉 ひろしま美術館 978-4-86152-663-3
猫ネコ素材集〈品切〉 中嶋桂子 978-4-86152-306-9
ネフのおもちゃ〈品切〉 クルト・ネフ＋柏木博 978-4-86152-030-3
拈華〈品切〉 緒方慎一郎、川本諭 978-4-86152-643-5
ノスタルジック素材集〈品切〉 中嶋桂子 978-4-86152-207-9
英国ヨークシャー 野の花たち〈品切〉 西山裕子 978-4-916094-47-6

は
はかれないものをはかる 工藤あゆみ 978-4-86152-673-2

★ 博覧会の世紀 橋爪紳也 978-4-86152-828-6
化け物　想像力が生み出す異世界の住人〈品切〉 青森県立美術館 978-4-86152-501-8
婆沙羅／ BaSara 矢後直規 978-4-86152-777-7
Hajime Imamura:1981-2006〈品切〉 今村源 978-4-86152-088-4
はじめての絵画の歴史 デイヴィッド・ホックニー　マーティン・ゲイフォード 978-4-86152-684-8
はたらく浮世絵　大日本物産図会 橋爪節也、曽田めぐみ 978-4-86152-761-6

★ 発掘 the OSAKA 酒井一光 978-4-86152-791-3
花すがた〈品切〉 中西京子 978-4-916094-14-8
華ひらく皇室文化〈品切〉 小松大秀 978-4-86152-644-2
花政のしごと 978-4-86152-675-6
花結び手帖　―366日の花個紋 寺本哲子 978-4-86152-242-0
花を描く  堅山南風素描集〈品切〉 堅山南風 978-4-86152-087-7
原田直次郎　西洋画は益々奨励すべし〈品切〉 埼玉県立近代美術館他 978-4-86152-527-8
Paramodel　（パラモデル）〈品切〉 パラモデル 978-4-86152-260-4
はり絵の世界〈品切〉 出井豊二 978-4-86152-370-0
ハリネズミのダーシー 塚本翔太 978-4-86152-428-8
パリの看板猫 オリヴィア・スネージュ＋ナディア・ベンシャラル 978-4-86152-537-7
THE  Parodists（パロディスト）〈品切〉 角田修一 978-4-86152-282-6
反重力  |  ANTIGRAVITY〈品切〉 豊田市美術館 978-4-86152-413-4
ピエトラガラ写真集〈品切〉 C. アレクサンドル 978-4-916094-12-4
HIGASHIYA〈品切〉 緒方慎一郎 978-4-86152-455-4
美術解剖学レッスンⅠ　手・腕編 原島広至 978-4-86152-573-5
美術館と建築〈品切〉 酒井忠康 978-4-86152-410-3
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 稲庭彩和子　伊藤達矢 978-4-86152-700-5
非常階段東京〈品切〉 佐藤信太郎 978-4-86152-155-3

非常階段東京 THE ORIGIN OF TOKYO 佐藤信太郎 978-4-86152-722-7
美少女の美術史〈品切〉 「美少女の美術史」展実行委員会 978-4-86152-458-5
美人画の系譜〈品切〉 内山武夫＋島田康寛 978-4-86152-183-6
美人画の四季〈品切〉 加藤類子 978-4-86152-342-7
Big Book うらしまたろう〈品切〉 藤本真央 978-4-86152-582-7
Big Book おおきなかぶ 藤本真央 978-4-86152-583-4
Big Book ふしぎのくにのアリス 藤本真央 978-4-86152-584-1
秀吉の御所参内・聚楽第行幸図屛風 狩野博幸 978-4-86152-269-7
美のワンダーランド 十五人の京絵師〈品切〉 九州国立博物館 978-4-86152-360-1
日々、蚤の市 森田直 978-4-86152-482-0
秘密の知識〈品切〉 デイヴィッド・ホックニー 978-4-86152-083-9
秘密の知識〈普及版〉 デイヴィッド・ホックニー 978-4-86152-257-4

★ 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
百羽鶴〈品切〉 COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-121-8
Beautiful Stranger〈品切〉 橋爪彩 978-4-86152-464-6
びょうぶかーどBOOK にっぽん四季おりおり PORIGAMI 978-4-86152-658-9
標本の本〈品切〉 村松美賀子＋伊藤存 978-4-86152-385-4
広重　雨、雪、夜　風景版画の魅力をひもとく 神谷浩＋前田詩織 978-4-86152-610-7
HIROYUKI MATSUURA WORKS 松浦浩之 978-4-86152-462-2
father 金川晋吾 978-4-86152-526-1

★ ファッション イン ジャパン　1945-2020　流行と社会 978-4-86152-781-4
FASHION TRIBES ダニエーレ・タマー二 978-4-86152-545-2
ファッション・ボックス〈品切〉 アントニオ・マンチネッリ 978-4-86152-253-6
ファン・ゴッホ　巡りゆく日本の夢 圀府寺 司 ほか 978-4-86152-624-4
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 978-4-86152-707-4
フォーカスシリーズ〈品切〉 アンディ・ウォーホル 978-4-86152-431-8
フォーカスシリーズ ジョージア・オキーフ 978-4-86152-433-2
フォーカスシリーズ〈品切〉 フランシス・ベーコン 978-4-86152-432-5
フードクリエイション〈品切〉 諏訪綾子 978-4-86152-437-0
風雷房古物散歩〈品切〉 木田安彦 978-4-916094-23-0
Fairly Tale 老少女綺譚〈品切〉 やなぎみわ 978-4-86152-098-3
FACIAL SIGNATURE 澤田知子 978-4-86152-484-4
フェルトメーキング〈品切〉 ジョリー・ジョンソン 978-4-916094-30-8
フォト・ボックス〈品切〉 ロベルト・コッチ 978-4-86152-252-9
福を呼ぶ　京都 食と暮らし暦 小宮理実 978-4-86152-721-0

★ フジモトマサル傑作集 フジモトマサル 978-4-86152-807-1
藤森照信のクラシック映画館 藤森照信 978-4-86152-595-7

★ ブタとともに 山地としてる 978-4-86152-825-5
仏像巡礼  湖北の名宝を訪ねて〈品切〉 駒澤琛道 978-4-86152-279-6
仏像彫刻教室〈品切〉 高井琮玄 978-4-86152-099-0
仏像彫刻教室〈続〉〈品切〉 高井琮玄 978-4-86152-244-4
仏像彫刻の原型〈品切〉 高井琮玄 978-4-86152-483-7
筆が見た旅〈品切〉 三浦敏和 978-4-916094-29-2
筆が見た旅 日本編〈品切〉 三浦敏和 978-4-86152-028-0

★ 筆魂　線の引力・色の魔力 すみだ北斎美術館 978-4-86152-832-3
舟越桂  全版画  1987-2002〈品切〉 舟越桂 978-4-916094-81-0
FUTURO RETRO マーリア・シュヴァルボヴァー 978-4-86152-762-3
2009-2011 Flowers〈品切〉 東信＋椎木俊介 978-4-86152-317-5
フランス絵本の世界 鹿島茂 978-4-86152-637-4
フランスのお裁縫箱〈品切〉 レア・スタンサル 978-4-86152-294-9
フランスの色景 ―写真と色彩を巡る旅 港千尋、三木学 978-4-86152-473-8
フランス美術風景紀行 ひろしま美術館 978-4-86152-557-5
ブリコラージュ・アート・ナウ〈品切〉 佐藤浩司＋山下里加 978-4-86152-037-2
flicker〈品切〉 時岡総一郎 978-4-86152-318-2
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prism〈品切〉 大和田良 978-4-86152-109-6
Fruru〈品切〉 二条丸八 978-4-86152-289-5
BLOW UP〈品切〉 田名網敬一 978-4-916094-98-8
BLOW UP  ―2〈品切〉 田名網敬一 978-4-86152-007-5
THE PROLIFIC WORLD OF TOGO MURANO CHITECTURAL MODELS 村野藤吾 978-4-86152-552-0
文学とワイン〈品切〉 山内宏泰 978-4-86152-599-5
ブンガクの言葉〈新装版〉〈品切〉 木内昇 978-4-86152-022-8
PAPER SKIRT〈品切〉 中田泉 978-4-86152-047-1
HEAVEN〈品切〉 都築響一 978-4-86152-256-7
ペルドゥーエ①〈品切〉 コスガ 978-4-916094-18-2
へんてこな春画 石上阿希 978-4-86152-538-4
Voice〈品切〉 田村尚子 978-4-916094-95-7
POCARI SWEAT 奥山由之 978-4-86152-683-1
北欧とコーヒー〈品切〉 萩原健太郎 978-4-86152-506-3

★ 北斎さんぽ 片山喜康 978-4-86152-833-0
北斎の肉筆 978-4-86152-709-8
僕には歌があるはずだ 有元利夫 978-4-86152-507-0
ぼくのかわいいハリネズミ、ダーシー〈品切〉 D[di:] ＋塚本翔太 978-4-86152-534-6
布袋さん  一期百笑〈品切〉 右田貘崇 978-4-916094-19-3
炎の果実〈品切〉 三嶋りつ惠 978-4-86152-106-5

★ Paul Smith トニー・チェンバース 978-4-86152-803-3
盆おどる本〈品切〉 竹内厚＋藤本智士（ Re:S[ りす ] ） 978-4-86152-457-8
本日の浮遊〈品切〉 林ナツミ 978-4-86152-351-9
本の造形〈品切〉 山本美智代 978-4-916094-71-1

ま
MARS グザヴィエ・バラル 978-4-86152-403-5

★ 舞妓モダン 京都文化博物館 978-4-86152-800-2
My Picture Book 世界のいぬ アネット・コン 978-4-86152-732-6
My Picture Book 世界の鳥 マット・メリット 978-4-86152-701-2
My Picture Book 世界の花 マイケル・スコット 978-4-86152-702-9
My Picture Book 世界のねこ ジェニファー・プリング 978-4-86152-733-3
マグナム・コンタクトシート〈品切〉 クリステン・リュッベン 978-4-86152-311-3
MAGNUM MAGNUM〈品切〉 マグナム・フォト 978-4-86152-113-3
MAGNUM MAGNUM（コンパクトバージョン）〈品切〉 マグナム・フォト 978-4-86152-201-7
マザーランド〈品切〉 重田仲太郎 978-4-916094-44-5
Masterpiece〈品切〉 天明屋尚 978-4-86152-454-7

★ 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
町田久美作品集〈品切〉 町田久美 978-4-86152-335-9
松丸本舗主義〈品切〉 松岡正剛 978-4-86152-362-5
まばたきとはばたき 鈴木康広 978-4-86152-321-2
真昼〈品切〉 今井智己 978-4-916094-49-0
マリオ・ジャコメッリ写真集 黒と白の往還の果てに〈品切〉                                                                            マリオ・ジャコメッリ 978-4-86152-210-9
マリオ・ジャコメッリ写真集 黒と白の往還の果てに〈新装版〉〈品切〉マリオ・ジャコメッリ 978-4-86152-378-6
マリリン・モンロー 魂のかけら〈品切〉 スタンリー・バックサル＋ベルナール・コマーン＋井上篤夫（訳） 978-4-86152-365-6
マンディンカ〈品切〉 千房輝 978-4-916094-36-0
万葉の花〈品切〉 片岡寧豊 978-4-86152-243-7
新装改訂版　万葉の花　四季の花々と歌に親しむ 片岡寧豊 978-4-86152-769-2
水のゆくえ〈品切〉 舟越桂 978-4-916094-60-5
3日で人生が変わる本〈品切〉 亀石厓風 978-4-916094-69-8
ミッション 宇宙 × 芸術〈品切〉 東京都現代美術館 978-4-86152-449-3
光安義光－知られざる建築家－〈品切〉 出版刊行委員会 978-4-916094-34-6
ミナ ペルホネン/皆川明　つづく ミナ ペルホネン 978-4-86152-764-7
みみお〈品切〉 鴻池朋子 978-4-916094-52-0

★ 京のくらし 二十四節気を愉しむ 筧菜奈子・京都国立近代美術館 978-4-86152-794-4

未来系アートユニバーシティ〈品切〉 中田泉 978-4-86152-046-4
MINTDESIGNS〈品切〉 ミントデザインズ 978-4-86152-492-9
ムービー・ボックス パオロ・メレゲッティ 978-4-86152-353-3
Moving Plants 渡邊耕一 978-4-86152-535-3
棟方志功肉筆画〈品切〉 京都精華大学情報館 978-4-916094-25-4
棟方志功の福光時代 信仰と美の出会い 石井頼子、尾山章 978-4-86152-687-9
MNEMOSYNE〈品切〉 ビル・ヘンソン 978-4-86152-036-5
村上三郎 Murakami Saburo:  Through the 70's〈品切〉 アートコートギャラリー 978-4-86152-384-7
村野藤吾の建築 模型が語る豊饒な世界 松隈洋 978-4-86152-500-1
明治のこころモースが見た庶民のくらし〈品切〉 小林淳一、小山周子 978-4-86152-409-7
目のまえのつづき〈品切〉 大橋仁 978-4-916094-27-8
MEN'S FASHION BIBLE〈品切〉 ジョシュ・シムズ 978-4-86152-375-5
MAINTENANCE〈品切〉 マーク・パワー、東京都交通局 978-4-86152-660-2
めがねと旅する美術 「めがねと旅する美術」展実行委員会 978-4-86152-654-1
もうひとつの場所 野又穫 978-4-86152-259-8
木版本  源氏物語絵巻〈品切〉 清水婦久子 978-4-86152-117-1
もりにかくれているのはだあれ？〈品切〉 アイナ・べスタルド 978-4-86152-611-4
文様のかたち〈品切〉 伝統的意匠研究会 978-4-916094-17-9

や
約束〈品切〉 東野真夕 978-4-916094-57-5
八雲立つ出雲〈品切〉 植田正治、上田正昭 978-4-86152-361-8
夜光 佐藤信太郎 978-4-86152-466-0
野生のベリージャム 小島聖 978-4-86152-642-8
ヤノベケンジ 1969 － 2005〈新装版〉〈品切〉 ヤノベケンジ 978-4-86152-393-9
ヤノベケンジ 1969 － 2005〈品切〉 ヤノベケンジ 978-4-86152-048-8
山口晃　親鸞 全挿画集 山口晃 978-4-86152-479-0
山口晃　大画面作品集 山口晃 978-4-86152-367-0
山口晃  前に下がる 下を仰ぐ 山口晃 978-4-86152-477-6
やまとぢから〈品切〉 籔内佐斗司 978-4-86152-383-0
YAYOI KUSAMA Furniture by graf〈品切〉 草間彌生＋ graf 978-4-916094-70-4
YOUNG JAPANESE LANDSCAPE〈品切〉 IMAHORISH 978-4-86152-123-2
ゆびさき〈品切〉 林和美 978-4-916094-73-5
YUME〈品切〉 上田義彦 978-4-86152-245-1
YOKAI NO SHIMA シャルル・フレジェ 978-4-86152-529-2
横尾美美画集 1993-2006〈品切〉 横尾美美 978-4-86152-078-5
YOSHITOMO NARA : SELF-SELECTED WORKS―PAINTINGS 奈良美智 978-4-86152-490-5
YOSHITOMO NARA : SELF-SELECTED WORKS―WORKS ON  PAPER 奈良美智 978-4-86152-489-9
よみがえれ！ シーボルトの日本博物館〈品切〉 国立歴史民俗博物館ほか 978-4-86152-560-5
夜の鹿〈品切〉 松本恭子 978-4-916094-31-5
四大浮世絵師〈品切〉 中右瑛 978-4-86152-182-9

ら
LIKE A ROLLING SNOWBALL　加藤泉 加藤泉 978-4-86152-747-0
Raku　A Legacy of Japanese Tea Ceramics〈品切〉 楽吉左衛門、楽篤人 978-4-86152-461-5
Light of the Ring 伊藤之一 978-4-86152-750-0
LIME WORKS〈品切〉 畠山直哉 978-4-86152-124-9
LIVE〈品切〉 木村英輝 978-4-86152-333-5
LIVE  器と料理〈品切〉 亀田大介、吉田直嗣、吉村和美ほか 978-4-86152-495-0
ラウル・デュフィ　絵画とテキスタイル パナソニック汐留美術館、松本市美術館 978-4-86152-755-5
ラジカセのデザイン !〈品切〉 松崎順一 978-4-86152-223-9

★ Love Letter クロダミサト 978-4-86152-818-7
Luv. ROCCO 星野正樹 978-4-86152-697-8
LAND SPACE 瀧本幹也 978-4-86152-392-2
リテリング フェルト・アートの世界〈品切〉 I・Y・ラスムッセン＋若井浩子 978-4-86152-228-4
LIFT〈品切〉 久家靖秀 978-4-86152-006-8
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LIM 松江泰治 978-4-86152-525-4
琳派からの道〈品切〉 神坂雪佳＋山本太郎 978-4-86152-521-6
琳派・若冲と雅の世界〈品切〉 細見美術館 978-4-86152-270-3
Les Roses　バラ図譜 ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ 978-4-86152-760-9
Layers of Keiichi Tanaami〈品切〉 田名網敬一 978-4-86152-091-4
Retoro-Style 1 人物編〈品切〉 杉浦非水＋渡辺素舟 978-4-86152-075-4
Retoro-Style 2 動物編〈品切〉 杉浦非水＋渡辺素舟 978-4-86152-076-1
Retoro-Style 3 植物編〈品切〉 杉浦非水＋渡辺素舟 978-4-86152-077-8
レ・ロマネスクTOBIのひどい目。 TOBI 奥野武範 978-4-86152-694-7
ロシアの絵はがき30文字 福田利之　tupera tupera  井岡美保 978-4-86152-676-3
ROCCO 夢をこえたネコのお話 星野正樹 978-4-86152-717-3
LORETTA LUX〈品切〉 ロレッタ・ラックス 978-4-86152-029-7
ロング  グッドバイ―パパ・タラフマラとその時代〈品切〉 小池博史 978-4-86152-337-3

わ
ワールド・イン・ザ・ラウンド サラ・マクメネミー＋ニール・モリス 978-4-86152-563-6
ワイルドアニマルズ ANY PUZZLE MEDIA 978-4-86152-648-0
WILDER MANN シャルル・フレジェ 978-4-86152-405-9
WORKS OF  TATSUMI ORIMOTO〈品切〉 折元立身 978-4-86152-090-7

★ 惑星 山内悠 978-4-86152-805-7
和ごころ素材集〈品切〉 中嶋桂子 978-4-86152-167-6
不忘の記  父、河井寬次郎と縁の人 〈々品切〉 河井須也子 978-4-86152-205-5
私たちを夢見る夢 小林孝亘 978-4-86152-468-4
わたしとおかあさん〈品切〉 毎日新聞社 978-4-86152-005-1
私と私 宮崎いず美 978-4-86152-670-1
わたしの観音さま 延命十句観音経 横田南嶺 978-4-86152-614-5
わたしの獣たち 在本彌生 978-4-86152-530-8
わたしの坐禅 細川晋輔 978-4-86152-567-4
わたしの般若心経 蓮沼良直 978-4-86152-216-1
ワタノハスマイル〈品切〉 犬飼とも＋ワタノハキッズ 978-4-86152-419-6
ワックスワークス〈品切〉 坂梨悦子 978-4-916094-33-9
和の彩り素材集〈品切〉 中嶋桂子 978-4-86152-424-0
One last hug　命を捜す 岩波友紀 978-4-86152-752-4

大江戸カルチャ－ブックス
第一巻　江戸の出版事情 内田啓一 978-4-86152-101-0
第二巻　新発見 洛中洛外図屏風〈品切〉 狩野博幸 978-4-86152-102-7
第三巻　江戸のダンディズム〈品切〉 河上繁樹 978-4-86152-110-2
第四巻　江戸の遊戯〈品切〉 並木誠士 978-4-86152-116-4
第五巻　江戸絵画万華鏡〈品切〉 榊原悟 978-4-86152-125-6
第六巻　江戸300年の女性美〈品切〉 村田孝子 978-4-86152-126-3
第七巻　動物奇想天外〈品切〉 内山淳一 978-4-86152-143-0
第八巻　江戸の花競べ〈品切〉 小笠原左衛門尉亮軒 978-4-86152-144-7
第九巻　江戸の大衆芸能〈品切〉 川添裕 978-4-86152-145-4
第十巻　江戸の庶民信仰〈品切〉 山路興造 978-4-86152-146-1

ビジュアル文庫シリーズ
いろは判じ絵 岩崎均史 978-4-86152-435-6
ヴィンテージ・ストライプ〈品切〉 解説：城一夫 978-4-86152-157-7
ヴィンテージ・チェック〈品切〉 解説：城一夫 978-4-86152-156-0
江戸千代紙〈品切〉 いせ辰 978-4-916094-62-9
江戸の悪 渡邉晃 978-4-86152-554-4
王朝の香り〈品切〉 松栄堂広報室 978-4-916094-67-4
乙女のふろく〈品切〉 村崎修三 978-4-86152-504-9

〈新版〉かさねの色目 長崎盛輝 978-4-86152-072-3
かわいいロシアのA to Z 井岡美保 978-4-86152-674-9
缶詰ラベルコレクション 公益社団法人日本缶詰協会 978-4-86152-346-5

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
京の風流・永楽屋の町家てぬぐい 細辻伊兵衛 978-4-86152-434-9
切り絵の世界 ‐中国剪紙‐〈品切〉 剪美会 978-4-86152-062-4
原色  生きもの百科〈品切〉 牧野四子吉 978-4-86152-281-9
新装復刻版 現代図案文字大集成〈品切〉 辻克己 978-4-86152-467-7
古伊万里入門 佐賀県立九州陶磁文化館 978-4-86152-118-8
古社寺の装飾文様　上〈品切〉 解説：長崎巌 978-4-86152-425-7
古社寺の装飾文様　下〈品切〉 解説：長崎巌 978-4-86152-426-4
小袖雛形 解説：長崎巌 978-4-86152-189-8
怖い浮世絵 日野原健司＋渡邉晃 978-4-86152-566-7
桜さくら 並木誠士 978-4-86152-063-1
実用手描文字 姉崎正広 978-4-86152-636-7
昭和ちびっこ怪奇画報 初見健一 978-4-86152-456-1
昭和ちびっこ広告手帳 おおこしたかのぶ＋ほうとうひろし 978-4-86152-181-2
昭和ちびっこ広告手帳 2 おおこしたかのぶ＋ほうとうひろし 978-4-86152-212-3
昭和ちびっこ未来画報 初見健一 978-4-86152-315-1
印半纏〈品切〉 岩田アキラ 978-4-86152-057-0
新装復刻版 変体英文字図案集 大沼知之 978-4-86152-691-6
世界図案百科 青幻舎企画編集室 978-4-86152-179-9
世界の装飾タイル〈品切〉 世界のタイル博物館 978-4-86152-132-4
世界の模様帖〈品切〉 江馬進 978-4-86152-465-3
千社札〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-86152-017-4
染と織の文様 青幻舎企画編集室 978-4-86152-060-0
楽しい小皿〈品切〉 三好一 978-4-86152-025-9
チェコ ポーランド ハンガリーのポスター 中川可奈子 978-4-86152-594-0
鉄道駅スタンプのデザイン〈品切〉 関田祐市 978-4-86152-443-1
陶芸の文様〈品切〉 高田透 978-4-86152-094-5
長襦袢〈品切〉 松木弘吉 978-4-86152-103-4
70年代アナログ家電カタログ 新装版 松崎順一 978-4-86152-609-1
20世紀の商業デザイン 青幻舎企画編集室 978-4-86152-162-1
ニッポンの伝承デザイン〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-86152-200-0
日本織文集成 1- 草木花卉編〈品切〉 解説：長崎巌 978-4-86152-238-3
日本織文集成 2- 禽獣虫魚編〈品切〉 解説：長崎巌 978-4-86152-239-0
日本織文集成 3- 天象器物編〈品切〉 解説：長崎巌 978-4-86152-240-6
日本のおもちゃ絵 ―絵師・川崎巨泉の玩具帖 978-4-86152-445-5
日本の家紋 青幻舎企画編集室 978-4-86152-003-7
日本の古典装飾 河邊正夫 978-4-86152-069-3
日本の商業デザイン 青幻舎企画編集室 978-4-86152-067-9
日本の染織 第一集  絣〈品切〉 吉本嘉門 978-4-86152-023-5
日本の染織 第二集  縞・格子〈品切〉 吉本嘉門 978-4-86152-024-2
日本の染型〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-86152-014-3

〈新版〉日本の伝統色 長崎盛輝 978-4-86152-071-6
新装改訂版 日本のファッション〈品切〉 渡辺直樹＋城一夫＋渡辺明日香 978-4-86152-427-1
日本のポスター 並木誠士、和田積希 978-4-86152-656-5

〈新版〉日本の文様 第一集 紅会 978-4-86152-073-0
〈新版〉日本の文様 第二集 紅会 978-4-86152-074-7
日本の文様 第三集〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-916094-96-4
日本の文様 第四集〈品切〉 青幻舎企画編集室 978-4-916094-97-1
能のデザイン〈品切〉 解説：井上由理子 978-4-86152-193-5
配色事典　大正・昭和の色彩ノート 和田三造＋近江源太郎 978-4-86152-247-5
配色事典 応用編　大正・昭和の色彩と商品デザイン 978-4-86152-772-2
花しるべ手帖 —誕生日の花個紋 花個紋企画室 978-4-86152-639-8
標本の本－京都大学総合博物館の収蔵室から 村松美賀子　伊藤存 978-4-86152-724-1
フランスのポスター 平芳幸浩 978-4-86152-631-2
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北斎漫画 1　江戸百態 寄稿：会田誠 978-4-86152-280-2
北斎漫画 2　森羅万象 寄稿：しりあがり寿 978-4-86152-287-1
北斎漫画 3　奇想天外 寄稿：横尾忠則 978-4-86152-288-8
北斎漫画全 3 巻 BOX 978-4-86152-310-6
銘仙万華鏡〈品切〉 宮川武士 978-4-86152-170-6
文様別  小皿・手塩皿図鑑 大橋康二 978-4-86152-442-4
文様別  そば猪口図鑑〈品切〉 大橋康二 978-4-86152-300-7
妖怪萬画 1 寄稿：辻惟雄 978-4-86152-328-1
妖怪萬画 2 寄稿：椹木野衣 978-4-86152-329-8
琉球の型紙〈品切〉 解説：富山弘基 978-4-86152-178-2
琉球紅型〈品切〉 解説：與那嶺一子 978-4-86152-044-0
ロシアの装飾文様〈品切〉 序文：海野弘 978-4-86152-388-5

〈新版〉和更紗〈品切〉 吉本嘉門 978-4-86152-050-1
ちいさな美術館シリーズ

エッシャー 杉原厚吉 978-4-86152-352-6
ウォーターハウス 平松洋 978-4-86152-421-9
クリムト 冨田章 978-4-86152-340-3
ゴッホ 圀府寺司 978-4-86152-265-9
シャガール 今井敬子 978-4-86152-669-5
ターナー〈品切〉 藤田治彦 978-4-86152-414-1
フェルメール 小林頼子 978-4-86152-202-4
マティス 今井敬子 978-4-86152-544-5
ミュシャ 斉藤充夫 978-4-86152-134-8
ミレイ〈品切〉 平松洋 978-4-86152-415-8
ムンク 千足伸行 978-4-86152-668-8
モネ 高橋明也 978-4-86152-266-6
ルノワール 賀川恭子 978-4-86152-264-2
ロセッティ 松下由里 978-4-86152-422-6
ロートレック〈品切〉 冨田章 978-4-86152-219-2
伊藤若冲 狩野博幸 978-4-86152-323-6
上村松園 上村淳之 978-4-86152-068-6
歌川国芳 悳俊彦 978-4-86152-543-8
歌川広重［東海道五十三次］ 青幻舎企画編集室 978-4-86152-304-5
歌川広重［名所江戸百景］ 大久保純一 978-4-86152-564-3
奥村土牛 草薙奈津子 978-4-86152-195-9
小倉遊亀〈品切〉 小倉遊亀 978-4-86152-100-3
小野竹喬〈品切〉 上薗四郎 978-4-86152-229-1
葛飾北斎［富嶽三十六景］ 青幻舎企画編集室 978-4-86152-303-8
川合玉堂〈品切〉 福井文夫 978-4-86152-171-3
熊谷守一〈品切〉 廣江泰孝 978-4-86152-331-1
小磯良平〈品切〉 廣田生馬 978-4-86152-081-5
小村雪岱 平山都 978-4-86152-324-3
斎藤清〈品切〉 杉本明郎 978-4-86152-158-4
竹内栖鳳〈品切〉 平野重光 978-4-86152-196-6

〈新版〉竹久夢二〈品切〉 小川晶子 978-4-86152-339-7
富岡鉄斎 森藤光宣 978-4-86152-206-2
白隠 芳澤勝弘 978-4-86152-412-7
平山郁夫〈品切〉 草薙奈津子 978-4-86152-293-2
東山魁夷 松本猛 978-4-86152-082-2
藤田嗣治 林洋子 978-4-86152-234-5
円山応挙 狩野博幸 978-4-86152-395-3

★ 都名所百景 978-4-86152-782-1
棟方志功 石井頼子 978-4-86152-688-6
横山大観 古田亮 978-4-86152-396-0

ポストカードブックシリーズ
アンティークテディベア〈品切〉 宮後年男 978-4-916094-38-4
英国ヨークシャー 想い出の花〈品切〉 西山裕子 978-4-916094-37-7
Elevator Girls〈品切〉 やなぎみわ 978-4-86152-107-2
折々の花〈品切〉 松岡政信 978-4-86152-285-7
花実の調べ〈品切〉 城康夫 978-4-916094-93-3
柄画（ガラガ）〈品切〉 柄画 978-4-86152-105-8
還暦紅 片岡鶴太郎 978-4-86152-459-2
宮廷画家ルドゥーテ 薔薇採集〈品切〉 奥延哲也 978-4-86152-356-4
宮廷画家ルドゥーテ 美花採集〈品切〉 奥延哲也 978-4-86152-357-1
京・月・花〈品切〉 ミナコカワウチ 978-4-86152-148-5
京の花ごよみ〈品切〉 ミナコカワウチ 978-4-916094-63-6
京都大原の里 草花と実り〈品切〉 西山裕子 978-4-916094-83-4
源氏花物語〈品切〉 坂井昇 978-4-86152-184-3
こころの花〈品切〉 武智功悦 978-4-86152-055-6
植物画を描く 花のささやき 横山かをる 978-4-86152-268-0
俊明がたり －風のいろ 土の声－〈品切〉 渡辺俊明 978-4-916094-55-1
白い風〈品切〉 植田正治 978-4-86152-258-1
シレトコノコト tupera tupera 978-4-86152-736-4
空からの贈りもの〈品切〉 杉本典枝 978-4-916094-39-1
旅することば〈品切〉 豊原エス＋足田メロウ 978-4-86152-058-7
東京 | 天空樹  ポストカード〈品切〉 佐藤信太郎 978-4-86152-354-0
花 薫る〈品切〉 松岡政信 978-4-86152-263-5

〈新版〉花の声  聞こえてきます 伊藤はるみ 978-4-86152-291-8
花の譜〈品切〉 潮見冲天 978-4-86152-112-6
ハリネズミのダーシー POSTCARD BOOK〈品切〉 塚本翔太 978-4-86152-472-1
飛翔 金澤翔子 978-4-86152-309-0
ほころび時間〈品切〉 中山みどり 978-4-86152-267-3
ほころび時間 2 フェルトアートの小猫たち〈品切〉 中山みどり 978-4-86152-376-2
蘭 薫る〈品切〉 松岡政信 978-4-86152-043-3

折りCAシリーズ
折り CA COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-059-4
折り CA2 こけし・おりがみ COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-283-3
折り CA3 ねこおり COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-319-9
折り CA4 ニッポンおり COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-341-0
折り CA5 京都おり COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-470-7
折り CA6 東京おり COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-502-5
ニュー折り CA1 おばけ COCHAE（コチャエ） 978-4-86152-739-5

パラパラブックスシリーズ
Vol.1 客の多い穴〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-224-6
Vol.2 めからかいこうせん〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-225-3
Vol.3 ばくだんむし〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-226-0
Vol.4 階段のふり〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-227-7
Vol.5 歓迎の多い村〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-275-8
Vol.6 うさみみ もうひとつの研究所 978-4-86152-276-5
Vol.7 クリスマスの足音 もうひとつの研究所 978-4-86152-316-8
Vol.8 むしくいさま もうひとつの研究所 978-4-86152-418-9
Vol.9 ストロボフライ〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-471-4
Vol.10 まいまいHOME もうひとつの研究所 978-4-86152-550-6
Vol.11 3つのお店 もうひとつの研究所 978-4-86152-685-5
Vol.12 3人の博士 もうひとつの研究所 978-4-86152-686-2

★ Vol.13 クリスマスのひみつ もうひとつの研究所 978-4-86152-819-4
パラパラ名画 Munch/ムンク 「The Scream 叫び」 もうひとつの研究所 978-4-86152-715-9
パラパラ名画 モネ「印象、日の出」〈品切〉 もうひとつの研究所 978-4-86152-510-0
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猫のあいさつ 浅生ハルミン 978-4-86152-296-3
クルクルパーマネントガール 浅生ハルミン 978-4-86152-297-0
猫のきまぐれ〈品切〉 浅生ハルミン 978-4-86152-349-6
猫のランデブー〈品切〉 浅生ハルミン 978-4-86152-350-2
猫のたんじょうび 浅生ハルミン 978-4-86152-438-7
猫のおかえり 浅生ハルミン 978-4-86152-469-1
猫のプロポーズ〈品切〉 浅生ハルミン 978-4-86152-485-1
カルルスライダー〈品切〉 「カルルとふしぎな塔」制作委員会 978-4-86152-344-1
あわてんぼうカルル 「カルルとふしぎな塔」制作委員会 978-4-86152-345-8
フルーティー侍 林檎の果たし合い　新装版 フルーティー侍製作委員会 978-4-86152-704-3
フルーティー侍 果ノ国の侍達　新装版 フルーティー侍製作委員会 978-4-86152-705-0
ツペラパラパラvol.1　うーん、うん〈品切〉 tupera tupera 978-4-86152-634-3
ツペラパラパラvol.2　こーい、こい tupera tupera 978-4-86152-635-0

京都ソムリエシリーズ 〈全て品切〉
京都おもてなしの逸品 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-191-1
まるごと京野菜 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-192-8
京都外食手帖 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-220-8
京都私の三ツ星レストラン 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-221-5
京都のブーランジェリー 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-249-9
京都女子酒場 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-273-4
京都花街の名店 青幻舎企画編集室＋中井忍 978-4-86152-274-1

京都モザイクシリーズ 〈全て品切〉
第一巻  おいしい京都便 青幻舎編集室＋桜風舎 978-4-916094-74-2
第二巻  京都大衆酒場 青幻舎編集室＋桜風舎 978-4-916094-75-9
第三巻  京都・ふだん使いのうつわや 青幻舎編集室＋桜風舎 978-4-916094-78-0
第四巻  京の古本屋 青幻舎編集室＋桜風舎 978-4-916094-79-7
第五巻  京都音楽空間 青幻舎編集室 978-4-916094-87-5
第六巻  京都ノスタルジック散歩 桜風舎 978-4-916094-88-9
第七巻  言葉は京でつづられた。 青幻舎編集室 978-4-916094-91-9
第八巻  ベジタブル京都 桜風舎 978-4-916094-92-1
第九巻  京都の洋館 青幻舎編集室 978-4-86152-010-5
第十巻  オーダーメイド・イン・キョウト 桜風舎 978-4-86152-011-8

木野評論〈全て品切〉
29 号 流行りの文化超研究 京都精華大学情報館編 978-4-916094-20-9
臨増号 文学はなぜマンガに負けたか !? 京都精華大学情報館編 978-4-916094-24-7
30 号 魅惑の『戦争』 京都精華大学情報館編 978-4-916094-26-1
31 号 頑張らない派宣言 京都精華大学情報館編 978-4-916094-32-8
32 号 犯罪をめぐる思考 京都精華大学情報館編 978-4-916094-46-9
33 号 あなたの知りたい韓国のすべて 京都精華大学情報館編 978-4-916094-59-X
34 号 “有名”するひとびと 京都精華大学情報館編 978-4-916094-77-3
35 号 いま、カメラが見つめる先 京都精華大学情報館編 978-4-86152-009-6
36 号 愛についての21の議論 京都精華大学情報館編 978-4-86152-040-1
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常備店舗一覧

北海道
札幌市 紀伊國屋書店 札幌本店 011-231-2131
札幌市 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店 011-223-1911
江別市 江別 蔦屋書店 011-375-6688
函館市 函館 蔦屋書店 0138-47-2600

東北地区
青森市 青森県立美術館 ミュージアムショップ 017-761-1420
盛岡市 ジュンク堂書店 盛岡店 019-601-6161
仙台市 ジュンク堂書店 仙台 TR 店 022-265-5656
仙台市 せんだいメディアテーク  KANEIRI Museum Shop 6 022-714-3033
仙台市 丸善 仙台アエル店 022-264-0151
秋田市 ジュンク堂書店 秋田店 018-884-1370
郡山市 ジュンク堂書店 郡山店 024-927-0440

北陸甲信越
甲府市 ジュンク堂書店 岡島甲府店 055-231-0606
新潟市 ジュンク堂書店 新潟店 025-374-4411
富山市 紀伊國屋書店 富山店 076-491-7031
金沢市 金沢21世紀美術館 ミュージアムショップ 078-236-6072
松本市 松本市美術館 ミュージアムショップ 0263-39-7400
松本市 MARUZEN 松本店 0263-31-8171

関東地区
水戸市 茨城県近代美術館 ミュージアムショップ 029-243-8765
水戸市 水戸芸術館 ミュージアムショップ　Contrepoint 029-227-0492
つくば市 アカデミア イーアスつくば店 029-868-7407
前橋市 紀伊國屋書店 前橋店 027-220-1830
さいたま市 紀伊國屋書店 さいたま新都心店 048-600-0830
さいたま市 ジュンク堂書店 大宮髙島屋店 048-640-3111
柏市 ジュンク堂書店 柏モディ店 047-168-0215
船橋市 ジュンク堂書店 南船橋店 047-401-0330
習志野市 丸善 津田沼店 047-470-8311
横浜市 紀伊國屋書店 横浜店 045-450-5901
横浜市 有隣堂 伊勢佐木町本店 045-261-1231
横浜市 有隣堂 横浜ルミネ店 045-453-0811
横浜市 横浜美術館 ミュージアムショップ 045-221-0320
川崎市 丸善 ラゾーナ川崎店 044-520-1869
藤沢市 ジュンク堂書店 藤沢店 0466-52-1211
藤沢市 湘南 蔦屋書店 0466-31-1510

東京都区内
大田区 ブックファースト アトレ大森店 03-5767-6831
品川区 ブックファースト 五反田店 03-6408-1811
渋谷区 青山ブックセンター  本店 03-5485-5511
渋谷区 HMV ＆ BOOKS　SHIBUYA 03-5784-3270

渋谷区 SHIBUYA TSUTAYA 03-5459-2000
渋谷区 代官山 蔦屋書店 03-3770-2525
渋谷区 NADiff a/p/a/r/t 03-3446-4977
渋谷区 Bunkamura ブックショップ NADiff modern 03-3477-9134
渋谷区 MARUZEN& ジュンク堂書店 渋谷店 03-5456-2111
渋谷区 紀伊國屋書店 西武渋谷店 03-5784-3561
新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店 03-3354-0131
新宿区 東京オペラシティ アートギャラリー内  gallery5 03-5353-0449
新宿区 ブックファースト新宿店　 03-5339-7611
世田谷区 二子玉川 蔦屋家電　 03-5491-8550
中央区 銀座 蔦屋書店 03-3575-7755
中央区 教文館 和書部 03-3561-8447
中央区 丸善 日本橋店 03-6214-2001
中央区 八重洲ブックセンター  本店 03-3281-3606
千代田区 三省堂書店 神保町本店 03-3233-3312
千代田区 丸善 お茶の水店 03-3295-5581
千代田区 東京国立近代美術館  ミュージアムショップ 03-3214-2561
千代田区 東京堂書店 03-3291-5181
千代田区 丸善 丸の内本店 03-5288-8881
千代田区 マルノウチリーディングスタイル 03-6256-0830
豊島区 三省堂書店 池袋本店 03-6864-8900
豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店 03-5956-6111
台東区 東京国立博物館 ミュージアムショップ 03-5815-4107
台東区 東京都美術館 ミュージアムショップ 03-5685-9110
江東区 東京都現代美術館 ミュージアムショップ NADiff contemporary 03-5875-9959
港区 国立新美術館ミュージアムショップ スーベニアフロムトーキョー 03-6812-9933
港区 六本木 蔦屋書店 03-5775-1515
港区 森アーツセンター ミュージアムショップ 03-6406-6280

東京都下
国分寺市 紀伊國屋書店 国分寺店 042-325-3991
小金井市 くまざわ書店 武蔵小金井北口店 042-385-2351
立川市 オリオン書房 ノルテ店 042-522-1231
立川市 オリオン書房 ルミネ店 042-527-2311
立川市 ジュンク堂書店 立川髙島屋店 042-512-9910
多摩市 丸善 多摩センター店 042-355-3220
武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店 0422-28-5333
武蔵野市 BOOKS ルーエ 0422-22-5677

東海地区
静岡市 MARUZEN& ジュンク堂書店 静岡店 054-275-2777
浜松市 谷島屋 浜松本店 053-457-4165
名古屋市 三省堂書店 名古屋本店 052-566-6801
名古屋市 ジュンク堂書店 名古屋店 052-589-6321
名古屋市 ジュンク堂書店 名古屋栄店 052-212-5360
名古屋市 ART SHOP MY BOOK 052-890-3690
名古屋市 名古屋城本丸御殿 ミュージアムショップ 052-204-2501
名古屋市 松坂屋美術館　ミュージアムショップ 052-264-3625
名古屋市 丸善 名古屋本店　 052-238-0565
豊橋市 精文館書店豊橋本店 053-254-2345
豊田市 豊田市美術館 ミュージアムショップ 0565-34-2522

関西地区
大阪市 丸善 髙島屋大阪店 06-6630-6465
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大阪市 あべのハルカス美術館 ミュージアムショップ 06-4399-9037
大阪市 紀伊國屋書店 梅田本店 06-6372-5821
大阪市 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 06-7730-3451
大阪市 国立国際美術館 ミュージアムショップ 06-4803-6100
大阪市 ジュンク堂書店 あべのハルカス店 06-6626-2151
大阪市 ジュンク堂書店 大阪本店 06-4799-1090
大阪市 ジュンク堂書店 難波店 06-4396-4771
大阪市 ジュンク堂書店 天満橋店 06-6920-3730
大阪市　 梅田蔦屋書店 06-4799-1800
大阪市 MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店 06-6292-7383
枚方市 枚方蔦屋書店 072-844-9000
京都市 大垣書店 イオンモール KYOTO 店 075-692-3331
京都市 大垣書店 京都本店 075-746-2211
京都市 大垣書店 烏丸三条店 075-212-5030
京都市 大垣書店 イオンモール京都桂川店 075-925-1717
京都市 漢字ミュージアム ミュージアムショップ 075-533-9696
京都市 京都岡崎 蔦屋書店 075-754-0008
京都市 京都市京セラ美術館 ミュージアムショップ  ART LAB KYOTO 075-771-4334
京都市 京都国際マンガミュージアム ミュージアムショップ 075-254-7414
京都市 京都国立近代美術館 ミュージアムショップ 075-771-2629
京都市 恵文社 一乗寺店 075-711-5919
京都市 丸善 京都本店 075-253-1599
神戸市 ジュンク堂書店 三宮店 078-392-1001
神戸市 ジュンク堂書店 三宮駅店 078-252-0777
西宮市 ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店 0798-62-6103
姫路市 ジュンク堂書店 姫路店 079-221-8280
守山市 佐川美術館 ミュージアムショップ 077-585-7815

中国・四国地区
松江市 島根県立美術館 ミュージアムショップ 0852-55-8311
岡山市 岡山県立美術館 ミュージアムショップ 086-221-2188
岡山市 丸善 岡山シンフォニービル店 086-233-4640
倉敷市 喜久屋書店 倉敷店 086-430-5450
倉敷市 大原美術館 ミュージアムショップ 086-422-0005
広島市 紀伊國屋書店 広島店 082-225-3232
広島市 ジュンク堂書店 広島駅前店 082-568-3000
広島市 MARUZEN 広島店 082-504-6210
広島市 広島 蔦屋書店 082-501-5111
広島市 エディオン蔦屋家電 082-264-6511
広島市 広島県立美術館 ミュージアムショップ　 082-225-0033
広島市 ひろしま美術館 ミュージアムショップ　 082-223-2530
高松市 宮脇書店 総本店 087-823-3152
松山市 ジュンク堂書店 松山店 089-915-0075

九州・沖縄
福岡市 紀伊國屋書店 福岡本店 092-434-3100
福岡市 ジュンク堂書店 福岡店 092-738-3322
福岡市 丸善 博多店 092-413-5401
福岡市 六本松 蔦屋書店 092-731-7760
長崎市 長崎県美術館 ミュージアムショップ 095-833-2110
熊本市 長崎書店 096-353-0555
鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店 099-216-8838
那覇市 ジュンク堂書店 那覇店 098-860-7175
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［価格について］ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

すべて[本体価格＋税]で記載しています。

［ご注文について］ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

お近くの書店やネット書店へご注文いただくか、もしくは小社へ直接電話にてご注文いただ
くことも可能です。

［送料について］ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

小社に直接ご注文いただく場合、全国一律660円（税込）となります。ただし、ご注文品の
定価合計が5,500円以上の場合は、送料無料とさせていただきます。
お支払い方法は代金引換のみとなります。

万一、ご購入いただいた書籍に乱丁、落丁がありました場合は、小社宛に着払いにてお送りください。
送料小社負担にてお取替えさせていただきます。

ご購入のご案内

会社情報
株式会社 青幻舎

所在地

〈本社〉 〒604-8136　京都市中京区梅忠町9-1
 Tel 075-252-6766 ／ Fax075-252-6770

〈東京支社〉 〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18-8F
 Tel 03-6262-3420 ／ Fax03-6262-3423

〈ホームページ〉http://www.seigensha.com
〈Facebook〉SeigenshaArtPublishing

〈Twitter〉@SEIGENSHA ／ @seigensha_fb
〈Instagram〉@seigensha

〈関連会社〉 株式会社青幻舎プロモーション　
 Tel 075-252-8780 ／ Fax075-252-6770
 http://www.seigensha.com/promotion
 〈Twitter〉@seigensha_pro
 
 株式会社草紙堂
 Tel 075-255-6088 ／ Fax075-252-6770
 http://www.soshido.com




