
　書名 本体価格 ＩＳＢＮ：978- 在庫 冊数

オススメ本

図解 呪術大全 ¥1,700 4-86255-624-0 冊

「至極」のラーメンを科学する ¥1,400 4-86255-622-6 冊

写真集の本 明治～2000年代までの日本の写真集662 ¥2,200 4-86255-614-1 冊

絶滅事典　20世紀末モノ&コトカタログ ¥1,400 4-86255-615-8 冊

現代異世界ファンタジーの基礎知識 ¥2,100 4-86255-608-0 冊

現代ダークファンタジーの基礎知識 ¥1,800 4-86255-605-9 　　　冊

現代クトゥルフ神話の基礎知識 ¥1,700 4-86255-476-5 冊

365日で知る 現代オタクの教養 ¥2,000 4-86255-548-9 冊

現代日本の場面設定辞典 ¥2,700 4-86255-483-3 冊

二次元世界に強くなる　現代オタクの基礎知識　２刷 ¥1,800 4-86255-414-7 冊

幻想悪魔大図鑑 ¥2,000 4-86255-539-7 冊 書名 本体価格 ＩＳＢＮ：978- 在庫 冊数

幻想ドラゴン大図鑑 ¥2,000 4-86255-526-7 冊 コミック・大橋裕之 作品

音読教室 ¥1,400 4-86255-594-6 冊 ゾッキC 幻の初期作品集　大橋博之　最新作 ¥1,400 4-86255-588-5 冊

まんがでわかる社会心理学 ¥1,400 4-86255-604-2 冊 ゾッキB 幻の初期作品集　2021年実写映画化 ¥1,300 4-86255-403-1 冊

まんがでわかる妻のこと ¥1,300 4-86255-563-2 　　　冊 ゾッキA 幻の初期作品集　2021年実写映画化 ¥1,300 4-86255-402-4 冊

まんがでわかる 老人 　その行動には理由があります ¥1,300 4-86255-506-9 冊 ニューオリンピック ¥1,300 4-86255-562-5 冊

まんがでわかる 隣のサイコパス　名越康文 監修　３刷 ¥1,400 4-86255-404-8 　　　冊 音楽　完全版　アニメ映画化! ¥1,300 4-86255-531-1 冊

始皇帝全史 ¥1,700 4-86255-537-3 冊 シティライツ 完全版 上巻　対談：岡村靖幸　収録 ¥1,400 4-86255-438-3 冊

にっぽんのペーソス 作家・末井昭率いるバンドの本 ¥1,900 4-86255-525-0 冊 シティライツ 完全版 下巻　解説：又吉直樹　収録 ¥1,400 4-86255-439-0 冊

東京メトロとファン大研究読本　久野知美、南田裕介 ¥1,500 4-86255-587-8 冊 ザ・サッカー　空想スポーツ漫画　ホンダ、カガワ、メッシなど登場 ¥1,200 4-86255-243-3 　　　冊

京急とファン大研究読本　久野知美、南田裕介 ¥1,500 4-86255-523-6 冊 遠浅の部屋　心に沁みる自伝漫画　★２刷重版★保留 ¥1,200 4-86255-175-7
　

冊

鉄道とファン大研究読本　２刷 久野知美、南田裕介 ¥1,500 4-86255-481-9 冊 映画レビュー本・柳下毅一郎 作品

だってぼくには嵐がいるから　熱狂的”嵐”推し男子の本 ¥1,300 4-86255-514-4 冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信 地獄へ行くぞ! 』★新刊2021★ \,1,800 4-86255-586-1 　　　冊

そのツイート炎上します!　ＴＶに多数出演・唐澤貴洋弁護士 ¥1,400 4-86255-513-7 冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信 御意見無用』 \,1,800 4-86255-543-4 　　　冊

映画監督 坂本浩一全仕事　平成仮面ライダー、ウルトラマン ¥2,700 4-86255-477-2 冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信 お命戴きます』 \,1,700 4-86255-501-4 　　　冊

『彼女と彼女の猫』　2刷　新海誠 原作  ★TVアニメ化★ ¥1,300 4-86255-182-5 冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信 骨までしゃぶれ』 \,1,700 4-86255-456-7 　　　冊

来世使える! クソみたいな英文 ¥1,200 4-86255-367-6 冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信　地獄旅』 \,1,700 4-86255-390-4 　　　冊

ヲタク・アイドル文化本シリーズ 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信　冥府魔道』 \,1,600 4-86255-335-5 　　　冊

アイドルとヲタク大研究読本　＃拡散希望 ¥1,500 4-86255-419-2 　　　冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信　天下御免』 ¥1,500 4-86255-29-1 冊

アイドルとヲタク大研究読本　イエッタイガー　２刷 ¥1,500 4-86255-381-2 　　　冊 柳下毅一郎の　『皆殺し映画通信』　2刷 \,1,600 4-86255-225-9 　　　冊

『アイドルとヲタク大研究読本』　４刷　★大ヒット中★ ¥1,500 4-86255-346-1 　　　冊 平成仮面ライダーシリーズ・特撮・アニメ本

AKB４８グループ握手レポート　２刷 ¥1,000 4-86255-168-9 冊 永遠の平成仮面ライダーシリーズ語ろう！555・剣・響鬼　２刷 ¥1,850 4‐86255‐285-3 　冊

銭湯・酒・食・鉄道・久住昌之 作品 永遠の平成仮面ライダーシリーズ語ろう！クウガ・アギト・龍騎 ¥1,500 4-86255-1７8-8 　　　冊

線路つまみ食い散歩　ローカル線グルメ旅　久住昌之 著 ¥1,600 4-86255-469-7 　　　冊 平成仮面ライダー英雄伝Ⅱ ¥1,600 4‐86255‐290-7 　　　冊

ニッポン線路つたい歩き　久住さんの鉄道、グルメ旅 ¥1,500 4-86255-398-0 　　　冊 平成仮面ライダー怪人伝　２刷 ¥1,700 4-86255-114-6 　冊

『昼のセント酒』　巡礼ガイド　★TVドラマのロケ地収録 ¥1,300 4-86255-361-4 　　　冊 平成仮面ライダー変身伝　２刷 ¥1,600 4-86255-093-4 　　　冊

『昼のセント酒』　 ２刷　★TVドラマ化　★オススメ ¥1,300 4-86255-115-3 　　　冊 平成仮面ライダー英雄伝　６刷 ¥1,600 4-86255-082-8 保留

ちゃっかり温泉　平日の昼間から、温泉入ってひとり飯!? ¥1,300 4-86255-157-3 　　　冊 プルfile プル強化人間から読み解く「UC」「ZZ」の軌跡　ガンダム本 ¥2,200 4-86255-369-0 　　　冊

ふらっと朝湯酒　朝っぱらから風呂入って酒飲んで寝る! ¥1,300 4-86255-226-6 　　　冊 怪獣学　怪獣の歴史と生態 ¥1,300 4-86255-224-4 　　　冊

中二病・雑学本 アニメ探訪　聖地巡礼ガイド ¥1,500 4-86255-219-8 　　　冊

中二病漢字バイブル　文字が消える赤チェックシート付 ¥1,200 4-86255-436-9 　　　冊 アニメ探訪　真・聖地巡礼ガイド ¥1,500 4-86255-314-0 　　　冊

中二病大辞典　３刷 ¥1,300 4-86255-112-2 保留 音楽・アーティスト本

中二病超図鑑　２刷 ¥1,300 4-86255-176-4 　　　冊 ジョニー・B・グッジョブ 音楽を仕事にする人々 ¥1,600 4-86255-056-9 　　　冊

ゲーム・アニメ・ラノベ好きのための 「刀」大事典　２刷 ¥1,300 4-86255-180-1 　　　冊 音盤時代の音楽の本の本 グレートハンティングオブミュージック ¥1,400 4-86255-118-4 　　　冊

ゲーム・アニメ・ラノベ好きのための 「クトゥルフ神話」大事典 ¥1,300 4-86255-173-3 　　　冊 その他サブカル本

擬人化・ビジュアル本シリーズ 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 ¥1,700 4-86255-441-3 冊

文豪春秋　百花繚乱の文豪秘話 ¥1,400 4-86255-376-8 　　　冊 びっくり！たのしい！おいしい！昆虫食のせかいむしくいノート \,1500 4-86255-213-6 　　　冊

文豪男子コレクション　２刷　　★大ヒット中★ ¥1,300 4-86255-298-3 　　　冊 少女マンガで読み解く乙女心のツボ ¥1,400 4-86255-072-9 　　　冊

超図解 刀剣人物伝　真打　★オススメ \,1800 4-86255-328-7 　　　冊

図解 刀剣人物伝　２刷　★オススメ \,1500 4-86255-307-2 　　　冊

胸キュン♥制服男子コレクション ¥1,300 4-86255-221-1 　　　冊

萌えて学べる！思想コレクション ¥1,400 4-86255-104-7 　　　冊

胸キュン★方言男子パラダイス ¥1,200 4-86255-100-9 　　　冊

胸キュン★方言男子コレクション　３刷 ¥1,300 4-86255-084-2 　　　冊

百人一首 ～恋歌ビジュアル絵巻～ \,1500 4-86255-122-1 　　　冊

日本の妖怪　完全ビジュアルガイド ¥1,700 4-86255-260-0 　　　冊
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