
ISBN978-4-7747- Aセット Bセット Cセット

0582-8 5冊 5冊 5冊

3806-2 3冊 3冊 3冊

0570-5 3冊 3冊

0568-2 2冊

0569-9 2冊

0593-4 2冊

17冊 11冊 8冊

36,001円 27,667円 23,500円

セット セット セット

コスミック出版 年末年始商材 『かるた 百人一首』セットのご案内

読み上げ機が大好評！家族みんなで遊べるから、楽しい！

貴店番線印 書名 本体価格

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 冊数

セット 金額

搬入（希望日は、11月15日以降で明記してください）

月　　　　　　　日
11月下旬予定

条件

３ヶ月延勘

セット明細

セット 申込欄

販促物： 「百人一首よみあげ機」 見本・販売台

小倉百人一首

ひとりでできる!!よみあげ機

ことわざかるた

のりものかるた

2,000円

3,500円よみ人いらず 小倉百人一首

たべものかるた

1,389円

1,389円

1,389円

1,389円

どうぶつかるた

セットのご注文で、
『百人一首』よみあげ機＋販売台を

見本でお付けします！



2

月

下

旬

発

売

予

定

注文数

セット

冊

パズル誌やレジ前でのご展開がオスス
メ！

貴店番線印 書名

読書の友メガネ型ルーペ セ
ッ
ト販売用ケース付セット

【セット内容】1個 【本体価格1,000円+税】商品×16個 セット価格本体16,000円+税

読書の友メガネ型ルーペ 単
品

ISBN978-4-7747-0599-6 C0477 \1000E 定価[本体1,000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

視野が広く大きなレンズ！

売れてます！

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。

エジプトの秘宝

人気の楽曲約
いや、これまでのライブや各種放送での出来事、そして安室奈美恵さんの
歩みまで振り返る

楽曲紹介
「
え、ライブで人気の「
曲をフルバージョン歌詞付きで紹介。

コラム
CM

楽曲リスト
好きな曲がどのアルバム収録に収録されているかも分かる便
利な全楽曲リスト。

本

色付きレンズで目にやさしい！

● レンズサイズ :W142mm×H45mm

● カラー:１色（ブラウン×クリア）

● レンズ素材：アクリルフレーム／プラスチック

● 鼻パッド素材：シリコンゴム

● パッケージサイズ : H130mmW190mm×H50mm

● セット箱サイズ：H220mm×W410mm×D280mm

● セット明細：『読書の友』（16個入）販売用ケース付セット

● ISBN978-4-7747-0599-6 C0477 ¥1000E

仕様

メガネの上からかけられる！

『読書の友』販売用ケース付セット
（1個 【本体価格1,000円+税】 商品×16個）

セット価格

本体16,000円+税

エジプトの秘宝
楽曲リスト
好きな曲がどのアルバム収録に収録されているかも分かる便
利な全楽曲リスト。

商品展開イメージ



FAX.03-5432-7088 株式会社電波社
TEL.03-3418-4111（代表）
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 907円＋税】雑誌：09122-2 ／JAN：4910091220200 

注

　文

　書

好
評
発
売
中

新刊のご案内

羽生結弦を中心にトップスケーターたちを完全収録！
ファンに人気の写真家たちによる美麗フォト満載！

●羽生結弦「人類未踏の夢」に向かって」
GPシリーズ完全プレイバック
●GPファイナル2019 REVIEW
羽生結弦vsネイサン・チェン／紀平梨花 ほか
●スペシャルインタビュー
本田武史が語る「トップスケーターの“ジャンプ力”」
●ピックアップ：宇野昌磨／坂本花織／宮原知子 ほか
●写真：髙須力／岸本勉

定価【本体 907円＋税】A4 判／中綴じ／96 ページ

羽生結弦が見せた「不屈の
舞」を誌上再現！ GPシリー
ズの激闘を美麗写真で振り
返る永久保存版の一冊！



注文数

パワーストーンせっけん

コスミック出版マルチメディア商品新刊発売のご案内

しあわせを呼ぶあなただけの　

新刊委託申込締切は０９月１７日（火）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.03-5432-7084（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 書名

委
託

しあわせを呼ぶあなただけの

パワーストーンせっけん

すぐに作れるキットつき

冊
ISBN978-4-7747-3817-8 C0477  定価[本体1,700円+税]

宝石石鹸づくりを手がける手作りコスメ企業監修の

レシピブックに、７色のカラーソープがついた盛りだく

さんのキットのとってもお得なセットです！

カラフルでかわいいせっけんがこのキットだけですぐ

につくれちゃいます！！

せっけんを溶かして… 流して固めて…

好きな形にカットするだけ！

2019年10月上旬発売予定

キット内容

クリアソープ 200g カラーソープ（赤・青・黄・黒・白・金・銀） 7色 各10g

仕様

ISBN：978-4-7747-3817-8 定価[本体1,700円+税] 

全体サイズ：257mm×182mm×40mm

小冊子サイズ：257mm×182mm×3mm （40P）

監修：手作りコスメの店 マンデイムーン



注文数

コスミック出版マルチメディア商品新刊発売のご案内

キットつきで今すぐ作れる！

新刊委託申込締切は１０月０４日（金）です。ご注文お待ちしております

キットつきで今すぐ作れる！

いちからはじめる 上品かわいい

水引アクセサリー

いちからはじめる 上品かわいい

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

水引アクセサリー

貴店番線印 書名

委
託

冊ISBN978-4-7747-3818-5 C0477  定価[本体1,500円+税]

水引の名産金沢の高級水引が30本もついたレシピブッ

クです。伝統の色から、ポップで明るいカラー、そして人

気のラメ入り水引も取り入れた贅沢セット。

はじめてでも安心の基本の結びから、上級者も納得の

アレンジレシピまで幅広く収録。

2019年10月下旬発売予定

キット内容 水引30本（90cm／10色、各3本）

仕様

ISBN：978-4-7747-3818-5 定価[本体1,500円+税] 

全体サイズ：257mm×182mm×30mm

小冊子サイズ：257mm×182mm×3mm （40P）

監修：金沢水引自遊花人



選べる音色は３種類！

両手でひける３７鍵盤！

楽譜は便利なカードタイプ！

ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

注文数

セット

セット

即出荷 月 日

コスミック出版 児童書 売行き良好書 のご案内

年末年始商品としてオススメです！ぜひ、ご展開お願いします！

書名

ようちえんのせんせいがえらんだ

　　　　　　　たのしいどうようえほん ※
3820-8 2,000円

ようちえんのせんせいがえらんだ

　　　　　　　みんなのどうようえほん ※
3801-7 2,000円

りょうてでひけるよ！グランドピアノ ※ 3819-2 4,500円

マイクでうたおう！カラオケピアノえほん 3816-1 1,980円

がんばれ!ぼくらのパトカー 3804-8 2,800円

おやすみおはなしえほん 0584-2 2,500円

かいてけせる！たのしいあそび１００ 0596-5 1,000円

各1冊棚差しセット
（上記、８点 各１冊 計８冊）

本体18,380円+税

条件 搬入（希望日があれば明記してくださ

にぎって にこにこ メロディえほん 0590-3 1,600円

３点各３冊平台セット
（※の商品３点 各３冊 計９冊）

本体25,500円+税

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

貴店番線印 フェア明細

コスミック出版 児童書 オススメセット
セット明細 セット価格

平台セット：３ヶ月延勘 棚差しセット：注文扱い

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

大
ヒ
ッ
ト
商
品

ようちえんのせんせいがえらんだ
たのしいどうようえほん

ＮＥＷ

りょうてでひけるよ！

グランドピアノ

■サイズ：328mm×235mm×60mm

■楽譜カード： 32枚（説明書）

■折りたたみ式ピアノモジュール１個
■予定価格：本体4,500円＋税

価格 ４，５００ 円

バイエルからどうよう
クラシックまで
全５０曲収録！！

ようちえんのせんせいがえらんだ
みんなのどうようえほん

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



注文数

 

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]

冊

5
月
新
刊

ISBN978-4-7747-7228-8 C0876 価格[本体1,800円+税] 冊

冊

冊

ISBN978-4-7747-7227-1 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる野望の世界

冊ISBN978-4-7747-7233-2 C0874 価格[本体1,800円+税]

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

7
月
新
刊

〈ギャング映画コレクション〉 暗黒街の掟

9
月
新
刊

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

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる欲望の世界

冊ISBN978-4-7747-7232-5 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈西部劇パーフェクトコレクション〉 拳銃の誓い

冊

ISBN978-4-7747-7231-8 C0874 価格[本体1,500円+税]

〈戦争映画パーフェクトコレクション〉 地獄の戦場

冊

8
月
新
刊

〈史劇パーフェクトコレクション〉 英雄たちの伝説

ISBN978-4-7747-7226-4 C0874 価格[本体1,800円+税]

ISBN978-4-7747-7230-1 C0874 価格[本体1,800円+税]

FAX.03-5432-7088

大空を駆ける名機 Ｆ-14 Ｆ-15＆Ｆ-2 ＡＩＲＳＨＯＷ

ISBN978-4-7747-7229-5 C0876 価格[本体1,800円+税]

株式会社コスミック出版
TEL.03-5432-7084（営業部直通）

〈ボクシング映画コレクション〉 栄光のチャンプ

最強の航空自衛隊 航空祭 大迫力の映像集

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

冊

〈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〉 死闘の最前線

迫力ある航空祭・ＡＩＲＳＨＯＷのＤＶＤが7枚組で登場!

・航空自衛隊 小松基地 小松基地航空祭 2005 
・航空自衛隊 浜松基地 エアフェスタ浜松 2004
＆サンダーバーズ・プラクティスフライト
・航空自衛隊 入間基地 入間航空祭 2004 
・航空自衛隊 三沢基地 三沢基地航空祭 2004 
・航空自衛隊 百里基地 航空祭訓練飛行 2004 
・航空自衛隊 百里基地 百里基地航空祭 2004 
・レスキュー・ミッション 航空祭スペシャル

・F-14トムキャット・ラストエアショー F-14 
TOMCAT LAST AIRSHOW in OCEANA,USA 

・KOMATSU"F-15" AIRSHOW 航空自衛隊 小松基地 航空祭
・F-15 EAGLE 航空祭 Special 航空自衛隊 要撃戦闘機
・F-15 イーグル TSUIKI "F-2&F-15" AIRSHOW 
・航空自衛隊 築城基地 航空祭 F-2 "VIPER ZERO" 
・航空祭 Special 航空自衛隊 支援戦闘機 F-2 The 
・航空祭 新田原基地 静浜基地＆浜松基地 航空祭スペシャル

最強の航空自衛隊

大空を駆け巡る名機



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

貴店番線印 注文数

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

〈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

978-4-77477-7234-9 C0874 \1800E

978-4-77477-7235-6 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-168

ACC-169

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/

 背徳の未亡人 疼く季節

商品名

冊

冊

 堕ちてゆく人妻 女が男を誘う時 〈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⑧～⑱商品 １１点 各２冊 計３３冊 セット 本体39,600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〉

17  人妻女教師 淫らな課外授業 〈７枚組〉 7224-0 1,800円

18  令嬢看護婦 乱れた白衣に・・・ 〈７枚組〉 7225-7 1,800円

背徳の未亡人

疼く季節

堕ちてゆく人妻

女が男を誘う時



注文数

12

11

10

10

 

ＤＶＤ－ＢＯＸ 近刊注文書
貴店番線印 書名

月
新
刊

月
新
刊

大空を駆ける名機 Ｆ-14 Ｆ-15＆Ｆ-2 ＡＩＲＳＨＯＷ

ISBN978-4-7747-7229-5 C0876 価格[本体1,800円+税]

〈史劇パーフェクトコレクション〉 英雄たちの伝説

冊

ISBN978-4-7747-7230-1 C0874 価格[本体1,800円+税]

8
月
新
刊

冊

7
月
新
刊

月
新
刊

月
新
刊

精鋭航空自衛隊 百里・入間・築城・新田原基地航空祭

冊

FAX.03-5432-7088

〈ギャング映画コレクション〉 暗黒街の掟
ISBN978-4-7747-7233-2 C0874 価格[本体1,800円+税]

株式会社コスミック出版
TEL.03-5432-7084（営業部直通）

ISBN978-4-7747-7239-4 C0876 価格[本体1,800円+税]

〈野球映画コレクション〉 甦る熱球

最強の航空自衛隊 航空祭 大迫力の映像集

ISBN978-4-7747-7228-8 C0876 価格[本体1,800円+税]

冊

〈西部劇パーフェクトコレクション〉 拳銃の誓い

〈ギャング映画コレクション〉 狂気の暗黒街

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる欲望の世界

冊ISBN978-4-7747-7248-6 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈戦争映画パーフェクトコレクション〉 勇者たちの戦場

冊ISBN978-4-7747-7244-8 C0876 価格[本体1,800円+税]

9
月
新
刊

冊ISBN978-4-7747-7247-9 C0874 価格[本体1,800円+税]

冊

ISBN978-4-7747-7231-8 C0874 価格[本体1,500円+税]

米軍＆航空自衛隊 大空の覇者

冊

ISBN978-4-7747-7238-7 C0876 価格[本体1,800円+税]

〈西部劇パーフェクトコレクション〉 流血の荒野

冊

ISBN978-4-7747-7232-5 C0874 価格[本体1,800円+税]

冊

冊

冊ISBN978-4-7747-7237-0 C0874 価格[本体1,800円+税]

〈サスペンス映画コレクション〉 名優が演じる甘く危険な世界

冊

〈ギャング映画コレクション〉 暗黒街の獣たち

ISBN978-4-7747-7236-3 C0874 価格[本体1,800円+税]

ISBN978-4-7747-7243-1 C0874 価格[本体1,800円+税]

迫力ある航空祭・ＡＩＲＳＨＯＷのＤＶＤが７枚組で登場!

F-14・F-117・B-1B・F16 F/A-18F AV-8B F15が集結！
1.アメリカン・エアショー Vol.1 オシアナエアショー・ハイライト
2.アメリカン・エアショー Vol.2 トワイライト・エアショー
3.アメリカン・エアショー Vol.3 U.S.エアパワー
4.航空自衛隊 三沢基地 三沢基地航空祭 2005
5.MCAS岩国基地エアショー 2006
6.米海兵隊 岩国航空基地 MCAS岩国フレンドシップデー
7.The 航空祭 築城基地

航空自衛隊 最強の精鋭戦力の勇姿! 
1.フライトディスプレイ 2005年 航空観閲式
2.百里基地 開庁40周年記念航空祭
3.航空自衛隊 入間基地 入間航空祭 2005
4.航空自衛隊 入間基地 IRUMA AIR BASE 航空祭
5.入間基地＆百里基地 航空祭スペシャル
6.築城航空祭 2005
7.航空自衛隊 新田原基地 FIGHTER TOWN "NYUTABARU" AIRSHOW

米軍＆航空自衛隊 大空の覇者

精鋭航空自衛隊
百里・入間・築城・新田原基地航空祭

ミリタリーコーナーで

展開お願いします！



著者 ISBN978-4-7747- 本体価格 在庫 注文数

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

コスミック出版釣りムック
貴店番線印

⑮
紀伊半島釣り場ガイド 和歌山・由良・田辺
番所の鼻・下津港・霧崎・由良港・日ノ御埼・印南港・田辺戒港

東京湾釣り場ガイド① 千葉・東京
富津岬・木更津・五井・浦安・新木場・有明・月島・晴海

東京湾釣り場ガイド② 神奈川・東京

弁天岩・熱海・伊東・川奈・八幡野・稲取・河津・下田

伊豆半島 釣り場ガイド②

セット 空撮①～⑰ 各1冊セット

⑪

江見港・太海・鴨川・小湊・興津・勝浦・大原・波崎新港

三浦半島・湘南・西湘・浦賀水道・相模湾釣り場ガイド

久里浜・観音崎・横須賀・野島・磯子・横浜・川崎・芝浦

新潟釣り場ガイド

霞ヶ浦釣り場ガイド

琵琶湖 釣り場ガイド②
木津浜・海津大崎・大浦三位・余呉川河口・長浜港・彦根港・佐波江舟溜 他

鼠ヶ関港・岩船港・新潟西港・寺泊港・柿崎港・親不知港

白浜・すさみ・串本

伊豆半島 釣り場ガイド① 東伊豆・南伊豆・下田沖磯

家棟川河口・琵琶湖大橋東詰・矢橋帰帆島・琵琶湖大橋西詰・北小松漁港 他

49,889円

8232-4 2,500円

3,000円

弁財天・石廊崎・妻良港・伊浜港・松崎港・宇久須港・大瀬崎・沼津港

房総半島 釣り場ガイド① 内房・南房

観音崎・久里浜・城ケ島・葉山・江の島・茅ヶ崎・大磯・湯河原

紀伊半島 釣り場ガイド

富津岬・金谷・富浦・館山・洲崎・野島崎・花園海岸

8292-8 3,000円

2,500円

③ 8068-9 2,963円

3,000円

⑦ 8088-7

房総半島 釣り場ガイド② 外房・九十九里・銚子

佐渡島 堤防・磯釣り場ガイド

⑧ 8089-4 3,000円

8301-7 3,000円
両津港・内海府海岸・外海府海岸・七浦海岸・小木港・前浜海岸

⑩ 8231-7

⑫

8147-1 3,000円

単品注文は上記にてお申し込みください。 合計数

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

⑰ 8402-1

⑬

⑤ 8078-8 3,000円

山形・秋田 堤防・磯釣り場ガイド
8306-2

⑯ 8377-2 3,000円

⑭

⑨

3,000円

土浦港・一之瀬川・恋瀬川・梶無川・北利根川・小野川・桜川

北浦・利根川水系　釣り場ガイド
水原洲吠え崎・巴川・常陸利根川・鰐川・北利根川・与田浦・野田奈川

8314-7 3,000円

④ 8080-1 3,000円

2,963円

② 8048-1 2,963円

駿河湾・遠州灘・三河湾 釣り場ガイド
沼津港・清水・御前崎・浜名湖・渥美半島・知多半島・木曽川河口

琵琶湖 釣り場ガイド①

3,000円
鼠ヶ関港・酒田港・飛鳥・象潟港・秋田港・男鹿半島

書名

① 8028-3

⑥ 8079-5

シリーズ



FAX.03-5432-7088
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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 1,200 円＋税】B5 判／雑誌：63811-12 ／ ISBN：978-4-7747-8512-7

在庫数

注文数第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！

定価【本体 1,500 円＋税】B5 判／雑誌：63805-10／ ISBN：978-4-7747-8110-5

在庫数

注文数
コンバット・バイブル
［増補改訂版］

伝説の名著『コンバット・バイブル』が奇跡の復刻 !

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
コンバット・バイブル2
スコード・リーダー編［増補改訂版］

伝説の名著復刻第 2弾 !　君も分隊長になれる！

定価【本体 2,400 円＋税】
B5判／平綴じ／320 ページ

最新兵器はもちろん、炊事車や制服、携
帯食まで、全690種、ありとあらゆる
装備を写真付きで詳細に解説 !

定価【本体 2,400 円＋税】雑誌：63813-02 ／ ISBN：978-4-7747-8702-2

在庫数 注文数

●自衛隊発足から現代までの現役・退役装備を網羅した唯
一無二の図鑑！ 元自衛官の著者ならではの、現場の使用感、
隊員からの評判などを盛り込んでおり、読み応えも抜群です。

価格【本体 1,800 円＋税】DVD 7枚組　ISBN：978-4-7747-7228-8 C0876

在庫数

注文数

最強の航空自衛隊
航空自衛隊 小松基地 小松基地航空祭 2005／航空自衛隊 浜松基地 エアフェス
タ浜松 2004＆サンダーバーズ・プラクティスフライト／航空自衛隊 入間基地 入間
航空祭 2004／航空自衛隊 三沢基地 三沢基地航空祭 2004／航空自衛隊 百
里基地 航空祭訓練飛行 2004／航空自衛隊 百里基地 百里基地航空祭 2004
／レスキュー・ミッション 航空祭スペシャル

価格【本体 1,800 円＋税】DVD 7枚組　ISBN：978-4-7747-7229-5 C0876

在庫数

注文数

新発売DVD ミリタリーコーナーでの展開がオススメです！

大空を駆ける名機 
F-14トムキャット・ラストエアショー　F-14 TOMCAT LAST AIRSHOW in OCEANA,USA
／KOMATSU"F-15" AIRSHOW 航空自衛隊 小松基地 航空祭／F-15 EAGLE 航空
祭 Special 航空自衛隊 要撃戦闘機／F-15 イーグル TSUIKI "F-2&F-15" AIRSHOW
／航空自衛隊 築城基地 航空祭 F-2 "VIPER ZERO"／航空祭 Special 航空自衛隊 
支援戦闘機 F-2 The／航空祭 新田原基地 静浜基地＆浜松基地 航空祭スペシャル

F-14 F-15
& F-2 
AIRSHOW

﹇
図
解
﹈

最
強
!

定価【本体1,000 円＋税】A4 判／雑誌：63812-66／ ISBN：978-4-7747-8666-7

在庫数

注文数

自衛隊員と寝食をともにして取材した迫力満点の写真とレポート！

陸・海・空 自衛隊装備図鑑2019最
新

自衛隊装備
完全図鑑
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貴店帖合印

ご担当者　　　　　　　　様

在庫数

注文数

「絶版バイクFAN」シリーズのご案内

定価【本体1,200 円＋税】  A4 判／平綴じ／144ページ
雑誌：63813-04／ ISBN：978-4-7747-8704-6

往年の絶版レア車が勢揃いした
最新刊！ バイク好きモデル・
原田維秀が登場！

Vol.8
男をアゲる絶版車ライフスタイル宣言！ 
大人気につき、Vol.8発刊！ 「あの青春を
再び…国産ハチマル」大特集！

Vol.7 注文数

在庫数

絶版バイクFAN
定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63812-52 ／ ISBN：978-4-7747-8652-0

日本のバイク浪漫「国産ナナハンメモリーズ」
インタビュー：くっきー（野性爆弾）

Vol.6 注文数

在庫数

絶版バイクFAN
定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63811-75／ ISBN：978-4-7747-8575-2

すべてが衝撃的だった「日本のミドルクラス進化論」
インタビュー：小峠英二（バイきんぐ）

Vol.5 注文数

在庫数

絶版バイクFAN
定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63808-91／ ISBN：978-4-7747-8491-5

リターンライダーに捧ぐ「今こそバイクを楽しもう。」
インタビュー：市原隼人

Vol.4 注文数

在庫数

絶版バイクFAN
定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63808-11／ ISBN：978-4-7747-8411-3

情熱・継続・前進・進化「再び青春到来」
インタビュー：ぐっさん

Vol.3 注文数

在庫数

絶版バイクFAN
定価【本体1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ／　雑誌：63807-42 ／ ISBN：978-4-7747-8342-0

バイクはかけがえのない私たちのパートナー
インタビュー：千原ジュニア
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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：63813-32 ／ ISBN：978-4-7747-8732-9

注

　文

　書

好
評
発
売
中

・トップサロンが提案する大人の女性に向け
　たヘアカタログ＆アレンジ集第５弾！

・毎回ロングセラーを記録している商品です。
　女性ファッションの棚でご展開ください！

「すてきに輝く 大人髪スタイル2020」

定価【本体 907円＋税】A4 判／平綴じ／112ページ

ここがオススメ!!

今っぽく、さりげなく、そしておしゃれに
大人世代の“似合う”が
見つかる！ 最旬ヘアカタログ

新刊ムックのご案内

ショートならではのヘアアレンジとファッションコーデを披露。
プライベートでのお気に入りアイテムも紹介していただきました！

印象的なショートヘアで、大人世代の憧れ！
高山都さんが表紙&巻頭特集に登場！

ショート／ボブ／ミディアム／ロング 人気サロンが最旬ヘアを提案！

大人世代のための“こなれ”ヘアが満載！
人気サロンが提案するレングス別カタログ

デイリーに使えるダウンヘアから、ちょっとしたパーティにも使え
るお呼ばれヘアまで、不器用さんでも簡単手軽に真似できるスタ
イリングテクを紹介！

大人に似合う　最旬ヘア＆アレンジ



FAX.03-5432-7088 株式会社コスミック出版
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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1,000 円＋税】雑誌：63813-43／ ISBN：978-4-7747-8743-5

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

・iPadの使い方を写真つきでわかりやすく解
　説したガイドブック。目から鱗のワザが満載！
・コンピュータ関連に興味のあるビジネスマン
　の方を中心に幅広くおすすめください

「最新版！iPad丸わかりガイド」

定価【本体1,000 円＋税】A4 判／平綴じ／128 ページ

ここがオススメ!!

●【基本機能編】　iPadを使用する上で、抑えておきたい
基本の機能を紹介！価格帯別おそうじロボット完全比較
●【iPad OS編】　最新のアップデートで追加れた機能や、
他のタブレットにはない iPadならではの操作を解説
●【標準アプリ編】　はじめからインストールされているアプ
リの使い方をレクチャー
●【仕事効率アップ編】　タスク管理や書類作成など、ビジ
ネスシーンで使えるアプリを紹介
●【趣味を広げる編】　イラスト作成、音楽・動画鑑賞、読
書など趣味をさらに楽しくするアプリを紹介

iPadで仕事・生活・趣味が劇
的に変わる！ 最新OS対応！標
準アプリ＆便利アプリも紹介！

新刊ムックのご案内

最新版！iPad
丸わかりガイド
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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 909 円＋税】雑誌：63813-45／ ISBN：978-4-7747-8745-9

注
　
文
　
書

好
評
発
売
中

・毎年好評のシリーズ2020年版です。この
　1冊で日本のクロスバイク情報を完全網羅！
・スポーツコーナー、ライフスタイルコーナー
　にて、　幅広くおすすめください

「クロスバイク購入完全ガイド2020」

定価【本体 909 円＋税】A4／平綴じ／144ページ

ここがオススメ!!

●【菊地武洋の試乗インプレッション】
2020 年の新作＆注目モデルを“業界一の自転車バカ”
菊地武洋が徹底試乗！
エントリーモデル／ミドルグレードモデル／ハイエンドモデ
ルと、3つの価格ゾーンで、徹底インプレッション！
●【ブランド別最新クロスバイクカタログ】
ブランド＆シリーズ別の最新カタログでエントリー向けの
クロスバイクを網羅！自分に合った1台が必ず見つかる！
●その他、自転車ライフに必須の情報満載！

自分にピッタリのスポーツバ
イクが必ず見つかる1冊！
最新＆注目モデル32台を
徹底的に試乗＆査定！

新刊ムックのご案内
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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1,200 円＋税】雑誌：63813-46／ ISBN：978-4-7747-8746-6

注

　文

　書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

・年間通して長く売れる商品ですが、
　特に年末のこれからの季節におすすめ！ 
・20 代・30 代・40 代の妊活経験者にイ
　ンタビュー。広い世代の読者におすすめし
　て下さい

「はじめての妊活サポートBOOK」

●巻頭スペシャルインタビュー：神戸蘭子さん
「勇気をもって最初の一歩を！」
●自然妊娠できる人のキーワード：矢沢心さん
●自然に赤ちゃんがやってくる「妊娠できる身体づく
り」大作戦
●不妊治療って何をするの？
●不妊治療～未来にかかるお金の話赤裸々白書
●はじめての妊活で知っておきたいことのすべて

定価【本体1,200円＋税】A4ワイド判／平綴じ／128ページ

これだけわかればOK！ “は
じめての妊活”“ネットのウワ
サ”をまるっと解決します！

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

冊

ご担当者　　　　　　様 定価【本体1,000 円＋税】雑誌：63813-49／ ISBN：978-4-7747-8749-7

定価【本体 926 円＋税】雑誌：63812-71／ ISBN：978-4-7747-8671-1

注

　文

　書

好
評
発
売
中

新刊ムックのご案内

各メディアから注目を浴び読者絶賛の「芸人」ムック最新刊！
「芸人芸人芸人」（Vol.1）との併売をお願いします！

●巻頭特集：アルコ＆ピース　18ページ大特集！
●出演者　全て撮りおろし写真＆インタビューで構成
アルコ＆ピース／ダイアン／山里亮太（南海キャンディーズ）／か
まいたち／空気階段／三四郎／霜降り明星／かが屋／さらば青
春の光／四千頭身／パンサー向井／うしろシティ
●特別インタビュー
宮嵜守史（TBS JUNKプロデューサー）／石井玄（オールナイ
トニッポンチーフディレクター）／対談 高須光聖×白武ときお
●【POWER PUSH】宮下草薙
●裏表紙＆インタビュー：うしろシティ　ほか

定価【本体1,000 円＋税】A4 変型判／平綴じ／96 ページ

第2弾は「ラジオスター」芸人！

定価【本体 926 円＋税】A4 変型判／平綴じ／96 ページ

芸人芸人芸人

芸人芸人芸人

volume2

お笑い「第七世代」
を大特集！

●巻頭特集：霜降り明星　霜降り明星×ハナコほか
●「第七世代」出演者　金属バット／ゆりやんレトリィバァ／ミキ／ロングコー
トダディ／からし蓮根／コウテイ／やさしいず／空気階段／EXIT／令和ロマ
ン／ZAZY／Aマッソ／アンゴラ村長／ランジャタイ／まんじゅう帝国／街裏
ぴんく／かが屋　すべて撮りおろし写真＆インタビューで構成
●先輩芸人たちが第七世代を語る！　陣内智則／三浦マイルド　ほか

芸人芸人芸人
芸人芸人芸人volume2



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：63813-51／ ISBN：978-4-7747-8751-0

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、
　30代以上のビジネスマンの方にもおすすめ
　の特集です。幅広くおすすめ下さい！

「メンズヘアカタログ 最新短髪スタイル」

●人気サロンのトレンドヘアが満載！ 短髪スタイル最
旬カタログ　ベリーショート／ショート
●大人のためのバーバースタイル完全ガイド
●今、気になる男にインフォーカス
「俳優・小南光司、髪と服」ー高木琢也（OCEAN 
TOKYO）とヘアセッションー
●スタイリング剤BEST CATALOG　ほか

定価【本体 741円＋税】A4 判／平綴じ／112ページ

“スゴ腕”理・美容師による、ト
レンドヘアが満載！ ベリーショー
ト＆ショートの短髪スタイルを完
全網羅した最強サンプル集！

メンズヘアカタログ

ここがオススメ!!

短髪スタイル最
新



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

冊

ご担当者　　　　　　様 定価【本体1,000 円＋税】雑誌：63813-52 ／ ISBN：978-4-7747-8752-7

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

世界＆日本一遊ばれているゲームの最新攻略本「Vol.2」発売！
初心者向け第１弾（Vol.1）との併売をお願いします！

●ライバルを出し抜くための降下術
●武器＆アイテムの取捨選択と効果的な使用方法
●倒されないための動き方＆索敵講座
●エイム力をアップし、敵を倒すテクニック
●移動や戦闘に役立つ神速の建築パターンを伝授

定価【本体1,000 円＋税】A5 判／平綴じ／144ページ

フォートナイトで勝つための
上級テクニックがてんこ盛り！

定価【本体1000 円＋税】A5 判／平綴じ／160 ページ

超人気バトルゲーム

最強攻略ガイド

最強攻略ガイドVol.2

超人気
バトルゲーム

フォートナイトのスタートに最適！
●導入から操作方法まで：フォートナイト・スタートガイド
●初心者でも必ず押さえておきたい：バトルロイヤル基礎知識
●脱・初心者！：バトルロイヤル応用テクニック
●大きなビジュアルで見やすい！：コスチュームカタログ

超人気
バトルゲーム Vol.2

ゲーム画面とイラストを使って
立ち回りや建築をビジュアルで解説！

最強攻略ガイド

超人気
バトルゲーム最強攻略ガイド



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

在庫数

注文数

「絶版バイクFAN」シリーズのご案内

定価【本体1,200 円＋税】  A4 判／平綴じ／144ページ
雑誌：63813-58／ ISBN：978-4-7747-8758-9

往年の絶版レア車が勢揃いした最新刊！ アメリカ横断
5000km カワサキZ1チャレンジ特集は必見！

Vol.9
男をアゲる絶版車ライフスタイル宣言！
大人気につき、Vol.9 発刊！「歴史に名を
刻むエポックメイキングなマシン達」大特集！

Vol.8

Vol.7

Vol.6

Vol.5

Vol.4

Vol.3

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

在庫数

絶版バイクFAN

絶版バイクFAN

絶版バイクFAN

絶版バイクFAN

絶版バイクFAN

絶版バイクFAN

定価【本体1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ／　雑誌：63813-04／ ISBN：978-4-7747-8704-6

定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63812-52 ／ ISBN：978-4-7747-8652-0

定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63811-75／ ISBN：978-4-7747-8575-2

定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63808-91／ ISBN：978-4-7747-8491-5

定価【本体 1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ　雑誌：63808-11／ ISBN：978-4-7747-8411-3

定価【本体1,200 円＋税】A4 判／平綴じ／144 ページ／　雑誌：63807-42 ／ ISBN：978-4-7747-8342-0

あの青春を再び 国産ハチマルラプソディ
インタビュー：原田維秀

日本のバイク浪漫「国産ナナハンメモリーズ」
インタビュー：くっきー（野性爆弾）

すべてが衝撃的だった「日本のミドルクラス進化論」
インタビュー：小峠英二（バイきんぐ）

リターンライダーに捧ぐ「今こそバイクを楽しもう。」
インタビュー：市原隼人

情熱・継続・前進・進化「再び青春到来」
インタビュー：ぐっさん

バイクはかけがえのない私たちのパートナー
インタビュー：千原ジュニア



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

2020年ブレイク必至のYouTuberが集まる本
クリエーターチャンネルTHE NEXT
定価【本体 907円＋税】　A4 判／平綴じ／96 ページ　雑誌：63813-60　ISBN：978-4-7747-8760-2

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！

ブレイク確実な
クリエーター大集合！

★巻末特集!アクティブすぎる双子クリエーターの挑戦！
TWINS／ツインズ
★《特撮 ポスター4枚》
すずしょうと×２／ノンストップラビット／ウマヅラビデオ

★令和ブレイク必至のクリエーター
ノンストップラビット／STスタジオ／ルーズリーフ
パパラピーズ／地獄寺紅蓮丸

★100万人達成記念　特別インタビュー！
きょんくま／ウマヅラビデオ

★巻頭大特集 2020年大注目のクリエーター

すずしょうと

オフィシャルファンブック
アバンティーズ x Fischer's
定価【本体 2,000 円＋税】　B5 判／平綴じ／96 ページ　雑誌：63806-71　ISBN：978-4-7747-8271-3

注文数

重版出来！アバンティーズとFischer's
の全員が揃った奇跡の1冊！
平積展開おすすめです！

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

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

注文数

クリエーターチャンネルVol.16
日本全国ウオタミ化計画!!  Fischer's表紙＆巻頭28ページ大特集！

定価【本体 907円＋税】雑誌：63813-16／ ISBN：978-4-7747-8716-9

注文数

クリエーターチャンネルVol.17
ヴァンゆんチャンネルが表紙・巻頭に初登場＆16ページ大特集！！
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