
ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数 ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数

【写真集】 5462-7 美しい純喫茶の写真集 ¥1,900 冊

4852-7 心が元気になる美しい絶景と勇気のことば ¥1,400 冊 4262-4 いいビルの写真集 ¥2,000 　　　冊

5028-5 心が強くなる奇跡の絶景と運命を変えることば ¥1,400 冊 5521-1 Hawaii 神秘の物語と楽園の絶景 ¥1,500 冊

5229-6 人生を変える　輝く女性のことばと夢を叶える絶景 ¥1,200 冊 4804-6 ＨＡＷＡＩＩ　ＡＬＯＨＡ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｄａｙｓ ¥1,900 冊

5341-5 アスリートたちのあきらめない言葉と魂を揺さぶる絶景 ¥1,450 冊 4640-0 The　Seven　Seas　世界の海を巡る旅 ¥1,900 　　冊

5492-4 いま、大切なひとに伝えたい 美しい景色と綴る　愛のことば101 ¥1,500 冊 4274-7 深海世界 ¥1,400 　 　　　冊

5484-9 日本の風景が織りなす美しい季節のことば３６５ ¥1,900 冊 5352-1 LIAM WONG TO:KY:OO リアム・ウォン トーキョー ¥3,400 冊

5294-4 一番美しい季節に行く、日本の絶景365日 ¥1,900 冊 4796-4 BEFORE THEY PASS AWAY 彼らがいなくなる前に ¥4,200 　　冊

5501-3 いちばん美しい季節に行きたい世界の絶景365日 ¥1,900 冊 5180-0 パリの花束 ¥2,400 冊

5274-6 世界の映画館 ¥1,850 冊 【技法書】 HP
5240-1 世界の夢のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ＆ﾃﾞﾊﾟｰﾄ ¥1,850 冊 5158-9 どうぶつのかたち練習帖 ¥1,380 冊

4889-3 世界のかわいい村と街 ¥1,800 冊 4068-2 色えんぴつでかわいい動物 ¥1,400 冊

4831-2 世界の路地 ¥1,800 　 　　　冊 4377-5 色えんぴつでかわいい水の生き物 ¥1,400 冊

5027-8 ヨーロッパの美しい路地裏 ¥1,850 冊 4636-3 色えんぴつでかわいい鳥たち ¥1,400 冊 ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数

5508-2 いつか旅してみたい　フランスの美しい村100 ¥1,900 冊 4207-5 色えんぴつで描こう 小さな花とかわいい模様 ¥1,280 冊 4809-1 美しいフランス菓子の教科書 ¥3,500 　　　冊

5543-3 日本の路地 ¥1,850 冊 4381-2 色えんぴつで描こう 小さなイラストと和の文様 ¥1,280 冊 5301-9 美しいタルトの教科書 ¥2,300 冊

5556-3 世界の美しい動物園と水族館 ¥1,850 冊 5157-2 色えんぴつで描こう １２か月のかわいいモチーフと花模様 ¥1,380 冊 5381-1 美しいチョコレート菓子の教科書 ¥3,500 冊

5179-4 世界の美しいスタジアム ¥1,850 冊 4043-9 花いろさんぽ道 ¥1,400 冊 5528-0 美しいシュー菓子の教科書 ¥2,300 冊

4583-0 世界の美しい図書館 ¥1,800 　 　　　冊 4073-6 季節の水彩手帖　春の花ｽｹｯﾁ ¥1,400 冊 5451-1 世界のおやつ　おうちで作れるレシピ100 ¥1,850 冊

4857-2 新・世界の駅 ¥1,800 冊 4091-0 季節の水彩手帖　夏の花ｽｹｯﾁ ¥1,400 冊 5230-2 おやつとスプーン ¥1,500 冊

5085-8 世界のキレイでこわいいきもの ¥1,800 冊 4121-4 季節の水彩手帖　秋の花ｽｹｯﾁ ¥1,400 冊 5129-9 美しいフランステーブルウェアの教科書 ¥2,900 冊

4555-7 世界のかわいい小鳥 ¥1,500 　　冊 4153-5 季節の水彩手帖　冬の花ｽｹｯﾁ　 ¥1,400 冊 5398-9 パリジャンが教える　ヒゲの教科書 ¥1,800 冊

4512-0 ふくろう ¥1,500 　冊 4129-0 おいしい水彩ｲﾗｽﾄ ¥1,400 　　　　冊 4780-3 あたらしい登山案内 ¥1,600 冊

4729-2 世界の美しいハチドリ ¥1,500 冊 4278-5 はじめてのやさしい水彩画 ¥1,200 　　冊 4828-2 最高の山ごはん ¥1,600 冊

4695-0 世界の美しいカワセミ ¥1,500 冊 5200-5 楽しくすてきに、はじめての水彩スケッチ 草花とあそぶ ¥1,600 冊 5033-9 山と高原　NEW HIGHLAND BOOK ¥1,600 冊

5363-7 世界　夢の映画旅行 ¥1,850 冊 4393-5 かわいいイラストと配色のアイデアブック ¥1,280 　　冊 4878-7 岳泉会のよくばり温泉マウンテン ¥1,600 冊

5437-5 世界の美しい廃城・廃教会 ¥1,850 冊 5579-2 花と和柄 四季の旅風景 ぬり絵ブック ¥1,300 冊 4451-2 100枚レターブック ¥1,600 　　冊

5382-8 世界のダンジョン ¥1,850 冊 5443-6 花ともよう　四季のぬり絵ブック ¥1,300 冊 4969-2 中川政七商店　100枚レターブック ¥1,800 　 　　　冊

5292-0 異世界に一番近い場所 ¥1,850 冊 5231-9 四季の和柄と花景色　ぬり絵ブック ¥1,300 冊 4803-9 リサ・ラーソン100枚レターブック ¥1,800 　　　冊

4556-4 ロマンティック世界遺産 ¥1,800 　冊 5132-9 和の花暦と花もよう　ぬり絵ブック ¥1,200 冊 4839-8 ウィリアム・モリスの世界 100枚レターブック ¥1,680 冊

5137-4 世界 幻想とファンタジーの情景 ¥1,850 冊 4818-3 春夏秋冬　和のぬり絵ブック ¥1,200 　冊 5545-7 ウィリアム・モリスとアーツ・アンド・クラフツの世界 100枚レターブック ¥1,800 冊

4693-6 まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街 ¥1,800 　 　　　冊 4937-1 世界一周なぞり描き　ときめきを紡ぐ旅 ¥1,300 冊 5077-3 mt　100枚レターブック２ ¥1,680 冊

5513-6 世界の不思議な街の空から ¥1,850 冊 5145-9 世界一周なぞり描き　お祭りをめぐる旅 ¥1,300 冊 4898-5 リバティプリント 100枚レターブック ¥1,800  　　　冊

4216-7 地球　不思議の旅 ¥1,800 冊 5243-2 世界一周なぞり描き　歴史を楽しむ旅 ¥1,300 冊 5440-5 100枚レターブック リバティプリントコレクション ¥2,000 冊

4639-4 人生一度は行ってみたい絶景道 ¥1,800 冊 4582-3 おとぎ話のぬり絵ブック ¥1,300 　冊 5562-4 100枚レターブック リバティプリントコレクション 21AW / 22SS ¥2,000 冊

4622-6 世界のすごい室内装飾 ¥1,900 冊 4687-5 お姫さまと妖精のぬり絵ブック ¥1,300 　冊 4953-1 きのこレターブック ¥1,680 　　冊

4890-9 装飾がすごい世界の建築 ¥1,900 冊 4755-1 ファンタジーのぬり絵ブック　 ¥1,300 冊 5316-3 パリの紙 100枚レターブック Season Paper Collection ¥1,800 冊

4542-7 夜空と月の物語 ¥1,800 　　冊 4645-5 動物たちのぬり絵ブック ¥1,400 　　冊 5013-1 100枚レターブック　from北欧 ¥1,800 冊

4370-6 夜空と星の物語 ¥1,800 　冊 4705-6 動物たちと花のぬり絵 ゆめの楽園 ¥1,400  　　　冊 5408-5 北欧100枚レターブック　BENGT & LOTTA ¥1,800 冊

4837-4 夜空と星の物語　日本の伝説編 ¥1,800 　　冊 4749-0 ねこと花もようのぬり絵ブック ¥1,100 　　冊 5037-7 100枚レターブック　西洋の美しい花 ¥1,800 冊

4787-2 美しい日本の百名山 ¥1,900 　　冊 4793-3 フラワー・ファンタジー　すてきな野の花いっぱいのぬり絵 ¥1,400 冊 5155-8 100枚レターブック　日本の美しい花 ¥1,800 　　冊

4801-5 日本の美しい里の四季 ¥2,400 冊 4797-1 世界の美しい鳥と花のぬり絵ブック　Ｂｉｒｄｔｏｐｉａ ¥1,300 冊 5276-0 おとぎの国の花と動物たち　100枚レターブック ¥1,680 冊

5143-5 日本の美しい里の絶景 ¥2,400 冊 4813-8 世界の美しい文様ぬり絵　ｱﾆﾏﾙ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ¥1,400 冊 5345-3 かまわぬ 100枚レターブック ¥1,800 冊

5100-8 日本の美しい秘境 ¥2,400 冊 4800-8 民族衣装のぬり絵ブック ¥1,300 冊 5416-0 秋草愛の どうぶつ 100枚レターブック ¥1,680 冊

5265-4 日本の美しい幻想風景 ¥2,400 冊 5365-1 物語を作る人のための世界観設定ノート ¥1,300 冊 5383-5 １００枚レターブック日本のレトロ図案 ¥1,800 冊

5557-0 日本の美しい里と花の絶景 ¥2,400 冊 5419-1 うまく描くの禁止 ¥1,600 冊 5481-8 OSAMU GOODS® 100枚レターブック ¥1,800 冊

5328-6 富士山八十八景 ¥2,000 冊 5326-2 マンガで分かりやすい レモンちゃん、ゼロからイラストはじめます ¥1,200 冊 5268-5 美文字で練習 もらってうれしい 気の利く短い手紙 ¥1,000 冊

4934-0 ニッポンとっておきの島風景 ¥1,900 冊 5479-5 マンガで分かりやすい！れもんちゃんキャラの顔が描けるようになりたい ¥1,200 冊 5514-3 猫のいる暮らし、猫のいる部屋 ¥1,700 冊

5290-6 京の家　町家 ¥2,900 冊 5006-3 定本 基本の動物デッサン ¥2,400 冊 5458-0 日本の住まいで楽しむ 北欧インテリアのベーシック ¥1,700 冊

5206-7 日本の庭　京都 ¥2,200 冊 5007-0 定本 基本の人体デッサン ¥2,500 冊 5434-4 暮らしも仕事も快適に　テレワークのインテリア ¥1,600 冊

5189-3 美しい時間 ¥2,400 冊 4961-6 目で覚える美術解剖学 ¥2,900 冊 4470-3 北欧テイストのリノベーション ¥1,680 　　冊

5511-2 祭 Matsuri ¥2,700 冊 4821-3 アートと暮らすインテリア ¥1,680 冊

4858-9 ねこのおてて ¥920 　冊 【実用】 4952-4 「北欧暮らしの道具店」店長のフィットする暮らし ¥1,300 冊

5161-9 もっと　ねこのおてて ¥1,000 冊 5174-9 野菜保存のアイデア帖 ¥1,200 冊 5256-2 直しながら住む家 ¥1,800 冊

4994-4 ねこのおみあし ¥920 冊 5281-4 肉・魚・加工食品保存のアイデア帖 ¥1,200 　　　　冊 5260-9 日々のものさし　100 ¥1,500 冊

5075-9 ねこのおくち ¥920 冊 5353-8 調味料保存＆使い切りのアイデア帖 ¥1,200 冊 5361-3 ざんねんな収納 ¥1,300 冊

5307-1 ねこさま名鑑100 ¥1,200 冊 5411-5 もしもに備える！おうち備蓄と防災のアイデア帖 ¥1,300 冊 5438-2 絵本の読み方選び方 ¥1,300 冊

5330-9 ねこチラ ¥1,200 冊 5486-3 野菜まるごと冷凍テクニック ¥1,180 冊 5325-5 はじめての多肉植物栽培 ¥1,500 冊

5355-2 まるすぎるアザラシ ¥1,200 冊 5069-8 わたしだけのおいしいカレーを作るために ¥1,500 　　　　冊 5014-8 フレンチスタイル・コンポジションアレンジメント ¥2,300 冊

5011‐7 ベビーパンダ　あかパン ¥1,200  　　　冊 4237-2 はじめてのスパイスカレー ¥1,600 　冊 5136-7 植物と仕事をする‐プランツ・アンド・ワークス‐ ¥3,200 冊

5093-3 まんまるパンダ　まるパン ¥1,200 　　　冊 5520-4 改訂版 3スパイス&ステップで作る　もっとおいしい! はじめてのスパイスカレー ¥1,600 冊 5480-1 花月暦 ¥1,800 冊

5249-4 世界のかわいい動物の赤ちゃん ¥1,600 冊 4779-7 スパイスカレー事典 ¥2,600 冊 5554-9 もぐの夜 ¥1,600 冊

5251-7 みんなイヌ、みんなネコ ¥1,300 冊 4906-7 いちばんやさしい　スパイスの教科書 ¥2,500 　　冊 5285-2 小さな幸せがみつかる　世界のおまじない ¥1,700 冊

5267-8 世界一かわいいエゾモモンガ ¥1,300 冊 5225-8 ｽﾊﾟｲｽｶﾚｰを作る　自分好みのｶﾚｰが作れるﾒｿｯﾄﾞ＆ﾃｸﾆｯｸ ¥2,500 冊 5162-6 START WHERE YOU ARE 今いるところからはじめよう! ¥1,260 冊

4972-2 世界のかわいい　けもの！ ¥1,200 冊 5346-0 スパイスカレードリル ¥1,600 冊 4098-9 青い鳥の本 ¥1,400 　冊

4642-4 うさぎのモキュ様 ¥1,200 　　　冊 5448-1 スパイスカレー新手法 ¥2,000 冊 4226-6 薔薇色の鳥の本 ¥1,400 　　冊

4478-9 インコちゃんオウムちゃん ¥1,400 　　冊 5112-1 発酵はおいしい!　イラストで読む世界の発酵食品 ¥2,400 冊 4372-0 金色の鳥の本 ¥1,400 冊

4735-3 フィロとポンポン ¥1,400 　冊 5291-3 ゆる菌活 ¥1,100 冊 4601-1 黒い鳥の本 ¥1,400 冊

5110-7 柴犬りゅうじ ¥1,200 冊 5034-6 ワインは楽しい！【増補改訂版】 ¥2,650 冊 5022-3 大人女子のための ココロとカラダがよろこぶ アロマテラピー ¥1,450 冊

4694-3 庭猫 ¥1,400 冊 4832-9 コーヒーは楽しい！ ¥2,300 　　　冊

4842-8 世界の美しい犬101 ¥2,900 冊 4939-5 ウイスキーは楽しい！ ¥2,300 冊

5420-7 Romantic Forest おとぎの森の動物たち ¥1,600 冊 5036-0 ビールは楽しい! ¥2,300 冊

4215-0 動物たちの惑星 ¥1,400  　　　冊 5159-6 カクテルは楽しい！ ¥2,500 冊 【旅行・ガイド】

4602-8 世界の美しい廃墟 ¥2,500 冊 5390-3 モルト・ウィスキー・コンパニオン ¥3,500 冊 4970-8 鎌倉オチビサンポ -花ごよみとめぐる旅- ¥1,200 冊

5000-1 SILENT WORLD 消えゆく世界の美しい廃墟 ¥2,500 冊 5046-9 ワインの世界地図紀元前から辿るワインの歴史と産地 ¥3,200 冊 5004-9 かわいいチェンマイ案内増補新版 ¥1,600 冊

5139-8 空は,（HABU） ¥2,400 冊 5350-7 フランス式 おいしい調理科学の雑学 ¥2,550 冊 4725-4 旅するホイアン・ダナン案内+さくっとホーチミン ¥1,600 　冊

4175-7 空を見上げよう　（HABU） ¥1,280 冊 5090-2 フランス式　おいしい肉の教科書 ¥2,550 冊 4824-4 旅するバリ島・ウブド案内+おまけにシドゥメン村 ¥1,600 冊

4618-9 みんな空の下 ¥1,900 冊 5172-5 美しい世界のチーズの教科書 ¥2,700 冊 4955-5 旅するラオス・ルアンパバーン案内＋ついでにハノイ&サパ ¥1,600 冊

4777-3 Dear EARTH 高砂淳二絶景写真集 ¥2,400 　 　　　冊 5144-2 やさしいフランスチーズの本 ¥1,900 冊

TEL：050-5526-2144(注文専用)　FAX：03-5395-4830 ※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。

パイ インターナショナル 注文書　(1-1)　　　ISBNコードの前8桁は、978-4-7562　です。 搬入日　　　　        　　／　　　　　     　　（　　　　　　　）
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ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数 ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数

【デザイン書】 4065-1 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞをﾃﾞｻﾞｲﾝする！ ¥2,500 　　冊

4767-4 ワンパターンとは言わせない！年中行事のデザイン ¥9,200 冊 4822-0 編集　悪い本ほどすぐできる良い本ほどむずかしい ¥1,800 冊

4785-8 祖父江慎+コズフィッシュ ¥8,800 　　冊 【素材集】

4281-5 横尾忠則　全装幀集 ¥8,800 冊 5099-5 ベクター素材集　NEW　RETRO ¥3,200 冊

4389-8 杉浦非水のデザイン ¥2,800 冊 4388-1 アナログ・手描き・テクスチャー素材集 ¥2,400 　　冊

5130-5 ジャパン モチーフ グラフィックス ¥3,990 冊 4807-7 アナログ・手描きのかわいいパターン素材集 ¥2,600 冊

5193-0 外国人にアピールするデザインのアイデア ¥3,990 冊 4090-3 ﾊﾟﾘのｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ素材集 ¥2,800 冊

5297-5 千客万来! 地域・施設に人を集めるコピーとグラフィックス ¥5,900 冊 4191-7 西洋の装飾素材集 ¥2,800 冊

4856-5 進化する！地域の注目デザイナーたち ¥5,800 冊 4335-5 大正・昭和のレトロ図案素材集 ¥2,800 冊

5020-9 好きをカタチに 個性が光るイラストレーターズ ファイル ¥3,600 冊 4996-8 ファンシーポップ&ビビッドキッチュ写真素材集 ¥2,800 冊 HP
5247-0 ニュージェネレーション・グラフィックス 新世代の注目デザイナー100 ¥3,600 　　冊 【コピー】

4751-3 まちアド地域の魅力をPRするﾃﾞｻﾞｲﾝ ¥5,800 冊 5567-9 君たちに贈る 明日への勇気が湧いてくる広告コピー ¥1,400 冊

4786-5 デザインが素敵な、ロンドンのショップ ¥3,800 冊 5452-8 心ゆさぶる広告コピー ¥1,900 冊

5436-8 信頼・誠実を大切にする　業種別ロゴデザイン ¥5,900 冊 4152-8 何度も読みたい広告コピー ¥1,900 　　冊 ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数

4742-1 ﾆﾎﾝｺﾞﾛｺﾞ２ ¥5,800 　　冊 4095-8 ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ・ﾀｲﾄﾙのﾚｲｱｳﾄくふう別ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ ¥3,800 　　　冊 5338-5 世界の人体解剖図集 ¥3,900 冊

4948-7 実例付きロゴのデザイン ¥5,800 冊 4850-3 最新!魅せる!キャッチコピーの表現別グラフィックス ¥3,900 冊 5406-1 真鍋博の世界 ¥3,600 冊

5293-7 日本のロゴ・マーク50年 ¥3,990 　　冊 【アート・コレクション】 4174-0 ﾘｻ・ﾗｰｿﾝ作品集 ¥2,200 冊

5312-5 ブランディングのためのカスタムフォントとタイポグラフィ ¥4,990 冊 5445-0 366日　風景画をめぐる旅 ¥2,500 冊 4720-9 マティスの切り絵と挿絵の世界 ¥2,300 冊

5084-1 タイポグラフィ・ベイシック ¥1,800 冊 5490-0 366日 物語のある絵画 ¥2,600 冊 4539-7 ピカソの陶芸 ¥2,300 冊

5369-9 アレンジ・オリジナル・組み方で差がつく！ タイトル文字のデザイン ¥3,990 冊 5512-9 366日 絵のなかの部屋をめぐる旅 ¥2,500 冊 4748-3 アラン・グレのデザイン ¥2,800 冊

5455-9 フォントの話をしよう ¥2,200 冊 5555-6 366日 絵画でめぐるファッション史 ¥2,600 冊 5095-7 蜷川実花　虚構と現実の間に ¥2,778 冊

4844-2 ここちいい文字 ¥2,600 　　冊 4144-3 ジョルジュ・バルビエ ¥2,800 　 　　　冊 5224-1 PASSION 蜷川幸雄 舞台芸術の軌跡 ¥5,800 冊

5010-0 [改訂版] 実例付きフォント字典 ¥3,900 冊 4692-9 北欧の挿絵とおとぎ話の世界 ¥2,900  　　　冊 4380-5 夢見る少女たち ¥3,200 冊

4995-1 文字のレイアウトで魅せる広告デザイン ¥3,900 冊 4133-7 おとぎ話の幻想挿絵 ¥2,800 　　冊 4776-6 宇野亜喜良　ファンタジー挿絵の世界 ¥3,200 冊

4728-5 名刺ワンダーランド２ ¥3,900 冊 5116-9 おとぎ話のモノクロームイラスト傑作選 ¥3,200 冊 4861-9 クリスチャン・ボルタンスキー ¥2,500 　冊

5151-0 懐かしくて新しいレトロスタイルデザイン ¥3,990 冊 4401-7 ヨーロッパの図像 神話・伝説とおとぎ話 ¥2,800 　　冊 4595-3 世界の美しいボタン ¥1,600 　　冊

5019-3 もっと！女性の心をつかむデザイン ¥5,800 冊 4908-1 ヨーロッパの図像　花の美術と物語 ¥3,200 冊 4808-4 世界の美しいブローチ ¥1,600 冊

4798-8 家族の心をつかむデザイン ¥5,800 冊 4816-9 オリエンタル・ファンタジー　アラビアン・ナイトと中東のおとぎ話 ¥2,900 冊 4617-2 かわいい布ものデザイン ¥1,800 冊

4917-3 キッズのためのグラフィックス ¥3,900 冊 4704-9 世界の美しい本 ¥2,900 　　冊

5506-8 ミレニアル&Z世代の心に響くデザイン ¥3,990 冊 4336-2 ウィリアム・モリス ¥2,800 　 　　　冊 【色彩】

5271-5 欲しくなるパッケージのデザインとブランディング ¥5,900 冊 4789-6 アルフォンス・ミュシャの世界 ¥3,000 　 　　　冊 5524-2 美しい日本の伝統色 ¥2,800 冊

5098-8 形で魅せる！思わず手にとるパッケージデザイン展開図付 ¥5,900 冊 5041-4 グスタフ・クリムトの世界 ¥3,200 冊 4100-9 日本の伝統色 ¥2,800 　　　　冊

5515-0 進化するライフスタイル 定期便サービスのデザイン ¥3,990 冊 4841-1 ヨーロッパの幻想美術 ¥3,800 冊 4114-6 日本の配色 ¥2,800 　　　　冊

5108-4 反響を呼ぶデザインのアイデア ¥5,800 冊 4753-7 幻想耽美Ⅱ ¥4,200 冊 4700-1 日本の色のルーツを探して ¥1,800 冊

5442-9 安心・安全を伝えるデザイン ¥5,900 冊 4997-5 世界の幻想耽美 ¥4,200 冊 5213-5 誕生花で楽しむ、和の伝統色ブック ¥2,200 冊

5039-1 SHAPES シンプルなカタチから広がるデザイン ¥3,900 冊 5195-4 華麗なる「バレエ・リュス」と舞台芸術の世界 ¥3,800 冊 4320-1 ﾌﾗﾝｽの伝統色 ¥2,800 冊

4918-0 ガイドサインのグラフィックス ¥4,500 冊 5342-2 ロンドンの誘惑 1970’s ロンドン・カルチャーの世界 ¥3,800 冊 4080-4 ﾌﾗﾝｽの配色 ¥2,800 　　冊

5534-1 ここちいい本 ¥2,600 冊 5232-6 ヒエロニムス・ボスの世界 ¥3,200 冊 4360-7 イタリアの伝統色 ¥2,800 冊

5315-6 ブックデザイン365 ¥3,600 冊 5378-1 ブリューゲルの世界 ¥3,300 冊 4192-4 色彩センス ¥3,500 冊

5223-4 小さなお店、すてきな街のｼｮｯﾌﾟｶｰﾄﾞ・DM・ﾌﾗｲﾔｰ ¥3,600 冊 5472-6 フェルメールの世界 ¥3,300 冊 4903-6 時代別　日本の配色事典 ¥3,500 冊

5485-6 ICONISM　世界のアイコン・ピクトグラムのデザイン ¥4,900 冊 4428-4 ヨーロッパの装飾と文様 ¥2,300 　冊 5063-6 配色の教科書 ¥3,200 冊

4916-6 あらゆる業種につかえる！アイコン・ピクトグラム大全 ¥3,900 冊 4547-2 フランスの装飾と文様 ¥2,300 　　　冊 4788-9 色彩ルールブック ¥2,000 　　　冊

5367-5 楽しい！ 美しい！ 情報を図で伝えるデザイン ¥5,900 冊 4754-4 フランスの更紗手帖 ¥2,300 　　　冊 5152-7 パーフェクト配色ブック ¥2,000 冊

4774-2 数字で伝える広告デザイン ¥3,900 冊 5026-1 イギリス 野の花図鑑 Victorian Flower Album ¥2,000 冊 5241-8 スタイル別　配色アイデアブック ¥2,000 冊

5415-3 図形で魅せる 広告レイアウトデザイン ¥3,990 冊 5275-3 世界のクラウンジュエル ¥1,900 冊 5021-6 カラーパレットアイデアブック　絶景配色編 ¥1,400 冊

5242-5 1枚デザインの構図とレイアウト ¥3,990 冊 5035-3 西洋骨董鑑定の教科書 ¥3,600 冊

4476-5 一目で伝わる 構図とレイアウト ¥3,800 　　冊 5048-3 世界のインディゴ染め ¥4,500 冊 【伝統文化】　

4775-9 一目で伝わる配色とレイアウト ¥3,900 冊 4921-0 ドールハウス ¥2,800 冊 5177-0 美し、をかし、和名由来の　江戸花図鑑 ¥2,800 冊

5203-6 心おどるイラスト×伝わるデザイン ¥3,990 冊 4503-8 僕はウォーホル ¥1,600 冊 5321-7 美し、をかし、和名由来の　江戸鳥図鑑 ¥2,800 冊

5254-8 トーン別色でイメージを伝えるグラフィックス ¥3,990 冊 4505-2 僕はポロック ¥1,600 冊 5237-1 対比でみる　日本の仏像 ¥1,700 冊

5541-9 モア・インパクトグラフィックス ¥3,990 冊 4760-5 僕はダ・ヴィンチ ¥1,600 冊 5166-4 てのひらのみほとけ ¥1,500 冊

4894-7 ファンシーポップデザイン ¥3,900 冊 4910-4 僕はガウディ ¥1,600 冊 5372-9 美の魔睡 邪宗門 ¥2,000 冊

4978-4 デコレーション・グラフィックス ¥3,900 冊 5569-3 Bad Boys Illustration ¥2,200 冊 5280-7 茶の本 ¥2,000 冊

4805-3 サードウェーブ・デザイン ¥3,900 　　冊 5507-5 SFイラストレーション ¥2,600 冊 5012-4 陰翳礼讃 ¥1,900 冊

4744-5 プロに教わる １秒で心をつかむＰＯＰのつくり方 ¥1,900 　冊 5371-2 アジアンイラストレーション ¥2,600 冊 5585-3 「いき」の構造 ¥2,000 冊

5349-1 小さな家の大きな暮らし ¥2,550 冊 5333-0 ニューレトロ イラストレーション ¥2,200 冊 4331-7 万葉集 新装版 ¥1,900 冊

5351-4 心地よい空間をつくる 小さな設計・建築事務所 ¥3,200 冊 5299-9 リアルクローズ イラストレーション ¥2,000 冊 4689-9 めでる国芳ブック　おどろかす ¥1,800 　 　　　冊

5279-1 女性の心をつかむショップイメージグラフィックス ¥5,900 冊 5546-4 ニュー・リアルクローズ イラストレーション ¥2,000 冊 4669-1 めでる国芳ブック　ねこ ¥1,800 　 　　　冊

5255-5 インダストリアル　インテリア　コレクション ¥3,400 冊 4859-6 美しい情景イラストレーション ¥2,600 　 　　　冊 4337-9 今昔妖怪大鑑　湯本豪一コレクション ¥2,800 冊

5327-9 新しいコミュニティを生み出す空間とデザイン ¥5,900 冊 4956-2 美しい情景イラストレーション　ファンタジー編 ¥2,600 冊 4871-8 古今妖怪纍纍　湯本豪一コレクション ¥2,900 冊

5024-7 小さなホテル＆ゲストハウスのデザイン ¥5,800 冊 5126-8 美しい情景イラストレーション　ノスタルジー編 ¥2,600 冊 5082-7 妖怪絵草紙 湯本豪一コレクション ¥2,400 冊

4834-3 グラフィックス×リノベーションでつくるこだわりのショップデザイン ¥3,900 　冊 5391-0 美しい情景イラストレーション　ダークファンタジー編 ¥2,600 冊 4810-7 浮世絵でみる！お化け図鑑 ¥2,200 冊

5123-7 グラフィックス×リノベーションでつくる　こだわりのオフィスデザイン ¥3,990 冊 5589-1 解毒　sakiyama Artwork ¥2,400 冊 5266-1 浮世絵でみる！英雄豪傑図鑑 ¥2,200 冊

5088-9 話題のショップをつくる注目の空間デザイナー・建築家100人の仕事 ¥2,900 冊 5160-2 丹地陽子作品集 ¥2,800 冊 5284-5 瞠目笑 ¥1,750 冊

5456-6 居心地のいい家をつくる　注目の設計士＆建築家100 人の仕事 ¥2,900 冊 5460-3 Flexible よー清水作品集 ¥2,400 冊 4998-2 からぬけ落語用語事典 ¥1,500 冊

4868-8 世界５大陸のフードショップブランディング ¥5,800 　　　冊 5358-3 ものがたりの家－吉田誠治 美術設定集－ ¥2,200 冊 4357-7 日本の図像　漫画 ¥2,800 　　　冊

5114-5 カフェ・スイーツショップのグラフィックス ¥3,900 冊 5510-5 ワンダーランド　八館ななこ作品集 ¥2,200 冊 5310-1 日本の図像　琳派　新装版 ¥2,900 　　　冊

4230-3 デザイナーズハンドブック ¥1,900 　冊 5459-7 白昼夢　浮雲宇一作品集 ¥2,400 冊 4635-6 大正着物 ¥2,800 冊

4662-2 デザイナーズハンドブック　レイアウト編 ¥2,200 　　冊 4990-6 おとぎ古書店の幻想装画　夜汽車作品集 ¥2,200 冊 5017-9 着物と日本の色 ¥2,800 　　冊

4611-0 サルでもわかるデザインの本 ¥1,900 冊 5218-0 六七質アートワークス　層窟祭 ¥2,200 冊 5049-0 日本の装飾と文様 ¥2,500 冊

5207-4 アタマとカラダでわかるデザイン ¥1,800 冊 5196-1 NOEYEBROW画集 Nostalgic Boy ¥1,800 冊 4134-4 Sushi  鮨 ¥2,000 　　冊

5409-2 素人ですが、 デザインしてみました。 ¥1,400 冊 5164-0 ガールズイラストレーション ¥2,200 冊 4829-9 Bonsai　盆栽　新装版 ¥2,800 冊

4040-8 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰのための著作権ｶﾞｲﾄﾞ ¥5,800 　　　冊 4846-6 イリヤ・クブシノブ画集 MOMENTARY ¥1,980 　 　　　冊 4974-6 和の菓子 ¥3,800 冊

5502-0 オサムグッズスタイル（増補改訂版） ¥2,800 冊 5234-0 イリヤ・クブシノブ画集　ETERNAL ¥2,300 冊 4364-5 はじめての法華経 ¥1,500 冊

4981-4 フィリップ・ワイズベッカー作品集 ¥6,800 冊 4957-9 ねこ助作品集　ソワレ ¥2,200 冊 4811-4 HELL 地獄－地獄をみる ¥5,900 僅少　　　　冊

4941-8 ポール・コックス　デザイン＆アート ¥2,900 冊 5104-6 ダイスケリチャード作品集　気化熱 ¥1,980 冊 4069-9 北斎漫画 ¥5,800 冊

5465-8 ターゲットの心を掴む スタイルのあるブランディングデザインデ ¥5,900 冊 5468-9 丑三ツ時 ダイスケリチャード作品集 ¥2,200 冊 5204-3 めでたし めずらし　瑞獣 珍獣 ¥3,200 冊

5252-4 ブランディングデザインの教科書 ¥1,600 冊 5348-4 Polaris -The Art of Meyoco ¥2,000 冊 5425-2 YOKAI ¥6,500 冊

4799-5 感動と価値を売る、ストーリーのあるブランドのつくり方 ¥2,400 冊 5393-4 たなか ファッションイラストブック ¥2,000 冊

TEL：050-5526-2144(注文専用)　FAX：03-5395-4830 ※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。
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【コミック】

5577-8 灰花 hyka れおえん作品集 ¥3,000 冊

5487-0 坂月さかな作品集プラネタリウム・ゴースト・トラベル ¥1,880 冊

5278-4 不思議なアンティークショップ　まくらくらま作品集 ¥1,800 冊

5210-4 yoco作品集　永遠と一秒 ¥2,100 冊

5447-4 笠井あゆみ画集　媚薬 ¥3,800 冊

5578-5 笠井あゆみイラストカードブック　旦那はんと痴話喧嘩 ¥2,600 冊

5426-9 寺田克也ペンシル＆スケッチ ¥2,400 冊

5165-7 寺田克也原寸 ¥3,600 冊

4507-6 絵を描いて生きていく方法？ ¥2,200 冊 HP
4376-8 寺田克也　ココ10年 ¥2,300 　　冊

4847-3 出水ぽすか アートブック ポ～ン ¥2,400 　冊

5183-1 ホノジロトヲジ シキノメモリエ ポスターブック ¥2,200 冊

4950-0 ホノジロトヲジ作品集しろしろじろ ¥1,800 冊 ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数

5298-2 凸凹嘘漫画装画 ¥1,600 冊

4928-9 SUSHIO THE IDOL ¥3,200 冊

5068-1 Gadgetry -ガジェットリー-三輪士郎デザインアーカイブス ¥2,500 　　冊

5146-6 Bloodborne: The Death of Sleep ¥1,980 冊

4447-5 POSTERS OTOMO KATSUHIRO × Graphic Design ¥4,800 　　　　冊

5536-5 天穂のサクナヒメ アートワークス ¥2,500 冊

5471-9 APEX LEGENDS パスファインダーズ・クエスト ¥2,700 冊

【サブカル・自己啓発】

4867-1 成功者が残した引き寄せの言葉 ¥1,300 冊

5205-0 魔法の文章講座 ¥1,500 冊

4309-6 イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科　改訂版 ¥3,800 冊

【語学】

4123-8 はじめてのネイティブ英会話 ¥1,600 冊

4223-5 非ネイティブの旅行英会話 ¥1,500 冊

4328-7 かわいいパリ歩きのフランス語 ¥1,500 冊

TEL：050-5526-2144(注文専用)　FAX：03-5395-4830 ※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。
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5194-7 かわいい! パケ買いデザイン ¥2,900 僅少      　冊

4940-1 素材を使わないデザインのヒント ¥5,800 僅少      　冊

5176-3 集客力をアップ! 展示会・イベント・ポップアップショップのグラフィックと空間のデザイン ¥5,900 僅少      　冊

4439-0 サービスを伝えるデザイン ¥9,800 僅少      　冊

5070-4 情報を魅力的に伝える！親切な商品案内のデザイン ¥5,800 僅少      　冊

4962-3 １枚で情報を伝えるデザイン ¥5,800 僅少      　冊

4752-0 スタイル別　ブランディングデザイン ¥5,800 僅少      　冊

4591-5 ﾃﾞｻﾞｲﾝで地域を元気にするﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと仕掛人たち ¥2,400 僅少      　冊

4691-2 良いコミックデザイン ¥2,900 僅少      　冊

4885-5 日本のグラフィック100年 ¥3,900 僅少      　冊 HP
4731-5 和ごころを伝えるデザイン ¥5,800 僅少      　冊

4610-3 ガーリーデザインアイデア ¥5,800 僅少      　冊

4523-6 構成・ﾚｲｱｳﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝで魅せる学校・施設案内Ｇ ¥9,800 僅少      　冊

4427-7 パリのヴィンテージ ロマンティック図案 ¥2,200 僅少      　冊 ＩＳＢＮ タイトル 本体価格 冊数

4790-2 NEW　RETRO ¥3,900 僅少      　冊 4626-4 100枚レターブック　from　Paris ¥1,680 僅少      　冊

4326-3 物語のある広告コピー ¥1,500 僅少      　冊 4696-7 mt　100枚レターブック ¥1,680 僅少      　冊

4524-3 物語のある広告ｺﾋﾟｰ シリーズ広告編 ¥1,500 僅少      　冊 4183-2 人生を素敵にする60の言葉 ¥1,000 僅少      　冊

4131-3 新聞ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ大百科3 ¥5,800 僅少      　冊 4758-2 100枚レターブック　和もよう ¥1,680 僅少      　冊

4464-2 捨てずにとっておきたくなる デザインのアイデア ¥3,800 僅少      　冊 4741-4 かわいいパン　レターブック ¥1,680 僅少      　冊

4163-4 ｼｮｯﾌﾟ&ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの売るためのﾂｰﾙ戦略とﾃﾞｻﾞｲﾝ ¥9,800 僅少      　冊 5208-1 リバティプリント・フラワーコレクション １００枚レターブック ¥1,800 僅少      　冊

5148-0 地域発！つながる・集める施設のデザイン ¥5,900 僅少      　冊 4984-5 PARIS 100枚ﾚﾀｰﾌﾞｯｸ　Season Paper Collection ¥1,800 僅少      　冊

4815-2 目を引く、伝わる 販促ツールのデザインと展開 ¥5,800 僅少      　冊 4717-9 西洋の美しい装飾　100枚レターブック ¥1,800 僅少      　冊

4794-0 インフォグラフィックスができるまで ¥5,800 僅少      　冊 5141-1 おやつとごはん100枚レターブック ¥1,680 僅少      　冊

4267-9 ナチュラルスタイル素材集 ¥2,800 僅少      　冊 5185-5 花ことば100枚レターブック ¥1,680 僅少      　冊

4431-4 和のかわいい素材集 ¥2,000 僅少      　冊 4985-2 世界のかわいいお菓子 ¥1,800 僅少      　冊

4964-7 ロマンティック乙女スタイル ¥1,800 僅少      　冊 4572-4 世界のかわいいパン ¥1,600 僅少      　冊

4277-8 おとぎ話の古書案内 ¥2,800 僅少      　冊 4588-5 一生ものの、山道具 ¥1,600 僅少      　冊

4577-9 チェコの挿絵とおとぎ話の世界 ¥2,800 僅少      　冊 4296-9 曜日別＆地区別　かんたんパリ歩き ¥1,800 僅少      　冊

4293-8 ロシアの挿絵とおとぎ話の世界 ¥2,800 僅少      　冊 4931-9 宜蘭＋台北　ちょこっと海・温泉・ローカル近郊を楽しむ旅 ¥1,600 僅少      　冊

4397-3 マリメッコ パターンとデザイナーたち ¥3,200 僅少      　冊 5107-7 「住みたい街」を歩く メルボルン案内 ¥1,600 僅少      　冊

4988-3 千本の花束 海島千本作品集 ¥2,400 僅少      　冊 5125-1 曜日別パリ案内 ¥1,800 僅少      　冊

4287-7 ねこと国芳 ¥2,200 僅少      　冊 4178-8 フィンランドのマリメッコ手帖 ¥1,600 僅少      　冊

4759-9 めでる国芳ブック　どうぶつ ¥1,800 僅少      　冊 4023-1 12ヶ月の花ｽｹｯﾁ ¥1,400 僅少      　冊

4559-5 日本のこよみ ¥1,800 僅少      　冊 4855-8 パリのかんたんお菓子 レシピ＆ラッピング ¥1,680 僅少      　冊

4872-5 江戸琳派 花鳥風月をめでる ¥2,900 僅少      　冊 4615-8 定本パースの教科書 ¥2,200 　　冊

4424-6 日本の文様 ¥2,800 僅少      　冊 4446-8 フィンランドのアラビア手帖 ¥1,600 　 　　　冊

4987-6 日本の祭り ¥2,200 僅少      　冊

4579-3 イヌ・ネコ ペットのためのQ&A ¥2,400 僅少      　冊

5140-4 心を笑顔にする癒しの動物と幸せを呼ぶことば ¥1,400 僅少      　冊 4865-7 オール・アバウト村上克司 ¥4,200 僅少      　冊

5248-7 世界の祭りと衣装 ¥1,850 僅少      　冊 4943-2 美樹本晴彦キャラクターワークス ¥3,980 僅少      　冊

4762-9 ＳＷＥＬＬ　ａ ｙｅａｒ ｏｆ ｗａｖｅｓ ¥2,600 僅少      　冊 5120-6 Koyamori画集　grow ¥1,980 僅少      　冊

5042-1 ヨーロッパの美しい城 ¥1,800 僅少      　冊 4880-0 問七作品集　1017 ¥1,800 僅少      　冊

4927-2 新・世界の空港 ¥1,800 僅少      　冊 4656-1 アシュレイ・ウッド画集　Zawa-zawa ¥2,800 僅少      　冊

4479-6 世界の美しい島 100 ¥1,900 僅少      　冊 4548-9 ワールド・ウォー・ロボット ¥3,200 僅少      　冊

4756-8 世界のかっこいい鳥 ¥1,800 僅少      　冊 4747-6 DCコミックス　アンソロジー ¥3,000 僅少      　冊

5097-1 THE ATLAS OF BEAUTY 世界の美しい女性たち ¥3,000 僅少      　冊 4566-3 バットマン アンソロジー ¥3,800 僅少      　冊

5191-6 世界の美しい学校 ¥1,850 僅少      　冊 4782-7 ジョーカーアンソロジー ¥3,700 僅少      　冊

5192-3 日本のかわいい鳥と花 ¥1,600 僅少      　冊 4901-2 ワンダーウーマンアンソロジー ¥3,000 僅少      　冊

4644-8 ふるさとの歌がきこえる ¥2,200 僅少      　冊 4983-8 ジャスティス・リーグ　アンソロジー ¥3,200 僅少      　冊

4403-1 世界の美しいきのこ ¥1,800 僅少      　冊 4648-6 ゾンビ映画年代記 ¥3,200 僅少      　冊

4497-0 世界の名建築 ¥1,800 僅少      　冊 5001-8 百鬼夜行少年　アンソロジーイラスト集 ¥1,980 僅少      　冊

5086-5 世界の美しい博物館 ¥1,800 僅少      　冊 4685-1 DCスーパーヴィランズ　THE COMPLETE VISUAL HISTORY ¥3,200 僅少      　冊

4316-4 世界の城 ¥1,800 僅少      　冊 4989-0 Moonlight フライアートワークス ¥2,200 冊

4391-1 世界 伝説と不思議の物語 ¥1,800 僅少      　冊 5298-2 凸凹嘘漫画装画 ¥1,600 冊

4602-8 世界の美しい廃墟 ¥2,800 僅少      　冊 5430-6 GODZILLA　ゴジラ ¥6,800 僅少      　冊

4354-6 人生一度の素晴らしい旅 ¥1,800 僅少      　冊

4654-7 ミステリアス世界遺産 ¥1,800 僅少      　冊

4279-2 名景 世界遺産 夜景編 ¥1,900 僅少      　冊

5008-7 世界の断崖　驚きの建築絶景 ¥1,800 僅少      　冊

4721-6 世界の美しい猫101 ¥2,900 僅少      　冊

4457-4 花と森の物語 ¥1,800 僅少      　冊

4530-4 絶景山 ¥1,500 僅少      　冊

4437-6 空を巡る旅　（HABU） ¥1,600 僅少      　冊

4498-7 インコのおとちゃん ¥1,200 僅少      　冊

4456-7 日本縦断 空の旅 ¥1,900 僅少      　冊

4441-3 パンといっぴき ２ ¥1,200 僅少      　冊

4467-3 たのしいまきば ¥1,400 僅少      　冊

4609-7 マイペースのススメェー ¥1,200 僅少      　冊

5067-4 美しい変形菌 ¥1,500 僅少      　冊

4802-2 Ｎｉｇｈｔ　Ｆｌｉｇｈｔ　‐夜の空港‐ ¥1,800 僅少      　冊

5124-4 世界の美しい橋 ¥1,850 僅少      　冊

5343-9 世界の美しくてミステリアスな場所 ¥1,850 僅少      　冊

5421-4 日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 ¥1,850 僅少      　冊

4707-0 ニッポンの星･月･夜の絶景 ¥1,900 僅少      　冊

5074-2 世界の美しい公園 ¥1,800 僅少      　冊

4238-9 ありがとうの花束　（S.ヴィーダーホルト） ¥1,280 僅少      　冊

4905-0 世界の美しいウミウシ ¥1,800 僅少      　冊

4411-6 いい階段の写真集 ¥2,000 僅少      　冊

TEL：050-5526-2144(注文専用)　FAX：03-5395-4830 ※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。
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り

◆貴店番線印◆

パイ インターナショナル 注文書　(2-1)　　　ISBNコードの前8桁は、978-4-7562　です。 搬入日　　　　        　　／　　　　　     　　（　　　　　　　）

客注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様分

合計



ISBN 書名 本体価格 注文数

4106-1 はじめてのにほんちずえほん ¥1,800 冊

4107-8 はじめてのせかいちずえほん ¥1,800 冊

4088-0 はじめてのこっきえほん ¥1,600 冊

4108-5 はじめてのうちゅうえほん ¥1,800 冊

4104-7 はじめてのほしぞらえほん ¥1,800 冊

4369-0 はじめてのてんきえほん ¥1,800 冊

5331-6 はじめてのちきゅうえほん ¥1,800 冊 ISBN 書名 本体価格 注文数

5496-2 はじめてのどうぶつえほん ¥1,800 冊

4528-1 宇宙りょこうへでかけるえほん ¥1,800 冊 4819-0 おしっこおしっこどこでする？ ¥850 冊

4048-4 はじめてのえいごでおしゃべりえほん ¥2,000 冊 4820-6 おふろだ～いすき！ ¥850 冊

5078-0 はじめてのさがしておぼえるえいごのことば ¥1,800 冊 5015-5 ねんねのじかん ¥850 冊

4195-5 はじめてのあいうえおえほん ¥1,600 冊 5016-2 おいしー！べーっ！ ¥850 冊

5253-1 はじめてのなんどもかけるひらがなぶっく ¥1,000 冊 5498-6 はだいじだいじ ¥850 冊

4458-1 はじめてのからだえほん ¥1,800 冊 5499-3 おなら、ぷーっ ¥850 冊

4853-4 はじめてのなぜなにふしぎえほん ¥1,800 冊 4919-7 おやすみえほんくん ¥1,200 冊

4285-3 世界とであうえほん ¥1,800 冊 4920-3 ぷんぷんえほんくん ¥1,200 冊

4125-2 和英えじてん ¥2,400 冊 4959-3 でんしゃからみつけた ¥900 冊

4126-9 英和えじてん ¥2,400 冊 4960-9 くるまからみつけた ¥900 冊

4655-4 世界えじてん ¥2,400 冊 4946-3 あしのゆびになまえをつけたら……？ ¥850 冊

4945-6 ちずでぐるり！世界いっしゅうえほん ¥2,200 冊 5032-2 ポンチ ¥900 冊

5182-4 のぞいてみようしぜんかがくみず ¥1,500 冊 5058-2 ぐらぐらたん ¥900 冊

5045-2 どんなくるま？ ¥900 冊

5087-2 おうちでんしゃ ¥900 冊

5263-0 リサ・ラーソンのABCブック ¥900 冊

5318-7 マイキーはど～こだ？ ¥900 冊

4608-0 かずのえほん ¥1,400 冊

4607-3 いろのえほん ¥1,400 冊

5002-5 はじめての行事えほん ¥1,800 冊 5295-1 み～んなあくび！どんなあくび？ ¥1,350 冊

4122-1 はじめてのの 日本のれきしえほん ¥1,800 冊 5576-1 カメレオンくんきみのいろにへ～んしん！ ¥1,350 冊

5323-1 国旗えじてん ¥2,000 冊 5106-0 おむつのなか、みせてみせて! ¥1,300 冊

4914-2 世界でいちばん高い山世界でいちばん深い海 ¥2,200 冊 5201-2 だ～れだ？ ¥1,000 冊

5175-6 なぜなぜ？かいけつルーペくんおうちのふしぎをさがせ！ ¥1,600 冊 5362-0 な～んだ？ ¥1,050 冊

5424-5 青い羽みつけた！―さがしてみよう身近な鳥たち― ¥1,200 冊 5495-5 ど～こだ？ ¥1,050 冊

5150-3 これだけは知っておきたいこども図鑑 ¥2,900 冊 5397-2 ひよこちゃんおやすみのちゅっ ¥1,200 冊

5373-6 これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑 ¥1,800 冊 5517-4 だいすきだよおつきさまにとどくほど ¥1,050 冊

5400-9 これだけは知っておきたいどうぶつ図鑑 ¥2,900 冊 5385-9 さわってあそぼぼくだーれだ？ ¥1,000 冊

4443-7 きれいですごい魚 ¥1,400 冊 5324-8 おしゃれになぁれ ¥1,100 冊

5470-2 動物のうんちえほん ¥1,700 冊 5376-7 ちかづいてはなれてわお！ ¥1,000 冊

5441-2 あっちむいてこっちむいてだ～れだ？わお！ ¥1,000 冊

搬入日　　　　　　　／　　　　

【あかちゃんえほん】

【学習図鑑・絵本】

ご担当者名

パイインターナショナル児童書注文書(の-3)　ISBNコードの前8桁は、978-4-7562です。

TEL：050-5526-2の44(注文専用)
【学習図鑑・絵本 てづかあけみ「はじめての」えほんシリーズ】

FAX：03-5395-4830

※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。

貴店番線印貴店番線印
貴店番線印 HP



ISBN 書名 本体価格 注文数

5214-2 新装版さわれるまなべるみぢかなどうぶつ ¥1,600 冊

5199-2 新装版さわれるまなべるやせいのどうぶつ ¥1,600 冊

5403-0 新装版さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ ¥1,800 冊

5548-8 新装改訂版さわれるまなべるうみのいきもの ¥1,800 冊

5404-7 さわれるまなべるいきもののあかちゃん ¥1,800 冊

5516-7 新装改訂版さわれるまなべるきょうりゅうたち ¥1,800 冊

4913-5 とびだすまなべるせかいのいきもの ¥1,500 冊 ISBN 書名 本体価格 注文数

5540-2 とびだすまなべる きょうりゅう ¥1,800 冊 4929-6 おひさまキッチンパンダくんいそいで！ ¥1,300 冊

5401-6 とびだすまなべるのりもの ¥1,700 冊 4967-8 おひさまキッチンパンダくんプレゼントのもりへ ¥1,300 冊

5359-0 どうぶついっぱい！ひっぱってだーれだ？ ¥1,400 冊 5044-5 スサノオ日本の神話 ¥1,400 冊

5402-3 ジャングルにいるのはだれかな？ ¥1,100 冊 5489-4 天の岩戸アマテラス日本の神話 ¥1,400 冊

5407-8 つくってみよう！ケーキやさん ¥1,700 冊 5538-9 因幡の素兎オオナムチ日本の神話 ¥1,400 冊

5257-9 しかけでワクワク！たのしく学ぼう！サバンナのどうぶつ ¥1,600 冊 5374-3 あなたがいてくれたから ¥1,200 冊

4795-7 うごかす！めくる！こうじげんば ¥2,700 冊 5446-7 もしかしたらmaybe ¥1,500 冊

4912-8 うごかす！めくる！のりもの ¥2,900 冊 5582-2 わたしのなかのちいさなたからもの ¥1,300 冊

4869-5 うごかす！めくる！宇宙 ¥2,700 冊 5303-3 ムカムカドッカーン！ ¥1,300 冊

5062-9 うごかす！めくる！まち ¥2,700 冊 5535-8 かいじゅうたちはこうやってピンチをのりきった ¥1,350 冊

5354-5 うごかす！めくる！地球 ¥2,900 冊 5533-4 トゲトゲくんはね、 ¥1,350 冊

5202-9 ペタッとくっつく！マグネットえほんこうじげんばののりもの ¥2,550 冊 5173-2 ゆかいなおやさいむらやまのおなか ¥1,300 冊

5405-4 ペタっとくっつく！マグネットえほんきょうりゅうだいしゅうごう！ ¥2,550 冊 5375-0 ママ、どっちがすき？ ¥1,350 冊

5336-1 ふしぎなライトでさがすうみのいきものどーこだ？ ¥1,700 冊 4870-1 ピピはいっとうしょう！ ¥1,200 冊

5432-0 ブラックライトでさがせ！妖怪探偵修業中 ¥2,700 冊 5233-3 ともだちタワー ¥1,400 冊

5115-2 ブラックライトでさがせ！妖怪探偵世界旅行 ¥2,700 冊 5258-6 ドラゴンはタコスがだいすき ¥1,300 冊

5396-5 ブラックライトでさがせ！深海の不思議な生きもの ¥2,400 冊 4954-8 はじめてのがっこう ¥1,300 冊

5395-8 ブラックライトでさがせ！光の勇者大迷路闇の魔王をたおせ！ ¥2,700 冊 5009-4 あたらしいおうちにひっこしたけれど･･････ ¥1,300 冊

5531-0 ブラックライトでさがせ！四季の星座と神話 ¥2,700 冊 5300-2 くまのテセウス ¥1,700 冊

5215-9 ブラックライトでさがせ！妖怪探偵修業中ライト別売 ¥1,900 冊 5444-3 ママン ¥2,400 冊

5216-6 ブラックライトでさがせ！妖怪探偵世界旅行ライト別売 ¥1,900 冊

5262-3 ブラックライトでさがせ！深海の不思議な生きものライト別売 ¥1,600 冊

5388-0 ブラックライトでさがせ！光の勇者大迷路闇の魔王をたおせ！ライト別売 ¥1,900 冊

5439-9 ブラックライトでさがせ！四季の星座と神話ライト別売 ¥1,900 冊

5246-3 ペン型ブラックライトピーク波長375nm ¥800 冊

5423-8 2～5才のかわいいおりがみえほんどうぶつ ¥1,250 冊

5597-6 2～5才のかわいいおりがみえほんたべものも の ¥1,250 冊

5245-6 ずがぐまくん工作ブックかいてみよう作ってみよう ¥1,400 冊

4081-1 らくがきだいすきかいてみよう ¥1,400 冊

5282-1 おかたづけめっちゃすっきりきもちいい ¥1,300 冊 4082-8 らくがきだいすきぬってみよう ¥1,400 冊

4936-4 おじいちゃんとパン ¥980 冊 5412-2 らくがきだいすききせつとぎょうじ ¥1,450 冊

5488-7 ここからおいしいよかんがするよ ¥1,200 冊

4750-6 くものうえのハリー ¥1,400 冊

5209-8 おにゃけ ¥1,300 冊

5332-3 でんにゃ ¥1,350 冊

5413-9 うごきません。 ¥1,350 冊

4879-4 ちかてつライオンせん ¥1,300 冊

5094-0 おっとあぶない！ ¥1,300 冊

5226-5 だれでもおんど ¥1,300 冊

5056-8 おひさまキッチンパンダくんのおかいもの ¥1,300 冊

5113-8 おひさまキッチンパンダくんほしぞらでおよいだよ！ ¥1,300 冊

FAX：03-5395-4830

※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。

ご担当者名

パイインターナショナル児童書注文書(2-3)　ISBNコードの前8桁は、978-4-7562です。

TEL：050-5526-2の44(注文専用)
【しかけ絵本】

搬入日　　　　　　　／　　　　

【工作・お絵描き】

【ものがたりえほん】

貴店番線印貴店番線印貴店番線印貴店番線印
貴店番線印 HP



ISBN 書名 本体価格 注文数

4245-7 はじめてのこっきカード ¥1,800 冊

4246-4 はじめてのにほんちずカード ¥1,800 冊

5261-6 大人になったら行ってみたい！世界の不思議な風景図鑑 ¥1,680 冊

5269-2 めくって発見!地球と天気の絵事典 ¥2,500 冊

4155-9 ピカピカ名詩 ¥1,600 冊

4096-5 ピカピカ俳句 ¥1,600 冊

4097-2 ピカピカ論語 ¥1,600 冊 ISBN 書名 本体価格 注文数

4154-2 ピカピカ名文 ¥1,600 冊

4033-0 これなあに？ずかんおうちへん ¥1,200 冊

4147-4 これなぁに？ずかんきせつとぎょうじへん ¥1,200 冊

4146-7 これなぁに？ずかんおしごとへん ¥1,200 冊

4034-7 これなあに？ずかんおそとへん ¥1,200 冊

4606-6 ヨコちゃんとライオン ¥1,280 冊

4862-6 やったね！きつねくん ¥1,300 冊

5105-3 虫にんじゃ ¥1,300 冊

4843-5 カレー地獄旅行 ¥1,300 冊

4838-1 まいごのこいぬプッチー ¥1,200 冊

4745-2 おえかきえほんピッピとタッタここはどこ？ ¥1,200 冊

4666-0 はじめてのおえかきえほん ¥1,400 冊

搬入日　　　　　　　／　　　　

パイインターナショナル児童書注文書(3-3)　ISBNコードの前8桁は、978-4-7562です。

TEL：050-5526-2の44(注文専用)
【品切・僅少本】

FAX：03-5395-4830

※電話・FAXのかけ間違いにご注意ください。

ご担当者名

貴店番線印貴店番線印貴店番線印貴店番線印貴店番線印貴店番線印 HP
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