
（'23.3.15更新）

区分 書名 著者 版数 重版 売れ筋 ISBNコード 本体価格 ご注文数 在庫数

新版 日本の伝統色 長崎盛輝 10刷 ★ 978-4-86152-071-6 ¥1,500

昭和ちびっこ未来画報 初見健一 7刷 ★ ◎ 978-4-86152-315-1 ¥1,200

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

新版 かさねの色目 長崎盛輝 7刷 ★ 978-4-86152-072-3 ¥1,500

新版　日本の文様　第一集 編/紅会 12刷 ★ ◎ 978-4-86152-073-0 ¥1,200

日本の家紋 青幻舎 17刷 ★ ◎ 978-4-86152-003-7 ¥1,200

暁斎絵本 日野原健司 ◎ 978-4-86152-903-0 ¥1,600

怖い浮世絵 監修/太田記念美術館 6刷 978-4-86152-566-7 ¥1,500

いろは判じ絵 岩崎均史 12刷 978-4-86152-435-6 ¥1,500

北斎漫画①江戸百態　 解説/永田生慈 22刷 ◎ 978-4-86152-280-2 ¥1,500

北斎漫画②森羅万象　 解説/永田生慈 19刷 ◎ 978-4-86152-287-1 ¥1,500

北斎漫画③奇想天外 解説/永田生慈 16刷 ◎ 978-4-86152-288-8 ¥1,500

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

妖怪萬画　第1巻　　    序文/辻惟雄 10刷 978-4-86152-328-1 ¥1,500

妖怪萬画　第2巻 序文/椹木野衣 9刷 978-4-86152-329-8 ¥1,500

新装復刻版　変体英文字図案集 大沼知之 2刷 ◎ 978-4-86152-691-6 ¥1,500

新装改定復刻版　実用手描文字 姉崎正広 3刷 ◎ 978-4-86152-636-7 ¥1,200

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

日本のポスター 監修/京都工芸繊維大学美術工芸資料館 2刷 978-4-86152-656-5 ¥1,500

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

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

昭和ちびっこ広告手帖 おおこしたかのぶ・ほうとうひろし 10刷 ◎ 978-4-86152-181-2 ¥1,200

昭和ちびっこ広告手帖② おおこしたかのぶ・ほうとうひろし 9刷 ◎ 978-4-86152-212-3 ¥1,200

昭和ちびっこ怪奇画報 初見健一 6刷 ◎ 978-4-86152-456-1 ¥1,200

配色事典 和田三造 61刷 ◎ 978-4-86152-247-5 ¥1,500

配色事典 応用編 和田三造 12刷 ◎ 978-4-86152-772-2 ¥1,500

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

近代図案帖 並木誠士・上田文・青木美保子 2刷 978-4-86152-773-9 ¥1,500

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

花しるべ手帖 花個紋企画室 7刷 978-4-86152-639-8 ¥1,500

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

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

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

宮廷画家ルドゥーテとバラの物語 中村美砂子 3刷 ◎ 978-4-86152-633-6 ¥1,500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　ご注文はFAXでお願いします　FAX：03-6262-3423
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青幻舎　SEIGENSHA ART PUBLISHING
http://www.seigensha.com

  □東京支社　〒101-0054　東京都千代田区神田錦町3-14-3-6F　 TEL：03-6262-3420　FAX：03-6262-3423
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「江戸の悪」久々の重版

タイトルです。北斎など

浮世絵シリーズと一緒に

ご展開ください。


