
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



コスミック出版の大満足500問以上ナンプレ!!
圧倒的ボリュームの売行絶好調ナンプレシリーズ!!

オススメＡセット ４タイトル×各３冊 合計１２冊 本体合計７，５６０円

本体６３０円＋税
Ｂ６判／平綴じ

978-4-7747-8632-2

本体６３０円＋税
Ｂ６判／平綴じ

978-4-7747-8601-8

本体６３０円＋税
Ｂ６判／平綴じ

978-4-7747-8629-2

本体６３０円＋税
Ｂ６判／平綴じ

978-4-7747-8624-7

アツ盛りＢセット

注文数注文数注文数 注文数

本体６３０円＋税
Ｂ６判／平綴じ

978-4-7747-8555-4

本体６３０円＋税
Ｂ６判／平綴じ

978-4-7747-8519-6

注文数 注文数

今回特別にA4サイズの「お試し問題」＆パズル誌告知チラシを特典としてお付け
致します！！定期購読や新規顧客の獲得に是非ご活用下さい！！

セット

アツ盛り　Ｂセット
6タイトル×各3冊　合計18冊セット

本体11,340円

セット

コスミック出版のナンプレシリーズ
明　細 セット価格 注文数

貴店番線印

オススメ　Ａセット
4タイトル×各3冊　合計12冊セット

本体7,560円

オススメＡセット＋下記２タイトル×各３冊
合計18冊 本体合計１１，３４０円

FAX 03-5432-7088
ご注文はこちらまで!!

（株）コスミック出版 TEL 03-5432-7084

特典送付先住所

〒

TEL

書店様名 ご担当者様

セットご注文で50枚の
「おためし問題」チラシ
をご用意します。
先着１００店舗様限定

（要・不要）

(表) (裏)



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 926 円＋税】雑誌：63812-55／ ISBN：978-4-7747-8655-1

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

約40年ぶりの
大改正に対応！

（7/1に改正法が施行され、注目が集まっています！）

「令和元年度版 プロが教える！相続・贈与のすべて」

●図解をふんだんに使ったわかりやすい解説
●各分野に精通したプロがリアルにアドバイス
●細かく設定された各種公的手続きの期限をもとにし
た、タイムスケジュールを掲載
●節税対策、遺言書・指摘されない申告書の書き方 等

定価【本体1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／128 ページ

相続・贈与の専門家たちが解説！ 
この一冊ですべて丸わかり！
約40年ぶりの大改正にも対応！ 
監修：相続サポートセンター（ベンチャーサポート税理士法人）

ここが
オススメ!

!

大好評        重版出来！につき



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!!



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 676 円＋税】雑誌：63812-70／ ISBN：978-4-7747-8670-4

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・『封印映像』シリーズ大好評の
　「1冊丸ごと巨乳号」！

・美女優、アイドル、グラドル、女子アナetc.
　のおっぱいを他誌圧倒の過激露出でお届け！

「封印映像 巨乳爆乳吸淫スペシャル」

●［袋とじ１］美巨乳激震！真木ようこ他「騎乗位S●X」
映像全公開！
●［袋とじ２］鷲見●奈、川田●美、大橋●歩…巨乳ア
ナ㊙ハメ撮り流出！
●高岡早紀、細川ふみえetc. 巨乳ヘアヌード写真館！
●鉄棒、キュウリ、謎の棒？疑似パイズリ百態
●石原さ×み、綾×はるか、上×彩 etc. 隠れ美巨乳女優
の私性活流出
●杉浦友紀 VS水ト麻美 VS宇垣美里…テレビ局対抗女
子アナ巨乳選手権

定価【本体 676 円＋税】B5 判／中綴じ／160 ページ

綾瀬はるか、長澤まさみ、石原
さとみ etc.の「封印されたボ
イン」を極秘開封！

ここがオススメ!!

吸淫巨乳爆乳 スペシャル



 緊急重版決定！



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：63812-77／ ISBN：978-4-7747-8677-3

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・「メンズヘアカタログ」ジャンルでNo.1の
　実売部数！
・オシャレな10～20代男性はもちろん、
　ビジネスマンの方にもオススメの特集です。
　幅広くおすすめ下さい！

「メンズヘアカタログ 短髪STYLE BOOK」

●実力派サロンがトレンドヘアをすべて2WAYアレン
ジでお届け！
●人気サロンの若手スタッフが今旬スタイルをALLプ
ロデュースする「夏の短髪、頂上決戦」は必見！
●トレンドヘアを2 倍楽しむ！ ベリーショート＆ショー
ト　2WAYスタイルオーダーカタログ
●刈り上げる派×刈り上げない派
●人気若手美容師による最新HITヘア　ほか

定価【本体 741円＋税】A4 判／平綴じ／112ページ

ベリーショート、ショート、ビズ
（ON⇄OFF）と男性に需要の
高いヘアスタイルを完全網羅！

メンズヘアカタログ

ここがオススメ!!

STYLE 
BOOK短髪



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：63812-78／ ISBN：978-4-7747-8678-0

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・毎年大好評の「道の駅」ガイドブックの
　最新版です！

・夏休みのドライブにかかせない1冊です！
　平積み展開おすすめです！

「最新版 道の駅完全ガイドブック2019-20」

●巻頭特集　人気の道の駅を現地取材で完全ナビ！
［大芝高原］［ヘルシーテラス佐久南］［いちごの里よし
み］［アグリパークゆめすぎと］
●北海道１２４駅／東北１６３駅／関東甲信１９３駅
北陸８０駅／中部１１５駅／近畿１４７駅／中国１０４
駅／四国８７駅／九州・沖縄１４１駅
詳細データを完全収録！
定価【本体1,000 円＋税】A4 判／平綴じ／240 ページ

新規登録９駅を最速紹介！
全国１１５４駅の施設情報、グル
メ情報、最寄りの温泉情報まで
徹底紹介する完全ガイド本！

ここがオススメ!!



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：63812-79／ ISBN：978-4-7747-8679-7

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・小中学生～大人まで、毎月340万人がプ
　レイしている大人気ゲームの最強攻略本！

・ゲーム本、ゲーム攻略本コーナーにて、
　小中高生男子を中心におすすめ下さい！

「超人気バトルゲーム最強攻略ガイド フォートナイト」

全シーズンで使える攻略テクニックが満載。初めて
プレイする人でも、一気に上級者に追いつける！
●チャプター１　フォートナイト・スタートガイド
●チャプター2　バトルロイヤル基礎知識
●チャプター3　バトルロイヤル応用テクニック
●チャプター4　フォートナイトQ＆A
●チャプター5　コスチュームカタログ
シーズン９までに登場したコスチュームを一挙掲載！

定価【本体1,000 円＋税】A5 判／平綴じ／160 ページ

広い世代に大人気のバトルロイ
ヤルゲーム「フォートナイト」！
戦術・戦略・武器・建築を網羅！

超人気バトルゲーム 
最強攻略ガイド

ここがオススメ!!



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ページ大特集★ 人気 YouTuberフィッシャーズが登場！

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
不真面目コンビが表紙＆巻頭ジャック!!  ☆イニ☆（スカイピース）×まあたそ

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

 いま一番気になるYouTuberが集まる本最新第16弾！

クリエーターチャンネルVol.16

定価【本体 907 円＋税】
A4 判／雑誌：63812-81
ISBN：978-4-7747-8681-0 

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！

日本全国
ウオタミ化
計画!

●大人気のFischer'sが満を持して登場！ 
表紙／巻頭28P／ポスターと、日本の夏
を彩る総力特集！！

●巻末大特集！ 話題の「北の打ち師達」
が活動休止前の心境を語り尽くす！

●PICK UP STARS：ノンストップラビ
ット／JJコンビ／キットチャンネル／わき
を／アクシデンターズ／ステップ／そわ
んわん／きんふんぱーりー／韓国人先
生デボちゃん　ほか

●豪華ポスター4枚付き！
Fischer's／北の打ち師達／JJコンビ
／ノンストップラビット

●EVENT REPORT
おるたなChannel／Kiii生物部

表紙・巻頭28ページ大特集

Fischer's
コイツらがいなくちゃ夏がはじまらない!!



特集 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

注文数

即出荷
月 日

１１

１２

１３

貴店番線印

６

７

８

９

１０

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.１

単品注文は上記にてお申し込みください。

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.５ BTS 8582-0

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.７ SEVENTEEN

１

２

３

４

５

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

セット名 セット価格

上記商品①～⑥ ６点 各３冊 計１８冊 セット 本体18,000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）

上記商品⑦～⑬ ７点 各３冊 計２１冊 セット 本体21,000円+税

『Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ』セット

『Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ』セット

セット

セット

合計数

1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.２ WannaOne 8455-7 1,000円

WannaOne 8415-1 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.３ SHINee 8508-0

1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.４ SEVENTEEN 8540-0 1,000円

8641-4 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.６ WannaOne 8614-8 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.２ TWICE 8468-7 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.１ TWICE 8418-2 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.４ TWICE 8569-1 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.３ TWICE 8530-1 1,000円

書名

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.５ TWICE 8620-9 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.６ BLACKPINK 8682-7 1,000円

Ｋ－ＰＯＰ　ＭＯＯＫ注文書 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Ｖｏｌ.６

ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ
ＥＶＥＮＴＲＥＰＯＲＴやメンバーの魅力を徹底掘り下げ

ブレイク寸前のＧｉｒｌｓ ＧｒｏｕｐをＰＩＣＫ ＵＰ！

世界中で大人気!
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのヒストリーにせまる!

ＩＺ*Ｏｎｅ / Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ / ＬＯＶＥＬＹＺ

/ ＴＷＩＣＥ
ISBN：978-4-7747-8682-7 C9476 定価：本体1,000円+税 A4変判



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：63812-86／ ISBN：978-4-7747-8686-5

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・定番の「DVDコピー」シリーズ　最新版！
　 「本当に簡単にコピーできる」1冊です！

・PC関連書のコーナーでの展開がオススメ
　です！

「最新・最強 DVDコピーマスター」

●DVDとブルーレイのコピー方法、二層DVDの圧
縮方法、動画ファイルの作り方、スマートフォンへの
コピー方法など、動画に関する必須テクニックを紹介
●Windows10、8、8.1、7と様々なバージョンに
よる操作方法の違いもしっかりフォロー
●これまでにあった読者からの質問を精査し、疑問
や問題を先読みして解説しています
●もちろん「無料」＆「合法」！

定価【本体1,000 円＋税】A4 判／平綴じ／96 ページ

実際のキャプチャー画面や図表
を使い、手順を省略せずに丁
寧に解説 !

 最新・最強DVD
コピーマスター

ここがオススメ!!



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/

コスミックムック注文書

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

定価【本体1,000 円＋税】
A4 判／平綴じ／240 ページ
雑誌：63812-78／ ISBN：978-4-7747-8678-0

在庫数 注文数

新規登録９駅を最速紹介！ 全国１１５４駅の施設情
報、グルメ情報、最寄りの温泉情報まで徹底紹介す
る「道の駅」完全ガイド本！

最新版 道の駅
完全ガイドブック

2019-20

大人も子供もペットも喜ぶ夏休みが
到来！ 家族旅行、ペット連れ旅行、
そしてユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン攻略にオススメの 4 冊です！

定価【本体1,111円＋税】
A4 判／平綴じ／160 ページ
雑誌：63812-87／ ISBN：978-4-7747-8687-2

在庫数 注文数

【本誌限定】お得なクーポン付き！ うちのワンコ
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！ 今年は人気の大阪エリアを大増量！

わんことトキメキ旅行
'19 〜'20

昨季大好評を博した「関西
エリア」を中心に大特集！

定価【本体1,111円＋税】
A4 判／平綴じ／174ページ
雑誌：63812-15／ ISBN：978-4-7747-8615-5

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！

わんことワクワク旅行
'19 〜'20

定番となった「首都圏発」の
わんこ連れ旅行ガイド！

毎年大好評！ 夏休みのドライ
ブにピッタリの1冊です！

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

ディスニーランド＆シーを超えた！ 「日本一のテー
マパーク」の時短＆節約テク大公開！ 「ミニオン」

「ハリー・ポッター」「名探偵コナン」など、 新旧ア
トラクションの裏攻略法を徹底紹介します。

ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

お得＆裏技徹底ガイド

“本当に使える”時短＆節約
テクニックを大公開！

7月新刊



ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

注文数

即出荷
月 日

8672-8 1,200円

8688-9 1,800円

書名

 韓国時代劇最新ファイル２０２０

 韓国ドラマのすべてがわかる２０２０

8665-0 1,204円

8630-8 1,000円

 ポケット版 韓国スターパーフェクト名鑑２０２０年版

 韓国ドラマ最新ガイド ２０１９

8590-5 1,556円

8550-9 1,852円

 韓流ラブストーリー完全年鑑 ２０１９

 韓国スター完全名鑑 ２０１９

8680-3 1,278円

 韓流ラブストーリー完全ガイド　純な心号

 韓流ラブストーリー完全ガイド　愛の法則号

8609-4 1,278円

8627-8 1,278円

 韓流ラブストーリー完全ガイド　美しい愛号

 韓流ラブストーリー完全ガイド　愛の鼓動号

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

セット名 セット価格

上記商品①～⑥ ６点 各３冊 計１８冊 セット 本体25,836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）

上記商品⑦～⑩ ４点 各３冊 計１２冊 セット 本体15,336円+税

『韓流ラブストーリー完全ガイド』セット

『韓流ドラマＭＯＯＫ』セット

セット

セット

１

２

３

４

５

貴店番線印

６

１０

９

８

７

単品注文は上記にてお申し込みください。

8656-8

合計数

1,278円

韓流ＭＯＯＫ注文書

韓国ドラマの
すべてがわかる
絶対観ておきたい傑作ドラマ７５０本

最新刊



FAX.03-5432-7088

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

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

マインクラフト攻略シリーズのご案内

定価【本体1,300 円＋税】
A5 判／平綴じ／320 ページ
雑誌：63812-89／ ISBN：978-4-7747-8689-6

注文数在庫数

最新版マインクラフト攻略のすべてが
詰まった、320ページの大ボリューム！

定価【本体 1,000 円＋税】A5判／平綴じ／ 192ページ／雑誌：63812-45 ／ ISBN：978-4-7747-8645-2

超人気ゲーム最強攻略ガイド
マインクラフト スゴ技全部入り！
「村アップデート」に対応！

注文数在庫数

定価【本体 1,000 円＋税】A5判／平綴じ／ 192ページ／雑誌：63812-11 ／ ISBN：978-4-7747-8611-7

超人気ゲーム徹底攻略ガイド
マインクラフトスゴワザ全公開 !
おもしろ建築＆最新攻略

注文数在庫数

定価【本体 1,000 円＋税】A5判／平綴じ／ 192ページ／雑誌：63811-58 ／ ISBN：978-4-7747-8558-5

超人気ゲーム攻略ガイド
マインクラフトの冒険＆建築が
丸わかり!! 海の世界を大攻略

注文数在庫数

定価【本体 1,000 円＋税】A5判／平綴じ／ 192ページ／雑誌：63808-66 ／ ISBN：978-4-7747-8466-3

超人気ゲーム徹底ガイド
マインクラフト完全攻略
マイクラのすべてがバッチリわかる!

注文数在庫数



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

貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

定価【本体1,500 円＋税】
A4ワイド判／平綴じ／
112ページ
雑誌：63808-13　
ISBN：978-4-7747-8413-7

定価【本体1,500 円＋税】A4
ワイド判／平綴じ／
112ページ
雑誌：63808-51　
ISBN：978-4-7747-8451-9

定価【本体1,500 円＋税】A4
ワイド判／平綴じ／
112ページ
雑誌：63808-96　
ISBN：978-4-7747-8496-0

定価【本体1,500 円＋税】A4
ワイド判／平綴じ／
112ページ
雑誌：63811-33　
ISBN：978-4-7747-8533-2

定価【本体1,500 円＋税】A4
ワイド判／平綴じ／112ペー
ジ
雑誌：63811-76　
ISBN：978-4-7747-8576-9

VOL.
  02

VOL.
  03

VOL.
  04

VOL.
  05

「VOICE Channel」シリーズのご案内

定価【本体1,500 円＋税】
A4ワイド判／平綴じ／112ページ
雑誌：63812-91／ ISBN：978-4-7747-8691-9

VOL.
  08

●【表紙・巻頭特集】山崎はるか
『アイドルマスターミリオンライブ！』に春日未来役で出演する山崎
はるかが初表紙・初巻頭！ 本誌独占の浴衣グラビアは必見！

●11月15日にミニアルバム『Princess ♡ Limited』をリリースした田村ゆかりを
巻頭30Ｐで大特集！ 横浜アリーナで行われた２ＤＡYＳライブの模様を徹底レポート！

●TVアニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の桜内梨子役などで活躍中の逢田梨香子を
表紙・巻頭30Ｐで大特集！ 和と洋のバレンタイングラビアは必見！

●TVアニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』に津島善子役で出演の大人気声優・小林愛香を
表紙・巻頭30Pで大特集！ グラビアは本書でしか見ることができない貴重なショットが満載！

●ベストアルバムを発売した南條愛乃を表紙・巻頭30Ｐで大特集！ インタビューに加え、
読者からのＱ＆Ａコーナーも収録。浴衣グラビアは本誌独占ショット！

●本誌Vol.1で裏表紙を飾った高田憂希が声優誌の表紙にソロとして初登場！ 
秋をテーマにしたグラビアなど本誌でしか見ることができない貴重なショットが満載！

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

在庫数 注文数

定価【本体1,500 円＋税】A4
ワイド判／平綴じ／
112ページ
雑誌：63812-10　
ISBN：978-4-7747-8610-0

VOL.
  06

●『BanG Dream！』から誕生した人気ユニット・Roseliaが声優誌の表紙に初登場！ 
新メンバー加入後全員が揃うのはこれが初。本誌にしかない貴重なショットが満載！

女性声優が集まるハイクオリティビジュアルマガジン

定価【本体1,500 円＋税】A4
ワイド判／平綴じ／
112ページ
雑誌：63812-53
ISBN：978-4-7747-8653-7

VOL.
  07

●大人気声優・逢田梨香子が約1年ぶりに表紙・巻頭特集に登場！ 
読者からのリクエストで実現した魅力たっぷりのグラビアは必見！
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貴店帖合印 タイトル 注文数

冊ご担当者　　　　　　様 定価【本体 907円＋税】雑誌：63812-92 ／ ISBN：978-4-7747-8692-6

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・定番の「LINE活用ガイド」シリーズ最新版！
　 「本当に簡単にマスターできる」1冊です！

・PC関連書のコーナーでの展開がオススメ
　です！

「ゼロからわかる！ 大人のための
LINE徹底活用ガイド」

●意外に難しく重要な「初期設定」はもちろん、昨
今話題の「セキュリティ」についても詳しく解説
●「トーク」「無料通話」「スタンプ」などの基本的な
LINEの使い方から、「タイムライン」「ホーム画面」「複
数人とトーク」などの機能、さらには、生活がより便
利になるLINE関連サービスも網羅！
●これまでにあった読者からの質問を精査し、巻末
にのQ&Aコーナーで展開

定価【本体 907円＋税】A4 判／平綴じ／132ページ

実際のキャプチャー画面や図
表を使い、手順を追うだけで
LINEを完全マスター！

ゼロからわかる！大人のための

LINE徹底活用ガイド

ここがオススメ!!
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冊ご担当者　　　　　　様 定価【本体 676 円＋税】雑誌：63812-93／ ISBN：978-4-7747-8693-3

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・アイドル、美女優、女子アナ、金髪美女etc.
　の奇跡のお宝ハプニング総力結集号！

・他誌ぶっちぎりのヌード率と、
　濡れ場誌上流出満載の超過激編集！

「封印映像 奇跡の激淫ハプニングスペシャル」

●［袋とじ１］菅野美穂等「蜜毛接写ヘアヌード」大特集
●［袋とじ２］鷲見●奈、大橋●歩 etc.女子アナ「リーク
された私性活」
●二階堂ふみ、高岡早紀 etc. 勃起乳首丸見え「伝説の
濡れ場」
●胸チラ、パンチラ、乳首ポロまで !? 女子ナナハプニン
グ実況中継
●宮沢りえ、ビビアン・スーetc.「美巨乳＆桃色乳首限定」
フルヌード

定価【本体 676 円＋税】B5 判／中綴じ／160 ページ

有村架純「まさかの入浴エロ
ス」、深キョン・堀北真希・麻生
久美子「むっちりブルマ」etc.
秘匿されたお宝を極秘開封！

ここがオススメ!!

奇跡の ハプニング激淫スペシャル
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冊
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即出荷
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BTS 8582-0

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.７ SEVENTEEN７

８

９

１０

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.１

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.５

１１

１２

１３

貴店番線印

６

単品注文は上記にてお申し込みください。

１

２

３

４

５
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セット名 セット価格

上記商品①～⑥ ６点 各３冊 計１８冊 セット 本体18,000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）

上記商品⑦～⑬ ８点 各３冊 計２４冊 セット 本体24,000円+税

『Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ』セット

『Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ』セット

セット

セット

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.４ SEVENTEEN 8540-0 1,000円

合計数

1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.２ WannaOne 8455-7 1,000円

WannaOne 8415-1 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.３ SHINee 8508-0

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.２ TWICE 8468-7 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.１ TWICE 8418-2 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.４ TWICE 8569-1 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.３ TWICE 8530-1 1,000円

書名

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.５ TWICE 8620-9 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＢＥＳＴ Vol.６ BLACKPINK 8682-7 1,000円

8641-4 1,000円

 Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.６ WannaOne 8614-8 1,000円

1,000円

Ｋ－ＰＯＰ　ＭＯＯＫ注文書

８  Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬＥ ＦＩＬＥ  Vol.８ TWICE 8694-0 1,000円

Ｋ-ＰＯＰ ＩＤＯＬ ＦＩＬＥ

ＴＷＩＣＥ ＳＰ

ＮＥＸＴブレイク確実 Ｘ１（エックスワン）誕生！
ＰＲＯＤＵＣＥ Ｘ １０１ ハイライトを総まとめ

結成４年１４００日の軌跡

祝３周年ＮＣＴ１２７

ISBN：978-4-7747-8694-0 C9476 定価：本体1,000円+税 A4変判

Ｖｏｌ．８

デビューから初のワールドツアーまで

ＡＳＴＲＯ
とじこみ２大付録

Ｐｈｏｔｏカード＆ピンナップ
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