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2絵画技法
デッサン関連

やさしい美術解剖図
J・シェパード著
B5判並製／定価 1595円（10%税込）
人体表現の基礎となる人体構造の知識、骨と
筋肉の仕組みを豊富な図版と明快な文章で解
説しています。 ISBN978-4-8373-0202-5 C3071

▼

ヴァレリー・Ｌ・ウィンスロゥ著
B5変型判並製／定価 3300円（10%税込）
伝統的なプロポーションの基準、リズム、魅力
を踏まえた解剖学を元にしながらも、さらに進
化した現代的な解剖学を、美しい図版と明瞭
な文章で解説。

アーティストのための
美術解剖学
デッサン・漫画・アニメーション・彫刻など、
人体表現、生体観察をするすべての人に

ISBN978-4-8373-0180-6 C3071

▼

ヴァレリー・Ｌ・ウィンスロゥ著
B5変型判並製／定価 3300円（10%税込）
骨や関節の動き、脂肪のつき方などを理解し、
動きによって体がどのように変化するかをわか
りやすく解説。

モーションを描くための
美術解剖学
関節、筋肉の繊細な動きを理解し、デッサン・
漫画・アニメーション・彫刻、生体観察に活かす

ISBN978-4-8373-0675-7 C3071

▼

ジョセフ・シェパード著
B5判並製／定価 2090円（10%税込）
皮膚下の筋肉や関節部の形は、人体の輪郭や
表面の凹凸にどのように影響するのかを詳しく
解説しています。

立つ・座る・ひねる・横たわる

シェパードの人体ポーズと
美術解剖学

ISBN978-4-8373-0667-2 C3071

▼

やさしい人物画
A・ルーミス著
B5判並製／定価 1980円（10%税込）
人物画の描き方を合理的かつ系統的に指導し
た書として、好評を博した古典的名著の復刻。

ISBN978-4-8373-0103-5 C3071

▼



3 絵画技法

A・ルーミス著
B5判並製／定価 1980円（10%税込）
頭部のあらゆる方向を描く技法、男女・年齢
別の描画法など、高度なデッサン技術をやさ
しく解説。

やさしい顔と手の描き方

ISBN978-4-8373-0107-3 C3071

▼

ジョヴァンニ・チヴァルディ著
B5判並製／定価 1320円（10%税込）
イタリアの現役アーティスト・大学教授であ
るジョヴァンニ・チヴァルディが、「絵」を描
くために本当に必要な解剖学の知識を簡潔
に伝授。

骨と筋肉、これがわかれば絵は変わる！

人体デッサンのための
美術解剖学ノート

ISBN978-4-8373-0186-8 C3071

▼

仕組みを知って上手くなる！ 手と足の描き方
骨格・筋肉・形状・動き・性別や年齢による違い

ジョヴァンニ・チヴァルディ著
B5判並製／定価 858円（10%税込）
多数の作例や図によって、手足の効果的な
観察方法、骨格や筋肉の構造と動きの基礎、
描く際のさまざまな表現テクニックを伝授し
ます。 ISBN978-4-8373-0177-6 C3071

▼

 顔・肉体・服のシワ

人物デッサンのすべて
ロバート・バレット著
B5判並製／定価 1980円（10%税込）
現役アーティストである著者によるデッサンの
指南書です。人物デッサンの基本テクニックか
ら上達のコツ、さらに眼を引くための緻密な計
算まで、幅広く、具体的なアドバイスが満載！

ISBN978-4-8373-0176-9 C3071

▼

ジョン・デマーティン著
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）
均整の取れた美しいルネサンスの肉体、躍動
感あふれるバロックの肉体を進化させて、人
物画を描きます。

古典に学ぶ人物デッサン
存在感ある肉体を描く

ISBN978-4-8373-0680-1 C3071

▼



4絵画技法

高桑真恵著
B5判並製／定価 2079円（10%税込）
鮮明な写真と豊富な図版により、人体を生き
生きと描くために必要な、美術解剖学とクロッ
キーをわかりやすく解説。

美術解剖学をデッサン・アニメ・漫画に活かす

人体クロッキー

ISBN978-4-8373-0179-0 C3071

▼

ゲーリー・フェイジン著
B5判並製／定価 2420円（10%税込）
頭部の構造、顔を動かす筋肉など、何が表情
を作るかを知った上で基本の６つの表情（悲し
み、怒り、喜び、恐怖、嫌悪、驚き）の描き
方を解説します。

表情 顔の微妙な表情を描く

ISBN978-4-8373-0429-6 C3071

▼

E・T・シートン著
B5判並製／定価 1540円（10%税込）

「動物記」で有名なシートンの手による解剖図
集。絵画表現に必要な動物の骨格・筋肉・腱・
血管・ヒヅメ・クチバシなどを細密な描写で記
載しています。 ISBN978-4-8373-0271-1 C3071

美術のための シートン動物解剖図▼

ジェニファー・ベル著
B5変型判並製／定価 979円（10%税込）
すべての動物画の基本は馬から！ 英国でベスト
セラーとなった馬の絵の入門書、待望の日本語
翻訳版がついに登場。

骨格・生態・バランスがわかる 

- HORSE- やさしい馬の描き方

ISBN978-4-8373-0181-3 C3071

▼

K・ハルトグレン著
B5判並製／定価 1078円（10%税込）
動物の骨格、動きの分析、略画法を学び、本
質を理解してリアルな動物を描きます。生き生
きと描く秘訣を、多数の図版と段階を追って
解説。

動物画の描き方

ISBN978-4-8373-0201-8 C3071

▼

イム・マウクン&イム・アイリス著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
生き生きとした人物を描く秘訣は石膏デッサン
でした。肖像画家の著者による活きたテクニッ
クを紹介。

多様な顔の造形を描き分ける

顔と頭部のデッサン

ISBN978-4-8373-0814-0 C3071

▼
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ジョン・ミューア・ローズ著
B5判並製／定価 2090円（10%税込）
アーティストで博物学者の著者が圧倒的画力
と知識で、鳥の描き方のテクニックを伝授しま
す。 ISBN978-4-8373-0199-8 C3071

鳥の描き方マスターブック
骨格を理解していきいきとした姿を描く

▼

リカ&ピズ共著
B5変型判並製／定価 1650円（10%税込）
鉛筆・色鉛筆・ペン・アクリル絵の具を使って
猫を描くポイントをレクチャー。自分の手で愛
猫を描く楽しさを発見できる本です。

ねこを描く
肉球からしっぽの先まで愛をこめて

▼

ISBN978-4-8373-0890-4 C3071

スケッチ・イラストのための

鉛筆ドローイングレッスン
Ｔ・フレンド著
B5変型判並製／定価 1848円（10%税込）
よくある失敗とその解決方法を紹介します。鉛筆
１本でどうしたらうまく描けるのか？ そのヒント
がここにあります！ ISBN978-4-8373-0649-8 C3071

▼

A・L・グプティル著
B5判並製／定価 1980円（10%税込）
鉛筆画の基礎から、透視図法・建築物描写な
どを含む応用まで。豊富な図版と作例により展
開。

鉛筆で描く▼

ISBN978-4-8373-0110-3 C3071

Ｔ・フレンド著
B5変型判並製／定価 1980円（10%税込）
基本的な「線の引き方」、立体感が増す「陰のつ
け方」などをベースに、鉛筆画を順を追って丁
寧に説明。

質感を描き分ける！

鉛筆画マスターBook▼

ISBN978-4-8373-1684-8 C3071

ジェニファー・ベルの
たのしい動物の描き方

▼

ジェニファー・ベル著
B5変型判並製／定価1,485円（10%税込）
ライオンやイヌなど、24種の動物の描き方を
紹介。小学校高学年〜大人の絵描き入門とし
ても。 ISBN978-4-8373-0275-9 C3071



6絵画技法

クローディア・ナイス著
B5判並製／定価 1650円（10%税込）
ペン画の道具と手入れの仕方から、さまざまな
モチーフの描き方までを、わかりやすく解説。

新装版 ペン＆インク 
デッサン・スケッチ・イラスト・漫画を描く人に

ISBN978-4-8373-0543-9 C3071

▼

師岡正典著
B5判並製／定価 1870円（10%税込）
ペン画は画力より根気！ だから楽しい。線の引
き方から作品の完成までわかりやすく指導。

はじめてでも描ける ペン風景画

ISBN978-4-8373-0677-1 C3071

▼

A・ルーミス著
B5判並製／定価 2640円（10%税込）
イラストレーター志望の若者たちに向けて書かれ
た幻の名著が新装版で復刻！ 線、トーン、色彩
といった絵の基本から、商品のための作品制作
の要点や心構えをルーミスが熱く指南します！

新装版 ルーミスの
クリエイティブイラストレーション

ISBN978-4-8373-0806-5 C3071

▼

バート・ドッドソン著
B5判並製／定価 2090円（10%税込）
あらゆる絵の基本はものをよく「見る」こと。55
の秘訣を通し、あなたのものの見方が変わる！絵
が上達する！

デッサンの55の秘訣

ISBN978-4-8373-0673-3 C3071

▼

卯野和宏著
B5判並製／定価 2530円（10%税込）
写実画家・卯野和宏の女性像の制作過程を通し、
画家ならではの「美しさ」の考え方と表現方法を
学べる画期的な技法書。

美しい女性を描く
写実画家から学ぶ クロッキー・デッサン・作品制作

ISBN978-4-8373-0676-4 C3071

▼

A・L・グプティル著
B5判並製／定価 1980円（10%税込）
輪郭線描法、明暗描法、写真利用の描法など、
ペン画に必要な技法を解説。特に難しいといわ
れる建築画を詳述。 ISBN978-4-8373-0111-0 C3071

▼ペンで描く



7 絵画技法
リアリズム・チャレンジ 
紙切れ1枚からはじめる写実への挑戦 

マーク・クリリー著
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）
6つの手順でハイパーリアリスティックな絵を完成
させる、秘密のテクニックを伝授。

ISBN978-4-8373-0669-6 C3071

▼

絵にストーリーが生まれる

風景の中に人を描く
道行く人・雑踏・遠くの人

ヘイゼル・ソーン著／A5ヨコ判並製
定価 1760円（10%税込）
人を描き入れると、絵は生き生きとして見えます。
すぐに使えるポイントを伝授。 ISBN978-4-8373-0683-2 C3071

▼

アーネスト・ノーリング著
B5変型判並製／定価 748円（10%税込）
パースの基本は四角い箱！ 大きなイラストでわか
りやすく解説しているので、初めてパースを学ぶ
人や挫折してしまった人にもおすすめ！

ISBN978-4-8373-0441-8 C3071

ポチとボクのかんたんパース
すぐに使える！ いちばんかんたんな遠近法

▼

デヴィッド・チェルシー著
B5判並製／定価 1760円（10%税込）
愉快なコミック形式でパースのコンセプトを具体
的に説明。

パース！ マンガでわかる遠近法

ISBN978-4-8373-0427-2 C3071

▼

デヴィッド・チェルシー著／B5判並製／
DVD-ROM１枚付／定価 2079円（10%税込）
遠近法のより深い世界について解説。パースのグ
リッドを収録したDV D付き。

ISBN978-4-8373-0445-6 C3071

パース！２
マンガでわかるもっとディープな遠近法

▼

ティム・フィッシャー著
B5変型判並製／定価1980円（10%税込）
初心者でもわかりやすいように、豊富な解説図や
完成作品、練習問題を使ってパースを解説。

ISBN978-4-8373-1685-5 C3071

スケッチが上手くなるパース講座
風景画を描くときに知っておきたい遠近法の基本

▼
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水彩画

倉前朋子著
B5判並製／定価 1595円（10%税込）
図形のようにモノのカタチをとらえながら描いてい
く画期的なスケッチの本。

失敗しない らくらくスケッチ
理系アタマを絵に活かす! !

ISBN978-4-8373-0447-0 C3071

▼

男の絵日記 15分で描くライフスケッチ▼

河村光一郎著
B5判並製／定価 1540円（10%税込）
自分の足跡を残す、水彩ライフスケッチのすすめ。

ISBN978-4-8373-0173-8 C3071

山田雅夫著
B5変型判並製／定価 1848円（10%税込）

「どこから描き始めたらいいかわからない」「構図
が決まらない」そんなお悩みに丁寧に答える１冊！

スケッチ描き始めの一本
山田雅夫のかんたん構図レッスン

▼

ISBN978-4-8373-0641-2 C3071

T・フレンド著
B5変型判並製／定価 1848円（10%税込）
鉛筆・色鉛筆・水彩色鉛筆・パステル・水彩・ペン
の基礎を押さえて、風景画のテクニックを学びます。

スケッチ・イラストのための

風景描写上達テクニック

▼

ISBN978-4-8373-0547-7 C3071

マシュー・ブレーム著
A4変型判並製／定価 2750円（10%税込）
どんな場面でも、スケール感、ダイナミズムが自
由自在に！ 作例が美しいパースの技法書。

構図に活かす遠近法

建物＆街角スケッチパース

ISBN978-4-8373-0647-4 C3071

▼
▼ コミック＆イラストのための

スペース・ドローイング入門
空間演出に活かすパースの基本

キム・ドンホ著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
空間を活き活きと描こう！ やさしい語り口と図解
で読みやすい、パース入門にぴったりの一冊です。

ISBN978-4-8373-0817-1 C3071
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T・フレンド著
B5変型判並製／定価 1848円（10%税込）
水彩を描く時によくある失敗を取り上げ、どうした
らそれがうまく描けるのか、解決方法を教えます。

スケッチ・イラストのための

水彩ポイントレッスン

▼

ISBN978-4-8373-0643-6 C3071

▼

植田穂積著
A4変型判並製／定価 1738円（10%税込）
複雑なデッサンも遠近法も必要なし！ 誰でも
３日間で部屋に飾れる絵が描ける方法を紹介。

あなたも３日で絵が描ける！

かんたん淡彩スケッチ
風景トレース法でなぞるだけ

ISBN978-4-8373-1423-3 C3071

風景の中の水を描く 
驚きの水彩テクニック

▼

ジョー・ダウデン著
B5変型判並製／定価 2090円（10%税込）
静かな水面や躍動的な水面、そして水に映る風景
…あこがれの水を描くコツを教えます！

ISBN978-4-8373-0886-7 C3071

魅せる水彩風景スケッチ
絵を自由に演出する30のコツ

▼

佐々木清著
B5判並製／定価 2200円（10%税込）
風景に出会った感動を絵にするには、そのままを
描かずに「魅せる」ように描くのがコツです。

ISBN978-4-8373-0646-7 C3071

水彩で描くポートレート
人物の内面まで表現するテクニック

メアリー・ホワイト著
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）
プロの水彩画家が、画材の選び方や、基本テクニッ
クから本格的なポートレートの描き方まで、豊富な
図版と共に解説します。ISBN978-4-8373-0891-1 C3071

▼

ISBN978-4-8373-0889-8 C3071

ビリー・ショーウェル著
A4変型判並製／定価 3025円（10%税込）
植物画家として世界的に有名な著者が、ボタニカ
ルアートのテクニックを惜しみなく公開！

水彩で描くボタニカルアート▼

ISBN978-4-8373-0894-2 C3071

ビリー・ショーウェル著
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）
40の花の作例を挙げながら、使った色やテクニッ
クを紹介。花の画集のように美しい技法書。

ボタニカル・カラーパレット
40の花を水彩で描く

▼
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丹羽聡子著
B5変型判並製／定価 各1540円（10%税込）
万葉集に歌われた植物をモチーフに、今も道端
に咲く季節の草花や果物、野菜の描き方を写
真で丁寧に紹介しています。

ISBN978-4-8373-0436-4 C3071

ISBN978-4-8373-0435-7 C3071

ISBN978-4-8373-0437-1 C3071

ISBN978-4-8373-0438-8 C3071

▼花万葉 シリーズ

水彩で描こう 花万葉−春−▽

水彩で描こう 花万葉−夏−▽

水彩で描こう 花万葉−秋−▽

水彩で描こう 花万葉−冬−▽

ISBN978-4-8373-0666-5 C3071

絵を描くための花の写真集
トレース・模写が自由！

丹羽聡子著
B5判並製／定価 2178円（10%税込）
四季折々の美しい花の姿を集めた、創作活動の
ための写真資料集。

▼

絵を描くための鳥の写真集
トレース・模写が自由！

宮本桂・尾﨑親三郎写真／マール社編集部編
B5判並製／定価 2420円（10%税込）
そのまま絵に描いて決まる花と鳥の構図はもちろん、鳥の羽ばたきも
満載。鳥好き必見の写真資料集。

▼

ISBN978-4-8373-0687-0 C3071

ISBN978-4-8373-0146-2 C3071

ISBN978-4-8373-0417-3 C3071

ISBN978-4-8373-0418-0 C3071

ISBN978-4-8373-0148-6 C3071

丹羽聡子著
B5変型判並製／定価 各1320円（10%税込）
水彩による季節の花の描き方をイラストや写真
で丁寧に解説。葉書サイズの下絵集もあり、初
めて描く方の練習用にもピッタリ。

花を描こう 春の散歩道▽

花を描こう 夏の散歩道▽

花を描こう 秋の散歩道▽

花を描こう 冬の散歩道▽
▼散歩道 シリーズ

ISBN978-4-8373-0897-3 C3071

アナ・ビクトリア・カルデロン著
A5変型判並製／定価 1650円（10%税込）
どんな色を使えば思い描く作品に近づくのか、色
に悩む方々におすすめのカラーガイド。

インスピレーションで選ぶ

水彩の配色アイデアBook
▼
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野村重存による絵を描くための
風景の写真集 トレース・模写が自由！

野村重存著
B5判並製／定価 2420円（10%税込）
そのまま絵に描いて構図が決まる写真が満載の、風景写真資料集。

▼

ISBN978-4-8373-0681-8 C3071

色鉛筆・パステル・水彩色鉛筆

春の色えんぴつ はるいろ
夏の色えんぴつ なついろ

冬の色えんぴつ ふゆいろ
河合ひとみ著／B5変型判並製
定価 各1540円（10%税込）
色えんぴつを使って、季節の花
や野菜、季節の行事にちなんだ
小物などを描きます。

秋の色えんぴつ あきいろ
ISBN978-4-8373-0511-8 C3071

ISBN978-4-8373-0510-1 C3071

ISBN978-4-8373-0512-5 C3071

ISBN978-4-8373-0513-2 C3071

▼四季の色えんぴつ シリーズ

▽
▽

▽
▽

河合ひとみ著／A4変型判並製／定価 1466円（10%税込）
ブルーベリー、さくらんぼ、ナッツ…さまざまな実の描き方を大きな
図版で分かりやすく解説！ ISBN978-4-8373-0525-5 C3071 

色えんぴつで描こう

木の実・草の実・おいしい実

▼

杉原美由樹著 ／A4変型判並製
定価 各1540円（10%税込）
水彩色鉛筆は紙と色鉛筆と水筆さえあれば、
誰でも絵を描くことができるスーパー画材！

「はじめてさん」と一緒にゼロから水彩色鉛
筆を始めましょう。

はじめてさんの 
水彩色鉛筆Lesson 超初心者編
はじめてさんの 
おでかけ水彩色鉛筆Lesson
はじめてさんの 
おうちで水彩色鉛筆Lesson

ISBN978-4-8373-0528-6 C3071

ISBN978-4-8373-0522-4 C3071

ISBN978-4-8373-0524-8 C3071

ISBN978-4-8373-0545-3 C3071

with DVD

▽
▽

▽

はじめてさん シリーズ▼

杉原美由樹著／A4変型判並製
DVD１枚付／定価 2420円（10%税込）
とっておきの水彩色鉛筆オリジナルテクニックを裏のウラまでD V D
で大公開！　

はじめてさんの 魔法の水彩色鉛筆テクニック▽
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林亮太著
B5判並製／定価 1870円（10%税込）
手軽な色鉛筆を使った、街角を題材とした風
景画を紹介。 ISBN978-4-8373-0671-9 C3071

色鉛筆で描く 街角風景画
林亮太が教える塗りのテクニック

▼

林亮太著
B5判並製／定価 1870円（10%税込）
色鉛筆でここまで描ける！ 話題の色鉛筆画家の
テクニックを、初心者向けに丁寧に解説。

ISBN978-4-8373-0884-3 C3071

身近な静物から始める

林亮太の超リアル色鉛筆入門

▼

パンパステルではじめる！
ふんわりやさしいパステル画

▼

船本清司・礼子著／B5変型判並製
定価 1760円（10%税込）
新しい画材パンパステルで、ふんわりタッチの絵
を描きましょう。 ISBN978-4-8373-0187-5 C3071

G・クリスティ著／B5判並製／定価 1495円（10%税込）
パステル画に必要な基本テクニックから上級スキルまでをマスター。

やさしいパステル画▼

ISBN978-4-8373-0264-3 C3071

日本図書館協会選定図書

杉原美由樹著／A4変型判並製／定価 1870円（10%税込）
マルタにお引っ越しをしたはじめてさんが、マルタと地中海周辺を
案内しながら水彩色鉛筆を教えます。 ISBN978-4-8373-0670-2 C3071

▽はじめてさんと歩くマルタ島
地中海からの水彩色鉛筆Lesson

ISBN978-4-8373-0899-7 C3071

齋藤伸二著
B5判並製／定価1,650円（10%税込）
手順通りに下絵を塗りながら、「ぬり絵感覚」で
色えんぴつ技法の基礎をマスターできる1冊！

ぬり絵で身につく

花と実の色えんぴつ技法

▼

林亮太著
B5判変型並製／定価 2750円（10%税込）
林亮太の人気シリーズ（ともにマガジンランド刊)
の2冊を再編集し、合本版としてまとめた決定版。

ISBN978-4-8373-0898-0 C3071

合本版 スーパーリアル色鉛筆
林亮太の世界・技法と作品

▼
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油彩画・アクリル画

▼

M&M・ウィレンブリンク著
B5変型判並製／定価 1925円（10%税込）
下地から完成まで、どのように絵の具が塗り重ね
られているかが、よくわかります。

ISBN978-4-8373-0548-4 C3071

道具・練習・下描きから完成まで

はじめての油絵レッスン

ウィリアム F・パウエル著
B5変型判並製／定価 2618円（10%税込）
油彩、アクリル、水彩の、1500色以上もの混色
レシピを掲載。絵の具の配分がわかり、正確に色が
作れます。付録：「目盛り付きパレット」２枚付き。

描きたいものから色を探せる

混色パーフェクトレシピ1500
油彩・アクリル・水彩

▼

ISBN978-4-8373-0446-3 C3071

ジェニファー・キング監修
A5変型判並製／定価 2585円（10%税込）
200の質問に答える形式で、正しい道具の選び
方から、作品制作のコツ、よくある失敗の解決策
まで、アクリル画全般を学べます。

ISBN978-4-8373-0185-1 C3071

200のQ＆Aでやさしく学べる

アクリル画パーフェクトガイド

▼
▼

森田和昌著
B5判並製／定価1980円（10%税込）
油彩画の描き方の違い（スタイル）と、描き進め
方（プロセス）にスポットをあてながら14作品を
解説。 ISBN978-4-8373-1686-2  C3071

基本から応用まで

油絵 Sty le & Process
Oi l Pa in t i ng B ib le

▼

マリリン・スコット著
B5変型判並製／定価2530円（10%税込）
アクリル画を始めるにあたって必要な基礎知識か
ら実践的なテクニックまでを、カラー写真ととも
に紹介。 ISBN978-4-8373-1687-9 C3071

アクリル画バイブル
画材・色・表現技法のすべてがわかる
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P・セリグマン著／B5判並製／定価 1495円（10%税込）
油絵の基礎的知識から、専門的な特殊技法までを、制作過程を追
いながら、豊富なカラー写真を使いわかりやすく解説しました。

やさしい油絵▼

ISBN978-4-8373-0263-6 C3071

かんたんイラスト・ぬりえ

どうぶつの図案集

ジュリア・クオ著／定価 各1540円（10%税込）

ISBN978-4-8373-0182-0 C3071

ドレスとおしゃれの図案集 ISBN978-4-8373-0188-2 C3071

森といきものの図案集
エロイーズ・リノーフ著／定価 1540円（10%税込）

まねして描こう 図案集シリーズ▼

 45種×20パターン
A4変型判並製／描き込み式
45種 類のイラストを描いて楽しむ、
描き込み式イラスト手本帳。

▽
▽

▽ ISBN978-4-8373-0183-7 C3071

らくがきの図案集 ISBN978-4-8373-0189-9 C3071

レイチェル・テイラー著／定価 1650円（10%税込）

▽

トリーナ・ダルジール著／定価 各1650円（10%税込）

空飛ぶものの図案集
海のなかまの図案集 ISBN978-4-8373-0191-2 C3071

▽
▽

ジェームズ・Ｇ・ハンコック著／定価 1650円（10%税込）
ISBN978-4-8373-0192-9 C3071乗り物の図案集▽

ゾーイ・イングラム著／定価 1650円（10%税込）
ISBN978-4-8373-0193-6 C3071おいしいものの図案集▽

リサ・コンドン著／定価 1650円（10%税込）
花いっぱいの図案集 ISBN978-4-8373-0194-3 C3071▽

ISBN978-4-8373-0190-5 C3071

▼ねこタングル
ニャンとも楽しいお絵描きBOOK

ワタシはタワシ著
B5変型判並製／定価 1320円（10%税込）
色鉛筆など身近な画材で「ねこ」を描き込む、新感
覚のお絵描き絵本。 ISBN978-4-8373-0746-4 C3071
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大人の塗り絵

幸せを呼ぶ フクロウ塗り絵▼

マージョリー・サーナット著
A4変型判並製／定価 990円（10%税込）
個性豊かなフクロウの塗り絵を30種類以上収録。

ISBN978-4-8373-0809-6 C3071 

樹に咲く花
野に咲く花

三村美雪著
B5変型判並製／定価 各1100円（10%税込）
季節の花の塗り絵を各16点収録。塗り絵全点にカラー
のお手本と、切り取って使えるミシン目付き。

ISBN978-4-8373-0888-1 C3071

花のぬりえ帖▼

ISBN978-4-8373-0887-4 C3071▽
▽

２ 暮らし （荒川明美著）

１ 四季の花 （丹羽聡子著）
B5変型判並製／定価 各858円（10%税込）

ISBN978-4-8373-0423-4 C3071

なないろ帖▼

ISBN978-4-8373-0422-7 C3071

▽
▽

ぬりえ・クエスト vol .1▼

長田真作著／B5判並製
定価 各1540円（10%税込）
手を動かそう！ これはあなた自身
が直接本に描き込んで作る、ぬり
え絵本です。vol .1ではカクカク
の世界、vol .2ではぐにゃぐにゃ
の世界を冒険！

ISBN978-4-8373-0892-8 
C8793
ISBN978-4-8373-0893-5 
C8793ぬりえ・クエスト vol .2▼
▼アラビアンナイト 眠れぬ夜のぬり絵ブック

谷村友著
A4変型判並製／定価 1320円（10%税込）
幻想的なアラビアンナイトの世界が、美しいぬり
絵になりました。初心者にも嬉しいカラーのお手
本数枚付き。 ISBN978-4-8373-0810-2 C3071

▼mystica ミスティカ ぬり絵ブック
神秘の少女たち

DADACHYO著／A4変型判並製
定価 1760円（10%税込）
イラストレーターDADACHYOの繊細で幻想的な作
品が、ぬり絵になりました。片面印刷と特殊な製本で
塗り絵がしやすい仕様です。

ISBN978-4-8373-0819-5 C3071
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平川敏子著
AB判並製／定価 2200円（10%税込）
墨彩画とは、水墨画の技法を元に、顔彩で着色
する絵のことです。構図のアタリの入った下絵が全
作品についているので、初めての方でも安心。

ISBN978-4-8373-0748-8 C3071

色紙に大きく花を描く おもいっきり墨彩画▼

酒井幸子著
B5変型判並製／定価 1650円（10%税込）
二十四節気の暦に沿って、草花や生き物を墨と顔彩で
描く手順を丁寧に解説。

水墨でさらりと描く
日本の美しい二十四節気

ISBN978-4-8373-0645-0 C3071

▼

酒井幸子著／B5変型判並製／定価 1408円（10%税込）
わかりやすい解説で、水墨画をまったく描いたことがない方でも気
軽にチャレンジできます。

▼ 思い立ったらちょっと一筆 すいすい水墨画

ISBN978-4-8373-0526-2 C3071

水墨画・はがき絵

吉沢和子著／B5変型判並製／定価 1045円（10%税込）
習字や書道のイメージは忘れて自由に筆を動かしましょう。初めて
筆を持つ人にもわかりやすく解説。

文字にたくして心を伝える はがきで筆遊び▼

ISBN978-4-8373-1255-0 C3071

ISBN978-4-8373-0534-7 C3071 

ISBN978-4-8373-0533-0 C3071 

ISBN978-4-8373-0532-3 C3071 

ISBN978-4-8373-0535-4 C3071 

はじめてのはがき絵▼

冬の花

夏の花
秋の花

浦上義昭著／B5ヨコ変型判並製
定価 各1650円（10%税込）
顔彩（または水彩）を使って、はがきに
季節の花々を描いて楽しむ、はがき絵の
入門書です。はがき原寸大の下絵付き。

春の花▽
▽

▽
▽

花城祐子著
B5判並製／定価 1078円（10%税込）

「描きたい気持ちさえあれば、どなたでも必ず
描けます！」絵手紙を始めてみたい方にまずお
勧めしたい一冊です。

はじめての絵手紙教室▼

ISBN978-4-8373-0272-8 C3071

絵手紙
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花城祐子著
B5判並製／定価 1760円（10%税込）
絵手紙を描くことに少し慣れ、もっと上手にな
りたいと思い始めたときに、最適の一冊。ほん
の一工夫でよりいっそう素敵な絵手紙が生まれ
ます。 ISBN978-4-8373-0273-5 C3071

もっと描きたい絵手紙教室▼

花城祐子著
B5判並製／定価 1540円（10%税込）
絵手紙で手作りのぬくもりを伝えましょう。基
本の筆運びからさまざまな画材での表現まで
やさしく解説。豊富な作例のほか、テーマ探し
に便利な年中行事カレンダーも掲載。

ISBN978-4-8373-0268-1 C3071

暮らしの中の絵手紙教室▼

花城祐子監修・絵手紙花の会編
B5判並製／定価 1100円（10%税込）
季節の挨拶・冠婚葬祭・お礼状・案内状など、日常の場面で絵手
紙を活用するヒントになる本。

年中行事 絵手紙ヒント集▼

ISBN978-4-8373-0282-7 C3071

竹内伸子著
B5変型判並製／定価 1650円（10%税込）
動物をモチーフにした絵手紙の描き方をわかり
やすく解説します。ペットや人気の動物から十二
支まで。

描いてみよう どうぶつ絵手紙▼

ISBN978-4-8373-0747-1 C3071

花城祐子の絵手紙画帖
心に花が咲きますように

花城祐子著
B5変型判並製／定価 1980円（10%税込）
いつでもどこでも絵手紙を描いている著者の
日々から、絵手紙の楽しさ、幅広さが伝わってく
る一冊。

▼

ISBN978-4-8373-0749-5 C3071

花城祐子著／B5判並製／定価 1078円（10%税込）
絵手紙を始めた人がつき当たる、さまざまな疑問に答えます。

そこが知りたい 絵手紙質問箱▼

ISBN978-4-8373-0278-0 C3071

編集部編／絵手紙花の会協力
A5判並製／定価 1320円（10%税込）
絵手紙の「ことば」を季節や送りたい相手ごと
に収録しました。アイデアやことばを広げるちょっ
としたコツも紹介。

絵手紙ことばあつめ▼

ISBN978-4-8373-0448-7 C3071
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十二支入り 絵手紙年賀状▼

花城祐子監修／絵手紙花の会協力
A5判並製／定価 1045円（10%税込）
めでたい絵柄63点収録！ 「年賀状の絵柄が思い
浮かばない」という方にお勧めの一冊。

ISBN978-4-8373-0449-4 C3071

山田泰幸著
B5変型判並製／定価 1540円（10%税込）
消しゴムスタンプで、年賀状や便せん、はし袋、
名刺など、身近な小物を作りませんか？

四季の消しゴムスタンプ▼

ISBN978-4-8373-0628-3 C3071

スタンプ・版画

立澤あさみ著
A5判並製／定価 1045円（10%税込）
十二支をはじめ、和の文様、正月のおめでたい
モチーフ、文字まで豊富に収録。トレーシング
ペーパー付き！

めでたい和モチーフの図案がいっぱい！

十二支の
消しゴムスタンプ年賀状

▼
▼ スタンプで作るグリーティングカード、ラッピング、小物 etc .

PON！PON！ スタンプアイデアBOOK
こどものかお監修
グローバルStamp'nマイスター協会制作
A5判並製／定価 1408円（10%税込）
スタンプの「押し方」を工夫して、グリーティン
グカードや小物を作ってみましょう。

ISBN978-4-8373-0640-5 C3071

ISBN978-4-8373-1268-0 C3071

編集部編
A5判並製／定価770円（10%税込）
簡単に彫れる１版刷りから本格的な４版刷りま
で、うさぎ年の下絵を刷り見本付きで26点収録。

マール社の
うさぎ年木版画年賀状
貼ってそのまま彫れる薄紙使用の下絵集

▼

ISBN978-4-8373-1282-6 C3071
※2022年10月より発売予定
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消しゴムでかんたん版画
手軽に楽しむレトロな風合いのカードづくり

山田泰幸・やまだひろゆき著
A5判並製／定価 1408円（10%税込）
やわらかくて彫りやすい「消しゴム」を使って版
画を楽しみましょう。 ISBN978-4-8373-1273-4 C3071

▼

ペーパークラフト・切り紙
雪と星と太陽のペーパークラフト
クイリング・折り紙・切り紙 78パターン

▼

アヤコ・ブロデック＆シャノン・ヴォイト著
A4変型判並製／定価 2178円（10%税込）
クイリング、折り紙、切り紙の３つの技法で作
る雪の結晶、星、太陽モチーフの作品を紹介。

ISBN978-4-8373-0195-0 C3071

猫と花の切り絵
猫切り絵工房葵屋ぽんこ堂の下絵集

▼

榊寧子著
B5変型判並製／定価 1650円（10%税込）
仕草も可愛らしい75匹の猫たちと、華やかな季
節の花々の下絵が満載！ 巻末には切り絵用紙
が付いています。 ISBN978-4-8373-0642-9 C3071

そのまま切れる ふるさと切り絵▼

ISBN978-4-8373-1272-7 C3071

武藤紀子著
B5変型判並製／定価 各1430円（10%税込）
切り絵用の下絵を多数収録。本をそのままカッ
ターで切るだけで、簡単に美しい切り絵が作れ
ます。楽しみながら脳を活性化しましょう。

そのまま切れる

ふるさと切り絵２ 日本の風物詩

▼

ISBN978-4-8373-1276-5 C3071

百鬼丸の切り絵
武将・侍・忍者・江戸の物売り・職人など

▼

百鬼丸著
B5判並製／定価1760円（10%税込）
当代随一の切り絵作家・百鬼丸！ 作品を存分
に味わえる待望の切り絵本です。

ISBN978-4-8373-0688-7 C3071

V・V・セロワ＆V・J・セロフ著
B5変型判並製／定価 1815円（10%税込）
切り紙で、魔法のように美しい「雪の結晶」を
作りましょう！ 型紙を100点以上収録。

ISBN978-4-8373-0544-6 C3071

〜ロシアから舞い降りた〜

切り紙でつくる 雪の結晶▼
/工芸
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工芸用図案・クラフトその他

ビルテ・クーストラップ著
B5変型判並製／定価 1760円（10%税込）
草木や花、ふち飾りやブーケ、アジアの伝統図
案など、豊富なイラストを幅広く紹介。自然を
もとにしたデザインのアイディアが満載です。
陶器の絵付け、刺繍の図案、テキスタイルデ
ザインなど、さまざまな役に立つ一冊です。

ISBN978-4-8373-0170-7 C3071

デンマークから届いた

花と野草の図案集

▼

フランスの裁縫箱でみつけた
ちいさなクロスステッチ600

▼

ヴェロニク・アンジャンジェ、
コリンヌ・ラクロワ、
エレーヌ・ル・ブール共著
A5ヨコ判並製／1430円（10%税込）
雑貨、動物、植物など、フランスのかわ
いい刺繍モチーフを600点以上収録！

ISBN978-4-8373-0648-1 C2077

近藤陽子・王朝継ぎ紙研究会 共著
B5変型判並製／定価 2530円（10%税込）
染めや箔で装飾した和紙を継ぎあわせる平安
の雅な和紙工芸、王朝継ぎ紙。手順を丁寧に
解説した、初めての本格的な技法書です。

ISBN978-4-8373-1277-2 C3072

王朝継ぎ紙づくり
和紙で楽しむ料紙制作・箔装飾

▼

小川翔月著
B5判並製／定価 1650円（10%税込）

「墨」を使ってひと手間加えるだけ！　簡単でお
しゃれなオリジナルアイテムの作り方を紹介。

ISBN978-4-8373-1278-9 C3071

100均グッズをおしゃれにアレンジ

墨でモノトーン雑貨

▼

橋田裕司著
A5判並製／定価 1870円（10%税込）
優しく灯る手作りのあかりは心を癒してくれます。
あかりの簡単な作り方と役立て方を紹介。

ISBN978-4-8373-0895-9 C0072

あかりの学校
心安らぐ手作りのあかり

▼
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陶芸

写真でわかる やさしい陶芸▼

焼き物の里、瀬戸に生まれた手作りの魅力あふれ
る陶芸技法と、国の伝統的工芸品に指定される７
つの釉薬を主にした施釉の妙を、写真でわかりや
すく説明した陶芸入門書です。

ISBN978-4-8373-0137-0 C3072

陶芸絵付け図案集▼

編集部編
B5判並製／定価 1045円（10%税込）
焼き物の下絵がうまく描けない人や、ワンランク上の作
品を作りたい陶芸ファン必携の書。

ISBN978-4-8373-0143-1 C3072

写真でわかる やさしい陶芸Ⅱ
一手作りの道具から上絵付まで一

▼

土味を生かした素朴な成形、釉薬、絵付け、焼成
データで構成。初歩からの上絵付けを、写真で手
順を追って具体的に説明した『やさしい陶芸』の
続編です。 ISBN978-4-8373-0140-0 C3072

日本図書館協会選定図書／全国学校図書館協議会選定図書
２冊とも：加藤霞仙著
B5判並製／定価 各2563円（10%税込）

安本春湖原著／B6判並製
定価 1078円（10%税込）
安本春湖の『篆書字典』から、現代
に不要な文字を削り、必要な文字を
補い、J I S規格第一水準に含まれる
多用漢字と人名漢字を収めたハンディ
タイプの字典です。

篆
てん

書
しょ

小字典▼

ISBN978-4-8373-0460-9 C3076

湯川吉太郎原輯／B6判並製
定価 1078円（10%税込）

『鼇頭篆隷草行類選』に収められて
いる隷書を多用文字及び人名に分け、
50音順に配列し直したハンディな字
典です。

隷
れい

書
しょ

小字典▼

ISBN978-4-8373-0479-1 C3076

書道
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小野鵞堂書／新書判並製
定価 1078円（10%税込）
仮名書道の大家として、令名一世に
高い著者の筆に成る、ポケット判タイ
プの『楷行草三体千字文』に、同著
者による『千字文講義』を欄外に付
しています。

三体千字文▼

ISBN978-4-8373-0452-4 C3076

小野鵞堂編著／新書判並製
定価 1078円（10%税込）

読みやすい草 書 体で書かれた熟語
に、楷書体と読みを付し、漢字をど
のようにくずしたら良いかを一目でわ
かるようにしています。

草書 漢字のくずし方▼

ISBN978-4-8373-0485-2 C3076

全国学校図書館協議会選定図書

市河米庵著／新書判並製
定価 各858円（10%税込）
幕末の名筆市河米庵が、中国の経書から諸
家の詩句を集め、大篆・小篆・隷・行・草の
五体で書した『五体墨場必携』（天保14年、
1843年）に、読みと注解を付して復刻しま
した。

五体墨場必携　上・下▼

小野鵞堂書／新書判並製
定価 1078円（10%税込）

「かな」を初めて志す人のための小野鵞堂に
よる手本書。平仮名・変体仮名・連綿体と調
和体・片仮名を収録し、各々に詳しい解説を
施した便利なポケット判。

書道いろは帖▼

ISBN978-4-8373-0465-4 C3076

日本図書館協会選定図書

小野鵞堂書／新書判並製
定価 1078円（10%税込）

『小倉百人一首』は古くから仮名書道
の手本とされています。本書では、
流麗な小野鵞堂の書を手本としまし
た。また、歌の解釈や作者百人の似
せ絵を施してあり、解説書としても楽
しめます。

書道小倉百人一首▼

ISBN978-4-8373-0477-7 C3076

上： ISBN978-4-8373-0450-0 C3076
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新装版  実用ビジネス書道
宛名書き・冠婚葬祭・賞状に

▼

河合松嶺著／B5判
定価 2860円（10%税込）
毛筆によるビジネス文書の書き方と書式、
封書等の表書きを多数のサンプルを挙げて
簡潔に説明。 ISBN978-4-8373-0567-5 C2070

五
ご

體
たい

字書▼

前田黙鳳著／B6変型判総クロス製箱入
定価 3850円（10%税込）
明治30年刊行の『五體字書』の復刻版です。楷・行・草・隷・篆
の五体を主眼に一括収録し、特に楷・行・草・隷は各５〜６種を掲
載しました。書体別に分類配列したため、書体や書法の微妙な変
化が明確です。附録に『仮名類纂』を収録し、巻末にわかりやすい
索 引を 付しました。 見 出し文 字6,377字、 本 文 収 録 文 字 総 数
76,198字の、入門者からプロまで幅広くご活用いただける書道字
典の決定版です。 ISBN978-4-8373-0495-1 C3276

行書大字典▼

ISBN978-4-8373-0021-2 C3071

関子徳編／A5変型判上製／定価 8800円（10%税込）
天保４年に刊行された『行書類纂』の復刻。書家として名高い関子
徳の編集であり、魏・晋・元・明と中国歴代書家の文字を収録し、
鍾　 、王羲之は、可能なかぎり載録してあります。1,200頁。

中村義竹編／B6判上製／定価 10780円（10%税込）
元禄９年編纂『草露貫珠』の複刻本。徳川光圀の命により中村義
竹 が 漢 から明まで の草 字 を収 集。 草 書 字 典 最 大の収 録 字 数
49,500字をもつ名著。3,088頁。

草書大字典▼

ISBN978-4-8373-0022-9 C3071

汪
おう

仁
じん

壽
じゅ

原輯／A5判上製箱入／定価 8544円（10%税込）
1926年上海で刊行の『金石大字典』32巻本文の完全復刻版。約
49,000字の金石文字を収録。巻末に画数で引ける検字表と、引き
やすい音訓索引を付した、書道・篆刻愛好者必携の大字典です。

金石大字典▼

ISBN978-4-8373-1250-5 C3570
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王超鷹著／新書判並製／定価 各1923円（10%税込）
伝統的な字体を生かしながら、“現代に生きる” 美しい形を追求し
た篆刻デザイン文字集。愛好者の鑑賞・模写・臨書用の他、デザ
イン資料にもご使用下さい。右頁に朱で篆刻例を、左頁に黒で裏
文字（鏡文字）を配しました。

１ 鉄
てっ

線
せん

小
しょう

篆
てん

　２ 漢
かん

印
いん

篆
てん

　　　３ 大
だい

篆
てん

４ 金
きん

文
ぶん

　　　５ 円
えん

朱
しゅ

小
しょう

篆
てん

　　６ 甲
こう

骨
こつ

文
ぶん

１　隷書入門（陳
ちん

景
けい

舒
じょ

編著）

２　行書入門（閔
びん

祥
しょう

徳
とく

著）

３　草書入門（梁
りょう

錦
きん

英
えい

著）

４　楷書入門（廖
りょう

蘊
うん

玉
ぎょく

編著）

５　図解書法（閔
びん

祥
しょう

徳
とく

著）

６　書法用語百問百答（閔
びん

祥
しょう

徳
とく

著）

桃
もも

山
やま

艸
そう

介
すけ

訳／新書判並製／定価 各1078円（10%税込）

初心者のための、内容豊富なわかりやすい解説書です。

書法入門シリーズ 〈全６巻〉▼

1

5
4
3
2

6

0550-7 C3276

ISBN978-4-8373-

0555-2 C3276
0554-5 C3276
0553-8 C3276
0552-1 C3276
0551-4 C3276

1200-0 C3271
ISBN978-4-8373-

1206-2 C3271
1204-8 C3271
1203-1 C3271
1202-4 C3271
1201-7 C3271

1

5
4
3
2

6

篆刻文字（裏文字付き） 〈全６巻〉▼

全国学校図書館協議会選定図書

全国学校図書館協議会選定図書
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全国学校図書館協議会選定図書　
２〜４、７〜11、13〜16、19、20巻

桃
もも

山
やま

艸
そう

介
すけ

訳・解説／新書判並製
定価 各1078円（10%税込）
書聖の名蹟を右頁に、その書き下し文、訳文を
左頁に配した対訳式編集。数々の名蹟を手本に
学ぶことができ、同時にその内容・心をも理解
できる構成。携帯に便利な新書判。

書聖名品選集 ＜全20巻＞▼

0468-5 C3276
ISBN978-4-8373-

0481-4 C3276

0498-2 C3276
0497-5 C3276
0496-8 C3276
0494-4 C3276
0493-7 C3276
0499-9 C3276
0492-0 C3276
0491-3 C3276
0489-0 C3276
0488-3 C3276
0484-5 C3276
0483-8 C3276
0482-1 C3276

0480-7 C3276
0478-4 C3276
0475-3 C3276
0474-6 C3276
0473-9 C3276

1

5
4
3
2

10
9
8
7
6

16
15
14
13
12
11

19
18
17

20

１　孫
そん

過
か

庭
てい

書
しょ

譜
ふ

２　王
おう

羲
ぎ

之
し

蘭
らん

亭
てい

叙
じょ

・十
じゅう

七
しち

帖
じょう

３　王
おう

羲
ぎ

之
し

集
しゅう

字
じ

聖
しょう

教
ぎょう

序
じょ

４　王
おう

羲
ぎ

之
し

楽
がっ

毅
き

論
ろん

・黄
こう

庭
てい

経
きょう

・

　　　　　　東
とう

方
ぼう

朔
さく

画
が

賛
さん

・孝
こう

女
じょ

曹
そう

娥
が

碑
ひ

５　歐
おう

陽
よう

詢
じゅん

九
きゅう

成
せい

宮
きゅう

醴
れい

泉
せん

銘
めい

・皇
こう

甫
ほ

誕
たん

碑
ひ

６   褚
ちょ

遂
すい

良
りょう

孟
もう

法
ほう

師
し

碑
ひ

・太
たい

宗
そう

哀
あい

冊
さく

・

　　　　　　枯
こ

樹
じゅ

賦
ふ

・倪
げい

寛
かん

賛
さん

７　褚
ちょ

遂
すい

良
りょう

   雁
がん

塔
とう

聖
しょう

教
ぎょう

序
じょ

８　虞
ぐ

世
せい

南
なん

孔
こう

子
し

廟
びょう

堂
どう

碑
ひ

・尺
せき

牘
とく

９　唐
とう

太
たい

宗
そう

温
おん

泉
せん

銘
めい

・晋
しん

祠
しの

銘
めい

10　顔
がん

真
しん

卿
けい

多
た

宝
ほう

塔
とう

感
かん

応
のう

碑
ひ

・裴
はい

将
しょう

軍
ぐん

詩
し

11　顔
がん

真
しん

卿
けい

麻
ま

姑
こ

仙
せん

壇
だん

記
き

・祭
さい

姪
てつ

稿
こう

・

　　　　　　争
そう

坐
ざ

位
い

帖
じょう

12　顔
がん

真
しん

卿
けい

顔
がん

氏
し

家
か

廟
びょう

碑
ひ

13　柳
りゅう

公
こう

権
けん

玄
げん

秘
ぴ

塔
とう

碑
ひ

・尺
せき

牘
とく

14　蘇
そ

東
とう

坡
ば

赤
せき

壁
へきの

賦
ふ

・豊
ほう

楽
らく

亭
てい

記
き

・酔
すい

翁
おう

亭
てい

記
き

15　趙
ちょう

子
す

昂
ごう

漢
かんの

汲
きゅう

黯
あん

伝
でん

・天
てん

冠
かん

山
ざん

詩
し

・蘭
らん

亭
てい

帖
じょう

跋
ばつ

16　漢
かん

碑
ぴ

　　曹
そう

全
ぜん

碑
ひ

・孔
こう

宙
ちゅう

碑
ひ

・張
ちょう

遷
せん

碑
ひ

17　北
ほく

魏
ぎ

 ①   龍
りゅう

門
もん

造
ぞう

像
ぞう

題
だい

記
き

18　北
ほく

魏
ぎ

 ②   鄭
てい

羲
ぎ

下
か

碑
ひ

・張
ちょう

猛
もう

龍
りょう

碑
ひ

19　淳
じゅん

化
か

閣
かく

帖
じょう

 ①　歴
れき

代
だい

帝
てい

王
おう

名
めい

臣
しん

法
ほう

帖
じょう

20　淳
じゅん

化
か

閣
かく

帖
じょう

 ②　歴
れき

代
だい

名
めい

臣
しん

法
ほう

帖
じょう

日本図書館協会選定図書
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編集部編／監修 城
じょう

南
なん

山
さん

人
じん

作品指導 深
ふか

沢
さわ

紅
こう

爐
ろ

B5変型判並製／定価 1320円（10%税込）
甲骨文字や金文は象形文字が基本なので、形
を見ているだけでも楽しく、成り立ちを知ると
さらに面白さが深まります。古代文字の世界に
心を遊ばせ、万物に神が宿っていると考えてい
た古代人の世界観に触れてみませんか？

ISBN978-4-8373-1256-7 C3071

古代文字

漢字のルーツ 古代文字で遊ぶ▼

城南山人編／A5判並製／定価 各2200円（10%税込）
中国の古典的な字書から抜粋して収録。漢字の成り立ちや組み文
字例、古代文字を生かしたカラーの作品例も掲載しています。

漢字のルーツ 古代文字字典▼

ISBN978-4-8373-1258-1 C3070
甲骨・金文編

ISBN978-4-8373-1259-8 C3070
別巻 古文編▽ ▽

アタリ革命２
顔×ポーズで喜怒哀楽を描き分ける！

テクニック解説・アイデア資料集

アタリ（＝絵のおおまかな下描き）をなぞる、
イラストのドリル本。自分の好きな絵柄で、マ
ンガ的決めポーズを描いてみよう！

20パターンの表情練習帳と50ポーズ以上の下
絵＆アタリを収録。顔とポーズの組み合わせで、
感情表現豊かなキャラを描いてみよう!

ISBN978-4-8373-0529-3 C3071

 漫画バイブル・ゼロ シリーズ▼

アタリ革命
アタリ線をなぞってポーズの感覚をつかめ！

ISBN978-4-8373-0527-9 C3071

▽
▽

古代文字/
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描けない！
うまくいかない絵がビシッと決まる25の裏ワザ

練習しても絵がうまくならない…そんな人に必
要なのは、発想の転換＝裏ワザ！ 「思い込み」
から起こる作画ミスを発見し、自分に合った練
習法を見つけよう！ マンガで読める新感覚のイ
ラスト教本。 ISBN978-4-8373-0542-2 C3071

両角潤香、みずなともみ共著
アタリ革命１・２…B5判並製
描けない！…A5判並製
定価 各1320円（10%税込）

▽

漫画バイブル シリーズ▼

えんぴつ倶楽部編／B5判並製

塚本博義監修／定価 1650円（10%税込）
光と影をうまく使うと漫画の見た目が劇的に変わります！ 具体的な
場面で詳しく解説。 ISBN978-4-8373-0514-9 C3071

１ 光と影の演出編▽

田中道信監修／定価 1870円（10%税込）
絵画の構図法を解説し、漫画的表現で構図の掟を破る秘訣を紹介。

２ 構図破り編

ISBN978-4-8373-0515-6 C3071

▽

３ 数億万人のキャラクター編
塚本博義・真山明久監修／定価 1870円（10%税込）
衣服や髪型を変えただけの「同じ顔マンガ」を描いていませんか？ 
主役からエキストラまで個性的で魅力的なキャラ作りを徹底解説。

ISBN978-4-8373-0516-3 C3071

▽

４ カラーVS白黒天地創造編
おぎのひとし監修／定価 2090円（10%税込）
カラーと白黒の技法を徹底比較しながら漫画の
世界に存在するあらゆるものを描きます。

ISBN978-4-8373-0517-0 C3071

▽

塚本博義監修／定価 1980円（10%税込）
コマのつなぎ方でドラマは変化する！ 映画の
撮影・編集技法を漫画に活用することで、より
ドラマティックな見せ方が可能になります。目
からウロコの手法が満載！

ISBN978-4-8373-0518-7 C3071

５ コマ割り映画技法編▽

ダイナミックポーズ・ドローイング
躍動感のあるキャラクターを描く

デヴィッド・H・ロス著
B5変型判並製／定価 2090円（10%税込）
人物の動きが硬い、どこか不自然という方必見！
どんなポーズでも、自由自在に描けるようにな
ります。 ISBN978-4-8373-0674-0 C3071

▼
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パク・リノ著
B5変型判並製／定価 1870円（10%税込）
人体の仕組みを中心に、衣服、絵の演出法など、
人物イラストを描くコツを解説。ビギナーにも、
基礎を振り返りたい人にも役立つ一冊！

パーツがわかれば描ける！

お絵描きチュートリアル 
キャラ作画の基本

ISBN978-4-8373-0813-3 C3071

▼

パク・リノ著
B5変型判並製／定価 2090円（10%税込）

「線画の方がよかった…」そんな悩みを解決しま
す！彩色に必要な基礎知識とテクニックをイラス
トでわかりやすく解説。

立体感のあるキャラを描こう！

色塗りチュートリアル 
デジタル彩色の基本

ISBN978-4-8373-0815-7 C3071

▼

パク・リノ著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
ポーズの決め方＆描き方がわかる！自然な姿勢
から躍動感のあるポーズまで、キャラクターを自
由自在に描く秘訣が満載の一冊です。

図形を使って立体的に描く！

ポージング・チュートリアル 
魅力的なポーズ作りの基本

ISBN978-4-8373-0816-4 C3071

▼

パク・リノ著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
魅力的なイラストを描くために必要不可欠な光
と色についての知識やコツ、彩色の方法を詰め
込んだ一冊！

陰影と色彩を自在に操る！

光と色のチュートリアル 
デジタル塗りの極意

ISBN978-4-8373-0820-1 C3071

▼

キム・ユリ著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
人物を全身・頭部・上半身・下半身・手足に分け、
押さえておくべき要点に絞ってわかりやすくまと
めました。

上達への近道！

人物イラスト要点まとめノート 
ミスしやすいポイントを徹底解説

ISBN978-4-8373-0821-8 C3071

▼
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ダビ著
B5判並製／定価 1848円（10%税込）
顔も身体もハンサムな男性を描くヒントが満載。
身体構造と筋肉の動きを理解しながら描写テク
ニックを学べます。

マッスル＆セクシー

ハンサムボディの描き方

ISBN978-4-8373-0679-5 C3071

▼

コスチューム・マトリックス
キャラクター衣装デザイン・完全攻略本

両角潤香、みずなともみ共著
B5判並製／定価 2200円（10%税込）
ファンタジー作品のような、個性的なオリジナ
ルコスチュームを考えたい！ そんなとき、ベー
ス＆モチーフ、この２つのテーマの掛け合わ
せでアイデアを編み出すためのヒント集。

ISBN978-4-8373-0546-0 C3071

▼

ファンタジー・マトリックス
ファンタジーキャラデザイン・完全攻略本

両角潤香、みずなともみ共著
B5判並製／定価 2200円（10%税込）
ファンタジー作品に登場するキャラを考えるため
のヒント集。職業×モチーフで、アイデアをふくら
ませよう！ ISBN978-4-8373-1001-3 C3071

▼

同人誌やイラストを短時間で美しく彩る
配色アイデア100

STARWALKER STUDIO著
B5判並製／定価 2200円（10%税込）
初心者でも簡単に使える配色アイデアを300
枚以上の作例で紹介・解説。C M Y KとRGB
両対応。文字の読みやすさもわかるカラーチッ
プで、使いたい色がすぐに見つかります。

ISBN978-4-8373-0802-7 C3071

▼

ホ・ソンム著
B5変型判並製／定価 2310円（10%税込）
いきいきした表情を描くコツや、美術解剖学を
元に人体を図形化してわかりやすく解説。衣類
描写も収録。

魅力的な女の子を描こう！

ガールズ・ドローイング入門 
骨格と筋肉・身体パーツの特徴・ポージング

ISBN978-4-8373-0818-8 C3071

▼

正統派スーツの描き方
基本デザイン・構造・柄・シワ・小物

▼

ユン・イェジュ著
A5変型判並製／定価2200円（10%税込）
スーツの種類や構造、組み合わせ方、ドレスコー
ドなど、スーツの基本を詳しく紹介。

ISBN978-4-8373-0920-8 C3071
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▼手づくり同人誌とらのまき

コピー本の基礎から応用テクニックまで
両角潤香、みずなともみ共著
B5変型判並製／定価 1320円（10%税込）
自分で原稿をコピーして作る同人誌、「コピー
本」の手引書。製本の基本、面付けなどをイ
ラストでわかりやすく解説します。あなただけ
の１冊を作ってみよう！

ISBN978-4-8373-0805-8 C3071

▼ 24色でできる！ 

はじめてのコピック背景 
かんたんパターンから風景まで

ばびりぃ著／株式会社トゥーマーカープ
ロダクツ監修
B5変型判並製／定価 1650円（10%税込）
背景に関するお悩みを解決します！ 背景を4
つのタイプに分類し、コピック24色だけで簡
単かつ魅力的な背景を描くコツを紹介。

ISBN978-4-8373-0811-9 C3071

▼

ばびりぃ、株式会社トゥーマーカープロダ
クツ共著
B5変型判並製／定価 1045円（10%税込）
初心者におすすめのコピックを12色に厳選
し、画材の選び方から基礎テクニック、キャ
ラクターの塗り方までを丁寧に解説します。

ISBN978-4-8373-0807-2 C3071

12色でスタート！ 

はじめてのコピックイラスト 
公式ガイドブック

日本の武器を持った決めポーズのイラストを200種類以上収録した
作画資料集。アクション・コーディネーターによる監修で、武器の
説明から和服を描くコツなど、創作に役立つ豆知識＆コラムも満載。

戦う！ 和風武器イラストポーズ集▼

ISBN978-4-8373-0530-9 C3071

西洋やファンタジー世界を舞台に
闘うキャラクターの決めポーズの
イラストを200種類以上収録。武
器の扱い方の基本、武器のデー
タベースや伝説の紹介など、創作
に役立つ豆知識＆コラムも満載。

闘う！ 西洋＆ファンタジー武器
イラストポーズ集

▼

ISBN978-4-8373-0538-5 C3071

両角潤香、みずなともみ共著／早瀬重希監修
B5判並製／定価 各1650円（10%税込）
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▼ はじめてのまんがイラスト

アイドルを描こう！
みずなともみ著
B5変型判並製／定価 1100円（10%税込）
まんが風のアイドルの絵の描き方を、なぞり
描きで簡単に練習できます。 衣装デザインの
お手本やヒントもいっぱい！

ISBN978-4-8373-0808-9 C3071

木寺良一著／B5判並製
マンガでわかる キラとマリアの 背景が描きたい！▼

木寺良一著／B5判並製
定価 1760円（10%税込）
背景パースの基本×学校を描くルールを、漫画
で楽しく解説！

マンガでわかるパース！  キラとマリアの

背景が描きたい！ 学校編

▼

ISBN978-4-8373-0541-5 C3071

水と空と森　

ファンタジー世界の生き物を描く

▼

ステファニー・プイ‐ムン・ロー著
B5変型判並製／定価 2530円（10%税込）
ファンタジー世界に登場する生き物と、その世界観を引き立てる背景
を描くための水彩テクニックが満載！ ISBN978-4-8373-0196-7 C3071

自然編
定価 1716円（10%税込）

部屋・家具・建物編
定価 1650円（10%税込）

ISBN978-4-8373-0549-1 C3071

ISBN978-4-8373-0537-8
C3071

背景を描くコツを、失敗例や図式を使いながら
漫画で楽しく解説。

▽
▽

3DソフトBlende r編
定価 1870円（10%税込）

ISBN978-4-8373-0784-6 C3071

「キャラクターは楽しいけれど、背景を描くのが
面倒！」そんな方のために、マンガ背景制作に
B le n d e rを活用する方法を伝授。

▽

染森健一著／吉村伸作画
ビーコムプラス制作
B5判並製／定価 2530円（10%税込）

「プロダクトデザインの図法」をもとに、メカや
乗り物を描く方法を解説。デザインの発想の
元となるものをどのように探し、どうアレンジす
るのか、プロセスがわかる！

ISBN978-4-8373-0637-5 C3071

SF・ファンタジー メカと乗り物を描く
発想法・描画法を豊富なステップ画で解説 

▼
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定価 2750円（10%税込）
他の種とも関わりながら、ある世界をちゃんと生きていける、説得
力のある幻獣の創り方を学びます！

定価 2640円（10%税込）
幻獣に真実味を与えるために、動物の骨格と筋肉を徹底的に学び
ます。動物を描く方にも役立つ一冊。

幻獣と動物を描く
精確な動物デッサンから生まれる空想上のキャラクタ—

定価 2420円（10%税込）
『スター・ウォーズ』『メン・イン・ブラック』『ジュマンジ』などで、
幻獣や異星人を生み出した著者による、クリーチャーと動物のスケッ
チ集。 ISBN978-4-8373-0184-4 C3071

▼

幻獣デザインのための動物解剖学
絶滅種・恐竜を含むあらゆる動物の骨格と筋肉

幻獣キャラクターを創る
空想の生き物に命を吹き込む

▼
▼

ISBN978-4-8373-0197-4 C3071

ISBN978-4-8373-0198-1 C3071

3冊とも：テリル・ウィットラッチ著／A4ヨコ変型判並製

3 オフィス編
エントランス・ロビー・受付・会議室  ほか

2 下町・昭和の街並編
路地・木造家屋・商店街・銭湯・都電  ほか

新背景カタログカラー版　※既刊9巻▼

編集部編／B5判並製
1〜2巻・定価 各2090円（10%税込）
3〜8巻・定価 各2178円（10%税込）
     9巻・定価 2398円（10%税込）

『背景カタログ』の新装オールカラー版！
ページが奥まで開く、特殊製本！

1 都心編
東京・銀座・有楽町・六本木・東京タワー表参道・
恵比寿・代官山  ほか

ISBN978-4-8373-0294-0 C3071

ISBN978-4-8373-0293-3 C3071

ISBN978-4-8373-0292-6 C3071

写真資料集



33 コミック技法
4 学校編
公立高校・私立高校・ミッション系女学院

ISBN978-4-8373-0295-7 C3071

5 時代物編
城・武家屋敷・大店街・長屋・神社仏閣・和船・
廻船蔵  ほか ISBN978-4-8373-0296-4 C3071

6 自然・田舎の風景編
山・森林・海水浴場・岩場・崖・河川敷・四季・
田園・木造校舎・田舎の家  ほか

ISBN978-4-8373-0298-8 C3071

7 大学編
赤レンガ校舎・講堂・美術大学・理系学部・学食・
図書館・研究室・サークル・学生寮  ほか

ISBN978-4-8373-0299-5 C3071

8 繁華街編
渋谷・原宿・新宿・秋葉原・浅草周辺・池袋・
下北沢・吉祥寺・新大久保・中野・高円寺・阿佐ヶ
谷・横浜 ISBN978-4-8373-0851-5 C3071

9 芸能界編
テレビ局・撮影スタジオ・ロケ現場・ラジオ局・
アフレコスタジオ・コンサート会場  ほか

ISBN978-4-8373-0853-9 C3071

▼ レイヤー別線画＆写真データ収録DVD - ROM付き

デジタル背景カタログ  ※既刊５巻
ARMZ著／B5判並製／DVD - ROM１枚付
　学校編／定価 2860円（10%税込）

　通学路・電車・バス編／定価 2948円（10%税込）

　一戸建て・室内編／定価 2695円（10%税込）

　マンション・アパート・団地編／定価 2860円（10%税込）

　時代物編／定価 3190円（10%税込）

ISBN978-4-8373-0069-4 C3071

ISBN978-4-8373-0068-7 C3071

ISBN978-4-8373-0070-0 C3071

▽
▽

▽

ISBN978-4-8373-0071-7 C3071

▽

ISBN978-4-8373-0072-4 C3071

▽

商業誌・同人誌に自由に使える！ 漫画・イラスト・アニメ等で背景
を描く際に便利な背景線画データと、写真データを同時収録したデ
ジタル素材集の人気シリーズです。
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STUDIO とーれs著／B5判並製
CD - ROM ２枚付／定価 2750円（10%税込）
好評の背景資料を線画と写真で同時収録。線画
データはベタやトーンを入れていないので、どんな
画風にもなじみます。

〈写真＆線画〉背景カタログCD-ROM
１ 住宅路上 編

▼

ISBN978-4-8373-0067-0 C3071

▼ 商業誌・同人誌に自由に使える！ 

超時短！ 3D背景素材集〈部屋・住宅編〉
CLIP STUDIO PAINTでむずかしいアングルも
あっという間に書き出せる！

園田寛明著／B5判並製
DVD-ROM１枚付／定価 3850円（10%税込）
C L I P S T U D I O PA I N Tを使って背景をす
ばやく作成できる、便利な３Dデータ素材集。

ISBN978-4-8373-0783-9 C3071

動くポーズ集 ２ 基本動作編▼

編集部編／B5判並製
定価 2530円（10%税込）
一連の動きを、１秒15コマの連続写真にして
収録しました。アニメーター・ゲームクリエー
ター・漫画家をはじめとする多くのアーティスト
にとって、動きの分析に役立つ写真資料集です。

ISBN978-4-8373-0286-5 C3071

和の背景カタログ  間取り・解説付き▼

編集部編／B5判並製
定価 各2420円（10%税込）

　和室・日本家屋

　２ ー明治・大正・昭和ー
　洋館・和洋折衷の家

ISBN978-4-8373-0854-6 C3071

ISBN978-4-8373-0852-2 C3071

明治〜昭和にかけて建てられた日本家屋や和
洋折衷の家の室内＆外観の写真をオールカラー
で収録。建物の間取りと用語解説付き。

▽
▽

編集部編／B5判並製
定価 2420円（10%税込）
漫画やイラストの背景を描く際に便利な写真資
料集。ファンタジーの世界のような建築や風景
を掲載。 ISBN978-4-8373-0850-8 C3071

背景カタログ 西洋ファンタジー編
城・洞窟・墓地・教会／貴族の館・食堂・庭／街並・村など

▼

コマ送り
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定価 2860円（10%税込）
10代の男性モデル４名が、ブレザーや学ランの制服姿で放課後を
のんびり過ごす場面を収録。

定価 2750円（10%税込）
〈モデル〉女の子（13歳）…タンクトップ＋ショートパンツ／ワンピー
ス。男子高校生（17歳）…ブレザー制服／Ｔシャツ＋ハーフパンツ
／パーカー。スーツの男性（30歳）…紺のスーツ／グレーのスーツ（ス
トライプ、スリーピース）。

新ポーズカタログ  ※既刊４巻▼

編集部編／B5判並製
１､２巻：定価 各1760円（10%税込）
３､４巻：定価 各1980円（10%税込）
大好評シリーズ『ポーズカタログ』の新装版！ １、２巻は細部がよ
くわかるカラーと、輪郭や陰影がわかりやすいモノクロの両方で、
全ポーズを収録。３、４巻はオールカラーです。特殊製本でペー
ジが奥まで開きやすくなりました。

　１ 女性の基本ポーズ編

　２ 男性の基本ポーズ編

　３ 二人のポーズ編

　４ 壁を使ったポーズ編

ISBN978-4-8373-0656-6 C3071

ISBN978-4-8373-0657-3 C3071

ISBN978-4-8373-0658-0 C3071

ISBN978-4-8373-0659-7 C3071

定価 2750円（10%税込）
男女3名のモデルによる、力の抜けた自然なポーズを収録した新感
覚のポーズカタログ。「背景付きポーズ」、「シンプルポーズ」の2種
類を収録。

ISBN978-4-8373-0665-8 C3071

だらっとしたポーズカタログ▼

ISBN978-4-8373-5656-1 C3071

編集部編／B5判並製 

定価 2750円（10%税込）
モデルは１６〜１９歳の女の子４人。制服で腕を組む、部屋着でご
ろごろする等の自然なポーズが満載。

ISBN978-4-8373-5657-8 C3071

▽リラックスした自然なポーズを収録

２ 女の子・男子高校生・スーツの男性

３ なかよし女子高生の放課後

▽
▽

▽
▽

▽
▽

定価 2860円（10%税込）
モデルはビジネススーツを着た男性３名。オフィスや自宅でのワン
シーンを集めました。

ISBN978-4-8373-5658-5 C3071

４ サラリーマンの日常▽

ISBN978-4-8373-5660-8 C3071

６ 男子高校生たちの放課後▽

定価 2860円（10%税込）
モデルは10 〜30代の男性３名。着流しであぐらをかく、書生袴で
文机に頬杖をつく、袴で畳に横たわるなどの日常的なポーズを収録。

５ 和装の男性▽

ISBN978-4-8373-5659-2 C3071

※既刊６巻
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大好評・ポーズカタログシリーズに、D V Dデータが付きました！3
つの高さ×周囲16方向のアングルを収録した回転データをぐるぐる
回せば、使いたいデータが簡単に見付けられます。また、使いたいポー
ズを自由に拡大・縮小できる画像データも全ポーズ収録！

ぐるぐるポーズカタログ DVD -ROM▼

② 和服の女性

③ 和服の男性① 女性のベーシックポーズ

ISBN978-4-8373-0662-7 C3071

ISBN978-4-8373-0661-0 C3071

編集部編／B5変型判並製　※既刊４巻

④ 学生服

ISBN978-4-8373-0664-1 C3071

定価 2530円（10%税込）

定価 2970円（10%税込）

定価 2970円（10%税込）

定価 3025円（10%税込）

ISBN978-4-8373-0660-3 C3071

▽
▽

▽
▽

ｃｈａｏｓ著／B5判並製
定価 2750円（10%税込）
朝の光・西日・逆光など、人物に当たる光と
陰影がわかりやすい写真を収めた作画用
ポーズ資料集。 ISBN978-4-8373-1003-7 C3071

光と影のポーズカタログ
人物の陰影がわかりやすい写真を収録

▼



37 コミック技法

アニメーション

プレストン・ブレア著／B4ヨコ変型判並製
定価 2585円（10%税込）
ディズニー映画『ファンタジア』などの制
作で活躍した伝説のアニメーター、プレス
トン・ブレアによるアニメーションの指南
書。いきいきとしたキャラクターの作り方、
なめらかな動きの表現方法などを、キュー
トで魅力的な作例でわかりやすく解説。

いきいきしたキャラクターを描こう！

アニメーション・イラスト入門

▼

ISBN978-4-8373-0536-1 C3071

編集部編／B5判並製／定価 3080円（10%税込）
西洋中世騎士の兜頂を飾った装飾家紋の集大成。具象的で様式化
された形が、様々なデザインの参考となります。

ISBN978-4-8373-0612-2 C3072

西洋の飾り紋 〈中世騎士甲冑紋〉▼

文様装飾

世界装飾図集成 〈全4巻〉▼

A・ラシネ著／A4判上製
定価 各3850円（10%税込）
原書は古代から19世紀までの世界で生み出
された、織物、金細工、建築等あらゆる模
様数千点を収録したカラー石版印刷の超豪
華本。本書はこれを４巻に
まとめ、原著図版の金
銀等の豊富な使用によ
る華麗さを再現し、破
格の廉価にて発行。

（ページ見本）

0600-9 C3072
ISBN978-4-8373-

0603-0 C3072
0602-3 C3072
0601-6 C3072

1

4
3
2

マーク・サイモン著／A4変型判並製
定価 各1760円（10%税込）

性別や国籍、年齢の異なる男女に、怒り、
悲しみなど様々な表情をしてもらい、それ
を多角度から撮影したビジュアル資料集。

表情カタログ▼

ISBN978-4-8373-0174-5 C3071

ISBN978-4-8373-0175-2 C3071

おとな編

日本図書館協会選定図書

こども編

▽
▽

/ビジュアル資料
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建築

古宇田實・斎藤茂三郎原著／編集部編
B5判並製／定価 1495円（10%税込）

原始から19世紀末までの建築物の外観と内部、
装飾の細部を精密なイラストで図解。漫画・イラ
ストの資料に。建築美術に関心がある人にも。

イラスト資料 世界の建築▼

ISBN978-4-8373-0624-5 C3071

日本図書館協会選定図書

レオン・イザベ／ルブラン設計・製図
B5ヨコ判並製／定価 1980円（10%税込）
16〜19世紀様式の住居を扱った、19世紀
フランスのいわば “住宅カタログ”。各様式
デザインを寸法付きの立面図と平面図で掲
載。資料のほか画集としても。

VILLAS（ヴィラ）  西洋の邸宅
19世紀フランスの住居デザインと間取り

▼

ISBN978-4-8373-0742-6 C3071

本多錦吉郎著／ジョサイア・コンドル英文解説
B5判並製／定価 1650円（10%税込）
造庭法を科学的に研究した明治23年発行の原
本を、明治40年改訂発行時に彩色された図版
と共に復刻。

図解 庭
にわ

造
つくり

法
ほう

▼

ISBN978-4-8373-0433-3 C3071

（ページ見本）

図説 イングランドのお屋敷
〜カントリー・ハウス〜

▼

村上リコ訳
英国で人気の歴史的建造物シリーズの邦訳版。
イングランドの文化史と建造物に関する基礎知識
が満載。 ISBN978-4-8373-0905-5 C3071

3冊とも：トレヴァー・ヨーク著
A5判並製／定価 各1738円（10%税込）

図説 英国のインテリア史▼

村上リコ訳
約200点の手描き図版を用い、英国の室内装飾
の移り変わりや各時代の代表的な家具を紹介。

ISBN978-4-8373-0907-9 C3071

図説 イングランドの教会堂▼

中島智章訳
中世以来に建てられた教会堂の建築様式とその
歴史を、豊富な図版とともに解説。

ISBN978-4-8373-0906-2 C3071
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フリードリヒ・ラゲット著／深見奈緒子訳
AB判並製／定価 4290円（10%税込）
本邦初！ アラブの「庶民」の住居を豊富な図版
や間取りを用いて解説。

アラブの住居
間取りや図解でわかるアラブ地域の住まい
の仕組み

▼

ISBN978-4-8373-0908-6 C3071

ジェラール・クーロン、
ジャン＝クロード・ゴルヴァン共著
B5変型判並製／定価 3278円（10%税込）
今日のフランスを中心とした地域であるガリアの
文化や建築、人々の暮らしを、最新の研究に基
づいた復元図と共に解説。

絵で旅する
ローマ帝国時代のガリア
古代の建築・文化・暮らし

▼

ISBN978-4-8373-0913-0 C0022

ジェラール・クーロン、
ジャン＝クロード・ゴルヴァン共著
B5変型判並製／定価3190円（10%税込）
戦争がない時、兵士たちはトンネルを掘り、街道
をつなげ、橋を作り、水道を引いた。その工事現
場を体感！

古代ローマ軍の土木技術
街道・水道・運河などの建設事業をイラストで再現

▼

SBN978-4-8373-0919-2 C0022

レスター・ウォーカー著
B5変型判並製／定価3520円（10%税込）
ネイティブアメリカンの住居からスペースコロニー
まで、北米住宅の建築様式を図説。

図解 アメリカの住居
イラストでわかる北米の住宅様式の変遷と間取り

▼

ISBN978-4-8373-0918-5 C3071

J・E・カウフマン、H・W・カウフマン共著
B5変型判並製／定価 2750円（10%税込）
城塞の構造を図説し、その変遷を歴史的な戦い
とともにわかりやすく解説。

ISBN978-4-8373-0631-3 C3071

中世ヨーロッパの城塞
攻防戦の舞台となった中世の城塞、要塞、
および城壁都市

▼
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A・ラシネ原著／石山彰監修
250×260㎜上製／定価 3190円（10%税込）
本書は、約140年前にパリで出版され、世界的
に評価の高い服飾古典書である原著の内容を、
民族衣装を主体として抜粋、編集。量的にも質
的にも優れ、現代にも多くの示唆を与えます。

世界の服飾 1 民族衣装▼

 ISBN978-4-8373-0704-4 C3071

服飾

ISBN978-4-8373-0634-4 C3071

ナンシー・ブラッドフィールド著
B5変型判並製／定価 3278円（10%税込）

イギリス黄金期のヴィクトリア朝時代を含む、
1730〜1930年までの実物の女性用衣服・服
飾品を採集し、 著者自らの手による熱意あふ
れる筆致のスケッチで、 詳細に記録・分析し
た図解資料集。

図解 貴婦人のドレスデザイン1730〜1930年
スタイル・寸法・色・柄・素材まで

▼

日本図書館協会選定図書

19世紀の銅版画家 ポーケのファッション画集
フランスと異国の貴族・民衆の服装

▼

I・ポーケ、P・ポーケ 著／徳井淑子監修
A5変型判並製／定価 1980円（10%税込）
ポーケ兄弟の服飾図版集2冊を再編集。5〜
19世紀のフランス国内、15〜19世紀のヨー
ロッパ、中東のものを時代順に収録。解説と
コラム付き。 ISBN978-4-8373-0744-0 C3071

花園あずき著／徳井淑子監修
B5判並製／定価 2090円（10%税込）
中世後期から20世紀初頭までのヨーロッパの
貴婦人のドレスの歴史と変遷を、美麗なイラス
トとやさしい解説で楽しく学べる、今までにな
い図解資料集。

イラストでわかる

麗
うるわ

しのドレス図鑑

▼

ISBN978-4-8373-0909-3 C3071

Shoes シューズ
イラストでわかる靴のデザイン 古代から現代まで

▼

ジョン・ピーコック著
B5判並製／定価 2530円（10%税込）
約800点の豊富なカラー図版！ 古代〜現代まで
のあらゆる種類の靴の変遷をまとめたイラスト
資料集。 ISBN978-4-8373-0910-9 C3071
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華麗なるナポレオン軍の軍服
絵で見る上衣・軍帽・馬具・配色

▼

L・ルスロ著／A5ヨコ判並製／
定価 2695円（10%税込）
フランス陸軍公認画家だったルスロによる、
ナポレオン軍の軍服研究の集大成！

ISBN978-4-8373-0743-3 C3071

イラストでわかる日本の甲冑
古代から戦国・安土桃山までの鎧・兜・武器・馬具を徹底図解

▼

渡辺信吾（ウエイド）著
日本甲冑武具研究保存会監修
B5判並製／定価 2530円（10%税込）
甲冑の素材や細部構造から着用法に至るまで、
時代ごとの変遷を追いながら、イラストと写真
で徹底的に解説。 ISBN978-4-8373-0915-4 C3071

溝口康彦著
杉野服飾大学 福地宏子・數井靖子監修
A5判並製／定価 1650円（10%税込）
服全体はもちろん、服のパーツについてもイラ
スト付きで詳しく解説。イラスト制作のための
資料としても使えます。

ISBN978-4-8373-0912-3 C3071

新版モダリーナの
ファッションパーツ図鑑
デザインの用語や特徴がイラストでわかる

▼

溝口康彦著
杉野服飾大学 福地宏子・數井靖子監修
A5判並製／定価 1760円（10%税込）
服全体から、袖口や首回り、装飾などのパー
ツのデザインまで、メンズファッションの全て
が詰まった１冊。 ISBN978-4-8373-0917-8 C3071

Men’sモダリーナの
ファションパーツ図鑑
デザインの用語や特徴がイラストでわかる

▼

ゲーリー・エンブルトン著
B5変型判並製／定価 1848円（10%税込）
11〜16世紀のヨーロッパの歩兵・弓兵・ハン
ドガンナー（小銃兵）・騎士・砲兵隊・傭兵・
従軍した女性・鎖帷子・兜・鎧・防具の下の
服などを、臨場感たっぷりの写真で完全再現。

ISBN978-4-8373-0663-4 C3071

中世兵士の服装
中世ヨーロッパを完全再現！

▼
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イラストでわかる伝統衣装 
韓服・女性編 構造・髪型・装身具

▼

禹
ウ

那
ナヨン

英著
A5判並製／定価 1870円（10%税込）
韓服の構造から着方、時代による変化、髪型や装
身具など、韓服のすべてがぎゅっと詰まった一冊。

ISBN978-4-8373-0914-7 C3071

イラストでわかる

お江戸ファション図鑑
町娘・若衆・武家・姫君・役者・芸者・遊女など

▼

撫子凛著／丸山伸彦監修
A5判並製／定価 1870円（10%税込）

「江戸の着物を描きたい、でも難しくてわから
ない…」そんなお悩みにお答えする、実用的な
イラスト資料集。 ISBN978-4-8373-0916-1 C3071

図説 中国の伝統武器▼

伯
ボー

仲
チョン

著
B5判並製／定価 2420円（10%税込）
中国の伝統的な武器・兵器のバリエーション
や発達過程を振り返り、その基本的な形態と
古代の科学技術について、豊富なイラストと共
に紹介しています。 ISBN978-4-8373-0632-0 C3071

ダイヤグラムグループ編
B5変型判並製／定価 3300円（10%税込）
武器5000点をイラストで収録。古今東西のあ
らゆる武器・石斧・弓矢の類からミサイル・生
物兵器に至るまでの歴史・形・用法・威力を
網羅した比類のない武器百科。

武器 歴史・形・用法・威力▼

ISBN978-4-8373-0706-8 C0076

その他
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M・ポルーニン、C・ ロビンズ共著
B5判並製／定価 2136円（10%税込）
身近な食べ物から珍しいものまで、動・植・
鉱物230種の自然薬を全てカラー写真で掲
載。原産地、伝統的用法、有効成分と働き、
薬用方法と使い方まで解説した百科事典的
入門書。 ISBN978-4-8373-0650-4 C3047

自然の薬箱
動物・植物・鉱物などの自然薬百科

▼

海野弘解説・監修／編集部編
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）
洗練された優美な線、華やかで幻想的な色
彩、ドラマティックな構図…。19世紀末のイ
ギリスの挿絵黄金期に絶大な人気を誇った、
カイ・ニールセンの挿絵画集。国内では入手
しづらく珍しい図版も含む、約150点を集め
た決定版。 ISBN978-4-8373-0439-5 C3071

幻想の挿絵画家 カイ・ニールセン▼

アート＆カルチャー

神秘なる挿絵画家
エドマンド・デュラック▼

海野弘解説・監修／編集部編
B5変型判並製／定価 2530円（10%税込）
アーサー・ラッカムと人気を二分したと言わ
れる、デュラック。『アラビアン・ナイト』や『美
女と野獣』など、初期の人気作品から中・後
期の珍しい作品まで170点を収録。

ISBN978-4-8373-0440-1 C3071

イラストで見るUFOの歴史▼

アダム・オールサッチ・ボードマン 絵と文
A5変型判並製／定価 1870円（10%税込）
エイリアンやU F Oの目撃談をポップなイラスト＆
クールな文章で解説した、U FO史の入門書。

ISBN978-4-8373-6900-4 C0076

ダイヤグラムグループ編
A5変型判並製／定価 1045円（10%税込）

オーケストラを構成する楽器の簡単な歴史や、
しくみ、代表曲、音階、奏法のポイント、オー
ケストラでの座席（奏者の位置）など、やさしく
解説。 ISBN978-4-8373-0741-9 C0076

図解 オーケストラの楽器 歴史・形・奏法・構造▼
ビジュアル資料/アート＆カルチャー
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海野弘解説・監修／編集部編
B5変型判並製／定価 2585円（10%税込）
スコットランド生まれの挿絵画家ジェシー・キ
ングの本邦初の画集。ビアズリーのような繊
細な線描表現が特徴的な作品をはじめ、代
表作である『ざくろの家』など約170点を収録。

流線の挿絵画家
ジェシー・キング

▼

ISBN978-4-8373-0443-2 C3071

オマル・ハイヤーム著／エドワード・フィッツジェラルド英訳
竹友藻風邦訳／A5判並製／定価 1980円（10%税込）
中世ペルシアの四行詩集　『ルバイヤート』の日本初の英・日対訳
詩画集。フィッツジェラルドの優れた英訳と竹友藻風の流麗な邦訳、
そしてバルフォアの美しい挿絵に彩られた
ルバイヤートの世界をご堪能下さい。

ルバイヤート
中世ペルシアで生まれた四行詩集

▼

ISBN978-4-8373-0430-2 C0097

睡蓮の池で見つけた幻想イラストレーション

妖精たちが見たふしぎな人間世界▼

スヴェータ・ドーロシェヴァ著
B5変型判並製／定価 3190円（10%税込）
人間が実在するという証拠を妖精たちが報
告する、幻想イラストレーション画集。ニー
ルセンやバルビエを敬愛するウクライナの奇
才イラストレーターが妖精の目で描いた、愛
すべきへんてこな人間の世界。

ISBN978-4-8373-0672-6 C3071

（
ペ
ー
ジ
見
本
）

ビジュアル資料/アート＆カルチャー

海野弘解説・監修
B5変型判並製／定価2420円（10%税込）
挿絵黄金時代の最後にきらめいた夭折の作家
が描く、優美な異国のファンタジー。世界初
の全作品集。

知られざるアメリカの女性挿絵画家

ヴァージニア・ステレット▼

ISBN978-4-8373-0689-4 C3071
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ローレンス・カトラー＆ジュディ・ゴフマン・
カトラー著
A4変型判並製／定価 3190円（10%税込）
ノーマン・ロックウェルが崇拝し、そのイラスト
の美男ぶりにファンレターが殺到したという稀
代のイラストレーターの作品と生涯。

ISBN978-4-8373-0644-3 C3071

アート オブ J. C. ライエンデッカー
The  Ar t  of  J. C. LEYENDECKER

▼

ドゥルー＆ディラン・ストゥルーザン著
ジョージ・ルーカス序文
A4変型判並製／定価 3740円（10%税込）

『スター・ウォーズ』ほか、映画史に残る金字塔
的作品のポスターを手がけた巨匠の全作品集。

ISBN978-4-8373-0638-2 C3071

コンプリート ワークス オブ
ドゥルー・ストゥルーザン
Complete  Works  of  Drew  Struzan

▼

ISBN978-4-8373-0678-8 C3071

トム・ピーク著
A4変型判並製／定価 4950円（10%税込）
芸術と広告を融合させることで、アートの歴史
を変えた天才イラストレーター、待望の画集日
本初上陸。

アート オブ ボブ・ピーク
The  Ar t  of  BOB  PEAK

▼

ロバート・マッギニス&アート・スコット著
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）

『007』『ティファニーで朝食を』の映画ポスター
を手掛けたマッギニスの圧倒的画力を楽しめ
る、本邦初の画集！

アート オブ ロバート・マッギニス
THE  ART  OF  ROBERT  McGINNIS

▼

ISBN978-4-8373-0636-8 C3071

テリル・ウィットラッチ原案・絵
デイヴィッド・マイケル・ウィーガー文
A4ヨコ変型判並製／定価 3520円（10%税込）
古代種から現存種まで200種以上の命に満ち
満ちた、躍動感あるれるストーリー画集。

ISBN978-4-8373-0896-6 C3071

カトゥラン・オデッセイ
小さなワオキツネザルの壮大な旅の物語

▼

ウォルター・クレイン著
200×188㎜ ／定価 1320円（10%税込）
1889年刊、世界初の塗る絵本を復刻。眺め
ても、塗っても楽しい一冊です。

マザーグースの塗り絵
ウォルター・クレインの
アンティーク絵本より

▼

ISBN978-4-8373-0432-6 C0771
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毎日こむぎねんど ミニチュア作品集▼

しばたたかひろ著／A5ヨコ変型判並製
定価 1320円（10%税込）

「あるある」「わかる！」と大反響！ 日常のふと
した瞬間を、小麦粘土でミニチュアサイズに再
現した作品集。

ISBN978-4-8373-1067-9 C0070

ダリ・私の50の秘伝
画家を志す者よ、ただ絵を描きたまえ！

▼

サルヴァドール・ダリ著／音土知花訳
B5変型判並製／定価 1980円（10%税込）
日本でも人気の高い画家・ダリが1947年に著
した、画家を志す人のための美術概論。

ISBN978-4-8373-0172-1 C3071

ISBN978-4-8373-0442-5 C3071

マグリット 光と闇に隠された素顔▼

森耕治著
B5変型判並製／定価 2750円（10%税込）

ベルギー王立美術館公認解説者の著者がマグリッ
トの作品を新しい解釈で読み解いた作品解説書。
当時のモノクロフィルムや、ゆかりの地の写真も豊
富に掲載。

日本図書館協会選定図書

アーティストの手紙 ダ・ヴィンチ、ゴヤ、モネ、
ロダン、ウォーホル…100人の気がかり

▼

マイケル・バード著／Ｂ５変型判並製
定価 3080円（10%税込）
過去500年の間に交わされた、アーティストの私
信を垣間見ることのできる書簡集。手紙が書か
れた時代背景や、作家本人についての解説付き。

ISBN978-4-8373-0685-6 C0070

砂澤ビッキ 風を彫った彫刻家
―作品と素描―

▼

札幌芸術の森美術館編
B5変型判並製／定価 2750円（10%税込）
北海道を代表する彫刻家・砂澤ビッキの没後30
年美術展図録。晩年の大作「風」シリーズを中心
に、彫刻・工芸・絵画・素描といった作品の数々
を余すところなく収録。

ISBN978-4-8373-0682-5 C3071

クラシック作曲家列伝 バッハからラヴェルまで
　12人の天才たちの愉快な素顔

▼

やまみちゆか著／飯尾洋一監修
A5判並製／定価 1870円（10%税込）
えっ、こんな人だったの！？ 漫画&テキストで、
教科書には載っていない彼らのちょっと不器用な
人生に迫ります。 ISBN978-4-8373-0684-9 C0073
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ダイナ・フリード著／阿部公彦監修・訳
A5ヨコ判並製／定価 2035円（10%税込）

『不思議の国のアリス』『グレート・ギャツビー』…古典から現代も
のまで海外小説50篇に登場する食事シーンを写真で再現！ 脚注に
は食べ物のミニ知識や作家の意外なエピソードを収録。

ひと皿の小説案内 主人公たちが食べた50の食事▼

ISBN978-4-8373-0745-7 C3071

制服少女
Schoo l G i r l s I l l u s t r a t ions

▼

編集部編
B5判並製／定価 2530円（10%税込）
制服の少女たちが見せるさまざまな表情を、
13名の気鋭作家が情緒豊かに描き出す！ 珠
玉のイラスト作品集。

ISBN978-4-8373-1300-7 C3071

大図解 サンダーバードテクニカルマニュアル
メカと秘密基地のオフィシャル透視解剖図集  完全版

▼

S・デナム著／G・ブレスマン画
柿沼秀樹監修
A4判並製／定価 3025円（10%税込）
英国ヘインズ社より刊行された、ファン必携
のオフィシャル透視解剖図集、待望の日本語
翻訳版。特殊製本採用で図が見やすい！

ISBN978-4-8373-0635-1 C3071

Heikalaイラスト作品集
アートワークとクリエーションの秘密

▼

Heika la著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
人気イラストレーターH e i k a l a 待望の初作
品集!作品とスケッチに加え、制作の舞台裏
やノウハウも掲載。

ISBN978-4-8373-1301-4 C3071

Light　Re°イラスト作品集▼

Re°著
B5変型判並製／定価 2420円（10%税込）
小説の装画で活躍するイラストレーターの初
作品集。イラスト約100点、メイキング、一
問一答等を収録。ISBN 978-4-8373-1302-1 C3071
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ビーコムプラス著
A5判並製／定価 2090円（10%税込）
どんな仕事があって、どうすればその職業に
就けるのか、60職種・70人のクリエイターの
生の声を収録。 ISBN978-4-8373-1065-5 C3036

クリエイターのハローワーク
ものづくり業界と職種がわかる本

▼

佐藤実、宮本由紀共著
A5判並製／定価 2420円（10%税込）
英語圏のアート関係者と対話する時の簡単フレー
ズや、アートに関わる30のキーワードをご紹介。
巻末にはメール&レジュメサンプルと300以上の
単語集付き。 ISBN978-4-8373-1066-2 C0082

海外にとびだそう 英語でアート！
アートに関わる人におくる実践的英語読本

▼

藤原太一編著
B5変型判並製／定価 2200円（10%税込）
大正時代のタイポグラフィ名著の復刻本。デザ
イナー、イラストレーターのためのデザイン資
料集です。 ISBN978-4-8373-0951-2 C3071

大正タイポグラフィ
『図案化せる実用文字』『絵を配した図案
文字』合本復刻版

▼

久木田ヒロノブ編
A4判並製／定価 6380円（10%税込）
T V番組タイトルや広告、商品ロゴなど、第一
線で活躍する書家・筆文字クリエイターの作
品を一挙掲載！

日本のデザイン書道家
筆文字デザインの最前線

▼

ISBN978-4-8373-0568-2 C3071

宮本由紀著
A5判並製／定価 2090円（10%税込）
西洋美術の巨匠たちも、私たちと同じ人間だった
…！ 作家やコレクター、批評家の肉声が伝える美
術界の悲喜こもごもには、現代を生きるヒントが
詰まっています。 ISBN978-4-8373-0686-3 C0070

メンタルに効く西洋美術
逆境にもくじけないアーティストたち

▼

丹羽聡子画／編集部編
B5判並製／定価 1320円（10%税込）

『早春賦』『茶摘み』『紅葉』『雪』『故郷』など、
子供のころに親しんだ、懐かしい25曲を収録。
楽譜がついて大きな文字だから読みやすい！

大きな文字で見やすい うたの絵本
懐かしい風景とともに

▼

ISBN978-4-8373-0639-9 C3071
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マールカラー文庫

１．民族衣装　A・ラシネ原著　　　『世界の服飾１ 民族衣装』のダイジェスト版
ISBN978-4-8373-2000-5 C0176

17.  続 民族衣装　A・ラシネ原著　  『世界の服飾２ 続 民族衣装』のダイジェスト版
ISBN978-4-8373-2016-6 C0176

18.  中世ヨーロッパの服装　　　　 『服装史−中世編Ⅰ−』のダイジェスト版
ISBN978-4-8373-2017-3 C0176

19.  世界装飾図 Ⅱ　A・ラシネ原著『世界装飾図集成』超ダイジェスト版・続編
ISBN978-4-8373-2018-0 C0176　　 

５.  19世紀の工芸美術 Ⅰ  宝石、陶磁器、ガラス器等
ISBN978-4-8373-2005-0 C0172 1862年ロンドン万国博覧会の出品作品集

６.  19世紀の工芸美術 Ⅱ  織物、家具、壁紙等　原著はリトグラフの豪華本
ISBN978-4-8373-2006-7 C0172

10．肉筆浮世絵 Ⅰ　　　　　　　 東京国立博物館所蔵の
ISBN978-4-8373-2009-8 C0171　　 絵師直筆の浮世絵の名品の数々

11．肉筆浮世絵 Ⅱ　上方の美人画　　京都府立総合資料館所蔵品より、
ISBN978-4-8373-2010-4 C0171 　 上方の浮世絵の名品集

14．肉筆浮世絵 Ⅲ　　　　　　　 奈良県立美術館所蔵品より、
ISBN978-4-8373-2011-1 C0171 　  浮世絵を通して知る江戸のくらし

15．文様博物館  H・ドルメッチュ原著　 古代エジプト〜18世紀の
ISBN978-4-8373-2014-2 C0176　　　　　世界各地の文様装飾満載

３．POST CARD−ANTIQUE− Ⅰ 19世紀末の少女写真の
ISBN978-4-8373-2003-6 C0172　　　　 ポストカード集

４．POST CARD−ANTIQUE− Ⅱ 19世紀末の花のイラストの
ISBN978-4-8373-2004-3 C0172　　　　 ポストカード集

８．POST CARD−ANTIQUE− Ⅲ 世紀末の昆虫や動物をテーマにした
ISBN978-4-8373-2007-4 C0172　　　　 ポストカード集

９．POST CARD−ANTIQUE− Ⅳ 19世紀末のいろいろなポストカード集
ISBN978-4-8373-2008-1 C0172

12．POST CARD−浮世絵− Ⅴ　 大首絵（顔のアップ）を中心とした
ISBN978-4-8373-2012-8 C0171　　  錦絵のポストカード集

16．POST CARD Ⅶ　風の絵日記　船本清司著
ISBN978-4-8373-2015-9 C0171　　  幻想的な「ガッシュ画」のポストカード集

　　カラー文庫 百人一首　『書道小倉百人一首』の縮刷編集版。
ISBN978-4-8373-2019-7 C0192　　マールカラー文庫の新装版

　　カラー文庫 世界装飾図　　『世界装飾図集成』全4巻の超ダイジェスト版。
ISBN978-4-8373-2020-3 C0176　　マールカラー文庫の新装版

オールカラーのビジュアル文庫シリーズ。類例のな
い美しい多色刷を驚きの低価格でお届け。
特記以外編集部編／ポストカード68頁、百人一首は
144頁、その他160頁／文庫判並製／定価 各320円

（10%税込）
※『カラー文庫 百人一首』は定価 440円（10%税込）

『カラー文庫 世界装飾図』は定価550円（10%税込）
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大室はじめ著／B5判並製
CD-ROM１枚付／定価 2640円（10%税込）
シンプル、繊細、豪華…選りすぐりの美しいレー
ス素材をE P Sアウトラインデータと、ホームペー
ジやブログ、ワードなどで簡単に使えるJ P E G・
P NGデータの３形式で収録。

レース素材CD-ROM
EPSアウトライン・スウォッチ・JPEG・PNGデータ収録

▼

ISBN978-4-8373-0763-1 C3071

デジタルデータ素材

大室はじめ著／B5判並製
CD - ROM１枚付／定価 2640円（10%税込）
和風レトロ調の柄を４つのデータ形式で3,731点
収録！ E P S形式ではパーツを部分的に使う事
も、組み合わせてエンドレスパターンにすること
もできます。J PE G形式も収録。

ISBN978-4-8373-0753-2 C3071

和風レトロ地紋CD-ROM
EPSアウトライン・スウォッチ・GIF・JPEGデータ収録

▼

夏木一美著／B5判並製
CD-ROM１枚付／定価 2640円（10%税込）
桜や紅葉、鞠や貝合わせなど、華やかでロマン
ティックな和風地紋＆素材を収録。商用デザイ
ンから同人誌、季節のお便りまで幅広く使える、
シンプルで見栄えのするパターンが満載。

和風ロマン素材CD-ROM
EPSアウトライン・スウォッチ・JPEG・PNGデータ収録

▼

ISBN978-4-8373-0766-2 C3071

八條忠基著／B5判並製
CD - ROM１枚付／定価 2640円（10%税込）
平安文様、正式名称「有職文様」は、皇族・公
家・神官の装束や調度品に用いられてきました。
装束と文様の詳しい解説付き！

ISBN978-4-8373-0765-5 C3071

平安文様素材CD-ROM
有職文様のデータをEPSアウトライン・
スウォッチ・JPEG形式で収録

▼

ヨーロピアン素材CD-ROM
EPSアウトライン・スウォッチ・JPEG・PNGデータ収録

夏木一美著／B5判並製
CD-ROM１枚付／定価 2640円（10%税込）
美しく壮麗なヨーロッパ調の素材を収録。地紋
パターン、フレーム、飾り罫、アイコンから装飾
アルファベットまで、実用性に優れた使いやすい
デザインが満載。

▼

ISBN978-4-8373-0769-3 C3071
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西洋の装飾素材DVD-ROM
EPSアウトライン・JPEG・PNGデータ収録

▼

編集部編／B5変型判並製
DVD-ROM１枚付／定価 2420円（10%税込）
銅版画調のアンティークモチーフを詰め込んだ宝
箱のような素材集。驚きの全点Illustrator EPS
形式収録。商用利用にも幅広く対応。

ISBN978-4-8373-0770-9 C3071

玉居風里栄、夏木一美共著／B5判並製
DVD-ROM１枚付／定価 2640円（10%税込）
モスクの装飾壁画やタイルなどに見られる美しいイ
スラム美術の模様を、伝統的な意匠にも、現代的
にもアレンジできる便利な４つの形式で収録。

ISBN978-4-8373-0777-8 C3071

アラベスク模様素材DVD-ROM
トルコやペルシア、アラビアの模様をEPSアウトライン・
スウォッチ・JPEG・GIF/PNG形式で収録

▼

Aiパスデータ・PSD・PNG形式などで約1,600点収録

星座と宇宙の素材集DVD-ROM▼

ヨーヨーラランデーズ編／B5変型判並製
DVD-ROM１枚付／定価 2860円（10%税込）
88星座・星座マーク・天体写真など、デザインに
使える素材データが満載。商用利用にも幅広く
対応。

ISBN978-4-8373-0785-3 C3071

株式会社BroadBank著／B5判並製
DVD-ROM１枚付／定価 2860円（10%税込）
ハッピーでファンシーな柄が大集合！全柄をライン・
フレーム・パターンのセットで収録しているので、
統一感のあるデザインに仕上げられます。幅広い商
用利用範囲も魅力。 ISBN978-4-8373-0776-1 C3071

HAPPY＆FANCY素材DVD-ROM
全ての柄をライン・フレーム・パターンで収録！

▼

NATURAL インド＆エスニック素材DVD-ROM
EPSアウトライン・JPEG・PNG形式でデータ収録！

谷村友著／B5変型判並製
DVD-ROM１枚付／定価 2585円（10%税込）
インドの伝統的なデザインをアレンジした、オリエ
ンタルな雰囲気の素材集。フラワー、ペイズリーな
どの植物模様から、インドならではのモチーフま
で、豊富に収録。

▼

ISBN978-4-8373-0781-5 C3071
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江見敏宏著／B5ヨコ変型判並製
DVD-ROM１枚付
定価 2750円（10%税込）
毛の一本一本まで細かく切り抜かれた驚き
の高品質データ！ 人気の定番動物から、
ちょっと珍しい動物まで種類豊富に収録し
た、便利で楽しい写真素材集。

どうぶつ写真素材DVD-ROM
高品質な切り抜きPNGデータ・JPEGデータ収録

▼

ISBN978-4-8373-0772-3 C3071

江見敏宏著／B5判並製
DVD-ROM１枚付／定価 2860円（10%税込）
タイル状のデータを連続配置することで、継ぎ目
なく塗りつぶしができるシームレスパターンデータ
と、地に敷いたり重ねたりして、様々な質感を表
現できるテクスチャデータを豊富に収録。PA T
形式のパターンデータも収録。

ISBN978-4-8373-0775-4 C3071

シームレスパターン＆テクスチャ写真素材集
美しくつながる連続パターン、ゆがみのない高品質テクスチャ

▼

クラシックカット

Ⅰ ヨーロッパ・アジア

Ⅱ ヨーロッパ・アメリカ

ジム・ハーター編／B5判並製／定価 各1760円（10%税込）
19世紀に描かれた世界各地の歴史的建築物を豊富に収録したカッ
ト集。イラスト・絵画等で建築物を描く際の参考資料としても役立
ちます。

ISBN978-4-8373-0384-8 C3071

建物カット集 〈全2巻〉▼

ISBN978-4-8373-0385-5 C3071

▽
▽

（カット見本）
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小林正樹著／A5判並製
CD - ROM１枚付
定価 2200円（10%税込）
12 ヶ月の主な行事と十二支を豊富に揃えた、
便利なデータ素材集。日々の暮らしからビジネ
スユースまで、年齢やシーンを問わず幅広くお
使いいただけます。

ISBN978-4-8373-0782-2 C3071

生活・ビジネス・イベント・地域活動

年中使えるイラストカット CD -ROM

▼

ISBN978-4-8373-0756-3 C3071

①学校行事
入学式から卒業式まで、学校行事に沿った便利なカットが満載！ 
イラストデータは、白黒とカラーの両方で収録。

ISBN978-4-8373-0754-9 C3071

②授業・生活
教科別のカットや授業風景、生活マナーなどのイラスト約1500
点を、それぞれ白黒とカラーの両方で収録。

ISBN978-4-8373-0755-6 C3071

小林正樹著／A5判並製
CD - ROM各１枚付／定価 各2200円（10%税込）

ーコピー機・パソコン・ホームページに！ー

学校イラストカット CD -ROM

▼

③フレーム・飾り罫
けい

学校生活のフレームと飾り罫が満載。データは白黒・カラー両
方収録のJ P E G、P N G形式と、カラーG I F形式の5パターン
で収録。

▽
▽

▽

学校・保育・教育・社内・チラシ用カット

どんぐり。著／B5判並製
CD-ROM１枚付／定価 2079円（10%税込）
幼稚園、保育園、幼児教室など保育の現場に嬉
しいかわいさ満点のデータ集。季節や園の行事
に即したイラストや、囲み罫、飾り罫、タイトル
字までたっぷり収録！ すぐに使える賞状やメダ
ル、ごっこ遊び用のイラストまで盛り沢山の一冊
です。 ISBN978-4-8373-0767-9 C3071

かわいくって実用的！

にこにこ保育カット CD-ROM

▼

すくすくカット CD-ROM
保育に、育児に、おとなも使えるかわいいイラストデータ集

▼

どんぐり。著／B5ヨコ変型判並製
CD-ROM１枚付／定価 1760円（10%税込）
人気イラストレーター “どんぐり。” が描く子供
や動植物、身近な生活雑貨などのキュートなイ
ラストが便利な素材集になりました。

ISBN978-4-8373-0760-0 C3071
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福祉・介護・医療用カット

どんぐり。著／B5判並製
CD - ROM１枚付／定価 1980円（10%税込）
季節や園の生活のフレーム・飾り罫を豊富に収録しました。タイトル
や文字の素材は、配布物や掲示物の制作に役立ちます。ペープサー
トとパネルシアターの絵人形作りに使える型紙つき。

ISBN978-4-8373-0773-0 C3071

わくわく保育のフレーム・飾り罫CD-ROM
すぐに使える！ ペープサート・パネルシアターの型紙つき！

▼

（
ペ
ー
ジ
見
本
）

編集部編／B5判並製
CD-ROM１枚付／定価 3080円（10%税込）
おたよりやポスター、パンフレット、P O P、プ
レゼン資料などに自由に使えるイラストを、カ
ラーと白黒で各1133点収録。データは汎用性
の高いJ P E G形式とイラストの背景が透ける
P N G形式の２形式。医療と健康に関わるあら
ゆる現場で使えます。

ISBN978-4-8373-0778-5 C3071

病院・保健センター・福祉施設・保健室・薬局…
あらゆる現場で使える

医療と健康イラストカットCD-ROM

▼
▼

佐久間ちかこ著／B5判並製
CD - ROM１枚付／定価 1980円（10%税込）
季節のカット、高齢者の趣味や仕事・生活・健
康など幅広いカットを収録。囲み罫や飾り罫も
満載で使いやすい、高齢者のためのデータ素
材集。 ISBN978-4-8373-0757-0 C3071

高齢者の介護・地域活動に使える

福祉イラストカットCD-ROM
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書　体　名 書体見本

隷書体字典
ISBN978-4-8373-0002-1 C3071

ISBN978-4-8373-0000-7 C3071
新かんてい流

ISBN978-4-8373-0006-9 C3071
寄席文字

四辻隆司著
B5判並製／定価 1495円（10%税込）
マーカーペン各種によるP O P文字の描き方の
基礎から応用までを、手本を見て書き込みな
がら自分のペースで学べるトレーニングブック。

新POP文字練習帳▼

ISBN978-4-8373-0381-7 C3071

POP・販促用カット

四辻隆司著
B5判並製／定価 1540円（10%税込）
どんなに文字が上手でも、レイアウトが単調で
はインパクトの強いP O Pは作れません。本書
にはP O Pのパターンを59種類収録してありま
す。パターンに文字を配置するだけで、誰もが
簡単にインパクトのあるP O Pを作ることがで
きます。 ISBN978-4-8373-0392-3 C3071

POPのパターンとレイアウト▼

ディスプレイ書体集
B5判並製箱入　〈既刊5巻〉
タイトル用の文字として各書体別に１冊にまとめた書体集です。
文字の大きさは、拡大・縮小に便利な３〜４c m四方。各種印
刷物の見出しやタイトルの版下に、P O P制作やディスプレイに
も手軽に利用できます。片面印刷ですので、切り取ってそのまま
貼り込むこともできます。

千社文字
ISBN978-4-8373-0041-0 C3071

新かんてい流・寄席文字補遺
ISBN978-4-8373-0013-7 C3071



56素材・カット・書体

ISBN978-4-8373-0539-2 C3071

売り場改善のプロが教える 売れる!! 手描きPOP
さとうちゅうせい著
B5判並製／定価 1628円（10%税込）
豊富なカラー作例と実践的なアドバイスで売れ
るPOPの描き方をわかりやすく解説。マーカー
ペンの使い方などの基本から、プライスカード
やショーカードの描き方と目立たせるコツ、コ
ラージュや毛筆、ブラックボードP O Pの作り
方なども紹介。

▼

手描きであったか！

食のPOPイラスト＆タイトルCD-ROM
スーパー・商店街・レストラン・自然食品店に

石川伊津著／石川香代監修／A5判並製
CD - ROM１枚付／定価 1870円（10%税込）
スーパー・飲食店・直売所などあらゆる食の現
場で使える、ほっこりかわいい手描きのイラスト
とタイトルをデータ化して収録した素材集です。
P OPやラベル、チラシ制作に！

ISBN978-4-8373-0779-2 C3071

▼

収録数
収　録　内　容

漢字 ひらがな
カタカナ 数字 アルファ

ベット
著　者

3080円2194字 ○
○

× ×カタカナ
のみ

長谷川北洲  著

3080円

3080円

2241字

2241字

○ ○ × ×

○ ○ × ×

原田正春  著

戸田政宏  著

各570字 2420円○ ○ × ×原田正春
戸田政宏

共著

3080円3315字 ○ ○ ○ ○大河原仁  著

定価
（10%税込）
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王朝継ぎ紙づくり　　　　　　　　20
歐陽詢（名品５）　　　　　　　　  25
お絵描きチュートリアル　　　　　 28
お江戸ファッション図鑑　　　　　　　
　　　　　　（イラストでわかる）　42
オーケストラの楽器　　　  　　　　43
おでかけ水彩色鉛筆L e s s o n　　　　
         　　　　　（はじめてさんの）　11
男の絵日記　　　　　　　　　　　 8
おもいっきり墨彩画　　　　　　　16
女の子・男子高校生・スーツの男性　　

（だらっとしたポーズカタログ２）　35
カ

楷書入門（書法４）　　　　　 　　 24
描いてみよう どうぶつ絵手紙　    　17
カイ・ニールセン　　　　　 　　　43
顔と頭部のデッサン　　　　　　　 　４
描けない！　  　　　　　　　　　　27
学校イラストカットCD-ROM　①学校行
事、②授業・生活、③フレーム・飾り罫
　　　　　　　　　　　　　    　53
学校行事（学校イラスト①） 　　      53
合本版スーパーリアル色鉛筆　　　12
カトゥラン・オデッセイ 　　　　　45
カラーVS白黒天地創造編　　　　　　
　　                 （漫画バイブル４）　27
カラー文庫1〜19　　　　　　 　　49
カ ラ ー 文 庫 世 界 装 飾 図         49
カ ラ ー 文 庫 百 人 一 首 　　　 49
ガールズ・ドローイング入門　　　  29
華麗なるナポレオン軍の軍服　　      41
漢印篆（篆刻２）　　　　　　　　   24
漢字のルーツ　古代文字字典　　　　 
　　（甲骨・金文編／別巻古文編）　26
漢字のルーツ　古代文字で遊ぶ　　26
顔真卿（名品10〜12）　　　  　　25
かんたん淡彩スケッチ　　  　　　　9
漢碑（名品16）　　　　　　　 　　25

キ
樹に咲く花（花のぬりえ帖）　　 　  15
木の実・草の実・おいしい実　　　 11
貴婦人のドレスデザイン1730〜1930年  40
行書大字典　　　　　　　　 　　  23
行書入門（書法２）　　　　 　　　  24
キラとマリアの 背景が描きたい！  学校
編、 自 然 編、 部 屋・ 家 具・ 建 物 編、
３DソフトBlender編                        31
切り紙でつくる 雪の結晶　　　　　 19
金石大字典　　　　　　　 　 　   23
金文（篆刻４）　　　　　　 　　　  24

ク
虞世南（名品８） 　　　　　　　    25
クラシック作曲家列伝　　　　　　46
暮らしの中の絵手紙教室　　　　　17
クリエイターのハローワーク　　　　48
クリエイティブイラストレーション　　
　　　　　　（新装版 ルーミスの）　6
ぐるぐるポーズカタログ DVD-ROM　
①女性のベーシックポーズ、②和服の
女性、③和服の男性、④学生服　　36

ケ
消しゴムスタンプ（四季の）　　 　　18

ア
アーティストのための美術解剖学　　２
アーティストの手紙　　     　　　　 46
アート オブ  J . C . ライエンデッカー   45
アート オブ ボブ・ピーク　　　　 　45
アート オブ ロバート・マッギニス  　45
アイドルを描こう！　　　　              31
あかりの学校　　　　　　　　　　 20
あきいろ　 　　　　　　　　　　　11
秋の散歩道　　　　 　　　　　 　10
アクリル画パーフェクトガイド　　　13
アクリル画バイブル　　　　　　　13
アタリ革命・アタリ革命２ 　　　　　
　  （漫画バイブル・ゼロシリーズ）　26
アニメーション・イラスト入門　　 37
油絵S t y l e & P r o c e s s　　　　　13
アメリカの住居　　　　　　　　　39
アラビアンナイト　                 15
アラブの住居                        　　　　39
アラベスク模様素材DVD-ROM　51

イ
イラスト資料 世界の建築　　　　 　38
イラストでわかるお江戸ファッション図鑑
　　　　　　　　　　　　　　　　42
イラストでわかる伝統衣装 韓服・女性編                                                                   

42
イラストでわかる日本の甲冑　　　　41
医療と健康イラストカットCD-ROM　54
色鉛筆で描く街角風景画　　　　　12
色塗りチュートリアル                                  28
イングランドのお屋敷 　　　　　　　
　〜カントリー・ハウス〜（図説）　　38
イングランドの教会堂（図説）　　　38

ウ
ヴ ァ ー ジ ニ ア・ ス テ レ ッ ト　44
VILLAS（ヴィラ）西洋の邸宅        38
動くポーズ 集２　 基 本 動 作 編　　34
うさぎ 年 木 版 画 年 賀 状　　　　　18
うたの絵本 懐かしい風景とともに　48
美しい女性を描く　　　　　　　　  6
海のなかまの図案集　　     　　　 14
麗しのドレス図鑑　　    　　　　　 40
売れる!!  手描きＰＯＰ   　 　　　　56

エ
英国のインテリア史（図説）　　　　38
英語でアート！ 　　 　　　　 　　48
絵手紙ことばあつめ　　　　　　　17
絵手紙質問箱　　　　　　　　　　17
絵手紙ヒント集(年中行事)　 　　　17
エドマンド・デュラック　  　　   　43
絵を描くための鳥の写真集　 　　　10
絵を描くための花の写真集　 　　　10
絵を描くための風景の写真集 　　　11
円朱小篆（篆刻５）　　　　　　　  24
鉛筆画マスターB o o k　　　　　　 5
鉛 筆で描く　　　　　　　　　　　 5
鉛筆ドローイングレッスン　   　　     5

オ
おいしいものの図案集　    　　　     14
王羲之（名品２〜４）　　　　 　 　25
おうちで水彩色鉛筆Lesson  　　　　
　　　　　　　（はじめてさんの）　11

シリーズ名の略称は下記の通りです。
・書聖名品選集→名品 
・ディスプレイ書体集→Ｄ書体

・書法入門シリーズ→書法
・篆刻文字→篆刻
・学校イラストカットCD-ROM→学校イラスト
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消しゴムスタンプ年賀状（十二支の）18
消しゴムでかんたん版画　　　　　19
幻獣キャラクターを創る　　　　　32
幻獣デザインのための動物解剖学　32
幻獣と動物を描く　　　　　　　　32
幻想の挿絵画家（カイ・ニールセン）43

コ
甲骨・金文編（古代文字字典）　　  26
甲骨文（篆刻６）　　  　　　　　　24
構図破り編　（漫画バイブル２）　　  27
心に花が咲きますように　　　　　　　
　　　　（花城祐子の絵手紙画帖）　17
コスチューム・マトリックス　　　　29
五體字書　　 　　　　　　　　　 23
五体墨場必携  上、下　　　　　　 22
古代文字字典　　　　　　　　　　　　
　　　（甲骨・金文編、別巻古文編）　26
古代文字で遊ぶ　　　　　　　　　26
古 代 ロ ー マ 軍 の 土 木 技 術　　39
古典に学ぶ人物デッサン　　　　　3
古文編（古代文字字典　別巻）　 　 26
コマ割り映画技法編（漫画バイブル５）  27
混色パーフェクトレシピ1500　　　13
コンプリート ワークス オブ　ドゥルー・
ストゥルーザン　　　　　　　　　45

サ
サラリーマンの日常　　　　　　　　
　（だらっとしたポーズカタログ４）　35
サンダーバードテクニカルマニュアル 47
三体千字文　　　　　　　　　　　22

シ
シートン動物解剖図　 　　　 　　　4
シームレスパターン＆テクスチャ写真素材集 52
J . C .ライエンデッカー   　　　　　45
ジェシー・キング　　  　　　　　   44
ジェニファー・ベルのたのしい動物の描
き方　  　　　　　　　　　　　　　5
シェパードの人体ポーズと美術解剖学    2
四季の消しゴムスタンプ　　　 　　 18
自然の薬箱　　　　　　　　　 　  43
失敗しない らくらくスケッチ　　　　8

〈写真＆線画〉 背景カタログCD-ROM  
１ 住 宅 路 上 編　　　　　　　　　34
19世紀の工芸美術 Ⅰ、Ⅱ（文庫５、６）49
15分で描くライフスケッチ（男の絵日記）  8
S h o e s シューズ　　　　　　　　 40
十二支入り絵手紙年賀状 　         　18
十二支の消しゴムスタンプ年賀状　18
12色でスタート！  （はじめてのコピック
イラスト公式ガイドブック）　　　　30
授業生活（学校イラスト②）　　　　53
淳化閣帖 １、２（名品19、20）　　25
食のPOPイラスト＆タイトルCD-ROM   56
書聖名品選集〈全20巻〉 　　　 　25
書道いろは帖　　　　　　　　 　　22
書道小倉百人一首　　　　　　　　22
書法入門シリーズ〈全６巻〉　　　24
書法用語百問百答（書法６）   　　　24
新かんてい流（Ｄ書体）　 　　 　　 55
新かんてい流・寄席文字補遺（Ｄ書体） 55
新装版 実用ビジネス書道 　  　        23
新装版 ペン＆インク　 　　　　　   ６
新装版 ルーミスのクリエイティブイラス
トレーション　　　　　　　　　　　6
人体クロッキー　　　　　　　　    ４
人体デッサンのための美術解剖学ノート ３
新背景カタログカラー版１〜9　       32

新版モダリーナのファッションパーツ図鑑41
人物イラスト要点まとめノート　　　　  ２８
人物デッサンのすべて　　　　  　　 3
新ポーズカタログ１〜４　　  　　    35
新ＰＯＰ文字練習帳　　　　　　　55

ス
水彩色鉛筆Lesson 超初心者編　　　
　　　　　　　　（はじめてさんの）  11
水彩で描くポートレート　 　　　　9
水彩で描くボタニカルアート      　　9
水彩の配色アイデアB o o k　　　　 10
水彩ポイントレッスン　　　　　　　９
すいすい水墨画　　　　　　　　    16
水墨でさらりと描く　日本の美しい　
二十四節気　　　　　　　　　　　16
数億万人のキャラクター編  　　　　　
　　　　　　　　（漫画バイブル３）  27
スーパー・商店街・レストラン・自然食品店に

（食のPOPイラスト＆タイトルCD-ROM） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 56
スーパーリアル色鉛筆（学校版）　　12
図 解 アメリカ の 住 居　　　       39
図解 オーケストラの楽器　　　　　43
図解 貴婦人のドレスデザイン　　　40
図解書法（書法５）　　　　　　　  24
図解 庭造法　　　　　　　  　　   38
すくすくカットCD-ROM　   　　　53
スケッチ描き始めの一本　                8
スケッチが上手くなるパース講座　　7
図説 イングランドのお屋敷    　      38
図説 イングランドの教会堂       　      38
図説 英国のインテリア史　     　       38
図説 中国の伝統武器　　　  　　   42
砂澤ビッキ 風を彫った彫刻家　　　　46
スペース・ドローイング入門 　　　 8
墨でモノトーン雑貨　　　　　　　　23
3DソフトBlender編

（背景が描きたい）     31
3D背景素材集〈部屋・住宅編〉　    34

セ
制服少女　 　  　　　　　　　　　47
星座と宇宙の素材集D V D - R O M　51
正統派スーツの描き方　　　　　　　29
西洋＆ファンタジー武器イラストポーズ集 30
西洋の飾り紋〈中世騎士甲冑文〉 　 37
西洋の装飾素材D V D - R O M　 　 51
西洋の邸宅  （VILLAS〈ヴィラ〉 ）           38
世界装飾図（カラー文庫）　　　 　 49
世界装飾図集成〈全４巻〉　　 　　37
世界装飾図Ⅱ（文庫19）　　　 　　49
世界の建築　　   　　　　 　　　　38
世界の服飾１（民族衣装）       　　  40
千社文字（Ｄ書体）　　　　　　　  55

ソ
草書 漢字のくずし方　　　　　 　22
草書大字典　　　 　　　　　　 　23
草書入門（書法３）　　　　　 　　24
続民族衣装（文庫17）               49
蘇東坡（名品14）　　　 　　 　  　25
空飛ぶものの図案集　　    　　　 14
孫過庭（名品１）　　　　　　　　  25

タ
大正タイポグラフィ　　　  　　　　48
大図解 サンダーバードテクニカルマニュアル  47
大篆（篆刻３）　　　　　　　 　　 24
ダイナミックポーズ・ドローイング    27
闘う！ 西洋＆ファンタジー武器イラストポーズ集 30
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戦う！ 和風武器イラストポーズ集　30
建物＆街角スケッチパース      　　    8
建物カット集Ⅰ、Ⅱ 　　　　　 　　52
だらっとしたポーズカタログ、２、３ 、４、
５、6　　　　　　　　　　　　　35
ダリ・私の50の秘伝　　　　　        46
男子高校生たちの放課後（だらっとした
ポーズ6）                              35

チ
地中海からの水彩色鉛筆L e s s o n　12
中国の伝統武器　　　　　　　 　 42
中世兵士の服装　　　　　　    　  41
中世ヨーロッパの城塞　　　    　  39
中世ヨーロッパの服装（文庫18） 　 49
超時短！3D背景素材集〈部屋・住宅編〉  34
趙子昂 （名品15）　　　　　　　　 25

遂良（名品６、７） 　　　　　　  25
テ

ディスプレイ書体集シリーズ〈既刊5巻〉  55
デジタル背景カタログ  一戸建て・室内編、
学校編、時代物編、通学路・電車・バス編、
マンション・アパート・団地編  　　 　33
手づくり同人誌とらのまき 　 　　 30
デッサンの55の秘訣　 　 　　     　 6
鉄線小篆（篆刻１）　　　　　　　  24
手と足の描き方　 　　　　　　　　３
篆刻文字〈全６巻〉 　　　　　　　 24
篆書小字典   　　　　　　　　　　21

ト
陶芸絵付け図案集　　　　　　　   21
同人誌やイラストを短時間で美しく彩る
配 色アイデア100  　　　　　　　29
唐太宗（名品９）　　　　　  　　  25
どうぶ つ 絵 手 紙　　　　　　　　 17
動 物 画 の 描 き 方　　　　　　　　 4
どうぶつ写真素材D V D - R O M　  52
どうぶつの図案集　　　　　　　　14
ドゥルー・ストゥルーザン 　　　　45
鳥の描き方マスターブック　　　　 ５
鳥の写真集（絵を描くための） 　　10
ドレスとおしゃれの図案集　　　　14

ナ
なかよし女子高生の放課後（だらっとした
ポ ーズカタログ3）                        35
NATURAL インド＆エスニック素材 DVD-
ROM　　　　　 　　　　　　　　　 51
なついろ　　　　　　　　　　　　11
夏の散歩道　   　　　　　　　　　10
なないろ帖１、２　　　 　　　　　15

ニ
肉筆浮世絵Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（文庫10、11、14）    49
にこにこ保育カットC D - R O M　　 53
24 色でできる！はじめてのコピック背景          
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 0
日本の甲冑（イラストでわかる）　　41
日本のデザイン書道家　　　　　　48
庭造法　　   　　　　　　　　　　38

ヌ
ぬりえ・クエストvol .1、Vol .2   　15

ネ
ねこタングル     　                           14
猫と花の切り絵  　　　                  19
ねこを 描く　　 　　　　　　　　　5
眠れぬ夜のぬり絵ブック　　　　　　　
　　　　　　　（アラビアンナイト）　15
年中使えるイラストカットCD-ROM   53

ノ
野に咲く花(花のぬり絵帖)            15
野村重存による　　　　　　　　　　　
　　絵を描くための風景の写真集　　11
乗り物の図案集　　                        14

ハ
パース！、パース！２　　　　　　　 7
背景が描きたい！（キラとマリアの）　
学校編、自然編、部屋・家具・建物編 、
３DソフトBlender編                                         31
背景カタログC D - R O M １住宅路上編
　　　　　　　　　　　　　　   34
背景カタログ西洋ファンタジー編　 34
はがきで筆遊び　　　　　　　　　16
はじめてさんと歩くマルタ島　　　　　

（地中海からの水彩色鉛筆L e s s o n）12
はじめてさんの　　　　　　　　　　
　おうちで水彩色鉛筆L e s s o n　　11
　おでかけ水彩色鉛筆L e s s o n　 11
　水彩色鉛筆Lesson超初心者編   11

魔法の水彩色鉛筆テクニックwith DVD  11
はじめての油絵レッスン　　　　　13
はじめての絵手紙教室　　　　　　16
はじめてのコピックイラスト公式ガイドブック  30
はじめてのコピック背景　　　　　30
はじめてのはがき絵 　　　　　　　　
 春の花、夏の花、秋の花、冬の花  16
HAPPY＆FANCY素材DVD-ROM　51
花いっぱいの図案集　　　　　　　14
花城祐子の絵手紙画帖　　　　　 17
花と実の色えんぴつ技法　　　　　12
花と野草の図案集　　　　　　      20
花の写真集（絵を描くための）　　   10
花のぬりえ帖　　　　　　　　　　15
花万葉　春、夏、秋、冬　　　　 10
林亮太の超リアル色鉛筆入門　　 12
はるいろ　 　　　　　　　　　　  11
春の散歩道　　　　　　　　 　　 10
ハンサムボディの描き方　　 　　　29

ヒ
光と色のチュートリアル　　　　　28
光と影の演出編（漫画バイブル1）   27
光と影のポーズカタログ　　　　　36
ビジネス書道（実用）                           23
ひと皿の小説案内  　　　　　　　47
百人一首（カラー文庫）　　　　　  49
百鬼丸の切り絵　　　　　　　　　19
表 情　　　　　　　　　　　　　　 ４
表情カタログ おとな編、こども編　  37

フ
ファンタジー世界の生き物を描く    31
ファンタジー・マトリックス　 　　   29
風景の写真集（絵を描くための）   11
風景の中に人を描く　　　 　　   　7
風 景 の 中 の 水 を 描く　　　 　　　9
風景描写上達テクニック　   　　　8
武器　 　　　　　　　　　 　　　 42
福祉イラストカットC D - R O M  　　54
フクロウ塗り絵　　　 　　　　 　15
ふ ゆ い ろ　　　　 　　　　　　　11
冬の散歩道　　 　　　　　　　　  10
フランスの裁縫箱でみつけたちいさなク
ロスステッチ600　　  　　　　　20
ふるさと切り絵、ふるさと切り絵２     19
フレーム・飾り罫（学校イラスト③）53
ふんわりやさしいパステル画　　      12

ヘ
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平安文様素材C D - R O M 　　　　50
H e i k a l aイ ラスト 作 品 集　　　47
ペン＆インク（新装版）　　　　　　６
ペンで描く 　　　　　　　　　　 　６
ペン風景画 　　 　　　　　　　　 ６

ホ
ポーケのファッション画集　　　　40
ポージング・チュートリアル  　　　　　   28
北魏 １、２　（名品17、18）　　    25
ポストカード （文庫３、４、８、９、12、、16）   
　         　　　　　　　　　　          49
ボタニカルアート（水彩で描く）　　9
ボタニカル・カラーパレット　　　9
ポチとボクのかんたんパース　　　 　7
ＰＯＰのパターンとレイアウト　　 55
ボ ブ・ ピ ー ク　　　　　　　　 　45
PON! PON! スタンプアイデアBOOK 18

マ
マールカラー文庫１〜19　　　　　49
毎日こむぎねんど　　　　　　　　46
マグリット 光と闇に隠された素顔 　46
マザーグースの塗り絵　　　　　   45
まねして描こうシリーズ〈既刊9巻〉  　14
魔法の水彩色鉛筆テクニックwith DVD
　　　　　　　（はじめてさんの）　11
マンガでわかる遠近法　（パース！）　7
マンガでわかるキラとマリアの背景が描
きたい！ 自然編、3DソフトBlender編、
部屋・家具・建物編　　　　　　　31
マンガでわかるもっとディープな遠近法

（パース！２）　　　　　　　　　　　７
マンガでわかるパース！ キラとマリアの
背景が描きたい！ 学校編　　　　　31
漫 画 バ イブ ル１〜５　　　　　　27
漫画バイブル・ゼロシリーズ１、２    26

ミ
myst ica ミスティカ ぬり絵ブック  15
魅せる水彩風景スケッチ　　　　　9
民族衣装（世界の服飾１）　　 　　40
民族衣装（文庫１）　　 　　　　　49

メ
メカと乗り物を描く（SFファンタジー）31
Men'sモダリーナのファッションパーツ図鑑   41
メンタルに効く西洋美術     　　   　  48

モ
モーションを描くための美術解剖学２
モダリーナのファッションパーツ図鑑　
　　　　　　　（新版、M e n's）  　41
もっと描きたい絵手紙教室　　　　 17
森といきものの図案集　　　　　　14
文 様 博 物 館（ 文 庫15）　　　　 　49

ヤ
やさしい油絵　　　　　　　　  　 14
やさしい馬の描き方　　　　　　　4
やさしい顔と手の描き方　　　　　 ３
やさしい人物画　　　　　　　　　 2
やさしい陶芸、やさしい陶芸Ⅱ 　    21
やさしいパステル画　　　　　　　12
やさしい美術解剖図　　　　　　　 ２

ユ
雪と星と太陽のペーパークラフト  　19
U F Oの 歴 史　　　　　　　　　　43

ヨ
妖精たちが見たふしぎな人間世界　44
ヨーロピアン素材C D - R O M 　　50

寄席文字（Ｄ書体）　　　　　  　55
ラ

ライエンデッカー　 　　　　　　　45
L i g h t  R e°イラスト作品集　　　47
らくがきの図案集　　　　　 　　　14
らくらくスケッチ（失敗しない）　　　８

リ
リアリズム・チャレンジ　　　　 　７
柳 公 権（ 名 品13）　　　 　　　　25

ル
ルーミスのクリエイティブイラストレーション 
(新装版)　　　　　　　　　　　　　　　  6
ルバイヤート　　　　　　　 　　　44

レ
隷書小字典 　　　　　  　　　　　21
隷書体字典（Ｄ書体） 　　　　　 55
隷書入門（書法１） 　　　　　　　 24
レース素 材C D - R O M　　 　　　50

ロ
ローマ帝国時代のガリア      　　      39
ロバート・マッギニス    　                  45

ワ
わくわく保育のフレーム・飾り罫CD-ROM   54
和装の男性

（だらっとしたポーズカタログ5）         35
和の背景カタログ 和室・日本家屋   34
和の背景カタログ２− 明治・大正・昭和− 
洋館・和洋折衷の家　　　　　　 　34
和風武器イラストポーズ集　　　　30
和風レトロ地紋CD-ROM   　　　 50
和風ロマン素材C D - R O M 　　 　50
和服の女性（ぐるぐるポーズカタログ②）   36
和服の男性（ぐるぐるポーズカタログ③）  36



ご注文の方法

●弊社の出版物は、全国有名書店にございます。
店頭に見当たらない場合は、書店にご注文ください。
●弊社に直接ご注文いただく場合は、代金引換にてお届けします。
その際は、別途手数料がかかります。詳しくは、お電話でお問い合
わせください。
※弊社出版物中、カバー等に「定価○○円（本体△△円）」と表示さ
れているものは、消費税３％での定価ですので、「本体△△円」に現
行の消費税を加えた価格がお買い上げ価格になります。
※当目録中の価格表示は、2022年8月現在のものです。





（株）マール社
〒113-0033　東京都文京区本郷1-20-9
TEL03-3812-5437   FAX03-3814-8872

ht tps : //www.maar.com/

表紙装画：

『知られざるアメリカの女性挿絵画家 ヴァージニア・ステレット』

（小社刊）より




