
ジャンル タイトル 著者 本体価格 判型・頁 ISBN 4-8456 在庫 注文

芸術 ろごたいぷっ！～マンガ・アニメ・ラノベのロゴを徹底研究する本～　　　　　　　　　　　　　　 山王丸 榊 ¥2,000 A5判／ 248P 2559-8

芸術 ON THE ROCK 仲井戸麗市"ロック"対談集 仲井戸麗市 ¥2,300 A5判／464P 3124-7

芸術 松本隆対談集　風待茶房　1971-2004 松本 隆 ¥2,000 A5変形判／384P 2899-5

芸術 松本隆対談集　風待茶房　2005-2015 松本 隆 ¥2,000 A5変形判／384P 2900-8

芸術 1000のプロレスレコードを持つ男 清野 茂樹 ¥2,000 A5判／224P 3022-6

芸術 油井正一のジャズ名盤物語 油井正一 ¥1,500 四六判／336P 3055-4

芸術 ミシェル・ルグラン　クロニクル 濱田 髙志 ¥3,000 B5変形判 / 272P 3085-1

芸術 ジャック・ドゥミ×ミシェル・ルグラン　シネマ・アンシャンテ 山田 宏一/濱田 髙志 ¥2,500 B5変形判 / 176P 3086-8

芸術 手塚治虫ヴィンテージ・アートワークス　漫画編 手塚　治虫 ¥3,000 A4判／224P 3152-0

芸術 手塚治虫ヴィンテージ・アートワークス　アニメ編 手塚　治虫 ¥3,200 A4判／240P 3187-2

サブカル 501XXは誰が作ったのか？ 青田 充弘 ¥1,800 A5判／272P 3205-3

サブカル べーしっ君　完全版 荒井 清和 ¥1,600 四六判／392P 2830-8

マンガ 超展開バレエ漫画　谷ゆき子の世界　 谷ゆき子、里中満智子ほか ¥1,600 A5判／160P 2860-5

マンガ 少女マンガの宇宙　SF&ファンタジー1970-80年代 萩尾望都、脇明子ほか ¥1,800 A5判／160P 3030-1

マンガ バレエ星 谷ゆき子 ¥1,980 四六判／720P 3130-8

マンガ まりもの星 谷ゆき子 ¥1,980 四六判／692P 3233-6 5/16配本

実用 町中華とはなんだ　 町中華探検隊（北尾トロほか） ¥1,500 四六判／224P 2823-0

ゲーム 人狼村からの脱出（脱出ゲームブック vol.1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SCRAP ¥1,600 四六判／208P 2071-5

ゲーム ふたご島からの脱出（脱出ゲームブック vol.2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SCRAP ¥2,000 四六判／112P＋116P［2冊箱入］ 2196-5

ゲーム 十人の憂鬱な容疑者（脱出ゲームブック vol.3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SCRAP ¥1,800 四六判／240P 2296-2

ゲーム 聡明なスパイは耳がいい（脱出ゲームブック vol.4） SCRAP ¥1,800 四六判／208P／CD×1 2572-7

ゲーム 幽霊城からの脱出（大人の謎解き絵本） SCRAP（監修）、鹿野 康二（文） ¥1,500 菊倍判上製／ 32P 2427-0

ゲーム 片想いからの脱出（リアル恋愛ゲームブック） SCRAP ¥1,600 四六判／160P 2771-4

ゲーム 千年クイズ（NAZO-BOOKS） 清水 文子 ¥1,200 B6判／240P 2500-0

ゲーム パズルの中のSOS（NAZO-BOOKS） 町田 あや ¥1,600 A5判／152P 2795-0

文学 世界の８大文学賞　 都甲 幸治/中村 和恵/宮下 遼ほか ¥1,600 四六判／256P 2838-4

文学 今を生きる人のための世界文学案内 都甲 幸治 ¥2,000 四六判／ 256P 3126-1

文学 臆病な詩人、街へ出る。 文月 悠光 ¥1,600 四六判／272P 3179-7

文学 春の旅人 村山 早紀、げみ ¥1,200 四六判／96P 3192-6

文学 文豪たちの友情 石井 千湖(著)、鈴木 次郎ほか(イラスト) ¥1,500 四六判／256P 3214-5 4/11配本

文学 村上春樹の100曲 栗原 裕一郎 ほか ¥1,800 四六判／320P 3239-8 6/13配本

文学 女生徒（乙女の本棚シリーズ 1） 太宰 治 + 今井 キラ ¥1,800 B5変形判／96P 2878-0

文学 猫町（乙女の本棚シリーズ 2） 萩原 朔太郎 + しきみ ¥1,800 B5変形判／72P 2879-7

文学 葉桜と魔笛（乙女の本棚シリーズ 3） 太宰 治 + 紗久楽 さわ ¥1,800 B5変形判／48P 2897-1

文学 檸檬（乙女の本棚シリーズ 4） 梶井 基次郎 + げみ ¥1,800 B5変形判／48P 3056-1

文学 押絵と旅する男（乙女の本棚シリーズ 5） 江戸川 乱歩 + しきみ ¥1,800 B5変形判 / 72P 3136-0

文学 瓶詰地獄（乙女の本棚シリーズ 6） 夢野 久作 + ホノジロトヲジ ¥1,800 B5変形判 / 64P 3137-7

料理 フライパンでできる 米粉のパンとおやつ 多森 サクミ ¥1,360 B5変形判／96P 2902-2

料理 ひとつの野菜で作りおき ワタナベマキ ¥1,360 A5判／112P 2987-9

料理 かんたん＆おしゃれな　バーベキューの人気レシピ BBQレシピタンク ¥1,360 A5判／112P 3009-7

料理 季節の果物でジャムを炊く 福田里香 ¥1,360 A5判／112P 3010-3

料理 野菜の保存食で毎日のごはんがすごく楽になる スズキエミ ¥1,400 B5判／144P 3029-5

料理 四季を味わう　にっぽんのパスタ スズキ エミ ¥1,400 B5変形判／96P 3087-5

料理 米粉のシフォンケーキとスイーツ 湊　麻里衣 ¥1,360 B5変形判／80P 3145-2

料理 愛しのから揚げレシピ94 今井　亮 ¥1,360 A5判／96P 3163-6

料理 かんたんサラダ弁当 坂下 真希子 ¥1,360 A5判／112P 3191-9

料理 メレンゲのお菓子 パブロバ 太田 さちか ¥1,400 B5変形判／96P 3232-9 4/18配本

【乙女の本棚】

【料理の本棚】

【立東舎　好評既刊本リスト】

【脱出ゲームブック・NAZO-BOOKS・謎解き絵本】

文学


