
注文数

セット

セット

即出荷 月 日

ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

恋の稲妻 1436-3 650円

650円

ぼんくら同心と徳川の姫⑦揺れるこころ 1403-5

ぼんくら同心と徳川の姫④明かせぬ秘密 2995-4

1362-5

 株式会社コスミック出版

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

FAX.03-5432-7088
 ※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

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

ぼんくら同心と徳川の姫⑨奇跡の夫婦 1469-1 650円

フ

ェ
ア
明
細

ぼんくら同心と徳川の姫⑧

650円

ぼんくら同心と徳川の姫⑤若さまは恋敵 1333-5

630円

嵐の予感

650円

ぼんくら同心と徳川の姫⑥

650円

注文扱い（２セット以上申込の場合、３ヶ月延勘）

書名

ぼんくら同心と徳川の姫①雨あがりの恋 2892-6 650円

ぼんくら同心と徳川の姫②すれ違う二人 2928-2 650円

ぼんくら同心と徳川の姫③届かぬ想い 2957-2

ぼんくら同心と徳川の姫①～⑨ ９点 各５冊 計４５冊 セット 本体29,150円+税

ぼんくら同心と徳川の姫①～⑨ ９点 各３冊 計２７冊 セット 本体17,490円+税

条件 搬入（希望日があれば明記してください）

フェア明細

『ぼんくら同心と徳川の姫』 フェア
セット明細 セット価格

コスミック時代文庫 フェアのご案内

『ぼんくら同心と徳川の姫』堂々完結！ 貴店番線印

ぼんくら同心と徳川の姫

　　　　　 聖 龍人
６月新刊「おとぼけ兵庫と姫将軍」は

『ぼんくら同心と徳川の姫』のあの人が主人公!?



注文数

セット

セット

即出荷 月 日

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

冊

冊

ぶらり平蔵⑭ 上意討ち 2566-6 629円

ぶらり平蔵⑪ 心機奔る 2415-7 667円

ぶらり平蔵⑫ 奪還 2455-3 676円

ぶらり平蔵⑬ 霞ノ太刀 2511-6 657円

2296-2 657円

ぶらり平蔵⑦ 御定法破り 2167-5 629円

ぶらり平蔵⑧ 風花ノ剣 2258-0 648円

ぶらり平蔵⑨ 伊皿子坂ﾉ血闘 2318-1 648円

ぶらり平蔵⑩ 宿命剣 2372-3 657円

ぶらり平蔵③ 女敵討ち 2287-0 648円

ぶらり平蔵⑤ 椿の女 2295-5 657円

ぶらり平蔵⑥ 百鬼夜行

2288-7 648円

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

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

620円

ぶらり平蔵⑲ 吉宗暗殺 2824-7 630円

ぶらり平蔵⑳ 女衒狩り 2873-5 630円

630円

３ヶ月延勘

書名

ぶらり平蔵⑮ 鬼牡丹散る 2620-5

ぶらり平蔵⑱ 雲霧成敗 2782-0

人斬り地獄

ぶらり平蔵① 剣客参上 2283-2

ぶらり平蔵④

648円

ぶらり平蔵⑯ 蛍火 2655-7 648円

657円

ぶらり平蔵② 魔刃疾る 2284-9 648円

コスミック時代文庫 フェアのご案内

何度読んでも面白い! シリーズ累計80万部突破の時代小説 貴店番線印

ぶらり平蔵
                 吉岡 道夫

 病いも治すが人も斬る!
町医者と剣客二つの顔を持つ『ぶらり平蔵』の痛快活劇!

フ

ェ
ア
明
細

 ぶらり平蔵①～⑳ ２０点 各５冊 計１００冊セット 本体64,660円+税

 ぶらり平蔵①～⑳ ２０点 各３冊 計６０冊セット 本体38,796円+税

条件 搬入（希望日があれば明記してください）

フェア明細

『ぶらり平蔵』 セットフェア
セット明細 セット価格

ぶらり平蔵⑰ 刺客請負人 2710-3



注文数

 FAX.03-5432-7088

もうすぐ夏休みがやってきます! 家で、旅先で楽しめる、オススメの児童書あります!

冊

冊ISBN978-4-7747-0575-0 C8776 定価[本体820円+税]

ISBN978-4-7747-0596-5 C8776 定価[本体1,000円+税]

ぱかっとひらくしかけえほん

かくれんぼし～ましょ！み～つけた！

冊

ISBN978-4-7747-0586-6 C8776 定価[本体2,500円+税]

か
る
た
・
百
人
一
首

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
の
児
童
書

ひとりでできる ! 小倉百人一首（よみあげ機付）

冊ISBN978-4-7747-0582-8 C8776 定価[本体3,500円+税]

ISBN978-4-7747-0570-5 C8776 定価[本体1,389円+税]

冊ISBN978-4-7747-0588-0 C8776 定価[本体2,000円+税]

音
の
で
る
え
ほ
ん

冊

ISBN978-4-7747-0584-2 C8776 定価[本体2,500円+税]

たたいて ! うたって ! たいこえほん

冊

ようちえんのせんせいがえらんだどうようえほん

ISBN978-4-7747-3801-7 C8776 価格[本体2,000円+税]

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

ことわざかるた（よみあげ機付）

ISBN978-4-7747-0578-1 C8776 定価[本体900円+税]

かいてけせる！たのしいあそび１００

ぱかっとひらくしかけえほん

うんち じょうずに できるかな？

冊

冊

いっぱいつろう ! さかなつりマグネット

冊ISBN978-4-7747-0576-7 C8776 定価[本体820円+税]

ぱかっとひらくしかけえほん

たまご こんこん だーれかな？

冊

貴店番線印 書名

なきごえがたのしい こどもどうぶつずかん

ISBN978-4-7747-0577-4 C8776 定価[本体1,200円+税]

スヤスヤおねんね おやすみおはなしえほん

きらきらひかる！ピアノえほん

冊ISBN978-4-7747-0592-7 C8776 定価[本体2,600円+税]

ようちえんで歌う前にうたを覚えよう!

ISBN：978-4-7747-3801-7 定価：本体2,000円+税

● 収録曲は３０曲
『さよならぼくたちのようちえん』

『せかいじゅうのこどもたちが』
『さんぽ』『にじ』など

お子様だけでなく、おとうさん、

おかあさんにも人気の曲を収録
【仕様】
収録曲全30曲（カラオケ付）
全曲メドレー再生ボタン付
音量レベル5段階設定
【歌手紹介】
山野さと子 ＮＨＫ教育テレビで5年間うたのおねえさん
として出演。
【監修者紹介】
佐藤暁子 東京家政大学 家政学部 児童学科 教授

おでかけにも便利!１００通りの
あそびがもりだくさん!

たのしいあそび
なきごえがたのしい
こどもどうぶつずかん

おえかき・かくれんぼ・パズル・ことばさがし・あみ
だくじなど遊びながら学べるたのしいカードです

紙面を直接タッチして
動物の名前や鳴き声が
聞ける!!

ISBN：978-4-7747-0596-5
定価：本体1,000円+税 カード50枚・ペン１本

ISBN：978-4-7747-0588-0
定価：本体2,000円+税

ISBN：978-4-7747-0570-5
定価：本体1,389円+税

ことわざかるた 小倉百人一首

シャッフル機能付き、よみあげ機が付いてます。

ISBN：978-4-7747-0582-8
定価：本体3,500円+税

たまご こんこん われたかな?
BN：978-4-7747-0575-0
定価：本体820円+税
うんち じょうずに できるかな?
ISBN：978-4-7747-0576-7
定価：本体820円+税
かくれんぼし～ましょ みーつけた!
ISBN：978-4-7747-0578-1
定価：本体900円+税

ぱかっとひらく ! しかけえほん

いっぱいつろう ! さかなつりマグネット

おさかなマグネットは、
全部で54枚！深海魚も
入ってるよ！

ISBN：978-4-7747-0577-4
定価：本体1,200円+税



コスミック出版 『かるた 小倉百人一首』のご案内

一番売れる時期は年末年始。

二番目に売れる時期!!5月～7月のこの時期です!!
小・中・高校生は『夏休みの宿題』にも出題されることがあります!!

よみ人いらず!

小倉百人一首

小倉百人一首ひとりでできる!!

よみあげ機

「よみあげ機
だけ欲しい！」
の声にお応え

しました!!

5月～7月が
第二ハイシーズン!!

超便利機能!!
電源のON・OFFで

完全シャッフル！

遊びながら
学べる!!

かるたシリーズ

も大人気!!

貴店番線印 書　　名 注文数

小倉百人一首＆かるたセット（セット本体合計41,390円）

（小倉百人一首、よみあげ機　各5冊＋ことわざ、のりもの各3冊＋たべもの、どうぶつ各2冊　合計20冊セット

小倉百人一首　 ISBN978-4-7747-0582-8 　本体価格3,500円 冊

よみあげ機　　 ISBN978-4-7747-3806-2　本体価格2,000円 冊

ことわざかるた　 ISBN978-4-7747-0570-5 　本体価格1,389円
冊

のりものかるた 　 ISBN978-4-7747-0593-4 　本体価格1,389円
冊

どうぶつかるた 　 ISBN978-4-7747-0569-9     本体価格1,389円
冊

たべものかるた 　 ISBN978-4-7747-0568-2　本体価格1,389円 冊

セット

FAX 03-5432-7088 （株）コスミック出版 営業部 TEL03-5432-7084



注文数

きって はって ぬって ぶっくセット

セット3点各5冊 計１５冊 セット価格[本体10,200円＋税]

コスミック出版 児童書 新刊のご案内

書名

こうさくであそぼう!
きって はって ぬって ぶっく
ISBN978-4-7747-3814-7 C0776 \680E 定価[本体680円+税]

貴店番線印

注
文
扱
い

こうさくだいすき!
きって はって ぬって ぶっく

冊ISBN978-4-7747-3813-0 C0776 \680E 定価[本体680円+税]

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

冊

冊

たのしく こうさく!
きって はって ぬって ぶっく
ISBN978-4-7747-3815-4 C0776 \680E 定価[本体680円+税]

自分の好みや考え、発想で
きって はって ぬる。
簡単だけど、飽きのこない知育本です!

著者 佐々木一澄
ニューメディア扱い
サイズ：A4変型 短辺綴じ
オールカラー 80P 

２～６歳

対象年齢

定価[ 本体価格 各680円+税 ]で絶賛発売中！



注文数

マイクでうたおう！

　  カラオケピアノえほん

コスミック出版 音のでるえほん 新刊発売のご案内

大変お得な価格設定にしました！

夏の長期休暇中のご拡販必須アイテム！！

   マイクとピアノがついて

ISBN978-4-7747-3816-1 C8776 \1980E 定価[本体1,980円+税]

新刊委託申込締切は７月５日（金）です。ご注文お待ちしております

FAX.03-5432-7088    株式会社コスミック出版
   TEL.03-5432-7085（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

貴店番線印 書名

新
刊

冊

ISBN978-4-7747-3816-1 定価[本体1,980円+税] サイズ：W172mm×H222mm×D38mm 対象年齢：2歳〜

表紙イラスト：くまがいさあや

ピアノ・てっきん・オルガン3つの音色で遊べる
マイクとピアノがついてる!

定番曲15曲のラインナップ！

01.きらきらぼし
02.コブタヌキツネコ
03.ちょうちょう
04.おおきなくりのきのしたで
05.ぞうさん
06.かたつむり
07.むすんでひらいて
08.ももたろう
09.おつかいありさん
10もりのくまさん
11.いぬのおまわりさん
12.おにのパンツ
13.おもちゃのチャチャチャ
14.ミッキーマウスマーチ
15.さんぽ

収録曲（全15曲）

7月24日発売

本体価格１，９８０円



注文数

セット

セット

即出荷 月 日

ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

著者 ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

冊

冊

冊

冊

冊

冊

コスミック時代文庫 フェアのご案内

無敵の殿様
　　　　　　　早見 俊

 なにものにも縛られぬ自由な男の痛快時代小説
好評シリーズ第８弾！７月発売決定！

     足利将軍の末裔・喜連川恵氏が、江戸の世で賊退治！ 貴店番線印

早見 俊

書名

決戦！裁きの宝刀

2996-1 630円

悪党許すまじ 1334-2 650円

仮面の悪鬼 6014-8 650円

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

650円

大御所まかり通る 1399-1 650円

630円 無敵の殿様⑤

フェア明細

『無敵の殿様』 フェア
セット明細 セット価格

無敵の殿様①～⑦ ７点 各５冊 計３５冊 セット 本体22,550円+税

無敵の殿様①～⑦ ７点 各３冊 計２１冊 セット 本体13,530円+税

条件 搬入（希望日があれば明記してください）

注文扱い（２セット以上申込の場合、３ヶ月延勘）

1363-2

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

1456-1 630円

6000-1 630円

合計数

1435-6

 無敵の殿様①

フ

ェ
ア
明
細

書名

 最強同心剣之介①

老中謀殺

 無敵の殿様④

 無敵の殿様③

天下御免の小大名

 無敵の殿様②

 無敵の殿様⑥ 秘蝶羽ばたく

火盗改ぶっとび事件帳
売
れ
て
ま
す
！

1468-4

 無敵の殿様⑦

650円

 最強同心剣之介② 死を運ぶ女

630円6057-5

 秘剣の名医一 吉原裏典医 沢村伊織

 秘剣の名医二 吉原裏典医 沢村伊織

 秘剣の名医三 吉原裏典医 沢村伊織

永井 義男

永井 義男

永井 義男

早見 俊

6005-6 650円

6046-9 650円



コスミック出版・電波社 夏のオススメ戦記企画

今年の夏は空前の『戦史』ブーム到来!!

大ヒット!劇場公開中!!

『空母いぶき』
主演：西島秀俊

『アルキメデスの大戦』
7/26より全国超拡大公開!!

主演：菅田将暉 監督：山崎貴
（主な監督作品「永遠の０」「ALWAYS 三丁目の夕日’64」他）

今年の夏は大戦をテーマにした、コミックの映画化が一大ブームです。
戦記、戦史関連のオススメ既刊本を映画関連書と一緒に是非、ご拡販下さい!!

激闘セット（ヴィクトリーノベルス新書）

青き波濤① 著：羅門 祐人
本体926円＋税
9784774760520

日中決戦 著：子竜 螢
本体926円＋税
9784774760414

朝鮮半島
侵攻指令

著：高貫布士
本体926円＋税

9784774713847

帝国海軍イージス戦隊①
著：林 譲治

本体950円＋税
9784864901208

新生・帝国海空軍①
著：原 俊雄

本体950円＋税
9784864901116

激闘太平洋
1942①
著：中岡潤一郎
本体950円＋税
9784864900591

決戦セット（戦記シミュレーション文庫）

3タイトル×各3冊 合計9冊セット
セット本体合計 8,334円

3タイトル×各3冊 合計9冊セット
セット本体合計 8,550円

コスミック出版

電波社

貴店番線印 セット明細 注文数

決戦セット（戦記シミュレーション文庫）

3タイトル×各3冊 合計9冊セット 本体合計8,334円 セット

激闘セット（ヴィクトリーノベルス新書）

3タイトル×各3冊 合計9冊セット 本体合計8,550円 セット

単品注文

青き波濤① 著：羅門 祐人

本体926円＋税 9784774760520 冊

新生・帝国海空軍① 著：原 俊雄

本体950円＋税 9784864901116 冊

朝鮮半島侵攻指令 著：高貫布士

本体926円＋税 9784774713847 冊

激闘太平洋1942① 著：中岡潤一郎

本体950円＋税 9784864900591 冊

日中決戦 著：子竜 螢

本体926円＋税 9784774760414 冊

帝国海軍イージス戦隊① 著：林 譲治

本体950円＋税 9784864901208 冊

長編戦記シミュレーション
日本の新たな歴史が動き出す!!

FAX 03-5432-7088
ご注文はこちらまで

（株）コスミック出版 （株）電波社
TEL 03-5432-7084（営業部直通）



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

注文数

セット

セット

即出荷 月 日

コスミック文庫 フェアのご案内

沢里裕二

書下ろしノンストップ・バイオレンス

無頼刑事
横浜アンダーサイド

書名

 無頼刑事 横浜アンダーサイド 沢里 裕二 6063-6 630円

 新宿謀略街 牧村 僚 1356-4 660円

 ミッドナイト マーダー 牧村 僚 6062-9 660円

 番外警視① 南 英男 1340-3 660円

 番外警視② 強敵 南 英男 1357-1 660円

 番外警視③ 変死 南 英男 1375-5 670円

 囮捜査① 賞金刑事 南 英男 1419-6 660円

 囮捜査② 警官殺し 南 英男 1440-0 670円

 囮捜査③ 狙撃者 南 英男 1457-8 670円

670円

 囮捜査⑤ 囚人奪還 南 英男 1493-6 660円

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

 県警刑事 森 詠 1472-1 650円

 甘い罠 東京シティ艶ポリス 八神 淳一 1339-7 650円

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

貴店番線印 フェア明細

『ハードボイルド』 フェア
セット明細 セット価格

上記商品 １６点 各３冊 計４８冊 セット 本体32,010円+税

上記商品 １６点 各１冊 計１６冊 セット 本体10,670円+税

条件 搬入（希望日があれば明記してください）

注文扱い（２セット以上申込の場合、３ヶ月延勘）

 密命警視③ 洗脳 南 英男 6039-1 710円

コ
ス
ミ
ッ
ク
文
庫
好
評
発
売
中
！

 密命警視① 卑劣 南 英男 6018-6 680円

 密命警視② 戦慄 南 英男 6029-2 710円

 囮捜査④ 失踪前夜 南 英男 1473-8



条件 注文数

本体 在庫 注文数 本体 在庫 注文数

計

セット 申込数

①
セット

②
セット

1459-2 680円

冊

冊

1378-6 680円

2998-5 700円

2

購入特典用 『男系大家族物語』ショートストーリーカード　 1セットにつき４０枚

特典は、新刊・既刊購入者にプレゼントしてください。

条件 搬入（希望日があれば明記してください）

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

セット明細 セット価格

『男系大家族物語』
①～⑬各３冊 計３９冊セット

本体26,247円+税

『男系大家族物語』
①～⑬各２冊 計２６冊セット

本体17,498円+税

注文扱い（２セット以上申込の場合、３ヶ月延勘） 7月8日～ 月　　   　 　日

フェア申込特典 特典内容

単品注文は上記にてお申し込みください。
冊

貴店番線印 フェア申込締切

『男系大家族物語』 フェア ２０１９年７月２日(火)

7 上司と信愛 2963-3 680円

フェア明細

6 上司と溺愛 2932-9 650円 13 上司と婚約Love6 6031-5 680円

5 上司と純愛 2862-9 700円 12 上司と婚約Love5

4 上司と激愛 2815-5 700円 11 上司と婚約Love4 1421-9 680円

3 上司と密愛 2753-0 650円 10 上司と婚約Love3

上司と熱愛 2735-6 630円 9 上司と婚約Love2 1336-6 700円

1 上司と恋愛 2629-8 619円 8 上司と婚約

◆ セシル文庫 ◆ 男系大家族物語
書名 ISBN978-4-7747- 書名 ISBN978-4-7747-

 シンデレラ　・アイドル
ISBN978-4-7747-6090-2 C0193 \650E 著者・夢咲まゆ イラスト・蘭蒼史 

委託申込締切 ： ２０１９年７月２日（火）

『男系大家族物語』＆『大家族四男』 ２ヶ月連続発売記念フェア
大人気シリーズ『男系大家族物語』１４巻目とスピンオフ作品『大家族四男』の２ヶ月連続発売が決定しました!　そこ
で、発売を記念した特典付フェアの開催を決定しました！新刊・既刊とあわせてご拡販よろしくお願いいたします。

貴店番線印 書名

委
託

◆セシル文庫 書下ろし

 上司と婚約Ｌｏｖｅ７ 　～男系大家族物語１４～
ＩSBN978-4-7747-6089-6 C0193 \680E 著者･日向 唯稀  イラスト･みずかねりょう

◆セシル文庫 書下ろし

７月１８日発売 新刊案内＆フェアのご案内



注文数

 

ＤＶＤ－ＢＯＸ 近刊注文書
貴店番線印 書名

〈ボクシング映画コレクション〉 リングに賭けろ!
ISBN978-4-7747-7220-2 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈史劇パーフェクトコレクション〉 英雄たちの叙事詩

冊ISBN978-4-7747-7222-6 C0874 価格[本体1,800円+税]
6
月
新
刊

FAX.03-5432-7088 ジェラール・フィリップコレクション
ISBN978-4-7747-7202-8 C0874 価格[本体1,800円+税]

冊

5
月
新
刊

ISBN978-4-7747-7203-5 C0874 価格[本体1,800円+税]

冊

2
月
新
刊

1
月
新
刊

1
2
月
新
刊

ゲーリー・クーパー 究極の名作集

ISBN978-4-7747-7207-3 C0874 価格[本体1,500円+税]

ISBN978-4-7747-7209-7 C0874 価格[本体1,800円+税]

ヒッチコック スペシャルコレクション

無敵の剣士たち

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる暗黒の世界

3
月
新
刊

冊

ISBN978-4-7747-7206-6 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈西部劇パーフェクトコレクション〉 荒野の掠奪

ISBN978-4-7747-7213-4 C0874 価格[本体1,800円+税]

ゲーリー・クーパー　珠玉の傑作集

冊ISBN978-4-7747-7211-0 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる犯罪の世界

冊

ISBN978-4-7747-7208-0 C0874 価格[本体1,800円+税]

冊ISBN978-4-7747-7210-3 C0874 価格[本体1,800円+税]

冊

4
月
新
刊

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる非情な世界

冊

ISBN978-4-7747-7212-7 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈西部劇パーフェクトコレクション〉 テキサスから来た男
ISBN978-4-7747-7221-9 C0874 価格[本体1,500円+税]

冊

〈戦争映画パーフェクトコレクション〉 地獄の戦場

冊

株式会社コスミック出版
TEL.03-5432-7084（営業部直通）

冊

冊

〈戦争映画パーフェクトコレクション〉 死闘の最前線

冊ISBN978-4-7747-7223-3 C0874 価格[本体1,800円+税]

『史劇パーフェクトコレクション 英雄たちの叙事詩』
「市民ケーン」の天才 オーソン・ウェルズが稀代の詐欺師カリオストロを演じて、一部監督したとのウワサもある、幻

の主演作品『黒魔術』が本邦初のソフト化！

他にも、キューブリック監督の「スパルタカス」以前に、イタリアで製作された大作『剣闘士スパルタカス』や、“B級

映画の巨匠”ウィリアム・キャッスル監督の珍品『ナイルの妖女クレオパトラ』『バビロン伝説』も同時に初ソフト化！

『戦争映画パーフェクトコレクション 死闘の最前線』
収録された10作品の全てが今回初のソフト化！

「赤い靴」「黒水仙」他、映画史上に残る名作を次々に発表した、巨匠マイケル・パウエル＆エメリック・プレスバー

ガーがコンビを組んだ最初期の劇場未公開作品『闇の中のスパイ』はとりわけ貴重！

更には、イギリス映画界を代表する名匠ベイジル・ディアデン監督の、劇場未公開作品『フリーダ』等々、掘り出し

物のお宝映画がザクザクです！

６月の新作は、他では入手不可能な超貴重な
幻の映画や珍品が満載です！





注文数

セット

セット

即出荷 月 日

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

貴店番線印 注文数

〈１０枚組〉 4659-3 1,886円

2  インモラル 禁断の柔肌 〈１０枚組〉 4689-0 1,800円

官能DVD-BOX 新作ご案内

 新任女教師 二人だけの性教育実習 〈７枚組〉 7172-4 1,800円

〈７枚組〉

4962-4 1,800円

書名

4960-0 1,800円

4961-7 1,800円

 淫獣の檻 〈７枚組〉 7158-8 1,800円

〈７枚組〉 7193-9

1,800円

〈７枚組〉

〈７枚組〉

7171-7 1,800円

7157-1

4964-8

1,800円

単品注文の場合は、一覧にてご注文お願いします。

1,800円

4963-1 1,800円

〈７枚組〉

〈７枚組〉

〈７枚組〉

1,800円

7194-6 1,800円

 セクシーロマン スカーレットダンサー

 セクシーロマン ハニーメイド

 セクシーロマン 甘い肉体

 セクシーロマン アフロディーテの吐息

 名作文学 官能絵巻

 新任女教師 放課後の求愛授業

 妖艶くノ一伝

978-4-77477-7224-0 C0874 \1800E

978-4-77477-7225-7 C0874 \1800E

FAX.03-5432-7088
 ※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

〈７枚組〉

ACC-158

ACC-159

新
　
　
刊

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

 令嬢看護婦 乱れた白衣に・・・

商品名

冊

冊

 人妻女教師 淫らな課外授業 〈７枚組〉

合計数

商品名 セット明細 セット価格

下記①～⑦商品 ７点 各３冊 計２１冊 セット 本体38,058円+税

下記⑧～⑯商品 ９点 各３冊 計２７冊 セット 本体48,600円+税

10

条件 搬入（希望日があれば明記してください）

３ヶ月延勘

3

4

 新任女教師

 真田くノ一忍法伝 かすみ 7156-4

〈７枚組〉

〈７枚組〉

11

12

13

14

 セクシーロマン 背徳の物語

〈6枚組〉

官能
ＤＶＤ-ＢＯＸ

セット

5

6

7

8

9

1  エマニエル〈愛のコレクション〉

15  真夜中の診察室 〈6枚組〉 7214-1 1,800円

16  若妻家庭教師 秘密の個人授業 〈７枚組〉 7215-8 1,800円

令嬢看護婦
乱れた白衣に・・・

淫らな課外授業

人妻女教師



コスミック出版／電波社の「緑」を楽しむ本

梅雨時だから楽しみたい!オススメの「苔」シリーズ

育てる 楽しむ 癒しの「苔ボトル」

定価（本体1,500円＋税） B5変型判／平綴じ／112頁
ISBN9784774784984

37の作品例と51種の苔図鑑を掲載。さらにミニ苔庭
まで網羅した完全ガイド!!

育てる 楽しむ 癒しの苔図鑑

「苔ボトル」
育成方法から苔ボトルの製作マニュアルなどを

掲載した入門書の決定版!!
定価（本体1,500円＋税） B5変型判／平綴じ／112頁
ISBN9784864900294

小さな癒しの世界を楽しむ

テラリウム
時間をかけずに楽しく作る！自分のアレンジで様々なシー
ンを表現することのできる初めての人に最適な一冊!!
定価（本体1,500円＋税）B5変型判／平綴じ／96頁
ISBN9784864900706

アレンジ＆ティランジア図鑑 エアプランツ
育てて楽しみ、見て癒される。いま大流行中の

「エアプランツ」をやさしく解説した入門書の決定版!!

定価（本体1,600円＋税）
B5変型判／平綴じ／112頁
ISBN9784864900669

注
文
数

注
文
数

注
文
数

注
文
数

部屋をオシャレに!! 「多肉植物の世界」
「育てる」「集める」「寄せ植えする」「鉢を作る」
「撮影する」「自由自在」「管理する」という7つの
「コツ」や「ヒント」で自由気ままにとことん
多肉植物を楽しめる!!

多肉植物エケベリア
注
文
数

定価（本体2,300円＋税）
A5判／平綴じ／384頁
ISBN9784864900386

注
文
数

はじめてでもカンタン！

多肉植物の育て方・楽しみ方
定価（本体1,500円＋税）
A5判／平綴じ／120頁
ISBN9784774785479

「緑」に囲まれた生活。癒される空間で過ごす。
グリーンを取り入れた部屋作りをていねいに解説。
育てやすい植物や長持ちさせるコツなど部屋をオシャレにする
アイディアが充実!!

注
文
数

注
文
数

グリーンインテリアのある暮らし Vol.２
定価（本体1,200円＋税）
A4判／平綴じ／112頁
ISBN9784774794694

グリーンインテリアのある暮らし
定価（本体1,200円＋税）
A4判／平綴じ／112頁
ISBN9784774782362

創る・育てる・楽しむ盆栽入門

注
文
数

盆栽愛好者が最も注目する「平尾成志」
が初めて監修した入門書!!

定価（本体1,667円＋税）
AB判／平綴じ／144頁
ISBN9784774780061

株式会社コスミック出版／電波社
〒154-0002東京都世田谷区下馬6-15-4
TEL03-5432-7084

貴店番線印

ご担当者 様

ご注文はこちらまで!! FAX 03-5432-7088



価格 ISBN978-4-7747- 在庫 注文数

1,200円 9142-5
冊

1,200円 9143-2
冊

1,200円 9160-9
冊

1,200円 9161-6
冊

1,200円 9166-1
冊

1,200円 9167-8
冊

1,200円 9168-5
冊

1,200円 9169-2
冊

1,200円 9174-6
冊

1,200円 9175-3
冊

冊

 ⑥ ギリシャの秘宝

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

 ⑤ アメリカの秘宝

全編カラーで読みやすく、楽しく読める歴史マンガです！

文：ゴムドリ Co.  画：カン・ギョンヒョ  サイズ：B5変判

 ④ 中国の秘宝

 ③ インドの秘宝

 ② エジプトの秘宝

合計

書名

 ① メソポタミアの秘宝

 ⑩ ブラジルの秘宝

 ⑨ オーストラリアの秘宝

 ⑧ ドイツの秘宝

 ⑦ ロシアの秘宝

世界各国のお宝をめぐる主人公の冒険を通じて世界の地理や歴史について学べる、楽し

く、読みやすい内容で、歴史や文化に“関心をもたせるきっかけ”となる、学習マンガ

です。

朝日新聞出版から刊行されている大人気学習マンガシリーズ「サバイバル」シリーズと同じ、韓国ミレエヌ社の新た
な学習マンガシリーズです。

世界各国のお宝をめぐる主人公の冒険を通じて世界の地理や歴史について学べる、楽し

く、読みやすい内容で、歴史や文化に“関心をもたせるきっかけ”となる、学習マンガ

です。

朝日新聞出版から刊行されている大人気学習マンガシリーズ「サバイバル」シリーズと同じ、韓国ミレエヌ社の新た
な学習マンガシリーズです。

韓国刊行シリーズ累計８００万部突破の
学習マンガシリーズ



注文数

定価[本体1,300円+税] 四六判

コミュニケーション・コンサルタント
の第一人者が自分に厳しすぎるあ
なたに贈る、幸せの見つけ方。

自分のほめ方の教科書

須藤久美子

あとすこしだけ、あなたにやさしくしてあげてください！

ＩＳＢＮ978-4-7747-9183-8 Ｃ0030 \1300Ｅ

冊
ISBN978-4-7747-9183-8 C0030 \1300E 定価[本体1,300円+税]

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

コスミック出版 自己啓発書発売のご案内

貴店番線印 書名

注
文

自分のほめ方の教科書

須藤 久美子

あなたの中には“幸せの素”が眠っ

ています。自分をほめる事でそれを

引き出し、輝かせましょう！



注文数

ISBN978-4-7747-9184-5 C0076 \3500E 定価[本体3,500円+税]

新刊委託申込締切は５月７日（火）です。ご注文お待ちしております

貴店番線印

新
刊
委
託

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

冊

コスミック出版 写真集 新刊のご案内

書名

元・ＨＫＴ４８

ISBN978-4-7747-9184-5 C0076 本体価格3,500円 サイズ：A4判

ＨＫＴ４８を卒業し、
声優として活動を始めた
新人声優・山田麻莉奈
ファースト写真集

５月２３日発売



申込

冊

コスミック出版 スポーツ実用書 新刊のご案内

書名

委
託

習志野が生んだ

野球小僧
福浦和也（千葉ロッテマリーンスﾞ）

ISBN978-4-7747-9190-6 C0036 \1300E 定価[本体1,300円+税]

貴店番線印

　 一般情報告知解禁は6月14日(金)16時厳守でお願い致します。

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

新刊委託申込締切は６月１４日（金）です。ご注文お待ちしております

ISBN978-4-7747-9190-6 C0036 本体価格1,300円 サイズ：四六判 224P

福浦 和也（千葉ロッテマリーンズ）



  ●監修：島本耕司　撮影：KANJI　

  ●判型・ページ数：B5 判変型 /160 頁

  ●定価：本体価格 2500 円＋税  

FAX 03-5432-7088  コスミック出版  〒 154-0002  東京都世田谷区下馬 6-15-4 TEL 03-5432-7084（営業部）

コスミック・アート・グラフィック

Cosmic Art Graphic 新刊のご案内

 7 月 24 日
発 売 !!

 

美巨乳人気女優による、バストに徹底的にこだわったポーズ集！

モデル：河合あすな

　ISBN　978-4-7747-9139-5 C2071　￥2500E冊

 　　　 【ベーシックポーズ編】「立ちポーズ」「立ちポーズ＋（プラス）」「すわりポーズ」「イ
ス」「階段」／【コスチューム編】「ワイシャツ」「制服」※脱いでいく連続シーンあり「ゴスロリ」
／  【ベッド編】　※各編とも、クローズアップ及びマルチアングルで美巨乳に迫っています！

スーパー・ポーズブック
スペシャル・ヌードポーズ集 河合あすな

B5 判変型 257×187mm 定価：本体 2500 円＋税

　ISBN　978-4-7747-9191-3 C2071　￥2500E

注文数貴店印

新
　
　
刊

注
文
書

冊

　COSMIC ART GRAPHIC

 スーパー・ポーズブック スペシャル・ヌードポーズ集 河合あすな 

 収録内容
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