
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



注文数

クロマメ

もとし 麻子

もとし 麻子

クロマメ

内田ペコル

城之内寧々

晴瀬リン

晴瀬リン

こしあん

こしあん

七緒 リオン

七緒 リオン

 

新刊と既刊の併売を
お願い致します!

 その瞳に恋をする②　続く想い、変わる情愛

FAX.03-5432-7088
 TEL.03-5432-7084（営業部直通）　http://www.cosmicpub.com/

 今日からオマエは俺の嫁 ㊤　　

冊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]

ISBN978-4-7747-3182-7  雑誌CODE52892-97 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～

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

6
月
新
刊

6
月
新
刊
関
連
書

好
評
既
刊

Ｋｙｕｎ Ｃｏｍｉｃｓ ＴＬ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
貴店番線印 書名

 俺の腕の中で歌え！～男装アイドルの恋と嘘～

冊ISBN978-4-7747-3189-6  雑誌CODE52893-04 定価[本体680円+税]

冊ISBN978-4-7747-3190-2  雑誌CODE52893-05 定価[本体648円+税]

 その瞳に恋をする①　義姉弟、すれ違う想い

冊

 ドＳなＭ系西野くんとドＭなＳ系美月ちゃん

冊

年下幼馴染の愛欲 ～私は彼のオモチャ

冊ISBN978-4-7747-3188-9  雑誌CODE52893-03 定価[本体648円+税]

ISBN978-4-7747-3168-1 雑誌CODE52892-83  定価[本体648円+税]

ISBN978-4-7747-3178-0 雑誌CODE52892-93  定価[本体648円+税]

ISBN978-4-7747-3187-2  雑誌CODE52893-02 定価[本体648円+税]

一途な田北君は二度抱かない

冊

冊

冊

冊ISBN978-4-7747-3184-1  雑誌CODE52892-99 定価[本体680円+税]

 妄想上司の溺愛トラップ①

冊

 妄想上司の溺愛トラップ②

ISBN978-4-7747-3186-5  雑誌CODE52893-01 定価[本体680円+税]

株式会社コスミック出版

 絶倫ハーフとルームシェア①

２巻目との併売をオススメします！

その瞳に恋をする②
続く想い、変わる情愛 もとし麻子

６月５日発売

幼い頃のトラウマで瞳を隠す里美。
お風呂で義弟の友だちとバッタリ―!?

その瞳に恋をする① 義姉弟、すれ違う想い
もとし麻子

ISBN：978-4-7747-3178-0

雑誌CODE：52892-93

定価：本体648+税 B6判

同時発売 俺の腕の中で歌え!～男装アイドルとの恋と嘘 クロマメ

ドＳなＭ系西野くんと
ドＭなＳ系美月ちゃん

クロマメ



定価【本体 907 円＋税】雑誌：63807-03 ／ ISBN：978-4-7747-8303-1

注文数

クリエーターチャンネル Vol.5
話題の魚軍団が誌上初の全員集合！

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63807-83 ／ ISBN：978-4-7747-8383-3

注文数

クリエーターチャンネル Vol.7
超人気魚軍団 Fischer's が世界制覇の旅へ！

定価【本体 907 円＋税】 雑誌：63808-05 ／ ISBN：978-4-7747-8405-2

注文数

クリエーターチャンネル Vol.8
１年ぶりのソロ表紙！　ワタナベマホト大特集

定価【本体 907 円＋税】 雑誌：63808-39 ／ ISBN：978-4-7747-8439-7

注文数

クリエーターチャンネル Vol.9
ワタナベマホト＆東海オンエアてつやが奇跡のコラボ！

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63808-61／ ISBN：978-4-7747-8461-8

注文数

クリエーターチャンネル Vol.10
水溜りボンドが初表紙！　学生時代にプレイバック！

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63808-95 ／ ISBN：978-4-7747-8495-3

注文数

クリエーターチャンネル Vol.11
YouTuber 界のにゅ～べいび～！　スカイピースが初表紙！

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63811-35 ／ ISBN：978-4-7747-8535-6

注文数

クリエーターチャンネル Vol.12
表紙＆巻頭、21ページ Fischer's 大特集★

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63811-68 ／ ISBN：978-4-7747-8568-4

注文数

クリエーターチャンネル Vol.13
100 万人達成記念。アバンティーズが４人全員で登場！

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63812-04 ／ ISBN：978-4-7747-8604-9

注文数

クリエーターチャンネル Vol.14
和服で青空にピース！ 2019 年一発目表紙＆巻頭はスカイピース！

定価【本体 907 円＋税】雑誌：63812-51／ ISBN：978-4-7747-8651-3

注文数

クリエーターチャンネル Vol.15
スカイピース☆イ二☆×まあたその“不真面目”コンビが初表紙！

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/

【注文書】

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

YouTuber関連本

オフィシャルファンブック
アバンティーズ×Fischer's

大人気YouTub
er

アバンティーズ×
Fischer's
全員集合!

定価【本体2,000円＋税】
B5判／雑誌：63806-71
ISBN：978-4-7747-8271-3

在庫数 注文数

売行絶好調! バックナンバー併売おすすめです！

７月発売の
『Creator Channel 

Vol.16』は

Fischer'sが
表紙・巻頭特集に決定！

併売必須アイテム
です！

●この夏、映画『ONE PIECE』に出演
が決定したFischer'sと、チャンネル
登録者数160万人突破の大人気アバ
ンティーズの初の公式本

●彼ら全員の詳細プロフィールやソロペ
ージなど動画ではみられない一面や、
ここだけの裏話が盛りだくさん！

【豪華2大付録】
●両グループ㊙動画DVD 勝者はどっち

だ!? アバンティーズ VS Fischer's 
五番勝負

●巻末付録 トントン相撲セット ＆大
相撲グラビア

重版決定!!



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/

ミリタリー関連注文書

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様
定価【本体 1,400 円＋税】A5 判／雑誌：63811-98／ ISBN：978-4-7747-8598-1

在庫数

注文数

世界の
最強戦車図鑑

世界初の戦車から最新鋭まで傑作 50 選を徹底解説！

定価【本体 2,300 円＋税】B5 判／雑誌：63811-64／ ISBN：978-4-7747-8564-6

在庫数

注文数

世界の軍用機
完全カタログ

圧倒的存在感を放つ全 544ページ！ 長く売れる定番商品

定価【本体 1,500 円＋税】B5 判／雑誌：63807-59／ ISBN：978-4-7747-8359-8

在庫数

注文数

最強海兵隊の
すべて

一番危険な任務を負う精鋭部隊「海兵隊」の全貌を解説！

定価【本体 1,000 円＋税】A4 判／雑誌：63807-53／ ISBN：978-4-7747-8353-6

在庫数

注文数

太平洋戦争の艦艇
最強図鑑

武蔵・赤城から米軍の艦艇までを網羅した決定版 !!

定価【本体 1,200 円＋税】B5 判／雑誌：63811-12 ／ ISBN：978-4-7747-8512-7

在庫数

注文数

最強 ! 第７艦隊
最新図鑑

世界最強のアメリカ艦隊の全貌をビジュアル解析！

定価【本体 2,300 円＋税】雑誌：63812-57／ ISBN：978-4-7747-8657-5

在庫数

注文数

世界の艦艇
完全カタログ

世界の艦艇1249 隻を写真付きで解説！

装装装装装装装装装装装装装装装装備備備備備備備備備備備備備備
図図図図図図図鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑自衛隊

定価【本体1,000 円＋税】
A4 判／平綴じ／128 ページ

自衛隊員と寝食をともにして訓練を取材
した著者が、迫力満点の写真と渾身のレ
ポートをお届けする大好評の一冊！

定価【本体1,000 円＋税】雑誌：63812-66／ ISBN：978-4-7747-8666-7

伝説の名著復刻 !  実戦的なミリタリー情報が満載 !!

コンバット・
バイブル
［増補改訂版］
定価【本体 1,500 円＋税】
B5 判／雑誌：63805-10
ISBN：978-4-7747-8110-5

定価【本体 1,500 円＋税】
B5 判／雑誌：63806-15
ISBN：978-4-7747-8215-7

在庫数 注文数 在庫数 注文数

コンバット・
バイブル2
スコード・リーダー編
［増補改訂版］

在庫数 注文数

●ミリタリーコーナー・自衛隊コーナーで長く売れ続ける定番
商品・自衛隊装備図鑑シリーズ。注目を浴びる「いずも」や
護衛艦「まや」など最新装備を解説するマニア必携の書！

﹇
図
解
﹈



在庫数 注文数

定価【本体 2,000 円＋税】B5 変型判／雑誌：63807-45／ ISBN：978-4-7747-8345-1

女の子の人体パーツの描き方
女性をセクシーに魅力的に描くためのポイントをポーズごとに掲載

在庫数 注文数

定価【本体 1,556 円＋税】B5 変型判／雑誌：63812-21／ ISBN：978-4-7747-8621-6

幻獣モンスターの描き方
専門学生・クリエイター・ゲームプログラマー必携！ 妖獣・幻獣 105 体収録！

在庫数 注文数

定価【本体 1,556 円＋税】B5 変型判／雑誌：63805-92 ／ ISBN：978-4-7747-8192-1

男子キャラ基礎デッサン
男子キャラを描くうえで必要となるデッサン術やポーズの描き方を解説

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/

デッサン・技法注文書

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

在庫数 注文数

定価【本体 2,000 円＋税】B5 判／雑誌：63808-06／ ISBN：978-4-7747-8406-9

基礎から学ぶ マンガ背景テクニック
背景作画のためのテクニックをプロがテーマ別に懇切丁寧に指導

在庫数 注文数

定価【本体 1,556 円＋税】B5 変型判／雑誌：63808-87／ ISBN：978-4-7747-8487-8

ゼロから学ぶ まんがデッサン基本テクニック
３つの手順でマスター！ いちばんやさしいキャラクターの描き方

在庫数 注文数

定価【本体 2,400 円＋税】A5 変型判／雑誌：63808-40／ ISBN：978-4-7747-8440-3

新・クトゥルフ神話完全ガイド
宇宙的恐怖の深淵を新解釈・暗黒ビジュアルで解禁！

在庫数 注文数

定価【本体 1,556 円＋税】B5 変型判／雑誌：63807-34／ ISBN：978-4-7747-8334-5

アクションポーズ上達テクニック
基本動作を完全網羅。描きたいキャラクターを思い通りに動かすテクニック

在庫数 注文数

定価【本体 722 円＋税】B6 判／ ISBN：978-4-7747-9173-9

幻想世界13ヵ国語ネーミング辞典
13ヵ国語・約 18,500 語を収録したクリエイター必携の「魔導書」

定価【本体 2,000 円＋税】
B5変型判／平綴じ／164ページ
雑誌：63812-63／ ISBN：978-4-7747-8663-6

在庫数 注文数

女性の下着姿のセクシーさを深く追究し、デフォ
ルメされた下着姿の二次元キャラクターを魅力
的に、セクシーに描くコツ・注意点などをわか
りやすく丁寧に解説！

セクシーに魅せる！
萌える下着の描き方

在庫数 注文数

定価【本体 2,000 円＋税】B5 変型判／雑誌：63804-44／ ISBN：978-4-7747-8044-3

筋肉男子の描き方
男性の人体構造を説明し、「決め絵」に使えるカッコいいポーズを探求した一冊

セクシーなマンガやイラスト
を描きたい人必携の1冊！

定価【本体1,556 円＋税】
B5変型判／平綴じ／152ページ
雑誌：63812-47／ ISBN：978-4-7747-8647-6

在庫数 注文数

「ゼロから学ぶまんがデッサン」シリーズ。リア
ルからファンタジーまで、イケメンキャラクター
の描き方を完全マスター！ 1日 10 分で上達す
る描き込み式練習帳付き。

かならず上手く描ける！
男子キャラデッサン

創作活動に必須の「イケメン
キャラ」が必ずうまく描ける！



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 800 円＋税】雑誌：63812-69／ ISBN：978-4-7747-8669-8

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・編集部が掃除アイテム1000 個を全部試
　してガチンコ診断！

・主婦の方を中心に、幅広くおすすめ下さい！

「おそうじ凄ワザ＆神アイテム」

●カビ・ぬめり・ギトギトが魔法のテクニックでみるみ
る落ちる！
●定番の洗剤、クリーナーからおそうじの裏技
●油でギトギト換気扇はセスキ＋親方棒でピカピカに
●シンクの水アカは重曹＋クエン酸でごっそり落とす
●フローリング用ウエット＆ドライシート各社完全比較
●お風呂のピンク＆黒カビは「放置」で除去 !?
●使える「100 均おそうじグッズ」全紹介　etc.

定価【本体 800 円＋税】A4 判／中綴じ／112ページ

おそうじを10倍楽＆キレイ
にさせる凄ワザと神アイテムを
全部試してガチンコ診断！

おそうじ
凄ワザ＆神アイテム

ここがオススメ!!



 緊急重版決定！
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