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サッカー読み物	

いまさら誰にも聞けないサッカー隠語の基礎知識 
“サッカースラング王国”日本が生んだSNSで使える380語を一挙収録！
サッカーネット用語辞典（編）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-606-6

フットボール新世代名将図鑑 
思考、ゲームモデル、相関図、将来像などを紐解きながら、近未来のフットボール界を牛耳る監督を占う。
結城康平（著）　¥1,900　ISBN：978-4-86255-602-8

GKコーチ原本 “先手を取るGKマインド”の育て方 
全カテゴリーのGKを指導してきた日本屈指のGKコーチによる、これまでになかった「GKコーチのための原本」。
澤村公康（著）　¥2,100　ISBN：978-4-86255-589-2

サッカープレーモデルの教科書 
欧州のプロリーグで監督経験を持つ唯一の日本人指導者が自らの指導理論を基にプレーモデル作成の“掟”を伝授。
濵吉正則（著）　¥1,900　ISBN：978-4-86255-573-1

組織的カオスフットボール教典 ユルゲン・クロップが企てる攪乱と破壊 
より効率的な形で試合のリズムをコントロールしようとしている最新のクロップ戦術が本書で赤裸 に々。
リー・スコット（著），龍岡歩（監），高野鉄平（訳）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-578-6

フットボール風土記 
北は帯広、南は宮崎まで「土地」の匂いが薫る令和の全国蹴球郷土誌
宇都宮徹壱（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-574-8

ポジショナルフットボール 実践論 3刷
フットボールのすべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる
渡邉晋（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-572-4

枝Ｄ ボールも自由も奪い取る術　～守備からみるフットボールの新しい景色～ 
あなたの守備の概念を覆します。守備からみるフットボールの新しい景色
内田淳二（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-550-2

フットボールクラブ哲学図鑑 
これまでありそうでなかった、未来永劫使える欧州厳選20クラブのDNA解剖書
西部謙司（著）　¥1,900　ISBN：978-4-86255-568-7

サッカーと感染症 Withコロナ時代のサッカー行動マニュアル 
長いスパンで感染症と付き合わざるを得ないwithコロナ時代に、すべてのサッカー関係者に向けた新しいガイドライン。
岩田健太郎（著），フットボール批評編集部（編）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-564-9

ポジショナルフットボール教典 3刷
魅力的かつ創造的そして効果的。聖者ペップが唱える戦術コンセプトの奥義書、ここに極まれり
リー・スコット（著），龍岡歩（監），高野鉄平（訳）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-552-6



2 3

ジョアン・ミレッ 世界レベルのGK講座 2刷
完璧な技術を習得すればスーパーセーブは不要
ジョアン・ミレッ（監），倉本和昌（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-533-5

素直　石川直宏 
クラブからも、サポーターからも愛された石川直宏のバイオグラフィー。
馬場康平（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-500-7

FOOTBALL INTELLIGENCE 相手を見てサッカーをする 5刷
元日本代表が自ら筆をとり、「相手を見てサッカーをする」を徹底的に言語化！
岩政大樹（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-505-2

技術解体新書　サッカーの技術を言葉で再定義する 5刷
風間理論を戦術ライティングの第一人者が徹底取材で解明した、究極の技法書
風間八宏（著），西部謙司（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-422-2

新GK論　10人の証言から読み解く日本型守護神の未来
楢﨑正剛、川島永嗣…日本を代表するGKら10人への総力取材で読み解く、日本型守護神の未来とは？
田邊雅之（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-504-5

東欧サッカークロニクル 2刷
最後の魔境、旧共産圏の知られざるサッカー世界を体当たり取材。
長束恭行（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-468-0

ルカ・モドリッチ 永遠に気高き魂
ロシアＷ杯MVP、FIFA最優秀選手賞を受賞したクロアチアの英雄・モドリッチ初の評伝。
ビセンテ・アスピタルテ（著），ホセ・マヌエル・プエルタス（著），江間慎一郎（訳）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-488-8

英国人から見た日本サッカー
来日10年・気鋭のジャーナリストが是々非 で々根源的な課題に切り込む。
ショーン・キャロル（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-489-5

ロシアＷ杯総論
マクロな視点での全64試合、極上の観戦レポート!
木村浩嗣（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-484-0

日本代表ロシアW杯ベスト16Memorial 永久保存版
サッカー日本代表が戦い抜いたロシアW杯、そのすべての戦いを収めたフォトレポート集
¥1,000　雑誌コード：07888-08

日本サッカー戦記
フットボール・ライティングの名手が贈る、日本サッカー新旧の歴史群像劇
加部究（著）　¥2,400　ISBN：978-4-86255-434-5

育成主義
選手を育てて結果を出すプロサッカー監督の行動哲学
曺貴裁（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-448-2

サッカー育成改革論
高校サッカー３冠を制した流経柏の名将がいま伝えたい真の育成改革案。
本田裕一郎（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-495-6

人の心を耕す 怯まず、驕らず、溌剌と。サッカーで「心の芯」を育てるコーチング道
育成のゴールは勝つことにあらず！高校サッカーの名門、滝川第二高校の元監督が説く育成哲学。
黒田和生（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-427-7

聖和の流儀
どんなに狭い密集地帯でもドリブルで果敢に攻めるのが、聖和の一貫したスタイルである
加見成司（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-421-5

静学スタイル 独創力を引き出す情熱的指導術 3刷
カズ、ヤスなど63人のJリーガーを輩出した名将・井田勝通の選手育成術とは
井田勝通（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-321-8

高校サッカー　心を揺さぶる11の物語
選手一人ひとりに大切な物語がある。日本全国で本当にあった涙の青春ストーリー
安藤隆人（監）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-214-3 

それでも「美談」になる高校サッカーの非常識
高校サッカーの実情、問題をあぶり出すとともに新風を吹き込む指導者も挙げていく
加部究（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-218-1 

僕らがサッカーボーイズだった頃4　夢への挑戦
本人とその家族・指導者・友人の証言から描くサッカー人生の“原点”とは
元川悦子（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-467-3

僕らがサッカーボーイズだった頃3　日本代表への道
井出口陽介、南野拓実、浅野拓磨など日本代表として活躍する選手たちの少年時代を追う
元川悦子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-357-7

僕らがサッカーボーイズだった頃2
本田圭佑、遠藤保仁、柿谷曜一朗、山口蛍…ブラジルＷ杯日本代表選手を収録!!
元川悦子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-248-8

サッカー守備戦術の教科書 超ゾーンディフェンス論 4刷
ゾーンディフェンスのパイオニアが正真正銘の守備メソッドを記したディフェンス論の教科書
松田浩/鈴木康浩（共著）　¥2,300　ISBN:978-4-86255-332-4

サッカー新しい攻撃の教科書 3刷
戦術大国スペインから学ぶ“攻撃”の最新メソッド 「カウンターアタック」と「組織的攻撃」２つの攻撃戦術を正確に理解する!!
坪井健太郎（著），小澤一郎（構成）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-459-8

サッカー新しい守備の教科書 4刷
進化する「守備」を理解する。戦術大国スペインから知る“守備”の基本原則とは
坪井健太郎（著） , 小澤一郎（構成）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-362-1
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サッカーの新しい教科書 3刷
世界をリードするスペインの視点をもとに日本サッカーが強くなるための戦術“真”理論
坪井健太郎（著） , 小澤一郎（構成）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-246-4

ドイツ式GK技術革新　GK大国に学ぶ「技術」と「戦術」
ドイツのトップクラブで学んだGKコーチが説く「GK技術」の決定版！
川原元樹（著），清水英斗（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-478-9

PERFECT SKILL 世界トッププレイヤーの究極スキルを解説する
すべての人 を々魅了する、超一流選手のスーパープレー。彼らはどのようにして高い技術を繰り出しているのか。
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-471-0

サッカー日本代表戦術アナライズ
史上初！ サッカー日本代表の「戦術の歴史」を稀代の戦術解説家が徹底解説！
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-455-0

サッカー戦術クロニクルゼロ　トータルフットボールの源流と未来 
トータルフットボールの進化という大河の源流と革新を綴る濃密な戦術ガイド
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-413-0　

サッカー4-4-2戦術クロニクル　守備陣形の復興と進化
進化する「守備」を理解する。戦術大国スペインから知る“守備”の基本原則とは
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-380-5

サッカー右翼 サッカー左翼
サッカー監督たちを右派と左派に分類しながら、進化してきたサッカーの哲学を読み解く
西部謙司（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-323-2

サッカーＦＷ陣形戦術クロニクル
最前線のユニットがいかにしてサッカーを変革してきたか。FWの未来を徹底解析していく
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-316-4

サッカー３バック戦術アナライズ 2刷
異能の戦術家たちが作り上げる暗号を読み解く。3バックは「最先端」か「時代遅れ」か?
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-291-4

サッカー戦術サミット
佐藤寿人、西川周作、高橋秀人など一流選手のプレー中の思考、戦術論を探究
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-192-4

サッカーバルセロナ戦術アナライズ 3刷
脈 と々受け継がれるバルサの哲学と戦術の系譜を紐解く、バルセロナの「哲学」を巡る旅
西部謙司（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-090-3

サッカー戦術クロニクルⅡ 4刷
現代サッカーを体現するスペイン代表、バルセロナの戦術やカウンターの変遷をたどる
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-046-0

サッカー戦術クロニクル 8刷
「トータルフットボール」を軸に現代サッカーの「戦術の変遷」を紐解く戦術書の決定版
西部謙司（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-016-3

戦術の教科書
世界的な戦術研究の第一人者である著者が書いた、サッカー戦術本の決定版
ジョナサン・ウィルソン（著），田邊雅之（著）　¥1,900　ISBN:978-4-86255-409-3

サッカー好きほど知らない戦術の常識 4刷
なぜあなたはいつまでも素人の見方をするのか。石並べの先へ進むための戦術とは
清水英斗（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-201-3

サッカープロフェッショナル超分析術
サッカーにつまらない試合はない―。世界基準でサッカーを見る15のレッスン
林雅人（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-215-0

サッカープロフェッショナル超観戦術 3刷
UEFA公認A級・林雅人による「プロ基準で見るゲーム分析の極意」
林雅人（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-059-0

サッカーテクニカルレポート　超一流のサッカー分析学
スカウティングの第一人者が解く「勝つサッカーの定義」。現代サッカーに求められる戦術・技術とは。
小野剛（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-503-8

サッカーコーチングレポート
スカウティングのプロである小野剛氏が監督の資質とは何か、一流のコーチング術に迫る
小野剛（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-111-5

サッカープレーヤーズレポート 2刷
一流のサッカー選手たちが見せる究極のプレーをスカウティングのプロが徹底解析する
小野剛（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-085-9

サッカースカウティングレポート 3刷
世界の強豪チームを徹底分析したスカウティングの第一人者がその理論を明かす
小野剛（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-037-8

闘走心　一戦一勝一瞬に身を捧げる覚悟
田中隼磨、初の自伝。 松本に生まれ、山雅に至る疾走の軌跡
田中隼磨（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-345-4

大儀見の流技　アスリートとして、女性として輝くために
日本女子サッカー界のストライカーが明かす、偶然を必然に変える成功のアプローチ
大儀見優季（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-234-1

眼・術・戦　－ヤット流ゲームメイクの極意－

ついに明かされる日本サッカー界、最高の“頭脳”である遠藤保仁の試合中の思考法
遠藤保仁/西部謙司（共著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-164-1
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裸のJリーガー
職業としての「サッカー選手」と引退後の実態を明かすノンフィクション
大泉実成（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-475-8

Hard After Hard　かつて絶望を味わったJリーガーたちの物語
現役生活もハード、引退後もハード。サッカー選手の実像に迫るノンフィクション
大泉実成（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-172-6　

サッカーおくのほそ道　Jリーグを目指すクラブ 目指さないクラブ 2刷
Jリーグを目指すクラブと目指さないクラブ、百年構想の真実を描く渾身のルポルタージュ。
宇都宮徹壱（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-375-1

サッカー通訳戦記
名将・名選手の陰に名通訳あり、サッカー通訳10人が紡ぐ激闘の記憶
加部究（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-320-1

サッカー選手の正しい売り方
移籍ビジネスの内情を解き明かすとともに、日本サッカーに必要な移籍戦略を考察する
小澤一郎（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-103-0　

プロサッカー監督の仕事 3刷
脱トップダウンの指導法！ 現役日本代表監督・森保一が明かす現場の指導哲学
森保一（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-277-8　

伸ばす力　世界で輝く「日本人選手」育成レシピ
香川真司、柿谷曜一朗、清武弘嗣、山口蛍らを育てた元セレッソ大阪監督初の著書
レヴィー・クルピ（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-255-6　

日本人チームを躍動させる決断力の磨き方
ザッケローニ推薦!! 元フットサル日本代表監督の強い組織をつくるためのマネジメント術
ミゲル・ロドリゴ（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-247-1　

革命前夜　すべての人をサッカーの天才にする 2刷
異端の天才はどんな革命を起こすのか? 翻訳不能と言われた独特のサッカー観を紐解く
風間八宏/木崎伸也（共著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-152-8　

松本山雅劇場　松田直樹がいたシーズン 2刷
典型的な地方都市で繰り広げられる、サッカークラブをめぐる波乱に満ちた物語
宇都宮徹壱（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-124-5　

Jリーグサッカー監督　プロフェッショナルの思考法 2刷
監督はどのようにチームを作り上げるのか。組織を躍動させる思考ロジックを解説する
城福浩（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-133-7　

人の心に火をつける
人口7万人の地方クラブ、サガン鳥栖をJ1昇格に導いた情熱の指導法とマネジメント
松本育夫（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-131-3　

億万長者サッカークラブ サッカー界を支配する狂気のマネーゲーム
スポーツビジネスの現状、サッカーバブルの全貌を分析した決定版
ジェームズ・モンタギュー（著），田邊雅之（訳）　¥2,200　ISBN：978-4-86255-443-7

信念　己に勝ち続けるという挑戦
A・マドリーの現監督として圧倒的な手腕で選手を統率する名将“シメオネ”の本格自伝
ディエゴ・シメオネ（著），江間慎一郎（訳）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-407-9

勝ち続ける男モウリーニョ
世界最高のサッカー監督・モウリーニョが発する言葉、采配、哲学と人心掌握術
山中忍 （著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-274-7　

ルイス・エンリケ　最適解を導き出す信念と信頼のリーダーシップ
ルイス・エンリケ初の評伝。FCバルセロナで三冠を達成するまでの道筋を辿る
リュイス・ラインス （著）　小澤一郎 （訳）　¥1,900　ISBN:978-4-86255-325-6　

ミランの手　ＡＣミランメディカルトレーナー遠藤友則
バロテッリ、インザーギなどを支えたACミランのメディカルトレーナー遠藤友則の初自伝
遠藤友則/小松孝 （共著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-284-6　

ルイ・ファン・ハール　鋼鉄のチューリップ
サッカー界に投じられた”劇薬”「鋼鉄のチューリップ」と呼ばれし鬼才のバイオグラフィー
マーテン・メイヤー （著）, 田邊雅之 （監・訳）　¥2,100　ISBN:978-4-86255-280-8

ペップの狂気
この男、破壊者か創造者か。グアルディオラ伝説のすべてが明かされる 
清水英斗 （監）, 鈴木達朗 （訳）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-244-0　

バルセロナの哲学はフットボールの真理である
至高のクラブが進化を続ける理由とは? 戦術セオリーの原理をすべて解き明かす!
村松尚登 （監）, 釆野正光 （訳）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-204-4　

バルセロナが最強なのは必然である 2刷
“美学”と“効率”が両立されているバルセロナのサッカーの本質に迫る
オスカル・Ｐ・カノ・モレノ （著）, 羽中田 昌 （訳）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-102-3　

バルサ選手のジュニア時代
メッシ、イニエスタ、チャビ、ピケ、バルサの育成組織で育った彼らのルーツを探る！
浜田満 （監）, 仲野美櫻 （訳）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-174-0

FCバルセロナの人材獲得術と育成メソッド
世界最高峰の育成組織・カンテラはどのように構築されたのか？ 膨大な資料から紐解く
マルティ・ペラルナウ （著）, 浜田満 （監・訳）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-155-9　

ヴェンゲル・コード
アーセナルFCの限りない希望と未来のために監督が掲げる「法典（コード）」のすべて
リチャード・エヴァンズ （著）, 東本貢司 （訳）　¥1,980　ISBN:978-4-86255-196-2　
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ＰＫ　最も簡単なはずのゴールはなぜ決まらないのか？
PKをスポーツ、科学と文化史などの側面から考察。2016年翻訳サッカー本大賞受賞作
ベン・リトルトン （著）, 実川元子 （訳）　¥2,800　ISBN:978-4-86255-315-7　

あなたの見ている多くの試合で台本が存在する
世界の各リーグからW杯、オリンピックまで公然と行われている“八百長”の実態を暴く
デクラン・ヒル （著）, 山田敏弘 （訳）　¥1,850　ISBN:978-4-86255-258-7　

夢想するサッカー狂の書斎　ぼくの採点表から
「スポーツ本批評の第一人者」があやなす、史上初の “サッカー本”書評集
佐山一郎  （著）　¥1,900　ISBN:978-4-86255-208-2

日本人初の韓国代表フィジカルコーチ 池田誠剛の生きざま 
フィジカルコーチの置かれている現状を通じて、日本サッカーを強くするための提言を綴る
元川悦子 （著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-195-5

サッカー技法書・ジュニアサッカー	

8人制サッカーの教科書 2刷
ジュニア年代のサッカーコーチに必要な知識を網羅したこれまでになかった「8人制サッカーの教科書」です。
内藤清志（著）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-595-3

勝利と育成を両立させる 新時代のサッカーコーチングマニュアル 
サッカーコーチのコーチが綴る、サッカーコーチのためのサッカー指導マニュアル決定版。
倉本和昌（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-599-1

ジュニアサッカープレーヤータイプ別診断トレーニング
現役Jクラブ監督による小中学生向けのサッカートレーニング！
シュタルフ悠紀（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-582-3

ジュニアサッカー クーバー・コーチング キッズのプレーレベルアップメニュー集 
基本スキルが圧倒的に伸びる！ ひとりで自主的に短時間でできる練習メニュー
クーバー・コーチング・ジャパン（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-569-4

10代のための新しいトレーニング ヒグトレ サッカーは背中でうまくなる！
小学校高学年から取り組めるサッカー選手のためのフィジカルトレーニング!
樋口敦（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-518-2

クイズでおぼえるサッカールール
ルールを知ればサッカーがもっと楽しくなる！Q&A形式、全100問！
公益財団法人日本サッカー協会（監）　¥1,200　ISBN：978-4-86255-463-5

バルセロナフィジカルトレーニングメソッド
FCバルセロナの3冠を支えたフィジカルコーチの最先端理論と練習法を大公開
ラファエル・ポル（著），坪井健太郎（訳），小澤一郎（監）　¥2,300　ISBN:978-4-86255-339-3

世界最高峰のサッカー指導書  バルセロナトレーニングメソッド
世界最高峰のチームを作り上げたFCバルセロナの育成、トレーニング、哲学を伝授！
ラウレアーノ・ルイス （著）, 高司裕也 （訳）　¥2,500　ISBN:978-4-86255-269-3

プロトレーナー木場克己のサッカー専用トレーニング111【DVD付】 2刷
世界で戦うサッカー選手が実際に行っているサッカーのトレーニング本決定版!
木場克己 （著）　¥3,200　ISBN:978-4-86255-158-0

ストリートサッカーグラウンドムーブ【DVD付】
ストリートサッカーで生まれた最高峰のドリブルテクニック“グラウンドムーブ”を極める!
MYUTO （監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-287-7

サッカーアルゼンチン流個人スキルバイブル【DVD付】 3刷
日本サッカーの育成を大きく変える南米サッカーの哲学をトレーニングとともに学ぶ
亘崇詞（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-153-5

ゴールハンターバイブル【DVD付】
Jリーグ屈指のストライカー佐藤寿人選手が得点を奪うための実践的思考法を解き明かす
佐藤寿人（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-344-7

柿谷曜一朗のサッカースーパーテクニックバイブル【DVD付】
日本代表、セレッソ大阪で活躍している柿谷曜一朗選手、初のテクニック本
柿谷曜一朗 （監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-256-3

松井大輔のサッカードリブルバイブル【DVD付】 7刷
ドリブル、シュート、クロス、パスといった超絶テクニックを余すところなく紹介
松井大輔（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-028-6

大久保嘉人のサッカー攻撃テクニックバイブル【DVD付】
ストライカー、トップ下、サイドアタッカーまで、攻撃的ポジションに必要なスキルを開示
大久保嘉人（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-053-8

サッカー個人戦術バイブル【DVD付】
1対1の局面で負けないための駆け引きや、誰も気づかなかった勝利の法則を徹底解説
土屋健二（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-027-9

サッカーフェイントバイブル【DVD付】 2刷
ディフェンダーを惑わす技術、フェイントを使う判断状況などフェイントのすべてを紹介
土屋健二（著）　¥1,600　ISBN:978-4-90178-285-2

サッカーリフティング＆ジンガバイブル【DVD付】 7刷
サッカーの基本にして最重要課題である「ボールコントロール」の基本と奥義
土屋健二（著）　¥1,600　ISBN:978-4-90178-248-7

ジュニアサッカーリフティング教室【DVD付】 3刷
超基本から上級者のトレーニングまで、ジュニアのための実戦的リフティングを収録
土屋健二（著）　¥1,600　ISBN:978-4-90178-299-9
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マンガでたのしく学ぶ！ジュニアサッカー世界一わかりやすいポジションの授業 3刷
マンガで読むからオトナも子供もわかりやすい、新しいサッカー技法書！
戸田邦和（漫画），西部謙司（監）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-444-4

サッカーテクニックまんが Dr.ヒデのサッカー戦術スクール 2刷
香川、イニエスタ、メッシなどすぐにマネできるプロ選手たちのテクニックが満載!
戸田邦和 （漫画）, 清水英斗 （監）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-282-2

サッカーテクニックまんが ちょいテク 5刷
超一流プレーヤーから学ぶちょっとスペシャルなワザを公開！ マンガだからわかりやすい!
戸田邦和 （漫画）, 西部謙司 （監）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-143-6

クーバー・コーチング キッズのスキルアップ練習メニュー集
1対1に負けないスキルを身につけたいジュニアプレーヤー必読書!
クーバーコーチング・ジャパン （著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-454-3

クーバー・コーチング キッズの一人でできる練習メニュー集【DVD付】 7刷
「世界No,1」の育成メソッド「クーバー・コーチング」の“自宅で”“ひとりで”できる練習メニュー集
アルフレッド・ガルスティアン/チャーリー・クック （共著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-289-1

クーバー・コーチング キッズのトレーニングメニュー集【DVD付】 12刷
試合で使えるパスやフェイント、正確なファーストタッチを身につけるための練習メニュー集
アルフレッド・ガルスティアン/チャーリー・クック  （共著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-098-9

ジュニアサッカー クーバー・コーチングバイブル【DVD付】 3刷
どんなレベルにもマッチするステップ・バイ・ステップのトレーニングで子どもがうまくなる
アフルレッド・ガルスティアン （監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-039-2

ジュニアサッカーバイブル⑤　小・中学生のサッカーチームをつくろう！
サッカーチームの監督・コーチとして知っておきたいこと、コーチングの基礎がこの一冊に
平野淳（監）　¥1,680　ISBN:978-4-86255-052-1

ジュニアサッカーバイブル④　サッカーコーチングQ&A
現場で指導するコーチの疑問や悩みに世界の一流指導者が答える
平野淳（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-005-7

ジュニアサッカーバイブル③　小学生のトレーニング集Ⅱ
各年代（6・9・12）の特性にマッチしたトレーニングを収録した、現場で使えるメニュー集
平野淳（監）　¥1,680　ISBN:978-4-90178-290-6

ジュニアサッカーバイブル②　小学生のトレーニング集
トレーニングメニューの引き出しを増やしたいコーチのために100を超える練習を収録
平野淳（監）　¥1,680　ISBN:978-4-90178-231-9

ジュニアサッカーバイブル　小学生指導の実践Ｑ＆Ａ
コーチや保護者の疑問や悩みに、海外のコーチや専門家が答えたＱ＆Ａ集
平野淳（監）　¥1,600　ISBN:978-4-90178-227-2

ゴールキーパーの優劣は、ボールに触れない「89分間」で決まる
元日本代表守護神が、現役時代には明かさなかったＧＫの技術論を一挙公開
小島伸幸（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-183-2

サッカーゴールキーパーバイブル
GKの技術とトレーニング方法を詳細に解説。現代サッカーのGKに必要な教本
加藤好男 （監）,平野淳 （訳）　¥2,200　ISBN:978-4-90178-255-5

「蹴る・運ぶ・繋がる」を体系的に学ぶ ジュニアサッカートレーニング
ジュニア指導歴39年、のべ50万人の子どもたちと向き合ってきた“気づけば上手くなるメソッド”。
池上正（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-517-5

サッカーで子どもの力をひきだす池上さんのことば辞典
家庭や指導現場で実践。力を引き出す問いかけ、子どもを導くためのことばを解説　
池上正（監）, 島沢優子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-378-2

サッカーで子どもの力をひきだすオトナのおきて10【DVD付】 5刷
言葉のかけ方ひとつで“考える力”“自立心”が芽生える！ サッカー指導、子育てにも役立ちます
池上正（監）, 島沢優子（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-106-1

魔法のサッカ―コーチング　実践編ボトムアップトレーニング集【DVD付】
「ボトムアップ組織論」を実践するための方法を図版とテキストに加え、DVDで徹底解説
畑喜美夫 （著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-279-2

子どもが自ら考えて行動する力を引き出す 魔法のサッカーコーチング 4刷
広島観音高校サッカー部を日本一に導いた畑喜美夫監督がボトムアップ理論を解説
畑喜美夫 （著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-207-5

小学生・中学生のためのジュニアサッカー食事バイブル 新装版
がんばる子どもの成長を『食』でサポート。体質改善やココロを育むためのレシピが満載
森裕子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-379-9

プロクラブを支える食ストーリー 名古屋グランパス 勝利の食堂
Jリーグ初の専属栄養士が語る、プロサッカー選手たちの食エピソード集
間宮裕子（著）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-151-1

ジュニアサッカーお弁当バイブル
高めたい能力やシチュエーションに合わせて簡単に作れるサッカー弁当レシピ集
間宮裕子（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-045-3

「個」を生かすチームビルディング 2刷
個性を生かしながら組織を作り上げていく、組織力を100倍高める勝利のメソッド
福富信也 （著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-197-9

地域スポーツクラブの“法人格”を取得しよう！
街のスポーツクラブも法人化するメリットがある！ クラブ運営の新しい教科書
谷塚 哲  （著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-160-3
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地域スポーツクラブが目指す理想のクラブマネジメント ソシオ制度を学ぶ
ソシオ会員が支えるバルサの運営ノウハウを解説した、日本初のソシオ制度本格ガイド本
谷塚 哲  （著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-070-5

地域スポーツクラブのマネジメント　クラブ設立から運営マニュアルまで 2刷
日本初の地域スポーツマネジメント本格ガイド。これ1冊でクラブ運営のすべてがわかる!
谷塚 哲  （著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-022-4

野球	

ベースボールインテリジェンス 実践と復習の反復で「頭を整理する」
実践と復習の繰り返しで、ワンプレー、1打席の濃さは明らかに変わる
川相昌弘（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-581-6

高校野球界の監督がここまで明かす! 打撃技術の極意
「打撃指導」に定評のある名将が球児へ贈る、マル秘上達メソッド
大利実（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-555-7

常勝チームを作る「最強ミーティング」 プロ野球監督に仕える「参謀」の役割
プロフェッショナル戦略コーチが明かす野球界における参謀の存在意義
橋上秀樹（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-556-4

「育てて勝つ」はカープの流儀
猛練習、工夫、チームワーク、愛情……カープはいかにして一流選手を育て上げるのか？
坂上俊次（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-540-3

打撃伝道師　神奈川から甲子園へ――県立相模原で説く「コツ」の教え
“強い個”を育て“束の力”で大きな成果を生み出す佐相流指導論
佐相眞澄（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-542-7

ドラヨン
なぜドラフト4位はプロで活躍するのか？球史に名を刻んだ男たち、6者6様成功の分岐点
田崎健太（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-529-8

新時代の野球データ論 フライボール革命のメカニズム 2刷
数値の可視化で解き明かされる野球理論の「真実」と「技術革新」。
Baseball Geeks編集部（著）、神事努（監）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-515-1

新しい少年野球の教科書 科学的コーチングで身につく野球技術 2刷
プロ指導者も学ぶ野球コーチングの基本。ジュニア年代に特化した年代別指導メソッド。
川村卓（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-502-1

指導者のエゴが才能をダメにする ノムラの指導論
間違いだらけの野球観を捨て、『本物の野球』を学べ。その教え方が、選手を潰す!
野村克也（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-480-2

ドラガイ
ドラフト外で入団した選手たちが、どう主力選手へと成長したのか?
田崎健太（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-482-6

ドライチ 2刷
僕はなぜプロで“通用しなかった”のか　僕はなぜプロで“通用した”のか
田崎健太（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-424-6

下剋上球児　三重県立白山高校、甲子園までのミラクル 2刷
かつて県内で一番対戦したくない“荒れた高校”がまさかの甲子園!?
菊地高弘（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-499-4

道を教え、「自立」へ導く　花咲徳栄の人間育成術 2刷
2017年夏の甲子園優勝監督が明かす、未来を見据えた人づくり
岩井隆（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-449-9

高校野球界の監督がここまで明かす！ 野球技術の極意 2刷
各分野のエキスパートが球児へ贈るマル秘上達メソッド！
大利実（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-447-5

高校野球　埼玉を戦う監
お と こ

督たち
埼玉の高校野球を支える指導者たちの教え、信念が凝縮。花咲徳栄・岩井監督も収録
中里浩章（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-393-5

横浜DeNAベイスターズを応援しよう！ 2刷
ファン参加型の新しい「横浜DeNAベイスターズ」ファンブック！

『ベースボールサミット』編集部（編著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-451-2

僕しか知らない星野仙一
王さん、長嶋さん、野村さんと同じように 星野さんのようなタイプも野球界にもう永遠に出てこない。
江本孟紀（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-462-8

捕手異論　一流と二流をわける、プロの野球『眼』 2刷
セオリーを疑えば野球の本質が見えてくる。異端キャッチャーの“型破り”な野球の見方
里崎智也（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-349-2

燕軍戦記　スワローズ、14年ぶり優勝への軌跡
東京ヤクルトスワローズ、2011年～2015年まで5年間にわたる激動の球団史
菊田康彦（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-350-8

うちの夫はメジャーリーガー
メジャーリーガー青木宣親選手の妻、元テレ東アナウンサー・青木佐知が家族の姿を語る
青木佐知（著）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-261-7

少年野球で、子どもをグングン伸ばす47の教え
間違った指導が未来をつぶしてしまう。全国のお父さんから支持を得る人気サイトが一冊に
桜井一（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-200-6
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工藤公康のピッチングノート 2刷  
投手の本当の力を示す指標とは。ピッチャーができることは負けない投手になること
工藤公康（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-272-3

野球のプレーに、「偶然」はない 3刷
プロの野球解説者は野球の“ここ”を見る! 常識を覆す野球の観戦術を徹底指南!
工藤公康（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-177-1

ランニング・その他スポーツ	

背骨が通れば、パフォーマンスが上がる！
26個の背骨一つひとつの自由度を高めて、軸を形成し、肩甲骨と股関節を“脊椎連動”させる!!
高岡英夫（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-600-4

いまどき選手の力を引き出す 監督がここまで明かす! バレーボール指導の極意
脱根性、脱スパルタ、脱勝利至上主義。今、指導者へ求められるマル秘上達メソッド。
岩本勝暁（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-597-7

魔法のように人をズラす ラグビー最強のステップ
タッチラグビー界のレジェンドが伝授する、ステップだけに特化した“究極”の技術本。
奈良秀明（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-592-2

これまでになかったラグビー防御戦術の教科書
アタックの進化とともに変わる、ディフェンスの構造とシステムを紐解く。
井上正幸（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-583-0

卓球超観戦術　0.3秒間のラリーから戦術を読み解く
「回転のだましあい」が相手の判断を狂わせている！
松下浩二（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-557-1

ランニング革命 もっと速く、長く、ずっと怪我なく走るための方法
一生怪我をせず、より速く、長く走る事を目指す全てのランナーに向けた画期的なマニュアル
ニコラス・ロマノフ（著），カート・ブランガート（著），露久保由美子（訳）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-565-6

10代スポーツ選手のためのパーソナルフードトレーニング 最先端の栄養学に基づく新しい食事バイブル
血液タイプ、生活環境などからその子にもっとも適した栄養のとり方がわかる！
三戸真理子（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-554-0

高岡式 超最強の疲労回復法
運動科学の第一人者が実践・提唱する「真の回復」。 疲労解消とともに史上最大の高能力を手に入れよ！
高岡英夫（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-559-5

これまでになかった ラグビー戦術の教科書 2刷
観戦の手引き＆競技力向上としてラグビーIQを高める画期的な戦術の教科書
井上正幸（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-546-5

現役サブスリーランナー100人の悩みを解決 走る医師団が答える「ランニングケア」
フルマラソンで3時間を切って走る一般ランナー100人が走るうえでの身体の悩みを医師に相談。
松田芳和（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-544-1

テニス超観戦術
日本テニス協会公認S級エリートコーチが伝授する新しいテニスの観戦本！
神谷勝則（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-541-0

紫紺の凱歌
22年ぶり大学日本一に輝くまでの軌跡とこれから明治大学ラグビー部が目指す未来を1冊に。
明治大学ラグビー部（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-524-3

バレーボール超観戦術 「数の視点」でプレーの駆け引きを読み解く 
バレーボールの試合中に起こる様 な々プレー、戦術を元・日本代表山本隆弘が選手目線で解説。
山本隆弘（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-521-2

キレッキレ股関節でパフォーマンスは上がる！ 2刷
股関節を三次元に使いこなすことが、超一流選手への最短距離 最も鈍感な関節がフル稼働！
高岡英夫（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-496-3

肩甲骨が立てば、パフォーマンスは上がる！ 4刷
肩甲骨を自由自在に操れる者こそスポーツを制す！
高岡英夫（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-460-4

世界を獲るノート　アスリートのインテリジェンス
世界を目指す選手と指導者は何を書き、何を考えているのか。成功者の共通項とは？
島沢優子（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-498-7

誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本 5刷
ケニア人の走りに学べ！　ランニングは遅く走り始めた人ほどフォームが大切！
みやすのんき（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-440-6

一流ランナーは必ずやっている!　最高のランニングケア 3刷
走るだけでは強くなれない。すべてのランナー必携のランニングケア本!
中野ジェームズ修一（監），佐藤基之（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-373-7

ランの伸びしろが見つかる本
最高のパフォーマンスを引き出す! 究極の“走らない”トレーニング本
中野ジェームズ修一（監），佐藤基之（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-487-1

１日10分も走れなかった私がフルマラソンで３時間を切るためにしたこと 3刷
陸上未経験の女子が1年半で“サブスリー”ランナーへ! 今注目の女性ランナーの初著書
鈴木莉紗 （著）, 平塚潤 （監）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-281-5

「走り」の偏差値を上げるマラソン上達ノート
記録が伸びないのは頑張り方を間違えているから。走りの偏差値を上げるマラソンメソッド
松本翔（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-336-2
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トレイルランナーヤマケンは笑う
トレイルランナー山本健一が語る“プレッシャー”を“楽しさ”に変える、限界を作らない生き方
山本健一（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-312-6

箱根駅伝監督　人とチームを育てる、勝利のマネジメント術
箱根駅伝出場強豪校の名将たちが明かす、指導哲学&組織づくりの秘訣
酒井政人（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-326-3

小・中学生のための運動会で1位になる速くなる走り方教室 2刷
オリンピック日本代表短距離コーチが伝授! 堀籠式フォームで確実に足が速くなる！
堀籠佳宏（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-452-9

小・中学生のための足がグングン速くなる本 3刷
ほんのちょっとしたコツをつかめば、足はだれでも速くなります! ポイントを丁寧に解説
伊東浩司 （著）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-126-9

小・中学生のための走り方バイブル２【DVD付】
6つのステップで運動会直前でも間に合う!! 誰でも1時間で速くなれる実戦的なトレーニング
伊東浩司 （著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-057-6

バスケットボールサミットビーリーグ川崎ブレイブサンダース
川崎ブレイブサンダース 街にいきづくプロクラブ
バスケットボールサミット編集部（編著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-458-1

ラグビー日本代表 1301日間の回顧録
“今だからこそ”語れる真実がある。代表戦士たちの“本音”に迫るインタビューを多数収録
斉藤健仁（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-353-9

大相撲　横綱が残す100の言葉
今こそ読みたい歴代横綱たちが残した名言の数 。々日本人の心に響く金言集
横綱名言研究会（編）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-411-6

変わる！　日本のスポーツビジネス
2020年東京オリンピック・パラリンピックを境に日本のスポーツ界は大きく変わろうとしています。
谷塚哲（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-432-1

トレーニング	

今日から自宅がジムになる　宅トレ
ジムと同じトレーニングは自宅でできます！今日からあなたの家がジムに変わります
坂詰真二（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-553-3

速読トレーニングで磨く スポーツの判断力
甲子園出場校も実践！「目」と「脳」を鍛えることがスポーツ上達のカギ!
石井真（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-507-6

1日3分で筋肉は作れる!!　坂詰式正しい「筋トレ」の教科書
筋トレにおいて最も重要な正しいフォームを様 な々角度の写真を使い丁寧に教える
坂詰真二（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-370-6

ラガーマン体型になれる筋力トレーニング
“ラガーマン体型（バックスの体系）を目指せる筋トレ”メニュー34種を紹介!
坂詰真二（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-356-0

体脂肪を効果的に燃焼+運動能力・体力ＵＰのファンクショナルトレーニング
太りにくい、アクティブな理想のカラダを手に入れる。話題のファンクショナルトレーニング
森俊憲（著）, 岩切誠（監）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-188-7

体幹パフォーマンスアップメソッド【DVD付】 5刷
体幹×柔軟性×バランス×アジリティーの4つの力を鍛えることでパフォーマンスアップに
木場克己（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-129-0

体幹バランスメソッド【DVD付】 9刷
男女年齢問わず、初級、中級、上級、アスリートとレベルに応じた体幹トレーニングを収録
木場克己（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-099-6

健康・生活実用	

入浴の質が睡眠を決める
免疫力がアップ、体の不調が消える、パフォーマンスが上がる。翌朝から“目覚め”が変わる！
小林麻利子（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-580-9

簡単な動きで脳がイキイキ「シナプソロジー」 
記憶力や認知機能低下を予防できる！一般企業・介護施設で多数導入されている脳トレ集
シナプソロジー研究所（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-567-0

喫茶チェーン観察帖　カフェチェーンノート
イラストでつむぐ喫茶チェーン店の個性 ふらっと入りたくなる魅惑の31店を紹介。
飯塚めり（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-530-4

パリ・フーディー　パリ レストランガイド
パリに住む地元民が通う店を集めた、穴場満載のローカル食ガイド決定版
小川由紀子（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-538-0

東京喫茶録　トウキョウカフェログ
イラストでつむぐ喫茶店の記録 また行きたくなる魅惑の59軒を紹介。
飯塚めり（著）　￥1,600　ISBN：978-4-86255-491-8

東京喫茶帖　トウキョウカフェノート
今日行きたくなる喫茶店、珠玉の54軒を紹介。著者が描いている絵日記をまとめた一冊。
飯塚めり（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-374-4
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ずぼら主婦でもカンタン! 毎月+1万円貯まる家計術
先取り貯金+袋分けで、やりくりが楽しくなる! 絶対にお金が増える最強の仕組み
ｈａｎａ（著）　￥1,280　ISBN：978-4-86255-485-7

“骨ホルモン”で健康寿命を延ばす! 1日1分「かかと落とし」健康法
かかとの骨に刺激を与えるだけで病気をしない体に！世界中の研究者が注目の骨パワー
平田雅人（著）　¥1,280　ISBN：978-4-86255-431-4

「健康にいい」ものばかり食べていると早死にします
“科学者”が教える健康と食の正しい常識
左巻健男（編著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-435-2

脳を休める技術　デキる人は脳を鍛えずゆるめている
脳トレは逆効果だった!?　３分ボーっとするだけで脳の働きが良くなる！
奥村歩（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-446-8

100人のトップシェフが選ぶベストレストラン東京　シェフ推し 2刷
総勢100名の“一流料理人”に、「本当は教えたくないお店560軒」を徹底取材! 

「ヒトサラ」編集部（編）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-415-4

シェフズテーブル　最高峰シェフ10人のストーリー
超有名店のシェフたちがお店を持つまでのエピソードや、こだわりの逸品を紹介

「ヒトサラ」編集部（編）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-337-9

タイ・バンコク　“緑のどんぶり”激ウマ食堂レシピ＆ガイド
美味しいと認められた“どんぶりマーク”のお店と、日本人の口に合うメニューを紹介
中村直也 /清水樵 （共著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-259-4

ニューヨーク・フーディー　マンハッタン&ブルックリン レストランガイド 2刷
地元ニューヨークカーたちが日々 通う、最新の人気飲食店と料理を徹底紹介!
池城美菜子（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-354-6

ワインによく合う！ かんたんイタリアンレシピおつまみワインノート
簡単おつまみを紹介しながら、ワインとの組み合わせも学べるおつまみワインの便利帖
加藤政行（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-163-4

信じてはいけない医者 飲んではいけない薬 やってはいけない健康法
医者や薬との上手なつき合い方、病気予防するために有効な方法をわかりやすく紹介
岡田正彦（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-262-4

本当にすごい！ やさい氷健康法 2刷
すごいのはたまねぎ氷だけじゃなかった！ 誰でも今すぐできる、やさい氷健康生活
村上祥子（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-189-4

体のおとろえは「足」からはじまる　４０代からのロコモ対策
“ロコモ”予防に1日5分誰でもできる、足を鍛えるカンタン24種類のメニューを収録
坂詰真二（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-184-9

一生病気にならないための長寿の授業
誰でも10歳若返る！ 今日から取り組める簡単カリキュラムを、朝・昼・晩に分けて紹介
白澤卓二（著）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-171-9

ベランダでもっともっとすずなり野菜
安心！ 安全！ 35種類の野菜の育て方をタネまきから収穫まで、イラストでわかりやすく解説
深町貴子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-063-7

はじめてでもできるベランダですずなり野菜 2刷
野菜を育ててみたい人ならだれでも大丈夫！ 成功間違いなしの野菜栽培バイブル
深町貴子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-010-1

一年中すぐ育てて食べられる おうちですずなり野菜
季節を問わず思い立ったその日から育てられる野菜が45種。室内菜園のバイブルです！
深町貴子（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-038-5

学参・育児書	

小学校6年間分の計算がスッキリわかる本
新学習指導要領にも対応！ この1冊で、計算を完全にマスター！
高濱正伸（監），松島伸浩（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-575-5

IQ130以上の子どもの育て方
これからの時代に求められるのは、 知識ではなく、“知能"だ。
和田知之（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-450-5

子どもの学力と運脳神経を伸ばす魔法のドリル
松岡修造氏推薦「“文武両道”の脳は運動でこそ、つくられる!!」
深代千之（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-461-1

0～6歳 わが子の困った行動に感情的にならずに対処する方法
全米80万部ベストセラーの子育てバイブルに学ぶ! 子どもの“イヤイヤ期”の対処法。
ジェリー・ワイコフ（著），黒住奈央子（訳）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-479-6

あふれるまで愛をそそぐ ６歳までの子育て 14刷
子育て本、永遠のベストセラー。伝わる愛と伝わらない愛はどこが違うのか？
本吉圓子（著）　¥1,300　ISBN:978-4-901782-87-6　

算数嫌いな子が好きになる本　小学校6年分のつまずきと教え方がわかる 2刷
「なぜ?」「どこで間違えた?」誤答例とあわせて、プロが“算数克服術”を伝授
高濱正伸（監），松島伸浩（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-399-7

全教科の成績が良くなる 国語の力を親が伸ばす 3刷
テストができない小学生の７割は日本語が読みきれていません。国語力を家庭で育てる本
高濱正伸（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-054-5　
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子どもの力を引き出すシンプルな習慣 自分の力でやってみる喜びを育む
大ベストセラーが復刻! 親の言葉のかけ方ひとつで“グンと伸びる子”に変わる！
バーバラ・コロローソ（著）, 田栗美奈子（訳）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-330-0　

世界一子どもが幸せな国に学ぶ 愛をもって見守る子育て
オランダ流「幸福体感度の高い子どもに育てる」をテーマにほめ方・叱り方など解説
リヒテルズ直子（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-239-6　

子どもの性格を決める 0歳から6歳までのしつけの習慣 3刷
“ママの言葉”ひとつで子どもは変わる！ お母さんには5つのタイプがあることから導きます
竹内エリカ（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-203-7　

「自分でやる」と言える子に育てる本 0～6歳は“ほどよく”手をかける
“ほどよく”手をかけて上手に子どものやる気を引き出す30の法則を教えます
竹内エリカ（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-250-1

魔法の子育てしつもんＢＯＯＫ
お母さんが子どもに対して“やさしい気持ち”でいられるような方法を手ほどきします
マツダミヒロ（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-288-4　

0～9歳 男の子のママへ まじめなオチンチンの話 10刷
男の子を持つお母さんの必読書、オチンチンのすべてをわかりやすく説明
矢島暎夫（著）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-101-6

やさしい気持ちになれる子育てのことば 0～6歳は甘えて育つ 6刷
超ロングセラー子育て本。１分以内で読める子育ての大切なことば集
平井信義（著）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-047-7　

1～6歳 成功する！ しつけの技術 叱らなくても大丈夫 3刷
しつけに腰が引けていませんか？“子ども”と“親”を幸せにする新しいしつけの本
阿部秀雄（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-019-4　

たっぷり甘えさせて しあわせ脳を育てる！ ６歳までの子育て 2刷
もう一度かわいがり直してみませんか。甘えさせると子どもはすくすくと育つ。「かわいい」から始まる幸せな育児
渡辺久子（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-125-2　

魔法の子育てカウンセリング お母さんのイライラがニコニコに変わる 7刷
お母さんのイライラには理由があります。「おとな心」の親になる方法をやさしく教えます
阿部秀雄（著）　¥1,300　ISBN:978-4-901782-70-8　

児童書	

妖怪攻略大百科
妖怪図鑑でありながら、妖怪と出会ったときの“ガチ攻略法”を徹底解説！
多田克己（監）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-603-5

数字でわかる！ こどもSDGs 地球がいまどんな状態かわかる本 2刷
地球の未来を守りたい！　数字が伝える世界の「現実」。
秋山宏次郎（監），バウンド（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-601-1

こどもSDGs　なぜSDGsが必要なのかがわかる本 11刷
SDGsと世界が直面する解決すべき問題、そして私たちの生活との関連をわかりやすく解説。
秋山宏次郎（監），バウンド（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-561-8

こども地政学　なぜ地政学が必要なのかがわかる本 2刷
これからの日本はどうなるのか。世界の動きが見えてくる！
船橋洋一（監），バウンド（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-590-8

こども統計学　なぜ統計学が必要なのかがわかる本 2刷
正しいデータ解析方法を学ぶことでクリティカルシンキングを育む！
渡辺美智子（監），バウンド（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-576-2

栄養素ヒーロー図鑑
こどものための栄養学の先生が完全監修。親子で読む栄養素ガイド。
土屋京子（監）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-598-4

いきもの必殺技図鑑
いきものたちが編み出した80種の必殺技を大迫力のイラストで繰り出す、これまでになかった必殺技図鑑。
實吉達郎（監）　¥1,200　ISBN：978-4-86255-591-5

いのちのふしぎがおもしろい！　すごい植物図鑑
不思議な能力、ビックリの生態、面白いエピソードを持つ植物70種類をイラストといっしょに紹介。
稲垣栄洋（監），ライブ（編）　¥1,200　ISBN：978-4-86255-584-7

胸キュン　恋するいきもの図鑑
いきものたちの全力で真剣で、可愛くておもしろいプロポーズの数 を々フルカラーイラストで解説。
今泉忠明（監）　¥1,000　ISBN：978-4-86255-579-3

すごい ヤバい 戦国武将図鑑
戦国武将たちのすごい経歴、数 の々ヤバいエピソードをイラストを交えてわかりやすく解説。
小和田泰経（監）　¥1,200　ISBN：978-4-86255-571-7

すごくてヤバい恐竜図鑑
「すごい！」と「ヤバい！」で恐竜の新説＆雑学を徹底解説!!
平山廉（監）　¥1,200　ISBN：978-4-86255-566-3

恋するいきもの図鑑 5刷
82種類のいきものたちの さまざまなおもしろ“求愛行動”を紹介
今泉忠明（監）　¥1,000　ISBN：978-4-86255-445-1

愛して育てるいきもの図鑑
いきものたちのふしぎとおどろきのおもしろ“子育て”を紹介
今泉忠明（監）　¥1,000　ISBN：978-4-86255-465-9
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恐竜ランキング超大百科
本当に強いのはどれだ!! 恐竜王者ベスト10! 130種類のナンバーワン決定戦! 
平山廉（監）　¥1,000　ISBN:978-4-86255-408-6

恐竜キャラクター超大百科
最新の研究でわかった恐竜に羽毛が生えた姿をCGイラストで完全再現! 
平山廉（監）　¥1,000　ISBN:978-4-86255-405-5

恐竜最強バトル大百科
フルカラーで大迫力の恐竜たちが114体登場！ 恐竜たちのなかで、最強なのは誰だ!?
平山廉（監）　¥1,000　ISBN:978-4-86255-245-7

イラストでわかる　日本の神々の教科書
日本神話に登場する神様たちをわかりやすく解説する子ども向けの神 ガ々イド
椙山林継（監）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-371-3

三国志群雄列伝
三国時代に活躍した英雄たちを豪華イラストとともに紹介した究極の三国志ガイド
¥1,400　ISBN:978-4-86255-327-0

戦国時代武将列伝 2刷
乱世を生きた戦国武将たちの活躍や合戦を美麗イラストとともに徹底解説
¥1,400　ISBN:978-4-86255-324-9

宇宙の謎大百科
最新科学で解き明かされた宇宙のひみつ100と宇宙の本当の面白さ＆知識をお届け！
¥1,000　ISBN:978-4-86255-301-0

ぼくはこうして動物に襲われた　
優しくてカワイイ動物が実は怖くて危険!? 実際に起きた事例をイラスト、写真で紹介
動物事件研究委員会（編）　¥1,000　ISBN:978-4-86255-305-8

妖怪キャラクター大辞典 3刷
強くて、こわくて、ふしぎな日本の妖怪80体がカラーイラストで登場！
小松和彦（監）, 飯倉義之（監）　¥926　ISBN:978-4-86255-241-9

妖怪ランキング大辞典 2刷
ビッグ妖怪、キモカワ、神 し々い、暴れん坊などの「妖怪おもしろランキング」を大発表!
小松和彦（監）, 飯倉義之（監）　¥926　ISBN:978-4-86255-286-0

日本の妖怪完全ビジュアルガイド 3刷
日本の妖怪を美麗なイラストで大胆に書き下ろした妖怪ビジュアル大図鑑!
小松和彦（監）, 飯倉義之（監）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-260-0

人文	

日本人と動物の歴史  日本人にとって動物とは何か
はるか神話の時代から現代に至るまで、日本人の歩みは動物たちとともにあった！
實吉達郎（著）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-560-1

武士の家訓　生き抜くために、戦国武将が遺した究極の教え
名将から学ぶ、人生に役立つ知恵と処世術。私たちは、今を「どう生きるか」
城島明彦（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-549-6

江戸の怪異と魔界を探る
江戸っ子を恐怖に陥れた「魔界」に迫り、江戸文化のひとつの側面を見ていく。
飯倉義之（監）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-547-2

始皇帝全史
始皇帝のすべてを知りつくすための最新にして渾身の一冊。
鶴間和幸（監）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-537-3

坂本龍馬 志の貫き方
龍馬の手紙と言葉から読み解く、混沌とした現代社会をまっすぐに生きる方法。
岡信太郎（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-420-8

西郷どん大百科
イラストと図解で見せる西郷隆盛の波乱万丈の人生！
ライブ（編)　¥1,800　ISBN：978-4-86255-430-7

考証・西郷隆盛の正体
なぜ西郷「さん」と、人々から慕われるのか? ここまで描かれなかった 西郷本の決定版!!
城島明彦（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-423-9

戦国時代のハローワーク　職業図鑑
“戦国時代の職業"を120種類以上掲載！ 一風変わった“戦国時代"の見方ができる1冊! 
ライブ（編）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-386-7

関ヶ原　完全ビジュアルガイド
日本史上における最大の合戦 「関ヶ原」のすべてが凝縮された究極の一冊! 
ライブ（編）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-410-9

戦国武将　完全ビジュアルガイド 【新装版】
32の戦国大名家と、156人の戦国武将たちを描きおろしによる美麗なイラストで収録! 
ライブ（編）　¥1,980　ISBN:978-4-86255-383-6

春秋戦国　完全ビジュアルガイド
春秋戦国～楚漢戦争時代まで、美麗イラストで100人の武将を完全解説！
¥1,880　ISBN:978-4-86255-202-0
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三国志　完全ビジュアルガイド
三国志に登場する人物紹介200人以上！ 美麗イラストで英雄豪傑を完全ガイド!
¥1,980　ISBN:978-4-86255-088-0

幕末志士　完全ビジュアルガイド
激動の時代を生きた１０８人の志士たちがフルカラー美麗イラストで甦る！
¥1,780　ISBN:978-4-86255-058-3

日本の神々　完全ビジュアルガイド 2刷
『古事記』『日本書紀』を彩る神 1々49柱を美麗イラストと徹底解説で完全網羅！

椙山林継（監）　¥1,880　ISBN:978-4-86255-068-2

世界の神々　ギリシア神話編
重厚なストーリーと美麗なイラストで奥深さを加え、ギリシア神話の神 を々徹底解説
真野隆也（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-042-2

聖書の秘密～旧約・新約のすべて～
現在においても様 な々芸術や文芸作品のモチーフとなっている聖書の物語を丁寧に解説
真野隆也（著）　¥1,429　ISBN:978-4-86255-067-5

猫ファンタジー －愛らしき隣人の不思議学－

可愛らしくも妖艶な存在を多角的に紐解く猫クロニクル
真野隆也（著）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-097-2

江戸文化から見る 男娼と男色の歴史
江戸時代、男も女も虜にした男娼の世界。陰間を知ることで、さらに江戸文化を堪能できる一冊。
安藤優一郎（監）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-528-1

江戸を賑わした 色街文化と遊女の歴史
各地にあった色町の歴史をひも解き、 当時の色町の繁栄ぶりに思いをはせる─
安藤優一郎（監）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-494-9

江戸の色町　遊女と吉原の歴史
絢爛豪華な遊郭・吉原のはじまりから終わりまで。遊郭の実態をわかりやすく解説
安藤優一郎（監）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-351-5

「拷問」 「処刑」の日本史
史料からあぶりだす日本の残酷史。神話から昭和戦前期まで、歴史に埋もれた権力の闇
水野大樹（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-329-4

日本男色物語　奈良時代の貴族から明治の文豪まで
文化人から貴族、武将まで、耽美で奥深い男色史を紐解く
武光誠（監）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-302-7

図解 ナポレオンの時代　武器・防具・戦争大全
ヨーロッパにおける列強諸国の大半を勢力下に置いた“英雄”ナポレオン・ボナパルトのすべて
¥1,700　ISBN:978-4-86255-229-7

図解 十字軍　武器・防具・戦術大全
“聖戦”の旗印を掲げてヨーロッパ史を席巻した十字軍をイラストと図解で完全解析!
¥1,700　ISBN:978-4-86255-220-4

図解 古代ローマ軍　武器・防具・戦術大全
最強と名高い古代ローマ軍を徹底的検証！ 激闘のローマ史を完全解説！
¥1,700　ISBN:978-4-86255-198-6

日本の神々を知る～神さま44柱からみる日本の神道～
「身近にいる神 」々「記紀の神 」々など44柱の八百万の神を貴重な資料とともに詳細に解説
真野隆也（著）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-227-3

数字でわかるお江戸のくらし
数字と絵図でひもとけばお江戸が身近になる！ 江戸にまつわる様 な々数字を解説！
山本博文（監）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-064-4

らくご絵手帖 －絵でみる落語と江戸の暮らし－

演目のストーリーや江戸時代の町人のくらしを分かりやすくイラスト付きで解説!
三遊亭兼好（監）, 瀬知エリカ（イラスト）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-094-1

自殺の9割が他殺である
大ベストセラー『死体は語る』著者が年間3万人超「自殺大国」日本の闇を斬る
上野正彦（著）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-159-7

リアルな魔術の世界　魔女・魔法使い生態図鑑
古代・中世・現代の西洋に伝わる蠱惑な存在の実態に迫る！
¥1,500　ISBN:978-4-86255-199-3

図解イラスト＆事例でよくわかる! 離婚後のトリセツ
離婚案件の経験豊富な弁護士が具体的にわかりやすくアドバイス。
大西信幸（著）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-570-0

文芸・サブカルチャー	

現代ダークファンタジーの基礎知識
マンガ、ラノベ、アニメなどの“ダークファンタジー”作品に頻出する多様な専門用語を詳細解説！
ライブ（編）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-605-9

まんがでわかる社会心理学
いま最も注目される学問のひとつである社会心理学を『まんが＆解説文』でわかりやすく紹介
北村英哉（監），松岡リキ（漫画），小日向淳（文）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-604-2

あなたの知らない映画の世界 皆殺し映画通信 地獄へ行くぞ！
ありがとう平成、こんにちは令和！　時代が変われば映画も変わる…日本映画の飽くなき進化を見届けよ!!
柳下毅一郎 （著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-586-1
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音読教室 現役アナウンサーが教える教科書を読んで言葉を楽しむテクニック
『ごんぎつね』『蜘蛛の糸』『雨ニモマケズ』を題材にナレーションの名手が、具体的な読み方を徹底解説!
堀井美香 （著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-594-6

東京メトロとファン大研究読本
地上鉄にはない、地下鉄の面白さと秘密を掘りまくる！
久野知美（著），南田裕介（監）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-587-8

ゾッキＣ 大橋裕之作品集
生きることのおかしみ、哀しみ　孤高の漫画家・大橋裕之傑作選。
大橋裕之（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-588-5

ニューオリンピック
孤高の天才・大橋裕之の新境地　舞台は世界的なスポーツの祭典!?
大橋裕之（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-562-5

音楽 完全版 2刷
あの不朽の名作「音楽」が新要素を加えて『完全版』として発売！
大橋裕之（著），九龍ジョー（編）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-531-1

皆殺し映画通信　御意見無用
邦画の明日はどっちだ!? さまよう日本映画界に柳下毅一郎の愛のムチ！
柳下毅一郎（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-543-4

365日で知る　現代オタクの教養
１日１ページ読み進めていくだけで、現代オタクの必須分野をマスターできる！
ライブ（編）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-548-9

NOT ALL vol.001
新時代を創る! 新世代クリエーター特集
ライブ（編），ワロップ放送局（編）　¥1,364　ISBN：978-4-86255-545-8

幻想悪魔大図鑑
人間や神と敵対し続ける大悪魔たちがこの大図鑑に集結する！
健部伸明（監）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-539-7

京急とファン大研究読本 2刷
この溢れる想いは、まるで止まらない快特列車！ 一方通行でクレイジーな“京急愛”
久野知美（著），南田裕介（監）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-523-6

鉄道とファン大研究読本～私たち車両限界、超えました～ 2刷
車両限界超えた? 超特急な乗客が語り明かす『鉄道』の魅力!
久野知美（著），南田裕介（監）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-481-9

にっぽんのペーソス 平成→令和を歌う特殊歌謡バンドの世界
聴けば聴くほどクセになる、魅惑の哀愁歌謡バンド・ペーソスのすべて。
ペーソス（編著）　¥1,900　ISBN：978-4-86255-525-0

幻想ドラゴン大図鑑
巨大、勇壮にして最強の存在。幻想世界に伝えられるドラゴン77体を徹底解析。
健部伸明（監）　¥2,000　ISBN：978-4-86255-526-7

まんがでわかる妻のこと
妻が抱える不満やイライラはどこから来るのか？ リモート時代の新たな向き合い方
根本裕幸（監），松岡リキ（漫画），ポンプラボ（シナリオ・文）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-563-2

まんがでわかる老人 その行動には理由があります
あなたの身近な大切な人と上手に付き合うために「老化」とは何かを理解する。
吉田勝明（監）,松岡リキ（漫画）,ポンプラボ（シナリオ・文）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-506-9

まんがでわかる　隣のサイコパス 3刷
あなたの周りにもいるかもしれない。世間に潜むサイコパスたちが隠し持つ「人格」をまんがでひも解く!
名越康文（監），松岡リキ（漫画），ポンプラボ（シナリオ・文）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-404-8

だってぼくには嵐がいるから
男性ファンの著者が嵐に救われきた人生を通して、メンバーひとりひとりの素晴らしさと魅力を綴る。
キンマサタカ（著）　¥1,300　ISBN：978-4-86255-514-4

そのツイート炎上します！　100万回の殺害予告を受けた弁護士が教える危機管理
SNSなしには生きていけない世の中だからこそ知っておきたいネット炎上のメカニズムと回避策。
唐澤貴洋（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-513-7

現代日本の場面設定辞典
日本の作家たちを全力サポート！創作者が「場面設定」するための究極資料集。
ライブ（編）　¥2,700　ISBN：978-4-86255-483-3

あんた、ご飯食うたん？ 2刷
子どもは信頼できる大人を見抜いている。
中本忠子（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-437-6

シティライツ 完全版上巻
大橋裕之・初期名作が完全版・上下巻として復活!!
大橋裕之（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-438-3

シティライツ 完全版下巻
大橋裕之・初期名作が完全版・上下巻として復活!!
大橋裕之（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-439-0

ゾッキA
孤高の天才漫画家、幻の初期作品集完成。初期の作品などを選りすぐり収録
大橋裕之（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-402-4

ゾッキB
摩訶不思議なのにリアル、最少の線なのに圧倒的表現力!
大橋裕之（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-403-1
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ザ・サッカー
スポーツが苦手な漫画家が描くスポーツ奇譚。シンジ、ホンダ、メッシたちが豪華共演！
大橋裕之（著）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-243-3

遠浅の部屋
最少の線で世界を切り拓く気鋭の漫画家・大橋裕之、渾身の自伝マンガ!
大橋裕之（著）　¥1,200　ISBN:978-4-86255-175-7

クラシックゲームaGoGo　熱かった1980年代からゲーム史を読み解く
ブルボン小林推薦！「懐古ではなく、新たな言葉を残そうという意欲がここにはある」
後藤勝（著），ライブ（編）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-441-3

月を見てパンを焼く
月の暦に合わせて20日間パンを焼き、10日間は生産者を巡る。パンを一つも無駄にしない、私らしい働き方
塚本久美（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-473-4

オカルトファンタジーの原点を知る 現代クトゥルフ神話の基礎知識
SAN値直葬の「クトゥルフ神話」用語を徹底解説！
ライブ（編）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-476-5

二次元世界に強くなる　現代オタクの基礎知識
読めばさらに読書が楽しくなる! ゲーム、アニメ、漫画などで頻出する用語を解説
ライブ（編）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-414-7

映画監督 坂本浩一全仕事
特撮界、アクション界、映画界を牽引するキーマンの独白。560ページ、本の厚さ37ミリの大ボリューム！
坂本浩一（著）　¥2,700　ISBN：978-4-86255-477-2

アイドルとヲタク大研究読本 ＃拡散希望
アイドルとヲタクの主戦場である「Twitter」「SNS」からアイドルとヲタクを徹底考察
ぺろりん先生（イラスト）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-419-2

アイドルとヲタク大研究読本　イエッタイガー 2刷
アイドルたちが語るファンとの絆や現代ヲタクの基礎知識など今作も徹底考察
ぺろりん先生（イラスト）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-381-2

アイドルとヲタク大研究読本 3刷
「アイドルとヲタクの絆と距離感」をテーマにアイドルとヲタクを大研究、徹底考察
ぺろりん先生（イラスト）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-346-1

皆殺し映画通信　お命戴きます
あなたの知らない映画の世界にようこそ…。映画評論家によるタブーなき日本映画、殺しのレビュー53本!
柳下毅一郎（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-501-4

皆殺し映画通信 骨までしゃぶれ
こんな映画、なぜ作った!? 大人気シリーズ第5弾は骨までしゃぶる!!
柳下毅一郎（著）　¥1,700　ISBN：978-4-86255-456-7

皆殺し映画通信　地獄旅
映画評論家・柳下毅一郎が日本映画を斬って斬って斬りまくる殺しのレビュー50連発! 
柳下毅一郎（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-390-4

皆殺し映画通信　冥府魔道
日本映画50本、タブーなき映画レビュー本第3弾！ モルモット吉田との対談も収録
柳下毅一郎（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-335-5

皆殺し映画通信　天下御免
日本映画50本、タブーなき殺しのレビュー!! 古澤健との対談も収録
柳下毅一郎（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-292-1

皆殺し映画通信
こんな映画、いったい誰が観に行くんだよ!? 日本映画76本、タブーなしの公開処刑!!
柳下毅一郎（著）　¥1,680　ISBN:978-4-86255-225-9

文豪春秋　百花繚乱の文豪秘話
人間味あふれる文豪たちの素顔や私生活を分かりやすく紹介
ライブ（編）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-376-8

文豪男子コレクション 2刷
文豪たちをイケメン擬人化! イラスト・マンガとともに文豪たちを紹介!
¥1,300　ISBN:978-4-86255-298-3

もしあなたのネコがあなたを殺そうとしていたら?
超人気サイト「オートミール」発のぶっ飛び系猫コミック！ あなたの命はネコに狙われている！
ザ・オートミール＆マシュー・インマン（著）, 澤田知洋（訳）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-359-1

線路つまみ食い散歩
線路だけが道しるべ。大人のスタンド・バイ・ミー
久住昌之（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-469-7

ニッポン線路つたい歩き
北海道から九州までただ線路をつたって歩く。小さな感動に出会う大人の冒険譚
久住昌之（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-398-0

『昼のセント酒』巡礼ガイド
昼間から銭湯に入って酒を飲む！ テレビドラマ「昼のセント酒」の世界を味わえるガイドブック

「昼のセント酒」取材班（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-361-4

『昼のセント酒』 2刷
銭湯でからだを流し、日のあるうちから一杯やる。その名も「セント酒」
久住昌之（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-115-3

ちゃっかり温泉
非日常のオアシスは案外身近! 案外手軽！ ちゃっかり温泉”ってのもありじゃない!?
久住昌之（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-157-3
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ふらっと朝湯酒
朝っぱらから風呂入って酒飲んで寝る！ 前代未聞の「朝風呂」×「朝酒」痛快エッセイ
久住昌之（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-226-6

彼女と彼女の猫 4刷
新海誠の幻の作品をノベライズ。アニメとは異なる視点で描いた『彼女と彼女の猫』
永川成基（著）, 新海誠（原作）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-182-5

語ろう！555・剣・響鬼 2刷
『仮面ライダー555（ファイズ）』、『剣（ブレイド）』、『響鬼（ひびき）』の3作品を語り倒す

レッカ社（編）　¥1,980　ISBN:978-4-86255-285-3

語ろう！クウガ・アギト・龍騎
シリーズの原点である『クウガ』、『アギト』、『龍騎』を7人の論客が縦横無尽に語り尽くす
レッカ社（編）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-1７8-8

平成仮面ライダー英雄伝Ⅱ
『W（ダブル）』から、『鎧武/ガイム』まで5作品、120体以上ものライダーを収録!

成瀬史弥（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-290-7

平成仮面ライダー怪人伝 2刷
登場するすべての“怪人”を網羅した、初の平成仮面ライダー怪人列伝!!
成瀬史弥（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-114-6

平成仮面ライダー変身伝 2刷
平成仮面ライダー全12作品、総勢100人以上の熱き「変身者」たちが集う!!
成瀬史弥（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-093-4

仮面ライダーフォーゼ アストロスイッチ40+
フォーゼキター！ 仮面ライダーフォーゼのスイッチ&モジュールをすべて写真付きで解説！
¥1,200　ISBN:978-4-86255-134-4

怪獣学　怪獣の歴史と生態
怪獣の知識が詰め込まれた濃厚研究本。佐野史郎、みうらじゅんインタビュー掲載!
¥1,700　ISBN:978-4-86255-224-2

中二病漢字バイブル
あなたはどこまで解けるのか。すべての中二病へ贈る、中二病のための漢字バイブル。
ライブ（編）　¥1,200　ISBN：978-4-86255-436-9

中二病超図鑑 2刷
実生活から創作活動まで活かせる中二病が好きそうな設定を図解付きで真面目に解説
¥1,300　ISBN:978-4-86255-176-4

超図解 刀剣人物伝　真打
描き下ろし美麗イラストを多数掲載! 相関図がグンと大きくなった超図解・刀剣本
¥1,800　ISBN:978-4-86255-328-7

ゲーム・アニメ・ラノベ好きのための「刀」大事典 2刷
研ぎ澄まされた日本の美「日本刀」。図解やイラストで全81点紹介
¥1,300　ISBN:978-4-86255-180-1

ファンタジー人外コレクション
獣耳娘、モンスター娘などセクシー＆キュートなイラストと共に刺激的な魅力を大解剖!
¥1,300　ISBN:978-4-86255-283-9

胸キュン制服男子コレクション
思わず胸キュンしてしまう51着の制服をフルカラーの美麗イラストとともに大紹介!
¥1,300　ISBN:978-4-86255-221-1

胸キュン★方言男子パラダイス
47都道府県の方言男子たちが4コマまんがを舞台に大立ち回り!
¥1,200　ISBN:978-4-86255-100-9

胸キュン★方言男子コレクション 3刷
フルカラーイラストで都道府県を擬人化！ 全国の方言を例文たっぷりで紹介!!
¥1,300　ISBN:978-4-86255-084-2

テイラー・スウィフト　TAYLOR SWIFT～Platinum Edition～
生い立ち、デビュー、恋愛など　テイラーの魅力がいっぱい！ 秘蔵フォトも満載
リヴ・スペンサー （著）, 中村有以 （訳）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-300-3

ワン･ダイレクション 5人の物語～夢みたステージ～
世界的大ブームを巻き起こしている「1Ｄ」のデビュー裏話、恋バナなど盛りだくさん！
ダニーホワイト （著）, 中村有以 （訳）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-186-3

音盤時代の音楽の本の本
音を語る/読むことの中毒性を真空パックした、日本初（?）の音楽本ガイドブック!!
浜田淳（編）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-118-4

ジョニー・B・グッジョブ　音楽を仕事にする人々
音楽家業２０種２５人にインタビュー。様 な々視点で語られる、音楽とは、仕事とは何か
浜田淳（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-056-9

カイジ　逆転の心理学
心理戦で負けない「強い心」をカイジから学ぶ！ 仕事、恋愛、人生は駆け引きだっ…！
内藤誼人（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-107-8

思いのままに人を動かすカーネギーのすごい！ 心理術
カーネギーの『人を動かす』の対人力が人気心理学者の手によってさらに使えるように！
内藤誼人（著）　¥1,300　ISBN:978-4-86255-142-9

中国人観光客の心をつかむ接客フレーズ500 現場で役立つ中国語対応術
中国人観光客の爆買い対策に使える! 中国語とその接客術を完全網羅した一冊! 
韓美齢 （著）　¥1,800　ISBN:978-4-86255-333-1
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東京六大学のススメ 本気で目指したくなる進学ガイド
社会に出て使える大学から、快適キャンパスライフをおくる裏ワザなど、六大学を徹底比較! 
東京六大学研究会（著）　¥1,500　ISBN:978-4-86255-365-2

理工書・芸術書	

にっぽんのカワセミ 2刷
日本人が愛してやまない「幸せの青い鳥」カワセミの魅力に迫る！
矢野亮（監），ポンプラボ（編）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-593-9

新説 宇宙生命学
最新の観測成果も掲載、宇宙生命の秘密に迫る！
日下部展彦（著），田村元秀（監）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-558-8

ねころん語　ねこと一緒に、楽しい論語
日本で一番ゆるーい論語の本。50の論語をかわいいねこの写真と一緒にわかりやすく解説。
林田暢明（著），山田やすよ（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-577-9

鳥マニアックス
人間の偉大な創造は妄想×試行錯誤の賜物(プレゼント)だった―
松原始（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-509-0

にっぽんのスズメと野鳥仲間
散歩で出会える！　かわいくてハッとする身近な野鳥観察のススメ
中野さとる（著）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-527-4

知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物たち
未知なる生物たちとの遭遇　ここまで明かされる、進化の不思議と謎。
土屋健（著），加藤太一（監）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-516-8

新説　恐竜学
発掘現場の最前線で調査を続ける平山廉教授がこれまで解明されてきた最新の恐竜学を解説。
平山廉（著）　¥1,600　ISBN：978-4-86255-510-6

にっぽん文鳥絵巻
文鳥たちの可愛らしい姿を豊富な写真で紹介。日本人と文鳥の歴史なども解説。
清水知恵子（写真）, ポンプラボ（編）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-511-3

にっぽんツバメ便り
いちばん身近な渡り鳥「ツバメ」。 身近だけど、意外と知らないかわいい姿と生態を紹介!
宮本桂（写真），ポンプラボ（編）　¥1,500　ISBN：978-4-86255-486-4

にっぽんのスズメと野鳥仲間
野鳥写真家・中野さとるさんのシリーズ最新刊。かわいくてハッ！とする身近な野鳥観察のススメ。
中野さとる（写真）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-527-4

にっぽんスズメ楽園
親子で、一羽で、仲間と――。さらに魅力全開のスズメたちの多彩な表情、キュートなしぐさが満載！
中野さとる（写真）　¥1,400　ISBN：978-4-86255-470-3

にっぽんスズメ散歩 2刷
お茶目で愛らしい姿を魅力たっぷりに撮ったスズメ愛あふれる写真集
ポンプラボ（編）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-412-3

にっぽんスズメしぐさ 4刷
話題の“スズメ"本、第2弾! スズメたちの珍しいしぐさをたくさん収録
中野さとる（写真）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-397-3

にっぽんスズメ歳時記　WE♡SUZUME 8刷
意外と知らないスズメを表情豊かな写真とスズメの生態を丁寧に解説したコラムとで紹介
中野さとる（写真）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-377-5

群れ
なぜ生き物は群れるのか。専門的な解説を載せた、大人も子供も見て楽しい写真集
蝦名元（監），パンダ舎（編）　¥1,400　ISBN:978-4-86255-416-1

世界一不思議な錯視アート
錯視の不思議を感じられる作品を中心に収録。アート作品としての美しさと錯視の不思議を体感できる1冊。
北岡明佳（著）　¥1,800　ISBN：978-4-86255-508-3

世界一美しい錯視アート　トリック・アイズプレミアム 2刷
錯視の第一人者“北岡明佳氏"による最新アートワーク作品集
北岡明佳（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-251-8

錯視大解析
知覚のメカニズムを徹底解剖!! この一冊で錯視のしくみがわかる！
北岡明佳（著）　¥1,700　ISBN:978-4-86255-194-8

トリック・アイズ　グラフィックス　NEO
各メディアで話題沸騰!!錯視デザインの最新90作品を収録
北岡明佳（著）　¥1,980　ISBN:978-4-86225-065-1

人はなぜ錯視にだまされるのか？ 2刷
茂木健一郎氏驚愕！ 知覚の不可思議なメカニズムに迫る！錯視ワールドを徹底解剖
北岡明佳（著）　¥1,600　ISBN:978-4-86255-020-0

もっと脳が活性化する魔法のイラスト集　トリック・アイズブレイン2
「頭の回転をアップさせたい」などの悩み多き現代人に贈る不思議なイラスト集
北岡明佳（著）　¥1,280　ISBN:486-2-55-001-9
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雑誌	

アジアフットボール批評

不定期刊行（書籍コード）
急成長するアジアフットボールの“いま"が分かる骨太の専門媒体。

フットボールサミット

不定期刊行（書籍コード）

サッカー界の論客首脳会議。毎号、1冊まるまるワンテーマでサッカー
を掘り下げていく

ベースボールサミット

不定期刊行
（書籍コード）

フットボールサミッ
トの兄弟誌として誕
生！ 1冊まるまるワ
ンテーマであること
は同様に、様々なプ
ロ野球チームを取り
上げていく

フィギュアスケート
Memorial

不定期刊行
（書籍コード）

フィギュアスケート
の各大会をダイナ
ミックな写真でレ
ポート。連続写真な
どを多数収録し、読
みながら大会を振り
返ることができる。

フットボール批評

季刊（3、6、9、12月/6日発売）

唯一のオピニオン誌として他誌とは異なる視点でフットボールに巻
き起こる様々な問題を取り上げていく




