青幻舎 売行良好書注文書①(アート・画集・写真集）
分類

書名

世界をゆるがしたアート

編著

本体価格 ご注文数

在庫

分類

FAX：03-6262-3423

書名

編著

版数

ISBN

（'22.3.10更新）
本体価格 ご注文数

978-4-86152-876-7 ¥2,400

BEST BEFORE

奥山 由之

2刷 978-4-86152-881-1 ¥8,000

D・ホックニー、M・ゲイフォード

978-4-86152-869-9 ¥3,500

POCARI SWEAT

奥山 由之

3刷 978-4-86152-683-1 ¥2,300

D・ホックニー、M・ゲイフォード

2刷 978-4-86152-799-9 ¥3,500

CRASH/PHASES

杉山 有希子

はじめての絵画の歴史 「見る」「描く」「撮る」のひみつ D・ホックニー、M・ゲイフォード

3刷 978-4-86152-684-8 ¥2,500

ソール・ライターのすべて

ソール・ライター

2刷 978-4-86152-861-3 ¥2,700

ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ

福島 あつし

978-4-86152-855-2 ¥3,600

SCHOOLGIRL COMPLEX A to Z

青山 裕企

978-4-86152-856-9 ¥4,500

少女礼讃

青山 裕企

2刷 978-4-86152-797-5 ¥3,500

978-4-86152-831-6 ¥6,000

春はまた巡る
デイヴィッド・ホックニー 芸術と人生とこれからを語る

絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで <増補普及版>

美男におわす

埼玉県立近代美術館
島根県立石見美術館

キスの練習をしています また会える日のために 工藤 あゆみ

日
本
美
術

ご注文はFAXでお願いします
ISBN

スージー・ホッジ

クールベからバンクシーまで、タブーを打ち破った挑戦者たち

ア
ー
ト
・
画
集

版数

978-4-86152-813-2 ¥1,800

978-4-86152-884-2 ¥4,500
19刷 978-4-86152-616-9 ¥2,500

はかれないものをはかる

工藤 あゆみ

額縁の歴史

クラウス・グリム

978-4-86152-826-2

竹沢うるま写真集 Boundary

竹沢 うるま

オカルトの美術

S. エリザベス

978-4-86152-816-3 ¥3,000

ブタとともに

山地 としてる

978-4-86152-825-5 ¥1,800

フジモトマサル傑作集

フジモトマサル

2刷 978-4-86152-807-1 ¥2,700

Love Letter

クロダ ミサト

978-4-86152-818-7 ¥4,000

いきもののすべて

フジモトマサル

978-4-86152-806-4 ¥1,600

浅田撮影局 まんねん

浅田 政志

978-4-86152-817-0 ¥2,600

ラウル・デュフィ 絵画とテキスタイル

監修：パナソニック汐留美術館
松本市美術館

6刷 978-4-86152-673-2 ¥1,600
¥12,000

写
真

惑星

山内 悠

978-4-86152-805-7 ¥5,000

岡上淑子 フォトコラージュ－沈黙の奇蹟－ 岡上 淑子

2刷 978-4-86152-714-2 ¥3,000

ELLEN IN SHEIDLINLAND

エレン・シェイドリン

978-4-86152-780-7 ¥2,200

山口晃 親鸞 全挿画集

山口 晃

2刷 978-4-86152-479-0 ¥5,500

我旅我行

桑島 智輝・安達 祐実

978-4-86152-815-6 ¥2,600

山口晃 大画面作品集

山口 晃

8刷 978-4-86152-367-0 ¥3,800

我我

桑島 智輝・安達 祐実

2刷 978-4-86152-756-2 ¥2,500

フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり

フィリップ・ワイズベッカー

2刷 978-4-86152-707-4 ¥2,000

諏訪敦 絵画作品集 Blue

諏訪 敦

有元利夫 僕には歌があるはずだ

3刷 978-4-86152-755-5 ¥2,273

日本の楽園島

三好 和義

978-4-86152-808-8 ¥3,200

978-4-86152-646-6 ¥4,500

写真に生きる。 荒木経惟

荒木 経惟

978-4-86152-785-2 ¥3,500

有元 利夫

978-4-86152-507-0 ¥5,000

植物図鑑Ⅴ

東 信・椎木 俊介

978-4-86152-877-4 ¥4,500

鈴木康広 はばたきとまばたき

鈴木 康広

2刷 978-4-86152-321-2 ¥2,500

植物図鑑Ⅳ

東 信・椎木 俊介

978-4-86152-738-8 ¥3,200

鈴木康広 近所の地球

鈴木 康広

2刷 978-4-86152-463-9 ¥2,800

植物図鑑Ⅲ

東 信・椎木 俊介

2刷 978-4-86152-571-1 ¥3,200

SELF-SELECTED WORKS WORKS ON PAPER 奈良 美智

5刷 978-4-86152-489-9 ¥3,800

鎌鼬 新装普及版

細江 英公

2刷 978-4-86152-208-6 ¥5,000

SELF-SELECTED WORKS PAINTINGS

奈良 美智

7刷 978-4-86152-490-5 ¥3,800

LAND SPACE

瀧本 幹也

2刷 978-4-86152-392-2 ¥6,000

泉屋博古館 名品選99

監修：泉屋博古館

澤田知子 狐の嫁いり

澤田 知子

978-4-86152-836-1 ¥2,600

上村松園

上村 松園

POOL 世界のプールを巡る旅

クリストファー・ビーンランド

978-4-86152-812-5 ¥3,000

最後の浮世絵師 月岡芳年

神谷 浩 他

SAPEURS

タリーク・ザイディ

978-4-86152-804-0 ¥3,500

月岡芳年 妖怪百物語

日野原 健司・渡邉 晃

FUTURO RETRO

マーリア・シュヴァルボヴァー

978-4-86152-762-3 ¥7,800

SHOOT FOR THE MOON

ティム・ウォーカー

978-4-86152-743-2 ¥12,000

CIMARRON

シャルル・フレジェ

978-4-86152-703-6 ¥3,800

978-4-86152-879-8 ¥2,000
2刷 978-4-86152-852-1 ¥2,273

978-4-86152-838-5 ¥2,300
3刷 978-4-86152-627-5 ¥2,300

写
真

（
国
際

筆魂―線の引力・色の魔力

すみだ北斎美術館

978-4-86152-832-3 ¥2,500

北斎の肉筆 Drawing of HOKUSAI

フリーア美術館

978-4-86152-709-8 ¥2,800

広重―雨、雪、夜

神谷 浩・前田 詩織

3刷 978-4-86152-610-7 ¥2,300

YOKAI NO SHIMA

シャルル・フレジェ

3刷 978-4-86152-529-2 ¥3,800

国芳イズム―歌川国芳とその系脈

練馬区立美術館

2刷 978-4-86152-542-1 ¥2,200

WILDER MANN

シャルル・フレジェ

4刷 978-4-86152-405-9 ¥3,800

はたらく浮世絵 大日本物産図会

曽田 めぐみ他

978-4-86152-761-6 ¥2,300

遊べる浮世絵

監修・執筆：藤澤 紫・加藤 陽介

978-4-86152-659-6 ¥2,300

奇妙な瓦版の世界

森田 健司

978-4-86152-763-0 ¥2,500

へんてこな春画

石上 阿希

978-4-86152-538-4 ¥2,300

桜狂の譜 江戸の桜画世界

今橋 理子

978-4-86152-711-1 ¥3,000

新装版 四季の花 上巻

酒井 抱一・鈴木 其一・中野 其明

978-4-86152-766-1 ¥2,300

新装版 四季の花 下巻

酒井 抱一・鈴木 其一・中野 其明

978-4-86152-767-8 ¥2,300

翠花庵の草花あそび

川岸 富士男

978-4-86152-679-4 ¥3,000

）

【申込書】

番線印（書店用）

書店名・取引先名

ご担当者様名
ご注文日

年

青幻舎

月

日

□東京支社 〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-18-8F TEL：03-6262-3420 FAX：03-6262-3423

SEIGENSHA ART PUBLISHING □京都本社 〒604-8136 京都市中京区三条通烏丸東入 TEL：075-252-6766 FAX：075-252-6770

在庫

青幻舎 売行良好書注文書②(服飾・デザイン・建築・実用・人文）
分類

色
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

書名

編著

建
築

ISBN

本体価格 ご注文数

在庫

分類

FAX：03-6262-3423

書名

編著

版数

ISBN

（'22.3.10更新）
本体価格 ご注文数

奇想のモード

神保京子

978-4-86152-880-4 ¥2,700

ロシアのチョコレート包み紙

小我野 明子
イーゴリ・スミレンヌィ

カラーバイブル

ローラ・ペリーマン

978-4-86152-870-5 ¥2,500

世界の台所探検

岡根谷 実里

4刷 978-4-86152-820-0 ¥2,000

marimekko プリント作りのアート

レアード・ボレッリ＝パーソン

978-4-86152-843-9 ¥7,000

世界を歩く、手工芸の旅

青幻舎編集室

2刷 978-4-86152-783-8 ¥2,500

ファッション イン ジャパン 1945-2020－流行と社会

国立新美術館
島根県立石見美術館

北斎さんぽ

片山 喜康

978-4-86152-833-0 ¥2,000

相撲見物

34代木村庄之助こと伊藤勝治 3刷

978-4-86152-632-9 ¥1,800

京都の凸凹を歩く2

梅林 秀行

3刷 978-4-86152-600-8 ¥1,600

京都の凸凹を歩く

梅林 秀行

7刷 978-4-86152-539-1 ¥1,800

京都 もてなしの庭

烏賀陽 百合

HIROKO KOSHINO
EX・VISION | To the Future 未来へ

ポール・スミス
つづくで起こったこと
「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展 93日間の記録

デ
ザ
イ
ン

版数

ご注文はFAXでお願いします

4刷 978-4-86152-781-4 ¥3,000

兵庫県立美術館

978-4-86152-837-8 ¥3,800

著者：トニー・チェンバース
監修：ポール・スミス・リミテッド

978-4-86152-803-3 ¥7,500

ミナ ペルホネン／皆川明

978-4-86152-802-6 ¥3,000

ミナ ペルホネン / 皆川明 つづく

ミナ ペルホネン

日本の色彩百科 明治・大正・昭和・平成

城 一夫

マイ・ファースト・リチ

青幻舎編集部

天童木工とジャパニーズモダン

天童木工

MOGA モダンガール

協力：株式会社クラブコスメチックス

大正昭和レトロチラシ

橋爪 節也

雲母唐長 文様レターブック

雲母唐長

趣
味
・
実
用

2刷 978-4-86152-764-7 ¥3,700

978-4-86152-878-1 ¥2,200

978-4-86152-757-9 ¥2,000

京都名庭 枯山水の庭

横山 健蔵

2刷 978-4-86152-873-6 ¥2,200

My Picture Book 世界のねこ

ジェニファー・プリング

978-4-86152-733-3 ¥2,700

978-4-86152-854-5 ¥5,500

My Picture Book 世界のいぬ

アネット・コン

978-486152-732-6 ¥2,700

978-4-86152-846-0 ¥2,300

下り坂のニッポンの幸福論

内田 樹・想田 和弘

街場の芸術論

内田 樹

978-4-86152-734-0 ¥2,500

3刷 978-4-86152-786-9 ¥2,300

978-4-86152-796-8 ¥2,300

ウィリアム・モリスのフラワー・パターン

ローワン・ベイン

978-4-86152-759-3 ¥2,200

建築家・坂倉準三 「輝く都市」をめざして

監修など：松隈 洋

978-4-86152-860-6 ¥2,500

世界のアーティスト250人の部屋

サム・ルーベル

978-4-86152-872-9 ¥4,500

文
芸
・
人
文
ほ
か

4刷 978-4-86152-135-5 ¥1,800

978-4-86152-883-5 ¥1,800
3刷 978-4-86152-839-2 ¥1,700

日本の鬼図鑑

監修：八木 透

978-4-86152-866-8 ¥2,200

プロテストってなに？

アリス&エミリー・ハワース＝ブース

978-4-86152-841-5 ¥2,000

ニッポンの芸術のゆくえ

津田 大介・平田 オリザ

978-4-86152-834-7 ¥2,000

33の悩みと答えの深い森。

奥野 武範（ほぼ日刊イトイ新聞）

978-4-86152-801-9 ¥2,000

世界を変えたさまざまな社会運動

ほぼ日「はたらきたい展。2」の本

白井晟一入門

監修：渋谷区立松濤美術館

978-4-86152-871-2 ¥2,700

新装改訂版 万葉の花

片岡 寧豊

978-4-86152-769-2 ¥1,800

建築学芸員のまなざし 酒井一光論考集

酒井 一光

978-4-86152-863-7 ¥3,000

わたしの観音さま （1ケース20冊入・バラ5冊単位～） 横田 南嶺

2刷 978-4-86152-614-5 ¥600

発掘 the OSAKA

酒井 一光

2刷 978-4-86152-791-3 ¥3,000

わたしの般若心経 （1ケース20冊入・バラ5冊単位～） 蓮沼 良直

14刷 978-4-86152-216-1 ¥500

隈研吾 はじまりの物語

著：隈 研吾写真：瀧本 幹也

978-4-86152-853-8 ¥1,800

装飾をひもとく

五十嵐 太郎・菅野 裕子

978-4-86152-823-1 ¥2,300

日本のたてもの

東京国立博物館（表慶館） 2刷 978-4-86152-821-7 ¥2,800

昭和レトロ間取り探訪

橋爪 紳也

978-4-86152-811-8 ¥2,300

藤森照信のクラシック映画館

藤森 照信

978-4-86152-595-7 ¥2,500

青幻舎

□東京支社 〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-18-8F TEL：03-6262-3420 FAX：03-6262-3423

SEIGENSHA ART PUBLISHING

□京都本社 〒604-8136 京都市中京区三条通烏丸東入 TEL：075-252-6766 FAX：075-252-6770

児
絵
童
本
書

にゃんとわかる ねこのひみつ

ハンナ・ポーター

絵本原画ニャー！猫が歩く絵本の世界

【申込書】

978-4-86152-744-9 ¥2,200

番線印（書店用）

書店名・取引先名

ご担当者様名
ご注文日

978-4-86152-842-2 ¥1,500

年

月

日

在庫

