
注文数

晴瀬リン

晴瀬リン

こしあん

こしあん

黒田 うらら

黒田 うらら

七緒 リオン

七緒 リオン

三咲

三咲

FAX.03-5432-7088  株式会社コスミック出版
 TEL.03-5432-7084（営業部直通）
  http://www.cosmicpub.com/ ※注文書は弊社ホームページからダウンロードすることができます

㊤ ㊦ ISBN978-4-7747-3173-5  雑誌CODE52892-88  定価[本体648円+税]

 今日からオマエは俺の嫁 ㊦　　
冊ISBN978-4-7747-3174-2  雑誌CODE52892-89  定価[本体648円+税]

 29歳、彼氏なし。ケダモノ社長といきなり同居!?　　
冊ISBN978-4-7747-3125-4  雑誌CODE52892-40  定価[本体583円+税]

平積み展開で
売れてます!!

 その恋はタブーですか? ㊤　　
冊ISBN978-4-7747-3179-7  雑誌CODE52892-94  定価[本体648円+税]

 その恋はタブーですか? ㊦　　
冊

今日から
　　　　オマエは
　　　　　　　　　俺の嫁

ISBN978-4-7747-3180-3  雑誌CODE52892-95  定価[本体648円+税]

 今日からオマエは俺の嫁 ㊤　　
冊

 絶倫ハーフとルームシェア①

好
評
既
刊

冊ISBN978-4-7747-3165-0  雑誌CODE52892-80 定価[本体648円+税]

 絶倫ハーフとルームシェア② ～夜は激しいのがお好き～
冊ISBN978-4-7747-3182-7  雑誌CODE52892-97 定価[本体648円+税]

 29歳、彼氏なし。ケダモノ社長とセレブ同棲!?　　
冊ISBN978-4-7747-3139-1  雑誌CODE52892-54  定価[本体583円+税]

妄想上司の溺愛トラップ①
新
刊

冊ISBN978-4-7747-3184-1  雑誌CODE52892-99 定価[本体648円+税]

妄想上司の溺愛トラップ②
冊ISBN978-4-7747-3186-5  雑誌CODE52893-01 定価[本体648円+税]

貴店番線印 書名

３刷



FAX.03-5432-7088 株式会社コスミック出版
※注文書は弊社ホームページからダウンロードすることができます

TEL.03-5432-7084（営業部直通）
http://www.cosmicpub.com/

貴店帖合印 タイトル 注文数

冊ご担当者　　　　　　様 定価【本体 741円＋税】雑誌：63812-39／ ISBN：978-4-7747-8639-1

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

男性ヘアカタログ誌 No.1！ 人気ヘアサロンの
最新ヘアを完全網羅！ 流行りの髪型が満載 !!

ボウズ、ベリーショート、ショー
ト、ミディアムまで、あらゆ
るレングスを完全網羅！

定価【本体 741円＋税】
AB判／平綴じ／192ページ

ボウズ＆ベリーショート、ショート、ミディアムをレン
グス別＆スタイル別で掲載。束感や無造作ヘア、２
ブロック、カラー、パーマなどあらゆる要望に対応！ 

レングス＆スタイル別で
自分だけのベストヘアが見つかる！

ちょっとのチェンジでいろいろなヘアが楽しめるア
レンジヘアを提案。スタイリングが苦手な男性でも
すぐに活用できるスタイリング術も紹介！

すぐ使えるアレンジヘア＆テクも満載！

・いますぐ使える、3WAY基本スタイリング
・大人のためのスーツスタイルコレクション
・短め派×長め派 2WAYアレンジスタイル

働く男子のためのビジネスヘア特集



著者 ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

 コスミック出版釣りムック
貴店番線印

3,000円
鼠ヶ関港・酒田港・飛鳥・象潟港・秋田港・男鹿半島

書名

① 8028-3

⑥ 8079-5

④ 8080-1 3,000円

2,963円

② 8048-1 2,963円

3,000円

土浦港・一之瀬川・恋瀬川・梶無川・北利根川・小野川・桜川

北浦・利根川水系　釣り場ガイド
水原洲吠え崎・巴川・常陸利根川・鰐川・北利根川・与田浦・野田奈川

8314-7 3,000円

⑤ 8078-8 3,000円

山形・秋田 堤防・磯釣り場ガイド
8306-2

⑯ 8377-2 3,000円

⑭

⑨ 8147-1 3,000円

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

FAX.03-5432-7088  株式会社コスミック出版
 TEL.03-5432-7084（営業部直通）
  http://www.cosmicpub.com/ ※注文書は弊社ホームページからダウンロードすることができます

⑰ 8402-1

⑬
佐渡島 堤防・磯釣り場ガイド

⑧ 8089-4 3,000円

8301-7 3,000円
両津港・内海府海岸・外海府海岸・七浦海岸・小木港・前浜海岸

⑩ 8231-7

⑫ 8292-8 3,000円

2,500円

③ 8068-9 2,963円

3,000円

⑦ 8088-7

駿河湾・遠州灘・三河湾 釣り場ガイド
沼津港・清水・御前崎・浜名湖・渥美半島・知多半島・木曽川河口

琵琶湖 釣り場ガイド①
家棟川河口・琵琶湖大橋東詰・矢橋帰帆島・琵琶湖大橋西詰・北小松漁港 他

49,889円

8232-4 2,500円

3,000円

弁財天・石廊崎・妻良港・伊浜港・松崎港・宇久須港・大瀬崎・沼津港

房総半島 釣り場ガイド① 内房・南房

観音崎・久里浜・城ケ島・葉山・江の島・茅ヶ崎・大磯・湯河原

紀伊半島 釣り場ガイド

富津岬・金谷・富浦・館山・洲崎・野島崎・花園海岸

房総半島 釣り場ガイド② 外房・九十九里・銚子
江見港・太海・鴨川・小湊・興津・勝浦・大原・波崎新港

三浦半島・湘南・西湘・浦賀水道・相模湾釣り場ガイド

久里浜・観音崎・横須賀・野島・磯子・横浜・川崎・芝浦

新潟釣り場ガイド

霞ヶ浦釣り場ガイド

琵琶湖 釣り場ガイド②
木津浜・海津大崎・大浦三位・余呉川河口・長浜港・彦根港・佐波江舟溜 他

鼠ヶ関港・岩船港・新潟西港・寺泊港・柿崎港・親不知港

白浜・すさみ・串本

伊豆半島 釣り場ガイド① 東伊豆・南伊豆・下田沖磯
弁天岩・熱海・伊東・川奈・八幡野・稲取・河津・下田

伊豆半島 釣り場ガイド②

セット 空撮①～⑰ 各1冊セット

⑪

⑮
紀伊半島釣り場ガイド 和歌山・由良・田辺
番所の鼻・下津港・霧崎・由良港・日ノ御埼・印南港・田辺戒港

東京湾釣り場ガイド① 千葉・東京
富津岬・木更津・五井・浦安・新木場・有明・月島・晴海

東京湾釣り場ガイド② 神奈川・東京

シリーズ



釣りの専門誌「アングリングファン」
「アングリングソルト」の編集部が厳選した

釣り入門書フェア!!
釣りのわからない担当者様でも大丈夫!!
イチオシの安心の入門ラインナップ!!

貴店番線印 ゼロから始める魚釣り入門セット
セット内容（下記9点各1冊 合計9冊） セット

ゼロから始める海釣り入門 堤防・海釣り公園編
ISBN978-4-7747-8538-7 本体1600円 冊

ゼロから始める海釣り入門 釣法まるわかりガイド
ISBN978-4-7747-8369-7 本体1600円 冊

ゼロから始めるウキフカセ釣り入門
ISBN978-4-7747-8586-8 本体1600円 冊

ゼロから始める堤防釣り入門
ISBN978-4-7747-8546-2 本体1600円 冊

海のライトルアー最強入門
ISBN978-4-7747-8459-5 本体1600円 冊

海のライトルアー徹底入門
ISBN978-4-7747-8385-7 本体1600円 冊

タックルメンテナンス完全マニュアルⅡ
ISBN978-4-7747-8606-3 本体1600円 冊

ひと目でわかる 簡単！海釣り仕掛け集
ISBN978-4-7747-9172-2 本体1200円 冊

ひと目でわかる フィッシングノット完全マニュアル
ISBN978-4-7747-9141-8 本体1200円 冊

ご注文はこちらまで

FAX 03-5432-7088

TEL 03-5432-7084

実用ご担当者様

株式会社コスミック出版
営業部 東京都世田谷区下馬6-15-4

重版出来

貴店番線印 書名 注文数

読書の友 メガネ型ルーペ 販売用ケース付セット セ
ッ
ト【セット内容】1個 【本体価格1,000円+税】商品×16個 セット価格本体16,000円+税

セット

読書の友 メガネ型ルーペ 単
品ISBN978-4-7747-0599-6 C0477 ¥1000E 定価[本体1,000円+税]

冊

釣りの仕掛け作りや
細かい作業に最適!!

大きく見える!!
売場で目立つセット箱もオススメです!!



注文数

 FAX.03-5432-7088
ISBN978-4-7747-8415-1 定価[本体1,000円+税]

Ｋ-ＰＯＰ IDOL FILE Vol.４ SEVENTEEN DX

Ｋ-ＰＯＰ IDOL FILE Vol.2 WannaOne DX

冊

Ｋ-ＰＯＰ IDOL FILE Vol.3 SHINee DX

株式会社コスミック出版
 TEL.03-5432-7084（営業部直通）　http://www.cosmicpub.com/

Ｋ-ＰＯＰ IDOL FILE Vol.6 WannaOne FOREVER

冊ISBN978-4-7747-8614-8 定価[本体1,000円+税]

冊ISBN978-4-7747-8508-0 定価[本体1,000円+税]

冊

冊

冊

ISBN978-4-7747-8540-0 定価[本体1,000円+税]

Ｋ-ＰＯＰ IDOL FILE Vol.５ BTS Special Edition

冊

ISBN978-4-7747-8455-7 定価[本体1,000円+税]

冊

Ｋ-ＰＯＰ IDOL FILE WannaOne

ISBN978-4-7747-8582-0 定価[本体1,000円+税]

Ｋ-ＰＯＰ BEST Vol.４ TWICE 最新マニュアル

ISBN978-4-7747-8569-1 定価[本体1,000円+税]

冊

冊

冊

Ｋ-ＰＯＰ BEST Vol.３ TWICE 大解剖SPECIAL

Ｋ-ＰＯＰ BEST TWICE 大研究SPECIAL

ISBN978-4-7747-8418-2 定価[本体1,000円+税]

セット

セ
ッ
ト

メンバーの魅力研究から新曲情報まで気になる彼女たちの今に迫る! ゴールデンウィーク前に在庫チェックお願いします!
貴店番線印 書名

Ｋ-ＰＯＰ BEST Vol.５ TWICE 永久保存版スペシャル

ISBN978-4-7747-8620-9 定価[本体1,000円+税]

K-POP BEST & K-POP IDOLE FILE 各1冊 計11冊セット

定価[本体11,000円+税]

Ｋ
ー

Ｐ
Ｏ

Ｐ
 ＩＤ

Ｏ
Ｌ

 Ｆ
ＩＬ

Ｅ

新
刊

Ｋ
ー

Ｐ
Ｏ

Ｐ
 Ｂ

Ｅ
Ｓ

Ｔ

ISBN978-4-7747-8530-1 定価[本体1,000円+税]

Ｋ-ＰＯＰ BEST Vol.2 TWICE 徹底研究SP

ISBN978-4-7747-8468-7 定価[本体1,000円+税]

再重版決定！

ISBN：978-4-7747-8620-9 C9476
定価：本体1,000円+税 A4ワイド判

ＴＷＩＣＥの最新情報を徹底フィーチャー！

全１６組!旬のガールズグループを総力特集
IZ*ONE / BLACK PINK /Red Velvet / GFRIEND
OH MY GIRL / 宇宙少女 / Apink /MOMOLAND 

Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Ｖｏｌ.５

【豪華２大付録】TWICE＆BLACK PINK両面ポスター

永久保存版スペシャル

ＴＷＩＣＥ
イベントレポ
メンバー最新トピックス/ヘアスタイルＨＩＳＴＯＲ

Ｙ意外な（!?）交友関係/ゴシップetc.

TWICE、IZ*ONE BLACKPINK 特製PHカード

ISBN：978-4-7747-8614-8 C9476 定価：本体1,000円+税 A4変判

SEVENTEEN / ＮＣＴ / ＡＳＴＲＯ / MONSTA Ｘ

ＮＥＷＳ＆デビュー活動まとめ/PRODUCE48 プレイバック

年末歌謡祭＆ゴールデンディスク･･･etc

Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬ ＦＩＬＥ
Ｖｏｌ．６

2018年12月31日をもって解散したＷａｎｎａＯｎｅ。
そんな彼らの512日間の活動の軌跡を振り返る。

巻末特集

【とじこみ付録】フォトカード&2019年ＢＩＧ !! カレンダー

ＩＺ*ＯＮＥ

基礎知識＆受賞暦



FAX.03-5432-7088 株式会社コスミック出版
※注文書は弊社ホームページからダウンロードすることができます

TEL.03-5432-7084（営業部直通）
http://www.cosmicpub.com/

貴店帖合印 タイトル 注文数

冊ご担当者　　　　　　様 定価【本体1,000 円＋税】雑誌：63812-25／ ISBN：978-4-7747-8625-4

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

妊娠が判明した日から、出産後の授乳期までを完全ガイド！
すべてのプレママを応援！！ コーナーでの平積展開をお願いします！

●Special Interview 1神戸蘭子さん
●Special Interview 2 斉藤雪乃さん
●妊娠中も、出産後もおしゃれに着られる！
　春夏秋冬 出産期別買ってよかったもの・いらな
かったもの
●妊婦あるある やっていいこと・ダメなこと
●太り過ぎもやせ過ぎも危険 !?
　妊娠中の「体重管理法」教えます！
●森崎友紀さんが教える 栄養たっぷり安産レシピ
●妊娠中のSEX、どうする？
●もしものために知っておきたい流産のこと
●「出生前診断とは何か」を知ろう　ほか 定価【本体1,000 円＋税】

A4 判／平綴じ／128 ページ

妊娠初期・つわり期・
中期・後期まで！
出産準備完全ガイド



FAX.03-5432-7088 株式会社コスミック出版
※注文書は弊社ホームページからダウンロードすることができます

TEL.03-5432-7084（営業部直通）
http://www.cosmicpub.com/

貴店帖合印 タイトル 注文数

冊ご担当者　　　　　　様 定価【本体1,111円＋税】雑誌：63812-26／ ISBN：978-4-7747-8626-1

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

最新キャンピングカーの情報目白押し !!
キャンプシーズンを前に、まさにうってつけのガイド本です！

初心者も安心して
欲しい１台を探せる
最新購入ガイド完全版
●キャンピングカーの種類別メリットの紹介や
先輩キャンパーが選ぶポイント、用語辞典な
ど初心者向けの情報満載！
●人気急上昇中 !! 「今年はミドルキャンパーが
大本命！」
●キャンピングカーを使った旅行を取材し、リ
アルなキャンパーライフの面白さを紹介
●人気の「バンコン」から日常使いもできる「軽
キャン」、意外と使いやすい「トレーラー」まで、
各種最新モデルを集めたカタログつき

定価【本体1,111円＋税】A4 判／平綴じ／128 ページ



FAX.03-5432-7088
〒154-0002　東京都世田谷区下馬 6-15-4　株式会社コスミック出版
TEL.03-5432-7084　http://www.cosmicpub.com/

国内旅行ガイド注文書

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

定価【本体1,111円＋税】
A4 判／平綴じ／176 ページ
雑誌：63812-15／ ISBN：978-4-7747-8615-5

在庫数 注文数定価【本体 800 円＋税】
A4 判／中綴じ／128 ページ
雑誌：63812-28／ ISBN：978-4-7747-8628-5

在庫数 注文数

新スポットを多数収録＆本誌限定クーポンもますます
充実！　わんこ連れ旅行情報誌の最新＆決定版です。
巻頭特集では、話題の元町・中華街＆鎌倉エリアをクロー
ズアップ。愛犬との旅行に必携の一冊です！

ディズニーリゾートに迫る人気のユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパンを10倍楽しむための裏技を徹底紹介！
人気アトラクションに並ぶ時間を短縮する「時短ワ
ザ」、少しでも低コストにする「節約ワザ」をこっそり
掲載します。

定価【本体1,111円＋税】
A4 判／平綴じ／160 ページ
雑誌：63811-31／ ISBN：978-4-7747-8531-8

在庫数 注文数定価【本体 800 円＋税】
A4 判／中綴じ／128 ページ
雑誌：63811-71／ ISBN：978-4-7747-8571-4

在庫数 注文数

【本誌限定】おトクなクーポン付き！ うちのコと
絶対行きたい、人気＆穴場スポット満載！ わん
こ連れスポットの新名所　関西・東海・北陸他
エリア大攻略！　名古屋・京阪神発を中心とし
たスポット＆情報満載！

誰も知らない裏情報＆豆知識、アトラクション
に効率よく乗りまくれる最強の方法、混雑を回
避してショッピングとグルメを堪能する裏技な
ど、並ばないで楽しむ「時短ワザ」＋低コストで
大満足の「節約ワザ」を大公開！　初心者もリ
ピーターも必見の一冊です。

穏やかな気候に旅行気分が
盛り上がる春。春休みの
おでかけに役立つ情報が
ぎっしり詰まった４冊です！

東京ディズニー
ランド＆シー

お得＆裏技徹底ガイド

ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン
お得＆裏技徹底ガイド



FAX.03-5432-7088 株式会社コスミック出版
※注文書は弊社ホームページからダウンロードすることができます

TEL.03-5432-7084（営業部直通）
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冊ご担当者　　　　　　様 定価【本体1,000 円＋税】雑誌：63812-35／ ISBN：978-4-7747-8635-3
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新刊ムックのご案内

龍ブームの第一人者！ 累計20万部超のベストセラー作家
大杉日香理監修、待望の最新作がついに登場！！！

●「龍使い」ブームの第一人者、大杉日香理の最
新作。もしも龍が見えたら……人生がどうかわるの
か。厳しくも優しい龍の指導で、「運が良くなるため
にはどうしたらいいか?」「そもそも成功とは?」と
いう自己啓発書のメインテーマを説いていく作品。

●主人公S子は、営業部として働く普通のOL。
仕事もプライペートも上手くいかないネガティブ思
考の彼女がある日突然、龍と出会い、人生が変わっ
ていく……。
●漫画タッチで描いていくので読みやすく、龍のこ
とがよくわかる１冊。 定価【本体1,000 円＋税】

A5 判／平綴じ／96 ページ

漫画で読む
龍と仲良くなれる方法！

龍ブームの第一人者！ 累計20万部超のベストセラー作家



注文数

 FAX.03-5432-7088

新生活・行楽シーズン到来!新しい趣味を始めたい!  外に出かけたい方にぜひ、オススメしてください!
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ISBN978-4-7747-8591-2 定価[本体907円+税]

ISBN978-4-7747-8637-7 定価[本体1,000円+税]

クロスバイク購入完全ガイド2019

冊

ISBN978-4-7747-8399-4 定価[本体2,500円+税]

最新キャンピングカー 購入完全ガイド2019

クロスバイク＆ミニベロ最新購入ガイド

冊ISBN978-4-7747-8640-7 定価[本体907円+税]

冊ISBN978-4-7747-8436-6 定価[本体1,300円+税]

冊

冊

ISBN978-4-7747-8626-1 定価[本体1,111円+税]

最新ロードバイク インプレッション＆購入ガイド

すべてがわかる！ロードバイク セルフフィッティング

冊

すべてがわかる！ロードバイクメンテナンス入門

株式会社コスミック出版
 TEL.03-5432-7084（営業部直通）　http://www.cosmicpub.com/

●注目の最新31 車種を“業界一の自転車バカ”菊地武洋が試乗インプレッション！
値段やスペックだけではわからない自転車の乗り味を徹底評価!!
● 34 ブランド160 台収録！ メーカー別最新クロスバイクカタログ
●初めてのクロスバイク購入でも安心。購入までの流れやメンテナンス方法、交通ルー
ル、必須ギア・アイテムなどの周辺情報もバッチリ！
●これからの新ストリーム・E バイク（電動アシストスポーツバイク）も試乗！

定価【本体907 円＋税】 A4 判
平綴じ／144 ページ
ISBN978-4-7747-8591-2

●クロスバイクの基礎知識
●クロスバイク最新カタログ2019 日本で買えるクロスバイクをブランド別に掲載！
●ミニベロ特集 折りたたみ自転車を中心に、ミニベロも多数紹介
●街乗り向けのカスタムや、正しい乗り方、セルフメンテナンス術など、実践企画も満載

定価【本体907 円＋税】 A4 判
平綴じ／112 ページ
ISBN978-4-7747-8640-7

●今季大注目の「シマノ新型105」搭載ロードバイクを徹底紹介！
●自転車の歴史・メカ・各ブランドの事情に精通した“自転車バカ”菊地武洋氏が最新モデ
ルイッキ乗り！
●はじめてのディスクロード購入ガイド」「「ディスクブレーキ基本のき」
●カタログは有名ブランドの105 搭載車を網羅

定価【本体1,000 円＋税】 A4 判
平綴じ／136 ページ
ISBN978-4-7747-8637-7
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