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◆実用書 健康書◆

医者が考案した

「長生きみそ汁」
小林弘幸・著

A5判 本体1,300円

978-4-7762-0995-9

80万部
突破!!



◆実用書 健康書◆

たった2週間で内臓脂肪が落ちる

高野豆腐ダイエット
土田隆・著

A5判 本体1,300円
978-4-7762-1033-7

1日1杯飲むだけダイエットやせる出汁
工藤孝文・著

A5判 本体1,300円
978-4-7762-1018-37

1日1分見るだけで目がよくなる

28のすごい写真
林田康隆・著

A4判変型 本体1,300円
978-4-7762-0944-7

眼科専門医が作った

貼るだけで目がよくなるすごい写真
林田康隆・著

A4判変型 本体1,300円
978-4-7762-1004-7



◆実用書 健康書◆

足の専門医が教える

100歳までスタスタ歩ける

足のつくり方
菊池守・著

A4判 本体1,300円
978-4-7762-1030-6

誰でも一瞬で字がうまくなる

大人のペン字練習帳

著・萩原季実子 A4判変型

本体1,000円 978-4-7762-0967-6

自分の名前がきれいに書ける！

萩原季実子の大人の美文字レッスン帳

著・萩原季実子 A4判変型 本体1,000円
978-4-7762-1037-5



　　

◆実用書 料理・レシピ本関連



　　

◆実用書 健康書◆



◆実用書 美容・ダイエット関連◆



◆自律神経ぬり絵・CDブック 健康書◆



◆実用書 健康書◆



◆実用書 タレント本 他◆



◆ビジネス書、人文書・新刊◆

100年後まで残したい

日本人のすごい名言

齋藤孝・著

46判 本体1,400円

978-4-7762-1051-1

死ぬほど読めて忘れない

高速読書

上岡正明・著

46判 本体1,400円

978-4-7762-1052-8



NHKEテレ
著者出演で

話題!

25万部
突破!

11万部
突破!

◆文芸書・人文・心理◆

今日が人生最後の日だと

思って生きなさい

小澤竹俊・著

新書サイズ 本体1,000円

978-4-7762-0895-2

生き方エッセイ

小澤竹俊著作

「死ぬとき幸福な人」に

共通する7つのこと

小澤竹俊・著

新書サイズ 本体1,100円

978-4-7762-1005-4

鈴木秀子著作

禅僧が教える

心がラクになる生き方

南直哉・著

新書サイズ 本体1,100円

978-4-7762-0957-7

あなたは、

あなたのままでいてください

鈴木秀子・著

新書サイズ 本体952円

978-4-7762-0789-4

「聖なるあきらめ」が

人を成熟させる

鈴木秀子・著

新書サイズ 本体1,000円

978-4-7762-0862-4

心配事がスッと

消える禅の習慣

松原正樹・著

新書サイズ 本体1,100円

978-4-7762-1012-2

5万部
突破!

帯リニューアル!



◆文芸書・人文・心理◆

辻井伸行シリーズ

発達障害の

ピアニストからの手紙

野田あすか 野田福徳・恭子・著

46判 本体1,700円

978-4-7762-0875-4

のぶカンタービレ！

辻井いつ子・著

46判 本体1,500円

978-4-7762-0508-1

脳科学者が選んだ

やさしい気持ちになりたい時に聞く

心がホッとするCDブック

中野信子・著 野田あすか・音楽

A5判変型 本体1,200円

978-4-7762-0917-1

今日の風、なに色？

辻井いつ子・著

46判 本体1,500円

978-4-7762-0109-0

親ばか力

辻井いつ子・著

46判 本体1,333円

978-4-7762-0593-7

今日の風、なに色？CDブック

辻井いつ子・著

A5判変型 本体1,500円

978-4-7762-0912-6

コミックエッセイ

野田あすかシリーズ

15万部
突破!

コミックエッセイ

犬が教えてくれたこと

三浦健太・原案 中野きゆ美・漫画

A5判 本体1,000円

978-4-7762-0795-5

コミックエッセイ

猫が教えてくれたこと

かばきみなこ・原作 みつき和美・漫画

A5判 本体1,000円

978-4-7762-0940-9



聞くだけで話す力が

どんどん身につく

英語サンドイッチ・メソッド

デイビッド・セイン ・著

A5判 本体1200円

978-4-7762-0820-4

聞くだけ！英語を話す力を

身につけるＣＤブック

デイビッド・セイン ・著

A5判 本体1,200円

978-4-7762-0885-3

◆語学書①◆

映画観るだけマスターシリーズ

『ローマの休日』を観るだけで

英語の基本が身につくＤＶＤブック

藤田英時・著 Ａ５判 本体1,500円

978-4-7762-0908-9

聞くだけ！中学3年間の英語が

おさらいできるＣＤブック

デイビッド・セイン ・著

A5判 本体1,680円

978-4-7762-0921-8

10万部
突破!

10万部
突破!

5万部
突破!

映画観るだけマスターシリーズ

『ふしぎの国のアリス』を観るだけで

英語の基本が身につくDVDブック
藤田英時・著 Ａ５判 本体1,500円

978-4-7762-0968-3

10万部
突破!

聞くだけですぐ使える！

60歳からの

英語サンドイッチメソッド
デイビッド・セイン ・著

A5判 本体1,300円

978-4-7762-0976-8

5万部
突破!

DVDブックシリーズ

英語サンドイッチメソッドシリーズ

並売用

販売台が

できました!



ビジネス英語の8割は

中学英語で通用する

デイビッド・セイン ・著

新書サイズ 本体1,000円

978-4-7762-0831-0

出社してから帰るまで

ネイティブに伝わるビジネス英語700

デイビッド・セイン ・著

新書サイズ 本体890円

978-4-7762-0637-8

勉強時間は取れませんが
誰にでもちゃんと伝わる
ビジネス英語を教えてください
デイビッド・セイン ・著
新書サイズソフト 本体890円+税
:978-4-7762-1016-0

10万部

突破!

爆笑! 英語コミックエッセイ

日本人のちょっとヘンな英語2
デイビッド・セイン・原案 中野きゆ美・漫画

A5判 本体1,000円

978-4-7762-0838-9

ネイティブに伝わる

ビジネス英語の書き方

デイビッド・セイン ・著

新書サイズ 本体952円

978-4-7762-0695-8

◆語学書 ②◆

爆笑! 英語コミックエッセイ

日本人のちょっとヘンな英語
デイビッド・セイン・原案 中野きゆ美・漫画

Ａ5判 本体1,000円

978-4-7762-0712-2

アスコム英語マスターシリーズ

聞くだけでＴＯＥＩＣＴＥＳＴの

スコアが上がるＣＤブック
濵﨑潤之輔・著

A5判 本体1,300円
978-4-7762-0924-9

ヘンな英語シリーズ

ビジネス英語シリーズ

ＴＯＥＩＣ

mini版 日本人のちょっとヘンな英語

デイビッド・セイン・原案 中野きゆ美・漫画

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0796-2



mini版 ネイティブが

使う英語使わない英語

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体619円

978-4-7762-0600-2

mini版 感動する英語！

元気がでる英語！
デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0727-6

mini版 たった1文からトコトン学べる

私の英語ノートを紹介します。
石原真弓・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0601-9

◆語学書 ③◆

mini版 会話がとぎれない

英語の雑談18のルール

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体680円

978-4-7762-0901-0

mini版 英会話の9割は

中学英語で通用する

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0748-1

mini版 ネイティブにちゃんと

伝わる英単語帳

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0761-0

mini版 もしも、ネイティブが

中学英語を教えたら

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体680円

978-4-7762-0928-7

3万部
突破!

mini版 １週間で英語が
どんどん話せるようになる
26のルール
上野陽子・著
文庫サイズ 本体680円
978-4-7762-0941-6

mini版 日本一簡単なやり直し

英語の教科書作ってみました。

山西治男・著

文庫サイズ 本体690円

978-4-7762-0978-2

mini版 「ごちそうさま」を

英語で言えますか？

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体680円

978-4-7762-0985-0

5万部
突破!

mini版シリーズ

アスコムガールカバーシリーズ

mini版 チャートでカンタンに覚えられる

ネイティブがよく使う動詞

デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体650円

978-4-7762-0814-3

mini版 ネイティブに

嫌われる英語
デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0694-1

mini版 ＮＨＫ英語でしゃべらナイト

英語で京都を案内できますか？
デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体752円

978-4-7762-0662-0

mini版 瞬間英作文ドリル
森沢 洋介・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0614-9

mini版 ネイティブスピーカー

にグッと近づく英語
デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0615-6

mini版 読むだけで英語が

楽しくなる本
デイビッド・セイン ・著

文庫サイズ 本体648円

978-4-7762-0653-8

18万部
突破!

5万部
突破!


