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※本叢書を書店でご注文の際は、
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書店ご担当者名

ご注文者のご氏名
注文日
TEL
FAX番号

書店様……番線印を押印の上、下記へFAXいただければ、速やかに処理いたします。

アトリエサード fax.03-5272-5038
tel.03-5272-5037 www.a-third.com

取次は、
ト・日・大阪・栗田・太洋・中央にて
承ります。

◎別冊TH ExtrART（エクストラート）〜新しいアートをレポート＆紹介していく、ちょっと異端派なヴィジュアルアート誌
file.09〜はかなき少女の、幻影に魅せられ
A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-232-4
●ダニー・ガリオテ、
玉村のどか、
松本潮里、
谷敦志、
七菜乃、
真木環、
「ニンフェットの森」
展、
合田佐和子、
菊地拓史、
宮川ひかるほか

file.04〜少女は、心の奥に、なに秘める
冊

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-196-9
●蚩尤、
Zihling、
谷敦志、
武井裕之、
村田兼一、
立島夕子、
蟬丸、
ソ―ワ
―カ、
Shin3.、
界賀邑里、
成田朱希、
「トリックオブジェの世界」
展 ほか

file.08〜幻想が見せる風景、語る物語

file.03〜闇照らす幻想に、いざなわれて

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-225-6
●ブランディ・ミルン、
菊地拓史×森馨、
玉川麻衣、
深瀬優子、
夜乃雛
月、
木村龍、
桃桃子、
一鬼のこ、
七菜乃、
岡本太郎現代芸術賞展 ほか

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-191-4
●花蟲、
武井裕之、
沙村広明、
森馨、
宮川あゆみ、
松村光秀、
甲秀樹、
村田タマ、
濱口真央、
中井結、
市場大介、
「TARO賞の作家II」
展ほか

冊

file.07〜宇宙と時の深淵に、思い馳せて

file.02〜日常を、少し揺さぶるイマージュ

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-220-1
●エレーヌ・ウスディン、
中村キク、
丹羽起史、
松島智里、
一紅、
牧田
恵実、
三条友美、
阪東佳代、
小林美佐子、
根橋洋一、
新田美佳 ほか

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-180-8
●田川春菜、
佐久間友香、
髙木智子、
井村隆×井村一巴、
ナタリー・
ショウ、
蒼月流×石舟煌、
土田圭介、
たま、
「人形偏愛主義」
展ほか

冊

file.06〜想いは死と終焉の、その先へ……

file.01〜身体をまるで、オブジェのように

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-211-9
●金サジ、
川上勉、
C7×平田澱、
三代目彫よし×須藤昌人、
山吉由利
子、
Kamerian.、
堀江ケニー、
中野緑、
井村一巴、
「美しき死体」
展 ほか

A5判・112頁・並装・1200円（税別）
・ISBN978-4-88375-175-4
●谷アツシ、
こやまけんいち、
七菜乃×Dollhouse Noah、
東學、
瀧弘子、
清水真理、
林美登利、
ARUTA SOUP、
兵頭喜貴×ぴんから体操ほか

冊

冊

冊

冊

冊

file.05〜オブジェの愉しみは、ひそやかに
A5判・112頁・並装・1200円
（税別）
・ISBN978-4-88375-204-1
●冨田伊織、
大槻香奈、
吉成行夫、
長谷川友美、
望月柚花、
マンタ
ム、
吉川敏夫、
キジメッカ、
横田沙夜、
アンブラス城訪問記 ほか

冊

◎トーキングヘッズ叢書（TH Seires）〜アート・文学・映画・ダンスなどさまざまなカルチャーシーンをオルタナティヴな視点から紹介・評論する季刊誌
No.67 異・耽美〜トラウマティック・ヴィジョンズ
A5判・240頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-234-8
●トラウマを植え付けるほどの強度を持つ「異・耽美」＝「異端・
美」を特集。対談・沙村広明×森馨、インタビュー［林良文、劇団態
変・金滿里、舞踏家ケンマイ］、図版構成［森馨、衣、真条彩華、安
蘭、夢島スイ、七菜乃×GENk他］、写真物語・一鬼のこ、
『禁色』
と
その周辺、侘び寂び抜きの「和の耽美」、
「死と乙女」の系譜ほか。

No.63 少年美のメランコリア
冊

No.66 サーカスと見世物のファンタジア
A5判・208頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-230-0
●サーカス・見世物には光と影がつきまとう。われわれを惹き
つける、夢と禁忌の国を、道化などをキーワードに探っていこう。
「映画 少女椿」、道化的知性は復権するか、現代道化考、
らくだ・
ランカイ屋・オリンピック、見世物としての公開処刑、舞踏と見世
物考、
フランスのサーカス、奇異なるものへの憧憬ほか。

A5判・224頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-208-9
●短い期間の輝きでしかない少年の美には、その喪失の予感に
よって、
メランコリア＝憂鬱がつきまとう。図版＆紹介［七戸優・甲
秀樹・neychi・カネオヤサチコ・神宮字光・清水真理］、
「ベニスに
死す」
、
タルコフスキーの少年、
グレーデン男爵とタオルミナ、
ボー
イソプラノ、阿修羅像と
『少年愛の美学』
、維新派「透視図」ほか。

冊

No.62 大正耽美〜激動の時代に花開いたもの
冊

A5判・240頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-201-0
●好景気に米騒動、関東大震災…激動の大正時代を、耽美を切
り口に俯瞰する。図版構成［橘小夢、高畠華宵］、異国への憧憬/
谷川渥、大正の幻想映画、大正オカルトレジスタンス、鈴木清順・
大正浪漫三部作とパンタライの時代、岸田國士『古い玩具』を読
む、大正年表など。18回TARO賞・受賞作家インタビューなども。

No.65 食と酒のパラダイス！

No.61 レトロ未来派〜21世紀の歯車世代

A5判・224頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-222-5
●食と酒で愉しむアート＆フィクション！ 現代海外アーティストに
よる食をモチーフにした一風変わった作品を数多くピックアップ
した他、日本画家・服部桜子などを紹介。また、フィクションに登
場する奇妙な食や酒の光景を解題＆紹介。料理研究家・上田淳
子インタビューもあり。他に国際人形展「Fusion Doll」
レポ等も。

A5判・232頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-193-8
●スチームパンクの本質を解題しつつ、
アナクロな未来を幻視す
る。小説・映画等の厳選40作品を紹介した岡和田晃・編「エッジ
の利いたスチームパンク・ガイド」
、二階健ディレクション
「STEAM
BLOOD」展、造形作家・赤松和光、歯車・オートマタ・西部劇映画、
日本のアニメにおけるスチームパンク表現の特質など満載。

冊

No.64 ヒトガタ／オブジェの修辞学

No.60 制服イズム〜禁断の美学

A5判・224頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-216-4
●ヒトガタとオブジェのはざまには、われわれを惹き付けてや
まない何らかの磁力が満ちている…。対談・三浦悦子×吉田良、
映画「さようなら」〜石黒浩教授インタビュー、綾乃テン インタ
ビュー、図版＆紹介［上原浩子・清水真理・菊地拓史・森馨・伽井
丹彌人形展・七菜乃ほか］
、生人形の系譜、
ゴーレム伝説ほか。

A5判・240頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-181-5
●「座談会・学校制服のリアルとその魅力」森伸之×西田藍×りか
こ×武井裕之、小林美佐子～制服は社会に着せられた役割、村
田タマ～少女に還るためにセーラー服を着る、すちうる～小学生
にも化けるセルフポートレイト、現代の制服ヒーロー・ヒロインた
ち、小磯良平が描いた松蔭の制服など満載。
ヨコトリレポも。

冊

冊

冊

冊
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◎トーキングヘッズ叢書（TH Seires）（続き）
No.59 ストレンジ・ペット〜奇妙なおともだち
A5判・224頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-178-5
●虫などとの共生を描く西塚em、新田美佳や架空の動物を木彫
で作る石塚隆則、奇妙な生き物「ぬらりんぼ」を大量増殖させてい
るHiro Ring、イヂチアキコ、蟬丸などからSMの女王様まで、さま
ざまな「ペット」的存在を愛でてみよう。
ヨコハマトリエンナーレ
2014直前インタビュー、やなぎみわ×唐ゼミ☆合同公演なども。

No.51 魔術的イマジネーション〜超自然への幻想
A5判・240頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-143-3

冊

A5判・224頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-138-9

冊

しるし

冊

冊

冊

冊

No.46 ひそやかな愛玩具〈コレクション〉〜秘密の世界の幻視者たち
A5判・224頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-126-6

●ひとりだけでこっそり楽しむ愉悦と偏愛の世界を探る。ロングインタ
ビュー／山本じん・ムットーニ、対談／菊地拓史×森馨、図版構成［桑
原弘明、甲秀樹、ネクロほか］、淺井カヨ、
ジョゼフ・コーネル、少女飼育
の三つの型、ある女教師の秘密、
「少女コレクション序説」など。連載／
ベルメール〜欲望と女体の解剖学1も。

冊

No.44 純潔という寓話〜処女性と穢れのメルヘン
冊

A5判・208頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-120-4

●聖母マリア、ルイス・キャロルから現代アーティスト、そして萌え文化
まで――処女性への幻想が生み出してきた想像力！妄想放談・沙村広
明×森馨、町野好昭の世界、富岡幸一郎氏に聞く、ジャンヌとジルと薔
薇物語、
たま、
花代、
村田兼一、
長谷川友美、
エイミー・ソル、
中村キク他。

冊

No.43 秘密のスクールデイス〜学校というフェティッシュ
A5判・224頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-116-7

冊

●閉ざされたユートピアでもある学校をめぐるイマジネーション。図
版構成［上田風子・谷神健二・甲秀樹・四条綾ほか］、インタビュー /制
服図鑑の森伸之/作家・新城カズマ、男性を学ぶ学校、児童プレイほ
か。小特集=追悼・大野一雄、秋吉巒の知られざる素顔なども。

冊

No.40 巫女系〜異界にいざなうヒメたち

No.52 コドモのココロ〜危ういイノセンス

●ねこぢるy（山野一）インタビュー、
ウィリアム・ロップインタビュー、図
版＆紹介［下田ひかり、大澤幸恵、たま、黒木こずゑほか］、対談・清水
真理×相馬俊樹、超幼形ファム・ファタールの世界、子どもの絵画表現
における認識の変化、キャロルの少女愛ほか。

No.47 人間モドキ〜半分人間の解剖学

●半分だけ動物、半分だけ機械。古来より夢想されてきたさまざまな
キメラを解題。図版構成［林美登利、辻大地、林アサコ、
カール・パーソ
ンほか］、女怪の伝説、JON（犬）の他、ヤン・シュヴァンクマイエルイン
タビュー、
ジャパニーズ・ロリータmeetsカトリック/清水真理など。

No.53 理想郷と地獄の空想学〜涅槃幻想の彼方へ

A5判・256頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-144-0

冊

A5判・224頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-130-3

No.54 病院という異空間

A5判・240頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-147-1
●超異端の建築家・梵寿綱インタビュー、
図版＆紹介
［西条美咲写
真集
「DOLL BRIDE」
、
マサミ・テラオカ、
ポール・デルヴォー、
大岩オ
スカール、
谷敦志、
武井裕之、
Shin3.等］
、
対談・清水真理×相馬俊
樹、
写真紀行・キリシタンの島に見た涅槃ほか。

冊

No.48 食とエロス

●食べること、
食べられることのエロス。
ピックアップインタビュー /照沼
ファリーザ・伊東明日香・西牧徹、talk/今道子×飯沢耕太郎、根橋洋一、
谷神健二、食用少女論、乳房への欲望と拒食の戦略、男を食べる危険
な女、虫喰いのエクスタシー、背徳的なグリム童話の食事他。
《連載》ベ
ルメール～欲望と女体の解剖学2も。

No.55 黒と白の輪舞曲（ロンド）〜モノクロ世界の愉悦

A5判・256頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-149-5
●トレヴァー・ブラウンインタビュー、
医療マニア誌
「カルテ通信」
元編集長インタビュー、
臼井静洋の医療サディズム、
英文学におけ
る狂人と精神病院、
ローマで出会ったヴァーチャル精神医療資料
館ほか。
会田誠インタビュー、
寺山修司没後30年なども。

●インタビュー［松永天馬（アーバンギャルド）、谷敦志、谷神健二、玉
野黄市、蜂鳥姉妹］、サーカス芸人を生きる、
ジョン・サンテリネロス、
ナ
タリー・ショウ、沙村広明×森馨展、サエボーグ、奇想の音楽、奇想の動
物誌、愉快スポット巡りなど。

A5判・224頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-133-4

しるし

A5判・256頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-153-2
●モノクロにこだわる！ モノクロで表現する作家を図版中心に
ピックアップ
［上園磨冬、
高松和樹、
村田兼一、
市場大介、
小川香
織、
香西文夫、
土田圭介、
中井結、
長尾紘子、
村澤美独、
山城有未、
妖、
横山路漫、
渡邊光也、
西牧徹、
ジャコメッリ他］
、
色彩を持たない
羊男、
舞踏写真ほか。
ヴェネツィア・ビエンナーレレポも。

冊

A5判・240頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-136-5

No.56 男の徴／女の徴〜しるしの狭間から見えてくること
A5判・240頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-159-4
●なぜ性別を越えようとするのか、なぜ性器をモチーフに作品を
作るのか―。増田ぴろよ、村田タマ、坂本美蘭、あやはべる、次世
代「男の娘」への提言、タイのレディボーイ事情、女性器アート、
ヴァギナ恐怖表現の歴史など、男女の「しるし」を掘り下げる。

●身体をパーツに分解して考えること、そこに感じられる偏愛…。図版
構成［大野公士、衣倆、清水真理、中村趫、酒井孝彦］、対談・須川まきこ
×片山真理、ベルメール、
アバカノヴィッチ、堀江ケニー、神話に於ける
トルソ、女性器幻想、脱ファルスとしての絶対領域、ストリップの身体、
19世紀バレエと脚フェティシズムほか。

No.49 キソウ／キテレツ系〜エキセントリックな非日常的ワンダーランド

No.57 和風ルネサンス〜日本当世浮世絵巻
A5判・256頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-165-5
●スーパーリアルな春画で観る者を挑発する空山基や、浮世絵
風の絵で消費社会と性を描いた寺岡政美のインタビュー、人形
作家・三浦悦子、
日本伝統技法から新しい表現に挑む若手・中堅
作家、野口哲哉展、大英博物館の「春画」展、
「切腹」の精神史、村
田兼一「鳴子姫」
、東北歌舞伎など
「和」に刺激される1冊。

冊

No.50 オブジェとしてのカラダ〜トルソと手と脚と頭と…

No.58 メルヘン〜愛らしさの裏側
A5判・224頁・並装・1389円（税別）
・ISBN978-4-88375-173-0
●たま、深瀬優子、長谷川友美など、メルヘンチックなのに一風
変わったスパイスを振りかけている作家や、村田兼一による写
真物語「長靴をはいた猫」、ペローとマザー・グース、
「黒い」マス
コット動物、Sound Horizonとハーメルンの笛吹き男、
ウクライナ
の超美女など、いろいろな側面からメルヘンの裏側を覗き見る。

●植島啓司インタビュー、魔術堂インタビュー、イタリア・オカルト・ラ
ビリンスツアー /清水真理、図版構成［二階健、飯沢耕太郎×村田兼一、
たま、
ヒョンギョン他］
、
魔術的芸術都市・京都入門、
魔術的レトリックとし
ての新約聖書、
近代オカルティズム覚書ほか。

A5判・208頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-107-5

冊

●巫女系――その不思議な魔力／霊力の魅力とは――対談・飯沢耕
太郎×相馬俊樹、対談・真珠子×あや野、柴田景子インタビュー、
「アマ
テラス、不可視の巫女」
「妹属性と霊力、
または現代の“イモの力”」
「キャ
リントンとバロの異界」、
「二次元世界の巫女的少女」、谷敦志ほか。

冊
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◎トーキングヘッズ叢書（TH Seires）（続き）
No.39 カタストロフィー〜セカイの終わりのワンダーランド

No.25 廃墟憂愁〜メランコリックな永遠。

A5判・208頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-104-4

●カタストロフィーを通して、セカイを考える。巻頭写真／堀江ケニー、
図版構成／元田久治・前田さつき・大島梢・池田学・市場大介、インタ
ビュー／ヨシダ・ヨシエ・高原英理、対談／飯沢耕太郎×相馬俊樹、ヤ
ノベケンジ論などのほか、二階健インタビューも収録。

No.37 特集・デカダンス〜呪われた現世を葬る耽美の楽園
A5判・192頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-097-9

●19世紀末に出現したデカダンスの特色を紐解きながら、現代にお
けるデカダンスに迫る！ TAIKI×写真：谷敦志、二階健、園子温インタ
ビュー、キジメッカインタビュー、対談：飯沢耕太郎×相馬俊樹など。

A5判・176頁・並装・1280円（税別）
・ISBN4-88375-073-6

冊

冊

冊

A5判・192頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-083-2

冊

冊

●無防備で恐れ知らずなパワーを持った“少女”たち！ 会田誠、毛皮族、
トレヴァー・ブラウン、黒田育世（インタビュー）
、ニブロール、珍しいキ
ノコ舞踊団、
「ひなぎく」などからその破壊力を探る！

冊

●現代美術最前線や上野千鶴子による作家・李昂論、藤井省三インタ
ビュー、台湾映画の「いま」と「これから」、台湾映画ロケ地めぐり、王力
宏＆陳昇のコンサートレポなど。

冊

No.18 身体★表現主義〜ゲルマニックな身体のリアル。
●超人的・ロボット的・グロテスク・消滅…ヴェルーシュカ、ピナ・バウ
シュ、サシャ・ヴァルツなど、
ドイツに生まれたの先鋭的な身体表現を
紹介。他にリーフェンシュタール、ベルメール等。

No.15 ホット・ブリット・グルーバーズ・エキシビション〜英国偏屈展覧会
A5判・224頁・並装・1300円（税別）
・ISBN4-88375-023-X

No.13 アン・ライス・ウィズ・ヴァンパイア・ジェネレーション

No.26 アヴァンギャルド1920

A5判・288頁・カバー装・1800円（税別）
・ISBN4-88375-002-7

A5判・224頁・並装・1429円（税別）
・ISBN4-88375-076-0
●未来派、
ダダ、キュビズムなど、20世紀初頭の前衛ムーヴメントを誌
上で追体験！
「笠井叡ニジンスキーを語る」、図版構成「アヴァンギャル
ド年代記」等。巻頭レビューは富崎NORI、三浦悦子など。

冊

No.20 中華モード〜非常有希望的上海台湾前衛芸術大饗宴

A5判・160頁・カバー装・1100円（税別）
・ISBN4-88375-032-9

●井桁裕子インタビュー、夢野久作と分身、多重人格探偵サイコ論、
ア
ルトーと相撲をとる私（前編）
、映画「エコール」小特集ほか。

◎TH ART Seires

No.21 少女×傍若無人

No.16 パリ－エトランジェ〜異邦人の、エネルギーと、孤独。

No.28 分身パラダイス

A5判・176頁・並装・1333円（税別）
・ISBN4-88375-078-7

冊

A5判・208頁・並装・1400円（税別）
・ISBN4-88375-044-2

No.29 特集・アウトサイダー

●アウトサイダー・アートなど障害と表現を考察。近藤良平インタ
ビュー等。第2特集：異端の画廊アートスペース美蕾樹23年の軌跡

●キュピキュピ、大野一雄、児嶋サコ、
トーストガール、ディバインなど、
服装の奇抜さで常識を打ち破る
「異装者」たち。

A5判・208頁・並装・1480円（税別）
・ISBN4-88375-051-5

No.31 拘禁遊戯〜エレガンスな束縛

A5判・208頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-079-5

A5判・144頁・並装・1200円（税別）
・ISBN4-88375-055-8

A5判・208頁・並装・1429円（税別）
・ISBN4-88375-053-1

A5判・208頁・並装・1429円（税別）
・ISBN978-4-88375-095-5

●拘束にまつわる文学・アートなどを一望。三島由紀夫などを撮った細
江英公のロングインタビュー、鳥肌実写真＆インタビュー、舞踏家・宮下
省死×縄師・有末剛のサド対談、ピンク・フロイド「ザ・ウォール」論など。

冊

No.22 特集・異装〜きしょかわいさのパラダイス！
残部僅少

No.36 胸ぺったん文化論序説

●弱さとネオテニー（幼形成熟）の表象としての「胸ぺったん」文化。図
版構成［イオネスコ・山本タカト・町野好昭等］、人形作家対談・埜亞×
森馨、
こやまけんいちインタビュー、谷崎潤一郎、ユイスマンスほか。

●廃墟は遠い過去や未来、そして広大な宇宙へと我々の意識を導く―
劇団第七病棟・石橋蓮司やクリエータ・作場知生、映画作家・中嶋莞爾
へのインタビュー、ベクシンスキー、ピラネージ等。

冊

No.12 ヴォルマン、
お前はなに者だ！

A5判・256頁・並製・1500円（税別）
・ISBN4-915125-94-7

冊

冊
冊
冊
冊

〜新しいイマジネーションを奏でるアートブック・シリーズ

◎2016年3月〜2016年9月の新刊

森馨 人形作品集「Ghost marriage〜冥婚〜」

978-4-88375-236-2／B5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●妖しい美しさと、
哀しいエロスを湛えた、
森馨の球体関節人形。
その蠱
惑的な肢体を写真家・吉成行夫が撮影した、
闇の色香ただよう写真集！

北見隆 作品集「本の国のアリス〜存在しない書物を求めて」

978-4-88375-223-5／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●本そのものが、
「アリス」
の物語の、
愉快な舞台〈ワンダーランド〉に！本の
形をした“ブックアート”を中心に、
不思議な物語に満ちた作品集！
！

◎人形・オブジェ写真集

2016.9.8
発売！
冊
2016.8.29
発売！
冊

菊地拓史オブジェ集「airDrip」

978-4-88375-229-4／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●
「夢と現の境を揺蕩う、
幻視の錬金術師」
―手塚眞。
菊地拓史が贈
るオブジェと言葉のブリコラージュ。
その世界を本で表現した一冊。

978-4-88375-217-1／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●映画「アリス・イン・ドリームランド」に提供した人形（田中流撮り下
ろし）や、吉成行夫撮影の吸血鬼シリーズなど満載の人形作品集。

冊

林美登利人形作品集「Dream Child」

978-4-88375-168-6／A5判・80頁・ハードカバー・税別2750円
●林美登利による異形の人形を田中流が撮影、それに小説家・
石神茉莉が異形の物語を添えた珠玉のコラボ作品集!

冊

森馨「眠れぬ森の処女(おとめ)たち」

冊

目羅健嗣「MELANO MUSEUM〜イタリニャ大公国、猫の名画コレクション」

978-4-88375-224-9／A5判・128頁・カバー装・税別2500円
●イタリニャ大公国・メラノ美術館が所蔵するレオナルド・ニャ・ヴィ
ンチ、ニャン・ゴッホ、俵屋猫達など猫の名画を一挙100点掲載！

清水真理「Wachtraum（ヴァハトラウム）〜白昼夢」

978-4-88375-108-2／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●聖なる狂気、深淵なる孤独、硝子の瞳が孕むエロス。独特のエ
ロスに満ちた、秘密の玉手箱のような球体関節人形写真集！

冊

蟬丸作品×higla写真「蟬丸源氏物語」
冊

978-4-88375-206-5／A5判・128頁・カバー装・税別2750円
●陶土で猫を作り続ける、造形作家・蟬丸。源氏物語全帖を、猫57体
によって表現し、鎌倉の自然などを背景に撮影した、美麗な写真集！

冊
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◎TH ART Seires

（続き）

TORICO他「不思議ノ国ノ」

◎話題書

駕籠真太郎「Panna Cotta」

978-4-88375-200-3／四六判・96頁・カバー装・税別1500円
●個展などへの描き下ろしを一挙収録した、初の本格的駕籠式美少
女画集！あま〜い少女に奇想をたっぷりまぶして…さぁ、
召し上がれ♪

冊

駕籠真太郎「女の子の頭の中はお菓子がいっぱい詰まっています」

978-4-88375-163-1／四六判・96頁・カバー装・税別1500円
●奇想漫画家・駕籠真太郎が描きためた、
猟奇的でありながらも皮
肉とユーモアにまぶされた美少女絵を集めた、
タブー破りの画集！
！

冊

冊

冊

冊

安蘭「BAROQUE PEARL〜バロック・パール」

冊

冊

冊

冊

冊

冊

978-4-88375-145-7／B5判・48頁・ハードカバー・税別2800円
●幼い頃感じ取っていた、
胸に潜む危うくも美しい光景――少女主
義的水彩画集の第3弾は、
大きめサイズで世界をより堪能できます！

冊

978-4-88375-092-4／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●見る者を不思議な迷宮に誘う、無垢でキュートでちょっと残酷
な秘密の世界。朝日新聞朝刊・読書面でサエキけんぞう氏絶賛！

冊

◎画集（異端系・エロス系）
978-4-88375-195-2／A5判・80頁・ハードカバー・税別2750円
●聖なる生贄に焦がれて調教される美しき奴隷―女性ならでは
の視点でエロスを描く、純粋かつ背徳的な絵と詩・小説のコラボ!

冊

978-4-88375-131-0／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●禁断の木の実を手にした罪深き少女たちのエロスの恍惚郷！
緻密なペン画や色鉛筆による着彩で描かれる過剰なる耽美世界！

冊

978-4-88375-183-0／B5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●だれもが幸福に自らのフェティッシュに溺れるユートピア。その
甘美な幻想を集約した、孤高の黒戯画家、西牧徹の禁断の画集!！

冊

978-4-88375-158-7／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●自主制作アニメで人気の花蟲。
愛らしい少女、
奇妙なクリーチャー
…かわいくシュールで、
少々グロテスクな世界を凝縮した初画集！
！

冊

978-4-88375-156-3／A5判・136頁・ハードカバー・税別2800円
●badaのカオス炸裂！
！過去作品から現在未来まで網羅した衝撃
のアナーキー画集!!「わっ何だ、
これは！
！」
―蛭子能収

冊

林良文「構造の原理」

こやまけんいち
「少女たちの憂鬱」

978-4-88375-096-2／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●痛みと遊ぶ少女たちを繊細に描く。女の子たちは完全すぎて、
傷つけないではいられない。
鋏で、
サクリと。
—西岡智
（西岡兄妹）

冊

市場大介「badaism」

根橋洋一「秘蜜の少女図鑑」

978-4-88375-154-9／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●原色に埋もれたイノセントでセクシュアルな少女たちのコレクショ
ン！少女への幻想に彩られた根橋洋一の世界を集約した処女画集！
！

978-4-88375-176-1／B5判・50頁・ハードカバー・税別2750円
●“私は 秘密を たくさん 飼っています”。
愛らしい少女たちをシニ
カルに味付けする人気画家 たま の画集第4弾! 折込ページ付！

花蟲「花蟲幻想」

町野好昭「La Perle（ラ・ペルル）―真珠―」

978-4-88375-132-7／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●中性的な少女の純化されたエロスを描き続けてきた孤高の画
家、町野好昭の幻想世界をよりすぐった待望の作品集！

冊

西牧徹 黒戯画集成「ロカイユの花粉」

須川まきこ
「melting～融解心情」

978-4-88375-137-2／A5判・112頁・ハードカバー・税別2800円
●欠けていることのエレガンスをセンシティブに描く須川まきこ
待望の画集！
〝まるで わたしは つくりものの 人形〟

978-4-88375-221-8／B5判・48頁・ハードカバー・税別2750円
●お姫様系、
エロちっく系、
食べ物系など、
たまならではのダーク
＆キュートな秘密の乙女の楽園がたっぷり！待望の画集第5弾！

古川沙織「ピピ嬢の冒険」

深瀬優子「Kingdom of Daydream〜午睡の王国」

978-4-88375-167-9／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●油彩とテンペラの混合技法などによりメルヘンチックで愛らし
く、でも少しシュールな作品を描き続けている深瀬優子の初画集！

◎たまの画集

古川沙織絵×佐伯香也子詩・小説「聖なる森の物語」

長谷川友美「The Longest Dream」

978-4-88375-198-3／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●自ら、絵に物語を添えた長谷川友美 初画集！ 夢の断片のよう
な、
ささやかな寓話が織りなす不思議で素朴な幻想世界。

冊

たま
「under the Rose 〜少女主義的水彩画集」

◎画集（少女系）
978-4-88375-213-3／A5判・72頁・ハードカバー・税別2750円
●哀しみや痛みなどを包み込み、いびつだからこそ心を灯す、安
蘭の“美”。耽美画家・安蘭の約10年の軌跡を集約した待望の画集！

978-4-88375-084-9／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●乙女チックでゴシックで、
ちょっぴりグロテスク。CGで緻密に描
かれた人形少女の作品集。御茶漬海苔・大槻ケンヂ推薦！
！

たま
「Lost Garden 〜少女主義的水彩画集III」

村田兼一「眠り姫～Another Tale of Princess」

978-4-88375-150-1／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●このうえなく高貴で、あまりにも淫ら――プリントに手着色とい
う独特の技法で生み出された、禁忌を超越したエロスの世界！
！

富﨑NORI「幻の箱で創られた少女」

たま
「Secret Mode 〜少女主義的水彩画集IV」

村田兼一「パンドラの鍵」

978-4-88375-166-2／B5判・48頁・ハードカバー・税別2800円
●禁忌のエロスを探求し続ける写真家・村田兼一が特殊モデル七
菜乃の無垢な心と身体を秘密の鍵で解放する―撮り下ろし写真集！

冊

たま
「Fallen Princess 〜少女主義的水彩画集V」

村田兼一「さかしまのリリス」

978-4-88375-199-0／B5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●七菜乃を撮影した村田兼一写真集第2弾！ 悪女のように惑わ
し、聖女のように慈しむ…光と闇が交錯するエロスの深淵！
！

978-4-88375-100-6／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●6人のアーティストの国に人形少女が迷い込むフシギな写真
物語集! 御茶漬海苔、富﨑NORI、SuGの武瑠などが参加。

冊

978-4-88375-119-8／A5判・96頁・ハードカバー・税別2800円
●禁断のフェティッシュ！
！ 70年代に単身でパリに渡り、独学で独
自の世界を切り拓いてきた異端の雄の集大成となる画集。

冊
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（続き）

「秘匿の残酷絵巻 臼井静洋・四馬孝・観世一則～風俗資料館 秘蔵画選集2」
978-4-88375-128-0／A5判変型・136頁・カバー装・税別2000円
●依頼主ひとりのために描かれた臼井静洋・四馬孝の残酷絵群
や、観世一則の責め絵を収録。特別寄稿＝室井亜砂二。

二階健「Murder Goose 〜マザーグース殺人事件」

冊

谷敦志「アンビバレンス」

◎暗黒メルヘン競作集

978-4-88375-148-8／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●ダークでカオティック、
フェティッシュでアヴァンギャルド、そし
て最高にスタイリッシュ！異型の写真家の処女写真集！
！

最合のぼる著×黒木こずゑ絵「羊歯小路奇譚」

西条美咲・山岸伸・双木昭夫「DOLL BRIDE」

978-4-88375-197-6／四六判・200頁・カバー装・税別2200円
●不思議な小路にある怪しい店、
そこに迷い込んだ者たちに振り
かかる奇妙な出来事…絵と写真に彩られた暗黒メルヘン物語。

冊

冊

最合のぼる文×Dollhouse Noah写真・人形「Shunkin～人形少女幻想」

978-4-88375-162-4／A5判変型・カバー装・税別2200円
●深い森の中にある音楽学校。その寮の管理人と、その寮にひと
り住む盲目の少女との禁断の物語。小説と写真との幻想的コラボ！

冊

冊

冊

二階健「Sleepwalker」

冊

冊

冊

冊

冊

◎作品集（一般系）
978-4-88375-194-5／A5判・80頁・ハードカバー・税別2750円
●マンガ家から画家、
プロレスラー、芸人など52人が、ひとりの女
性を描いた！豪華メンバーによる、前代未聞の肖像画見本市!!

冊

978-4-88375-179-2／B5判・64頁・カバー装・税別2500円
●SF、ホラー、幻想小説の装画などでおなじみのYOUCHAN。新作
オリジナルも数多く収録した、可愛くもワンダーに満ちた初画集！

冊

978-4-88375-177-8／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●女性アーティストたちの身体から、人魚、ネコ、夢魔、精霊などが
華麗に踊りだす――愛と生命を描くボディペインティング作品集！

冊

978-4-88375-174-7／A5判・64頁・ハードカバー・税別2750円
●ロンドンのストリートで才能を開花させた新しい世代のアー
ティスト、ARUTA SOUPのアナーキーなパワーみなぎる初画集!!

冊

◎その他

サム・チャップ他「ノド書～The Book of Nod」

冊

二階健「グリムの肖像〜Portraits of GRIMM」

978-4-88375-109-9／B5判・48頁・ハードカバー・税別2800円
●
〝悪夢を笑い飛ばせ！〟圧倒的なイマジネーションでグリム童話
７人の女性たちをモチーフに、
ダークに描き出した写真作品集！

978-4-88375-110-5／A5判変型・96頁・並装・税別1429円
●タコ滑り台などユニークな公園遊具をバックに
「黒色すみれ」
の
さちを撮影したお茶目でノスタルジックな写真集！マメ山田も登場。

ARUTA SOUP「THIRD EYE」

二階健「闇狩りアリスの大冒険〜Alice in Spookyland」

978-4-88375-118-1／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●ハートの０（ゼロ）…いったいどんな意味が隠されてるの？
スーパーナンセンス写真絵本。毒入りアリスを召し上がれ♥

冊

中林めぐみ「幻想生物女子図鑑」

二階健「Fantaspooky〜二階健作品集」

978-4-88375-125-9／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●FantasyをSpooky(毒）で味付けした、闇を照らす光の魔術書！
かつて見た事のない天使、悪魔、魔女、精霊、赤ずきん！

978-4-88375-139-6／A5判変型・96頁・カバー装・税別2200円
●澄んだ空気感の中で恍惚の果てへ導かれる―湖や廃墟で撮っ
た、
堀江ケニーならではの幻影的作品を集めた待望の写真集！

YOUCHAN「TURQUOISE（ターコイズ）
」

二階健「La Vie en Rouge ～赤に魅せられた女たち」

978-4-88375-142-6／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●血の伯爵夫人と呼ばれたエリザベート・バートリをめぐる無邪気
という狂気の物語！
「世界悪女物語～少女時代篇」
など3篇収録。

冊

「Kissy's portraits〜52人による“岸田尚”肖像画競作集」

二階健「6 Sixth〜超視覚の部屋」

978-4-88375-152-5／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●レントゲンを使った写真表現
「Roentgraphy〜皮下の彫刻」
の
ほか
「童話世界の遺品たち」
「二階健の驚異の部屋」
の3作を収録！
！

978-4-88375-124-2／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●純粋な黒髪の少女たちの架空の学校――「部活動」や「遠足」
などのシーンを撮影し、卒業アルバムを模した異色の写真集！

堀江ケニー「タコさっちゃん」

二階健「Dead Hours Museum」

978-4-88375-172-3／A5判変型・カバー装・税別2222円
●眠りへの階段に置かれたタイプライター。夢と現の狭間で打たれ
た能動的な溜息―人気クリエイター二階健の、言葉による夢想譚！

冊

堀江ケニー「恍惚の果てへ」

◎二階健作品集
978-4-88375-203-4／A4判・32頁・ハードカバー・税別2750円
●午前三時の美術館 入場料は赤い傘。中村里砂、街子、LYZ、結な
どを被写体に、
「STEAM BLOOD」などの写真作品5シリーズを収録。

978-4-88375-146-4／B5判・80頁・ハードカバー・税別3000円
●人形となった西条美咲が迷い込むさまざまな不思議の国。
イノ
センスとエロスとフェティッシュが香る異色の幻想的写真集！

冊

胡子「お嬢様学校少女部 卒業記念アルバム」

最合のぼる文×黒木こずゑ絵「真夜中の色彩～闇に漂う小さな死～」
978-4-88375-141-9／A5判変型・96頁・カバー装・税別2200円
●奇妙な物語の書き手と幻想的な少女絵画の描き手が互いに
触発されて完成された暗黒メルヘン競作集！かわいくも怖い。

冊

◎写真集（耽美系など）

「秋𠮷巒・四条綾  エロスと幻想のユートピア～風俗資料館 秘蔵画選集1」

978-4-88375-115-0／A5判変型・136頁・カバー装・税別2000円
●澁澤龍彦に賞賛された幻想画家・秋吉巒。正体不明の四条綾。
埋もれていた希有な2人の作家を発掘した秘蔵画集！

978-4-88375-103-7／A5判・64頁・ハードカバー・税別2800円
●マザーグースをモチーフに、頽廃的かつ耽美な世界を創り出
した、
ダークでファンタジックな写真作品集！
！

4-88375-039-6／A5判変型・144頁・ハードカバー・函入り・税別2800円
●暗黒の伝説を綴ったヴァンパイアの聖典。全頁にわたってイラ
ストが散りばめられたヴィジュアル・ノベル。解説・柳下毅一郎。

冊

うた

ドラード叢書1「サーカスの詩」
冊

978-4-88375-155-6／A5判・80頁・ハードカバー・税別2800円
●横田美晴、
満田博久、
ビンカシワなど53人のイマジネーションの競演！

冊
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◎TH Series ADVANCED

〜新たな知見を拓く評論・エッセイ集

高原英理「アルケミックな記憶」

978-4-88375-214-0／四六判・256頁・カバー装・税別2200円
●妖怪映画から足穂／折口文学の少年愛美学、
中井英夫・澁澤龍彥
らの思い出まで、
文学的ゴシックの旗手による、
錬金術的エッセイ集！

飯沢耕太郎×相馬俊樹「異界の論理～写真とカタストロフィー」

冊

小林美恵子「中国語圏映画、
この10年」

978-4-88375-192-1／四六判・224頁・カバー装・税別1800円
●娯楽映画からドキュメンタリーまで、
熱烈ウォッチャーが観て感
じた100本。
中国語圏映画の10年を俯瞰した貴重な批評集！

冊

冊

冊

978-4-88375-112-9／四六判変型・288頁・カバー装・税別1500円
●ここに写真表現の“いま”がある！この1年の展評などを1冊に集
約した超保存版クロニクル。百花繚乱の表現を一望できる！

冊

978-4-88375-113-6／四六判・192頁・カバー装・税別2000円
●ハードでディープな、
極限まで突き進んだラジカルな作品群を
解題、
その源流としての古典ヌードもエロスの見地から読み解く。

冊

相馬俊樹「禁断異系の美術館1 エロスの畸形学」

冊

相馬俊樹「テリブル・ダークネス〜カルトアートの恐怖の回廊」

978-4-88375-157-0／四六判・128頁・カバー装・税別1800円
●恐怖の遺産を再生する海外のカルト的作家11人を多数の図版と
ともに紹介! また、
先達の作品の恐怖と逸楽の情景を解き明かす。

冊

相馬俊樹「禁断異系の美術館3 エロスのハードコア」

「種村季弘と美術のラビリントス～イメージの迷宮へようこそ」
978-4-88375-117-4／A5判変型・160頁・カバー装・税別1800円
●グロテスク、
エロティシズム、
悪魔、
世紀末、
人形…種村の単行本
未収録の美術評論６編収録。
写真や資料、
ご子息との対談等も。

978-4-88375-123-5／四六判変型・336頁・カバー装・税別1500円
●これは、写真を巡る時代状況のドキュメント！ 広く深い視点で、
写真をキーに「今」
という時代を鋭く切る超保存版クロニクル。

飯沢耕太郎「これが写真だ！クロニクル2009」

岡和田晃「『世界内戦』とわずかな希望〜伊藤計劃・SF・現代文学」

978-4-88375-161-7／四六判・320頁・カバー装・税別2800円
●第5回日本SF評論賞優秀賞を受賞した期待の論客が、
さまざま
な雑誌等に発表してきた評論を1冊に集約！ 次代の文学論集！

冊

飯沢耕太郎「これが写真だ！2 クロニクル2010」

樋口ヒロユキ「真夜中の博物館〜美と幻想のヴンダーカンマー」

978-4-88375-170-9／四六判・320頁・カバー装・税別2500円
●ジャンルの枠を取り払い、
種々雑多な作品群を併置して眺めた、
現代美術から文学、
サブカルまで、
奇妙で不思議な評論集！

978-4-88375-127-3／四六判・192頁・カバー装・税別1800円
●危険な想像力にあふれ、常識を揺さぶるアーティストたちの
シャーマン的資質とは！
「異界の論理」を探るアート論対談。

978-4-88375-101-3／四六判・192頁・カバー装・税別2000円
●澁澤龍彦や種村季弘らが切り開いてきた異端芸術の“いま”。
さ
まざまな性癖をアートに昇華する異系の作家たちを紹介！

冊

小林嵯峨「うめの砂草―舞踏の言葉」

冊

4-88375-075-2／四六判・128頁・カバー装・税別1500円
●土方巽から舞踏を受け継ぎ35年にわたり踊り続ける魔為姫
（ま
いひめ）
が、
舞踏の真髄を綴った珠玉の書。
秘蔵写真多数収録！
！

冊

相馬俊樹「エロス・エゾテリック〈新・禁断異系の美術館〉」

978-4-88375-134-1／A5判変型・136頁・カバー装・税別2000円
●エロスと神秘の結婚！エロティシズムや死のイメージを通して、
神
秘の領域へのアプローチを試みるアーティストたち。
カラー口絵あり。

◎TH COMIC Seires

冊

〜コミックの新潮流

eat「DARK ALICE」

978-4-88375-227-0／A5判・224頁・カバー装・税別1295円
●オレは、
アリス？ ――不死身のアリスとその仲間たちが繰り広げ
る残酷寓話
《Dark Aliceシリーズ》17編のほか、
「けんたい君」
など
短編3作品を収録した、
eat待望のコミックス！

ねこぢるy「おばけアパート（前編）」

冊

978-4-88375-160-0／A5判・232頁・カバー装・税別1400円
●不可解な住人たちと意味不明なおばけ。
カオスと化したアパー
トで、
おなじみにゃーこ、
にゃっ太が大迷走！デビュー30周年、
渾身
の描き下ろし！
！

冊

◎その他
「映画少女椿ガイドブック」

978-4-88375-228-7／B5判・96頁・並製・税別1800円
●丸尾末広・原作の映画「少女椿」のガイドブック。丸尾末広や
TORICO監督へのインタビュー、
乙一や樋口ヒロユキの寄稿、
スチ
ル写真、
全絵コンテ、
美術スケッチなどを収録した保存版！

「凛として、花として〜舞踊の前衛、邦千谷の世界」
冊

冊

ラ ダンス コントラステ 写真集「アール デュ タン」

徳岡正肇「アプリでボドゲ〜スマホやタブレットで遊ぶ卓上ゲーム」

978-4-88375-151-8／B6判・320頁・並製・税別1500円
●アプリ化された世界のおすすめ卓上ゲーム45本の特徴や遊び
方を丁寧に解説。
だから、
英語アプリでも楽々プレイ！購入に便利
なQRコード付。

978-4-88375-090-0／A5判・192頁・カヴァー装・税別2000円
●ナム・ジュン・パイク、
村山知義など様々な交流を持ち、
約100年
舞踊の最前線を走る邦千谷のすべて。

冊

978-4-88375-085-6／A4判・128頁・カヴァー装・税別2800円
●都会的なダンスカンパニー“ラ ダンス コントラステ”の舞台を池
上直哉が撮影した華麗なる写真集！
！

冊

ひびきみか エッセイ詩集「かがみのとびら」

4-88375-070-1／B6判変型・128頁・カヴァー装・税別1429円
●第ー線で活躍する舞踊家による、
瑞々しい詩と文と写真。

冊
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◎ナイトランド・クォータリー

〜ホラー＆ダーク・ファンタジー専門誌

ナイトランド・クォータリー vol.06 奇妙な味の物語

978-4-88375-237-9／A5判・160頁・並製・税別1700円
●ケン・リュウ、
ニール・ゲイマン、
ジョン・コリアなど翻訳7編や朝松
健の小説のほか、
高橋葉介インタビューなど。
特別増ページ。

ナイトランド・クォータリー新創刊準備号「幻獣」

冊

ナイトランド創刊号 ラヴクラフトを継ぐ者たち
冊

978-4-88375-185-3／A5判・128頁・並製・税別1700円

冊

冊

◎TH Literature Series

ナイトランド第5号 サイバーパンク・SF ／ホラー

978-4-88375-188-4／A5判・160頁・並製・税別1700円

ナイトランド第6号 ゾンビ！
冊

978-4-88375-189-1／A5判・160頁・並製・税別1700円

ナイトランド第7号 妖女

978-4-88375-190-7／A5判・160頁・並製・税別1700円

ナイトランド・クォータリー vol.01 吸血鬼変奏曲

978-4-88375-202-7／A5判・136頁・並製・税別1700円
●キム・ニューマン、
Ｅ・Ｆ・ベンスンなど翻訳8編、
朝松健など日本作
家3編を掲載した他、
エッセイやブックガイドで吸血鬼の魅惑に迫る。

978-4-88375-186-0／A5判・128頁・並製・税別1700円

978-4-88375-187-7／A5判・128頁・並製・税別1700円

ナイトランド・クォータリー vol.02 邪神魔境

978-4-88375-210-2／A5判・136頁・並製・税別1700円
●
〈クトゥルー神話〉
の領域を広げる作品たち。
ハワード、
ブライアン・
M・サモンズ、
ホジスンなど翻訳6編、
日本作家2編、
エッセイ等掲載。

ナイトランド第3号 異界への誘い
ナイトランド第4号 オカルト探偵

ナイトランド・クォータリー vol.03 愛しき幽霊（ゴースト）たち

978-4-88375-218-8／A5判・144頁・並製・税別1700円
●レ・ファニュ、
デイヴィッド・マレル、
ブラックウッドなど翻訳6編他、
朝松健、
橋本純など、
幽霊の恐怖を描いた物語！エッセイ等も多数。

978-4-88375-184-6／A5判・128頁・並製・税別1700円

ナイトランド第2号 ネクロノミコン異聞

ナイトランド・クォータリー vol.04 異邦・異境・異界

978-4-88375-223-2／A5判・144頁・並製・税別1700円
●異界に遭遇する物語。
ランズデール、
ホジスン、
ラヴクラフトなど
翻訳7編、
日本作品は朝松健と友成純一。
エッセイ等も豊富。

冊

◎《ナイトランド》バックナンバー

ナイトランド・クォータリー vol.05 闇の探索者たち

978-4-88375-231-7／A5判・144頁・並製・税別1700円
●オカルト探偵特集。
ニール・ゲイマン、
キム・ニューマン、
J.D.カー
ほか翻訳5編、
日本作品2編のほか、
菊地秀行インタビューも掲載。

978-4-88375-182-2／A5判・96頁・並製・税別1389円
●井上雅彦、
立原透耶、
石神茉莉、
間瀬純子による書下し短編の他、
ラヴ
クラフトの
「ダゴン」
を新訳＆カラーヴィジュアルの幻想絵巻として掲載!

残部僅少
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊

冊

〜文芸書

ウィリアム・ホープ・ホジスン
「異次元を覗く家」

◎ナイトランド叢書（すべて四六判・カバー装）

Ｅ・Ｆ・ベンスン
「塔の中の部屋」

中野善夫ほか訳／978-4-88375-233-1／320頁・税別2400円
●怪談こそ、
英国紳士のたしなみ。
見た者は死ぬ双子の亡霊、
牧神の足
跡、
怪虫の群…。
古典ならではの味わいに満ちた名匠の怪奇傑作集。

冊

アリス＆クロード・アスキュー「エイルマー・ヴァンスの心霊事件簿」
田村美佐子訳／978-4-88375-219-5／240頁・税別2200円
●ホームズの時代に登場した幻の心霊探偵小説！弁護士が瑠璃
色の瞳で霊を見るヴァンスとともに怪奇な事件を追うことに……。

冊

冊

夏来健次訳／978-4-88375-207-2／240頁・税別2200円
●航海のあいだ、
絶え間なくつきまとう幻の船影。
夜の甲板で乗員を
襲う見えない怪異。
底知れぬ海の恐怖を描く怪奇小説、
本邦初訳！

冊

◎その他の文芸書

橋本純「百鬼夢幻〜河鍋暁斎 妖怪日誌」

978-4-88375-205-8／四六判・256頁・カバー装・税別2000円
●“江戸が、
おれの世界が、
またひとつ行っちまう！”―異能の絵師・河
鍋暁斎と妖怪たちとの奇妙な交流と冒険を描いた、
幻想時代小説！

冊

ウィリアム・ホープ・ホジスン「〈グレン・キャリグ号〉のボート」
野村芳夫訳／978-4-88375-226-3／192頁・税別2100円
●救命ボートが漂着したのは、
怪物ひしめく魔境。
生きて還るた
め、
海の男たちは闘う――。
《ボーダーランド三部作》ついに完訳！

ウィリアム・ホープ・ホジスン
「幽霊海賊」

→5枚目
「暗黒メルヘン競作集」の項目参照

ロバート・E・ハワード「失われた者たちの谷〜ハワード怪奇傑作集」

中村融訳／978-4-88375-209-6／288頁・税別2300円
●ホラー、
ヒロイック・ファンタシーから、
ウェスタン、
SF、
歴史、
ボクシ
ングまで、
ハワード研究の第一人者が厳選して贈る怪奇と冒険8篇！

冊

最合のぼる著×黒木こずゑ絵「羊歯小路奇譚」

ブラム・ストーカー「七つ星の宝石」

森沢くみ子訳／978-4-88375-212-6／352頁・税別2500円
●
『吸血鬼ドラキュラ』
の作者による幻の怪奇巨篇。
エジプト学研究
者の謎めいた負傷と昏睡。
奇怪な手記…。
女王復活の時は迫る。

荒俣宏訳／978-4-88375-215-7／256頁・税別2200円
●異次元から侵入する怪物たちとの闘争と、
太陽さえもが死を迎
える世界の終末……。
訳者・荒俣宏による書き下ろしあとがき付。

冊

冊

