アトリエサードの本
既刊書案内

＊PDFでご覧の場合、赤文字のURLをクリックすると、
ブラウザで該当の詳細ページが表示されます。
（環境によります）

キム・ニューマン
《ドラキュラ紀元》シリーズ
評判録
https://atelierthird.themedia.jp/

アトリエサード
最新情報や内容見本などは、HPをご覧ください！→ http://www.a-third.com/
tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005
※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は、
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）
」
とご指定ください。

アトリエサード HP AMAZON（書苑新社発売の本）
http://www.a-third.com/ https://amzn.to/2G54zED

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005
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※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

〜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
https://athird.cart.fc2.com/ca2/348/p-r2-s/

◉ 村田兼一の本

宵待姫 十三夜
著者

著者
3200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-469-4

●村田兼一の原点、禁断の手彩色写真集！ エロスとタナトス
が交錯する13の秘密の夜。自身が見た夢などを添えた濃密な
魔術的世界。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/302/p-r-s/

◉ 村田兼一の本

女神の棲家
著者

3200 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/263/p-r-s/

ISBN 978-4-88375-416-8

◉ 村田兼一の本

月の魔法

http://athird.cart.fc2.com/ca2/246/p-r-s/

ISBN 978-4-88375-354-3

◉ 村田兼一の本

天使集

http://athird.cart.fc2.com/ca2/193/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-328-4

◉ 村田兼一の本

少女観音
品切れ
3200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-259-1

●幼少の頃から仏像に魅了されていた村田が長年温めていた
テーマが、ついに写真集に！ モデルの慈愛のオーラが魅惑的
な一冊！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/93/p-r2-s/

◉ 村田兼一の本

パンドラの鍵
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/292/p-r-s/

ISBN 978-4-88375-166-2

◉ 北見隆の本

北見隆装幀画集 書物の幻影
北見隆

B5判・96ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca3/126/p-r2-s/

◉ 駕籠真太郎の本

駕籠真太郎

46判・96ページ

1500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-200-3

●個展などへの描下しを一挙収録した、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♪／電子書籍版も配信中！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/91/p-r2-s/

◉ 駕籠真太郎の本

品切れ

駕籠真太郎

46判・96ページ

1500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-163-1

●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！／紙版は品切れですが、電子書籍版配信中！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/347/p-r-s/

著者

◉ 杉本一文の本

ISBN 978-4-88375-468-7

●横溝正史といえば、杉本一文。数多く手がけてきた装画作
品の中から、横溝作品を中心に約160点を精選！横溝正史 生
誕120年記念 新装版。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/217/p-r-s/

◉ 杉本一文の本

ISBN 978-4-88375-398-7

●赤川次郎、恩田陸、中島らも、津原泰水…あのワクワク
は、この絵とともにあった！ 40年の装幀画業から、約400点
を収録した決定版画集！

杉本一文

A5判・128ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-286-7

●幻想とエロスの桃源郷――杉本一文のもうひとつの顔、銅
版画の代表作を装画作品から蔵書票まで約200点収録!
http://athird.cart.fc2.com/ca2/213/p-r7-s/

◉ 谷敦志の本

Flowers and Nudes
著者

3200 円（税別）

杉本一文

A4判・128ページ 3200 円（税別）

著者
2800 円（税別）

●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！

著者

●奇想漫画家・駕籠真太郎、初の本格的画集！ 猟奇的だけど
可愛らしく、アブノーマルだけどユーモラスな、不謹慎すぎ
るアートワークの全貌！

杉本一文銅版画集

村田兼一

B5判・48ページ

ISBN 978-4-88375-403-8

杉本一文『装』画集［新装版］〜横溝正史ほか、装画作品集成

村田兼一

B5判・96ページ

◉ 駕籠真太郎の本

駕籠真太郎

A4判・128ページ 3200 円（税別）

著者
3200 円（税別）

●天使というタナトスの闇に浮かぶ、エロスの残像。天使や
人鳥を受難の女性を見守る死の影として配置した村田ならで
はの禁断の世界。

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/299/p-r-s/

女の子の頭の中はお菓子がいっぱい詰まっています

村田兼一

B5判・96ページ

ISBN 978-4-88375-235-5

●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！！

著者
3200 円（税別）

●禁忌を解く魔法――月乃ルナをモデルに生み出された、マ
ジカルで濃密なエロスに満ちたおとぎの世界。

著者

2750 円（税別）

駕籠真太郎画集 Panna cotta

村田兼一

B5判・96ページ

北見隆

A5判・64ページ

著者

●古の女神を現代の少女に重ね合わる――魔術的なエロスや
タナトスと、御伽のような叙情性が混交する村田兼一写真
集、第7弾！

著者

◉ 北見隆の本

駕籠真太郎画集 死詩累々

村田兼一

B5判・96ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca2/168/p-r7-s/

本の国のアリス

村田兼一

B5判・96ページ

2022年6月

谷 敦志

A4判・64ページ

3800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-284-3

●透き通るような静けさをまとう、ヌードと花。進化し続け
る孤高のアーティストの「今」が詰まった、最新写真集！ A4
サイズの豪華版！

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005
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〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca2/212/p-r7-s/

◉ 谷敦志の本

D. P Collage Series
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/1/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-283-6

◉ 谷敦志の本

アンビバレンス
2800 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/55/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-148-8

◉ 写真集

お嬢様学校少女部 卒業記念アルバム
胡子

A5判・64ページ

ISBN 978-4-88375-124-2

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/75/p-r2-s/

◉ 写真集

DOLL BRIDE
著者

3000 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/296/p-r-s/

ISBN 978-4-88375-146-4

◉ 写真集

Undine―ウンディーネ

http://athird.cart.fc2.com/ca2/325/p-r-s/

◉ 写真集

肌に降る七星
珠かな子

◉ 写真集

タコさっちゃん〜少女幻影写真集・昭和的公園遊具編
堀江ケニー

A5変型判・96ペー 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-110-5

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/233/p-r-s/

◉ 写真集

2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-446-5

◉ 写真集

いまは、まだ見えない彗星

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-308-6

●少女よ あなたは 世界を変える――少女の無垢と欲望を、イ
ンパクトあるヴィジュアルで表現してきた美島菊名、初の写
真作品集！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/335/p-r-s/

◉ たまの本

たま

B5判・64ページ

2700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-451-9

●深く落ちた記憶の欠片、透明な絵の具で彩って、5つに束ね
て留めました。記憶の底にある、可愛らしくも不気味な楽園
にようこそ！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/267/p-r-s/

◉ たまの本

たま

B5判・52ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-357-4

●ダーク＆キュートなたまの少女画集第6弾！ 切り取って楽
しめる「折り込み塗り絵」や中野クニヒコによる立体作品も
収録！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/155/p-r2-s/

◉ たまの本

Fallen Princess〜少女主義的水彩画集V

珠かな子

著者
2700 円（税別）

美島菊名

B5判・64ページ

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/275/p-r-s/

B5判・64ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca2/41/p1-r2-s/

Calling〜少女主義的水彩画集VI

●「日差しを浴びてその肌は、小さな星屑がスパークするか
のようにきらめいていた」――珠かな子が、七菜乃の原初の
力と「蜜」を写す！

著者

●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！

著者
ISBN 978-4-88375-410-6

●水面にゆらぐ裸体――時間と空間の旅を続ける写真家が世
界7都市で捉えた水の表層の鮮やかさの瞬間。タイナカジュン
ペイ初の写真集！

B5判・80ページ

ISBN 978-4-88375-139-6

Deep Memories〜少女主義的水彩画集VII

タイナカジュンペイ

A4変型判・32ペー 2000 円（税別）

著者

◉ 写真集

堀江ケニー

A5変型判・96ペー 2200 円（税別）

著者

●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！

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/68/p-r2-s/

ＨＯＰＥ

西条美咲・山岸伸・双木昭夫

B5判・80ページ

ISBN 978-4-88375-298-0

●トレヴァー描く、かわいくてシニカルな少女に七菜乃が扮
した〝トレコス〟全作品！ トレヴァーの原画はもちろん、メ
イキング写真も収録！

著者
2800 円（税別）

◉ 写真集

トレヴァー・ブラウン×七菜乃

B5変判・80ページ 2750 円（税別）

著者

●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！！

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/225/p-r-s/

恍惚の果てへ

谷敦志

A5判・64ページ

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者
3800 円（税別）

●妖しく溶け合う、肉体とオブジェ。異型の写真家・谷敦志
が、女体のコラージュによって生み出した極北の美の世界。
A4サイズの豪華版！

著者

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

トレコス

谷 敦志

A4判・64ページ

2022年6月

ISBN 978-4-88375-371-0

●私にとってセルフポートレートは、〝可愛さと強さの脅
迫〟だ。女の子は強くなれる、そう願っている――珠かな
子、待望の写真集！

たま

B5判・48ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-221-8

●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！

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005
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〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca2/102/p-r2-s/

◉ たまの本

Secret Mode〜少女主義的水彩画集IV
著者

たま

B5判・50ページ

ISBN 978-4-88375-176-1

●“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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/74/p-r2-s/

◉ たまの本

Lost Garden〜少女主義的水彩画集III
著者

たま

B5判・48ページ

2800 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/27/p1-r2-s/

ISBN 978-4-88375-145-7

◉ たまの本

under the Rose〜少女主義的水彩画集
たま

A5判・64ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca2/186/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-092-4

◉ 幻想画集

同じ夢〜Same Dream〜
ISBN 978-4-88375-252-2

●闇に住まう人の、いびつな愛と、不穏な夢。奇妙で秘儀的
な心象風景が、観る者を夢幻の世界へ導く、椎木かなえの初
画集!!
http://athird.cart.fc2.com/ca2/268/p-r-s/

◉ 幻想画集

Eimiʼs anARTomy 102
著者

2750 円（税別）

◉ 幻想画集

La Perle−真珠−
著者

ISBN 978-4-88375-132-7

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/197/p-r7-s/

◉ 幻想画集

愛よりも奇妙〜Stranger than love
著者

森環

B5判・64ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca2/341/p-r-s/

2750 円（税別）

◉ 画集（少女系）

イヂチアキコ画集 Dignity
イヂチアキコ

A4判・48ページ

1500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-462-5

●日本画の手法により、現代に生きる少女の心性を寓意に
よって描き出してきたイヂチアキコ。画集『イルシオン』以
降の作品を集約！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/176/p-r7-s/

◉ 画集（少女系）

Ilusión〜イルシオン
イヂチアキコ

A4判・96ページ

2400 円（税別）

残部僅少
ISBN 978-4-88375-242-3

●日本画の技法で、現代少女の心情を繊細に描き出すイヂチ
アキコ。寓意に満ちたメランコリックな作品約90点を収録し
た初画集！！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/309/p-r-s/

◉ 画集（少女系）

九鬼匡規

A5判・64ページ

2000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-426-7

●このうえなく美しき妖怪たち――妖艶なるファム・ファ
タールから、愛らしい少女まで、怪異や妖怪を女性像で描
く、九鬼匡規の初画集!!
http://athird.cart.fc2.com/ca2/342/p-r-s/

◉ 画集（少女系）

久下じゅんこ他

A4判・80ページ

2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-463-2

●美しさ、艶やかさ、妖しさ…それぞれのスタイルで探究さ
れた現代美人画の数々。久下じゅんこ、樋口ひろ子、九鬼匡
規など8作家収録！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/30/p1-r2-s/

著者
2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-213-3

◉ 画集（少女系）

少女たちの憂鬱

町野好昭

A5判・64ページ

2750 円（税別）

●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！

著者
ISBN 978-4-88375-358-1

●“美の本質は肉体、肉体の本質は死”。名画などを巧みに組み
合わせて作り上げられた、解剖学的でシニカルな美の世界！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/62/p-r2-s/

安蘭

A5判・72ページ

楽園の美女たち Paradise Garden〜現代美人画集

スズキエイミ

B5判・64ページ

BAROQUE PEARL〜バロック・パール

著者
2750 円（税別）

◉ 画集（少女系）

あやしの繪姿

椎木かなえ

A5判・64ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca3/144/p-r2-s/

著者
2800 円（税別）

●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！

著者

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者

●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！

著者

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
2750 円（税別）

2022年6月

ISBN 978-4-88375-264-5

●なんて奇妙な、ワンダーランド！ 「ボローニャ国際絵本原
画展」入選など、不思議な世界観で人気の画家の幻想的な鉛
筆画集！

こやまけんいち

A5判・64ページ

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-096-2

●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）
http://athird.cart.fc2.com/ca2/66/p-r2-s/

◉ 画集（少女系）

melting〜融解心情
著者

須川まきこ

A5判・112ページ 2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-137-2

●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〟

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

TH ART Seires

4

〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca1/83/p-r1-s/

◉ 画集（少女系）

秘蜜の少女図鑑
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca3/124/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-154-9

◉ 画集（少女系）

The Longest Dream
2750 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca3/95/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-198-3

◉ 画集（少女系）

Kingdom of Daydream〜午睡の王国
深瀬優子

A5判・64ページ

ISBN 978-4-88375-167-9

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/101/p-r2-s/

◉ 画集（異端系・エロス系）

THIRD EYE
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/85/p-r1-s/

ISBN 978-4-88375-174-7

◉ 画集（異端系・エロス系）

badaism

http://athird.cart.fc2.com/ca3/109/p-r2-s/

◉ 画集（異端系・エロス系）

ロカイユの花粉
2750 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/87/p-r1-s/

ISBN 978-4-88375-183-9

◉ 画集（異端系・エロス系）

花蟲幻想

◉ 画集（異端系・エロス系）

聖なる森の物語
古川沙織・佐伯香也子

A5判・80ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-195-2

●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!
http://athird.cart.fc2.com/ca2/61/p-r2-s/

◉ 画集（異端系・エロス系）

古川沙織

A5判・64ページ

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-131-0

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/351/p-r-s/

暗黒メルヘン絵本シリーズ５

深瀬優子・最合のぼる

B5判・64ページ

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-158-7

●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！！

2255 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/336/p-r-s/

暗黒メルヘン絵本シリーズ4

◉ 最合のぼるの本

近刊
ISBN 978-4-88375-470-0
◉ 最合のぼるの本

甘い部屋
著者

須川まきこ・最合のぼる
2255 円（税別）

ISBN 978-4-88375-457-1

●「一寸法師」「鶴の恩返し」など、おなじみの童話を元に
生み出された、須川まきこと、最合のぼるによるヴィジュア
ル物語！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/311/p-r-s/

暗黒メルヘン絵本シリーズ3

◉ 最合のぼるの本

青いドレスの女
著者

鳥居椿・最合のぼる

B5判・64ページ

花蟲

A5判・64ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca3/121/p-r2-s/

B5判・64ページ

西牧徹

●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!！

著者

ISBN 978-4-88375-119-8

●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。

著者
ISBN 978-4-88375-156-3

●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

B5判・64ページ

2800 円（税別）

柔らかなビー玉

市場大介

A5判・136ページ 2800 円（税別）

著者

◉ 画集（異端系・エロス系）

林良文

A5判・96ページ

著者
2750 円（税別）

●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!!

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/50/p1-r2-s/

ピピ嬢の冒険

Aruta Soup

A5判・64ページ

ISBN 978-4-88375-240-9

●禁断のフェティッシュのその先へ―。観る者を心酔させる
濃密な鉛筆画50点とその想像力を小説で表現した迷宮的中編
「飛翔」を収録！

著者
2750 円（税別）

◉ 画集（異端系・エロス系）

林良文

A5判・128ページ 2750 円（税別）

著者

●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。

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/172/p-r7-s/

構造の原理

長谷川友美

A5判・64ページ

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者
2800 円（税別）

●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！！

著者

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

飛翔―ENVOL―

根橋洋一

A5判・64ページ

2022年6月

2255 円（税別）

ISBN 978-4-88375-427-4

●こんな美しい悪夢なら毎晩でも見たい――深澤翠／不穏な
空気感で少女を描く鳥居椿と、最合のぼるによるヴィジュア
ル物語！

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005
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〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca2/287/p-r-s/

暗黒メルヘン絵本シリーズ2

◉ 最合のぼるの本

夜間夢飛行
著者

2255 円（税別）

暗黒メルヘン絵本シリーズ１

◉ 最合のぼるの本

一本足の道化師
著者

2255 円（税別）

ISBN 978-4-88375-370-3

◉ 最合のぼるの本

オッド博士のマッド・コレクションズ
著者

最合のぼる・Dollhouse Noah

A5判・144ページ 2222 円（税別）

◉ 最合のぼるの本

羊歯小路奇譚
著者

ISBN 978-4-88375-197-6

◉ 最合のぼるの本

Shunkin〜人形少女幻想
著者

2200 円（税別）

◉ 最合のぼるの本

真夜中の色彩〜闇に漂う小さな死
著者

最合のぼる＋黒木こずゑ

A5変型判・96ペー 2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-141-9

◉ 人形・オブジェ

airDrip
著者

ISBN 978-4-88375-464-9

http://athird.cart.fc2.com/ca2/270/p-r-s/

◉ 人形・オブジェ

Wonderland
清水真理

B5判・64ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-364-2

●肉体と霊魂、 光と闇、 聖と俗…それらの狭間で息づく、人
形たちのワンダーランド。多彩な活躍を続ける清水の近年の
作品の魅力を凝縮！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/149/p-r2-s/

◉ 人形・オブジェ

清水真理

A5判・64ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-217-1

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/280/p-r-s/

◉ 人形・オブジェ

神宮字光

A5判・64ページ

2700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-378-9

●ビスクなどで作られた愛おしい人形達がさまざまなシチュ
エーションの中で遊ぶ、かわいくも、ときにシュールでミラ
クルな世界！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/288/p-r-s/

◉ 人形・オブジェ

箱庭のアリス
高田美苗

B5判・64ページ

2700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-393-2

●混合技法によるタブローから銅版画まで、少女をモチーフ
とした夢幻世界を描き続ける高田美苗の軌跡を集約した、待
望の作品集！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/328/p-r-s/

◉ 人形・オブジェ

Dolls in labyrinth〜田中流・人形写真館

菊地拓史

A5判・64ページ

2700 円（税別）

●ハルピンの束の間の栄華と、刹那的な享楽。球体関節人形
と人形オブジェで、歴史の陰翳の中に生きた者たちを描き出
した幻影の劇場！

著者

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/163/p-r2-s/

清水真理

B5判・64ページ

著者
ISBN 978-4-88375-162-4

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/70/p-r2-s/

◉ 人形・オブジェ

Cocon

最合のぼる＋Dollhouse Noah

A5変型判・128

http://athird.cart.fc2.com/ca2/345/p-r-s/

著者

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/90/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-245-4

Wachtraum（ヴァハトラウム）〜白昼夢

最合のぼる・黒木こずゑ

46判・200ページ 2200 円（税別）

3500 円（税別）

●ボックスアートから彫像的作品、球体関節人形、絵画など
まで、妖美で奇矯、かつ純真な世界を濃密に凝縮した、待望
の初作品集! !

著者
ISBN 978-4-88375-295-9

●美少女たちをめぐる、奇妙キテレツなフォトノベル「〜美
少女図鑑」の新装増補版。エロス＆耽美な写真に加え、黒木
こずゑの少女画を追加収録！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/123/p-r2-s/

◉ 人形・オブジェ

木村龍

B5判・96ページ

著者

●妖しい世界へいざなう、絵と写真によるヴィジュアル物
語！ アンデルセンなどの童話を元に生まれた《暗黒メルヘン
絵本シリーズ》第1弾！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/227/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca2/182/p-r7-s/

VITA NOVA〜革命の天使

黒木こずゑ・最合のぼる

B5判・64ページ

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者
ISBN 978-4-88375-392-5

●《暗黒メルヘン絵本シリーズ》第2弾は少女主義的水彩画
家・たまが登場！ 「残酷で愛らしい、手加減なしの毒入り絵
本です」―林美登利
http://athird.cart.fc2.com/ca2/274/p-r-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

光速ノスタルジア

たま・最合のぼる

B5判・64ページ

2022年6月

著者
2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-229-4

●「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。

田中流

A5判・112ページ 1636 円（税別）

ISBN 978-4-88375-449-6

●球体関節人形たちの夢の迷宮。可愛らしかったり妖しげ
だったり…田中流が、12人の人形作家の作品の魅力を写し出
した写真集。

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内
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〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca2/276/p-r-s/

◉ 人形・オブジェ

Dolls〜瞳の奥の静かな微笑み
著者

田中流

A5判・96ページ

ISBN 978-4-88375-373-4

●数多くの人形に接してきた写真家・田中流が、28人の人形
作家の作品を撮影し、現代の創作人形の潮流をも浮き彫りに
した写真集！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/247/p-r-s/

◉ 人形・オブジェ

錠前屋のルネはレジスタンスの仲間
著者

芳賀一洋
ISBN 978-4-88375-331-4

●パリの街並みや日本の昭和的風景などを精巧なミニチュア
で再現した驚異の作品群。その40作以上を郷愁あふれる写真
に収めた作品集。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/215/p-r7-s/

◉ 人形・オブジェ

Night Comers〜夜の子供たち
林美登利

A5判・96ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca3/96/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-288-1

◉ 人形・オブジェ

Dream Child
2750 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/244/p-r-s/

ISBN 978-4-88375-168-6

◉ 人形・オブジェ

蒼燈のばら

http://athird.cart.fc2.com/ca2/170/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-326-0

◉ 人形・オブジェ

Ghost marriage〜冥婚〜

http://athird.cart.fc2.com/ca2/40/p1-r2-s/

ISBN 978-4-88375-236-2

◉ 人形・オブジェ

眠れぬ森の処女たち

◉ 二階健の本

Dead Hours Museum
二階健

A4判・32ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-203-4

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/97/p-r2-s/

◉ 二階健の本

Sleepwalker
二階健

A5変型判・96ペー 2222 円（税別）

ISBN 978-4-88375-172-3

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca1/79/p-r1-s/

◉ 二階健の本

二階健

A5判・64ページ

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-152-5

●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！！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/71/p-r2-s/

◉ 二階健の本

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-142-6

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/56/p-r2-s/

◉ 二階健の本

二階健

A5判・64ページ

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-125-9

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/49/p1-r2-s/

著者
2800 円（税別）

二階健

A5判・64ページ

◉ 二階健の本

闇狩りアリスの大冒険

森馨

A5判・64ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca3/134/p-r2-s/

著者
2750 円（税別）

●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！

著者

ISBN 978-4-88375-265-2

Fantaspooky〜二階健作品集

森馨

B5判・64ページ

2750 円（税別）

●園子温推薦！ 多くの人の心に突き刺さっている、凄みのあ
る作品たち。20年の作家生活をここに総括。横4倍になる綴
じ込み2枚付！

著者
2750 円（税別）

●艶かしく息づく球体関節人形、幻想的な物語奏でるオブ
ジェ。ホシノの10年の歩みをまとめた待望の作品集！ 写真＝
吉田良、田中流

著者

与偶

A5判・68ページ

La Vie en Rouge〜赤に魅せられた女たち

ホシノリコ

B5判・64ページ

フルケロイド FULLKELOID DOLLS

著者

●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!

著者

◉ 人形・オブジェ

6 Sixth〜超視覚の部屋

林美登利

A5判・80ページ

http://athird.cart.fc2.com/ca2/201/p-r7-s/

著者
2750 円（税別）

●異形の子供たちは、夜をさまよう――「Dream Child」に続
く、人形・林美登利、写真・田中流、小説・石神茉莉のコラ
ボ、第2弾!

著者

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者

A5判・224ページ 2222 円（税別）

著者

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
2300 円（税別）

2022年6月

ISBN 978-4-88375-108-2

●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！

二階健

A5判・64ページ

2800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-118-1

●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♥

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

TH ART Seires

7

〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca2/39/p1-r2-s/

◉ 二階健の本

グリムの肖像〜Portraits of GRIMM
著者

二階健

B5判・48ページ

ISBN 978-4-88375-109-9

●〝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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/35/p1-r2-s/

◉ 二階健の本

Murder Goose〜マザーグース殺人事件
著者

二階健

A5判・64ページ

2800 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca2/307/p-r-s/

ISBN 978-4-88375-103-7

◉ 絵画

東學肌絵図鑑 DRESS CODE

http://athird.cart.fc2.com/ca2/105/p-r2-s/

TURQUOISE（ターコイズ）

ISBN 978-4-88375-420-5

●一夜限りで消えていく、墨絵師と女神たちの共犯作。180
名余りの女性の肌に筆を走らせ撮影した「肌絵ヌード」を1冊
にまとめた576頁の写真集！
◉ 絵画

監禁芸術 confinement art
ISBN 978-4-88375-419-9

●1日目、イヴ・サンローランに蟻を描いた。COVID-19の流
行で渡仏が延期になり、緊急事態宣言発令中の45日間、家に
こもって制作し続けた芸術の記録。

http://athird.cart.fc2.com/ca2/216/p-r7-s/

北田浩子

A5判・64ページ

2750 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca3/137/p-r2-s/

◉ 絵画

ISBN 978-4-88375-194-5

●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!!
◉ 絵画

幻の箱で創られた少女

http://athird.cart.fc2.com/ca2/209/p-r7-s/

中島祥子

A5判・64ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-084-9

●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！！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/104/p-r2-s/

◉ 絵画

幻想生物女子図鑑
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/200/p-r7-s/

北田浩子、中島祥子、目羅健
1800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-267-6

●宮地延江の童話に4人の猫画家が絵を添えた、三毛好きさん
に贈る、心温まる絵物語！ 各猫画家の三毛猫作品集も併録。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/314/p-r-s/

◉ ねこ

目羅健嗣・冬木洋子

A5判・64ページ

2000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-435-9

●愛らしかったり、ちょっとすねた感じだったり…人気猫絵
師・目羅健嗣の絵に作家・冬木洋子が幻想的な詩を添えた珠
玉の詩画集。
http://athird.cart.fc2.com/ca2/234/p-r-s/

著者
2750 円（税別）

宮地延江

A5判・64ページ

◉ ねこ

◉ ねこ

メラノ・フェルメーラＸ／35＋

中林めぐみ

A5判・64ページ

ISBN 978-4-88375-279-9

●すべての猫は妖精だ。妖精猫を描き続ける中島祥子の新画
集！ アルファベットシリーズ全作品に加え、BOTANICAL
FANTASYシリーズの新作も収録。

著者
2800 円（税別）

◉ ねこ

楽園のかけら〜ねこの詩画集

富崎NORI

A5判・64ページ

ISBN 978-4-88375-206-5

●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！

著者

著者

◉ ねこ

蝉丸

A5判・128ページ 2750 円（税別）

うつくし三毛

http://athird.cart.fc2.com/ca2/23/p1-r2-s/

ISBN 978-4-88375-290-4

●日本画の手法で描かれた、気品があり、愉快な猫のバレ
リーナたち。三毛猫バレエ団やトラ猫バレエ団など、ユニー
クな猫の画集です。

著者
2750 円（税別）

◉ ねこ

エトワール・ド・ミューズ

Kissy's portraits〜52人による“岸田尚”肖像画競作集
A5判・80ページ

ISBN 978-4-88375-179-2

●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！

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca3/120/p-r2-s/

2500 円（税別）

FAIRY CATS〜妖精猫・AからZまで

小川貴一郎

A5判・128ページ 2500 円（税別）

YOUCHAN

B5判・64ページ

著者

http://athird.cart.fc2.com/ca2/303/p-r-s/

◉ 絵画

蝉丸源氏物語

東學

A5判変型判・576 15000 円（税別）

著者

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者

●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！！

著者

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
2800 円（税別）

2022年6月

ISBN 978-4-88375-177-8

●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！

目羅健嗣

A4判・48ページ

1000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-310-9

●フェルメールの他、ルノワールやゴッホなど、皆が知る名
画の猫パロディ画集。世界の平和を守る5人のターバンの美少
女が集結！

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

TH ART Seires

8

〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca2/230/p-r-s/

◉ ねこ

メラノ・ジャパネスク
著者

目羅健嗣

A4判・48ページ

1000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-307-9

●俵屋猫達、尾形猫琳に、伊藤猫冲……？ 卓越した画力で本
物そっくりに描かれた、誰もが知る日本の名画の猫パロディ
画集です！！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/157/p-r2-s/

◉ ねこ

MELANO MUSEUM
著者

目羅健嗣

A5判・128ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-224-9

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/286/p-r-s/

◉ ねこ

ネコの日常・非日常
著者

森環

四六判・64ページ 2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-388-8

●ファッション大好き、読書も好きで…ほんとにネコって、
不思議！ そんなネコのくらしをのぞいてみた、かわいくて
ちょっぴり奇妙な画集！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/210/p-r7-s/

◉ ねこ

こねこねこのて
著者

ヨシオ ミドリ

A5判・64ページ

2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-280-5

●粘土をこねて作り出したネコやトリやペンギンたちが遊
ぶ、可愛くて元気いっぱいなワンダーランド！ ヨシオミドリ
の待望の作品集！
http://athird.cart.fc2.com/ca2/334/p-r-s/

◉ その他

人体デッサン男性ポーズ集 ディープシーン
著者

甲秀樹

B5判・160ページ 2700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-455-7

●ソロ、回転アングル、フェティッシュ、絡みなど裸体ポー
ズ写真を約500点収録。こんなディープシーンを描きたかっ
た！ 絵描きのバイブル！

2022年6月

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778
※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内

TH Literature Series

1

〜ホラー愛好者に贈るナイトランド叢書ほか、珠玉の文芸作品
http://athird.cart.fc2.com/ca9/339/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

ヴィリコニウム〜パステル都市の物語
著者

M・ジョン・ハリスン

46判・320ページ 2500 円（税別）

●〈錆の砂漠〉と、滅亡の美。レトロな戦闘機械と、騎士た
ち。スチームパンクの祖型とも評され、〈風の谷のナウシ
カ〉の系譜に連なるSF・幻想文学の先行作として知られる
ダークファンタジーの傑作！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/329/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

再着装（リスリーヴ）の記憶―〈エクリプス・フェイズ〉アンソロジー
著者

ケン・リュウ他

46判・384ページ 2700 円（税別）

◉ TH Literature Series

ダン・アダン・デリー〜妖精たちの輪舞曲（ロンド）
著者

ウォルター・デ・ラ・メア

46判・224ページ 2000 円（税別）

◉

ミッション：インプポッシブル
著者

マイケル・Ａ・スタックボール編

46判・320ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-261-4

●人気TRPG「トンネルズ＆トロールズ」の世界で繰り広げら
れる、剣と魔法と、ちょっとしたウィットに満ち満ちた、豪
快な7つの物語！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/173/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

翼のジェニー〜ウィルヘルム初期傑作選
著者

ケイト・ウィルヘルム

46判・256ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-241-6

●思春期を迎えた、翼のある少女の悩み事とは？ 傑作と名高
い表題作のほか8篇を厳選。ハードな世界設定と幻想が織りな
す名品集！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/319/p-r7-s/

◉ ナイトランド叢書4-2

妖精の到来〜コティングリー村の事件
著者

アーサー・コナン・ドイル

46判・192ページ 2000 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca9/297/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-440-3

●〈シャーロック・ホームズ〉のコナン・ドイルが、妖精の
実在を世に問う！20世紀初頭、2人の少女が写した〝妖精写
真〟の発端から証拠や証言、反響などをまとめたドキュメン
ト。妖精学の第一人者・井村君江による解説も収録。

◉ ナイトランド叢書4-1

魔術師の帝国《３ アヴェロワーニュ篇》
クラーク・アシュトン・スミス

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-409-0

●スミスはやっぱり〝異境美〟の作家だ――。跳梁跋扈する
さまざまな怪物と、それに対抗する魔法の数々。中世フラン
スを模したアヴェロワーニュ地方を舞台にした、絢爛華美な
幻想物語集！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/266/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書3-6

フラックスマン・ロウの心霊探究
Ｅ＆Ｈ・ヘロン

46判・272ページ 2300 円（税別）

ISBN 978-4-88375-361-1

●シャーロック・ホームズと同時期に着想され、オカルト探
偵ものの先駆けとなったシリーズ全12作を完全収録！ 超常現
象の謎を、自然の法則にのっとって解き明かす、フラックス
マン・ロウのみごとな手腕をご堪能あれ。
http://athird.cart.fc2.com/ca9/254/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書3-5

メドゥーサ
著者

ISBN 978-4-88375-443-4

●イギリスの児童文学・幻想文学の名手、ウォルター・デ・
ラ・メアが、妖精、魔女、夢などをモチーフに幻想味豊かな
詩を綴り、アメリカのイラストレータ、ドロシー・P・ラス
ロップが愛らしく想像力豊かな挿画を添えた、読者を夢幻の
世界へいざなう、夢見る大人の絵本！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/194/p-r2-s/

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者
ISBN 978-4-88375-450-2

●血湧き肉躍る大活劇、ファースト・コンタクトの衝撃……
未来における身体性を問う最新のSFが集結！ ケン・リュウら
英語圏の人気SF作家と多彩なジャンルの日本の作家たちが競
演する夢のアンソロジー！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/322/p-r2-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
ISBN 978-4-88375-460-1

2022年6月

E・H・ヴィシャック

46判・272ページ 2300 円（税別）

ISBN 978-4-88375-339-0

●悪夢の『宝島』か、幻覚の『白鯨』か？ コリン・ウィルソ
ンを驚嘆させた謎と寓意に満ちた幻の海洋奇譚が幻想文学史
の深き淵より、ついに姿を現す！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/252/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書3-4

紫の雲
著者

M・P・シール

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-336-9

●地上の動物は死に絶え、ひとり死を免れたアダムは、孤独
と闘いつつ世界中を旅する―異端の作家が狂熱を込めて物語
る、終焉と、新たな始まり。
http://athird.cart.fc2.com/ca9/241/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書3-3

ルクンドオ
著者

エドワード・ルーカス・ホワイト

46判・336ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-324-6

●見たままに綴られた悪夢、怪夢、残夢……自らの悪夢を書
き綴った比類なき作家ホワイトの、眩暈を誘う幻視に満ちた
10篇の物語！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/238/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書3-2

いにしえの魔術
著者

アルジャーノン・ブラックウッド

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-318-5

●旅人を捕えて放さぬ町の神秘を描き、乱歩を魅了した表題
作など、英国幻想文学の巨匠が誘う異界への旅。新訳と本邦
初訳作でおくる精選集。

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内

TH Literature Series

2

〜ホラー愛好者に贈るナイトランド叢書ほか、珠玉の文芸作品
http://athird.cart.fc2.com/ca9/226/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書3-1

見えるもの見えざるもの
著者

◉ ナイトランド叢書2-7

魔女王の血脈
著者

ISBN 978-4-88375-281-2

◉ ナイトランド叢書2-6

魔女を焼き殺せ！
著者

ISBN 978-4-88375-274-4

◉ ナイトランド叢書

ジョージおじさん〜十七人の奇怪な人々
著者

オーガスト・ダーレス

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-258-4

◉ ナイトランド叢書

魔術師の帝国《２ ハイパーボリア篇》
著者

クラーク・アシュトン・スミス

46判・272ページ 2300 円（税別）

ISBN 978-4-88375-256-0

●〈ベスト オブ スミス〉第2弾! ラヴクラフトやハワードと才
を競った、幻視の語り部の妖異なる世界。北のハイパーボリ
アへ、そして星の世界へ。
http://athird.cart.fc2.com/ca9/184/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

魔術師の帝国《１ ゾシーク篇》
著者

クラーク・アシュトン・スミス

46判・256ページ 2200 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca3/166/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

Ｅ・Ｆ・ベンスン

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-233-1

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/159/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

ISBN 978-4-88375-250-8

●スミス紹介の先鞭を切った編者が数多の怪奇と耽美の物語
から傑作中の傑作を精選し、ここに贈る、〈ベスト オブ C・
A・スミス〉第1弾!

ウィリアム・ホープ・ホジスン

46判・192ページ 2100 円（税別）

ISBN 978-4-88375-226-3

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/150/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

エイルマー・ヴァンスの心霊事件簿
著者

●ラヴクラフトの高弟にして、短篇小説の名手ダーレスの、
怖くて優しく、奇妙な物語の数々。少女を守る「ジョージお
じさん」の幽霊の話など。
http://athird.cart.fc2.com/ca9/190/p-r2-s/

●英国幻想文学の巨匠が描く、大自然の魔と、太古の神秘。
ラヴクラフトが称賛した彼の数多い作品から、表題作と本邦
初訳2中篇を精選！

著者

●連続変死事件の陰に潜むのは、夜歩く人形たちと――そし
て、魔女。稀代のストーリーテラーがホラーに挑んだ幻の傑
作!
http://athird.cart.fc2.com/ca9/191/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-243-0

〈グレン・キャリグ号〉のボート

A・メリット

46判・272ページ 2300 円（税別）

◉ ナイトランド叢書

アルジャーノン・ブラックウッド

46判・320ページ 2400 円（税別）

著者

●謎の青年の行く先には、必ず不審な死が――彼を追う医学
生はいつしか、古代エジプトの魔女王をめぐる闇深き謎の渦
中へ!
http://athird.cart.fc2.com/ca9/204/p-r2-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca9/174/p-r2-s/

塔の中の部屋

サックス・ローマー

46判・304ページ 2400 円（税別）

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者
ISBN 978-4-88375-300-0

●死者の声を聴く発明、雪山の獣人、都会の幽霊……多彩な
味わいでモダン・エイジの読者を魅了したベンスンが贈る怪
談12篇！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/208/p-r2-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

ウェンディゴ

E・F・ベンスン

46判・304ページ 2400 円（税別）

2022年6月

アリス＆クロード・アスキュー

46判・240ページ 2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-219-5

●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……。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/146/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

異次元を覗く家
著者

ウィリアム・ホープ・ホジスン

46判・256ページ 2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-215-7

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/143/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

七つ星の宝石
著者

ブラム・ストーカー

46判・352ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-212-6

●『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。

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内

TH Literature Series

3

〜ホラー愛好者に贈るナイトランド叢書ほか、珠玉の文芸作品
http://athird.cart.fc2.com/ca3/140/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書

失われた者たちの谷
著者

◉ ナイトランド叢書

幽霊海賊
著者

ウィリアム・ホープ・ホジスン

46判・240ページ 2200 円（税別）

品切れ

ISBN 978-4-88375-207-2

●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！《電子書籍版あり》
http://athird.cart.fc2.com/ca9/327/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書EX-5

《ドラキュラ紀元》われはドラキュラ――ジョニー・アルカード〈下〉
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca9/326/p-r2-s/

ISBN 978-4-88375-448-9
◉ ナイトランド叢書EX-4

《ドラキュラ紀元》われはドラキュラ――ジョニー・アルカード〈上〉
著者

キム・ニューマン

46判・384ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-447-2

●時は70年代、ドラキュラにより転化した少年、ジョニー
は、ヴァンパイア三人娘やコッポラやウォーホルらと相まみ
えながら、何を企むのか――。実在・架空の人物・事件が入
り乱れて展開する、《ドラキュラ紀元》シリーズ完全版第4
弾！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/313/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書EX-3

《ドラキュラ紀元一九五九》ドラキュラのチャチャチャ
著者

キム・ニューマン

46判・576ページ 3600 円（税別）

ISBN 978-4-88375-432-8

●ドラキュラの結婚式がおこなわれるローマに飛んだジャー
ナリスト、ケイトが遭遇したのは、長生者（エルダー）ばか
りを狙う謎の〝深紅の処刑人〟！ 本邦初訳の中編「アクエリ
アス─ドラキュラ紀元一九六八」を収録した完全版第三弾！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/243/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書EX-2

《ドラキュラ紀元一九一八》鮮血の撃墜王
著者

キム・ニューマン

46判・672ページ 3700 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca9/232/p-r2-s/

◉ ナイトランド叢書EX-1

キム・ニューマン

46判・576ページ 3600 円（税別）

ISBN 978-4-88375-311-6

●吸血鬼ドラキュラが君臨する大英帝国に、ヴァンパイアの
女だけを狙う切り裂き魔が出現した――。初訳付録も収録し
た完全版！ 実在・架空の人物・事件が入り乱れて展開する、
壮大な物語！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/332/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

ディア・アンビバレンス〜口髭と〈魔女〉と吊られた遺体
著者

SWERY（末弘秀孝）

46判・416ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-454-0

●魔女狩り。魔法の杖。牛乳配達車。繰り返される噂。消え
ない罪。イングランドの田舎町で発見された、少女の陰惨な
全裸死体。世界的ゲームディレクターSWERYによる初の本格
ミステリ！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/290/p-r2-s/

◉

［新版］皇居周回スポーツカー・レース

キム・ニューマン

46判・432ページ 2700 円（税別）

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者
ISBN 978-4-88375-209-6

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/138/p-r2-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

ドラキュラ紀元一八八八

ロバート・Ｅ・ハワード

46判・288ページ 2300 円（税別）

2022年6月

ISBN 978-4-88375-327-7

●イギリスを逃れ、ドイツ軍最高司令官となったドラキュ
ラ。その策謀を暴こうとする英諜報部員を迎え撃つ撃墜王。
初訳収録した完全版！

著者

高斎正

46判・144ページ 1000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-397-0

●東京のど真ん中でレースをおこない、日本は元気だという
ことを世界にアピールしよう――臨場感にあふれた自動車
レース小説！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/284/p-r2-s/

◉ TH Literature Series J-08

邪神帝国・完全版
著者

朝松健

46判・384ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-379-6

●クトゥルー神話をベースにカルトに支配された社会の恐怖
を描いた朝松健の代表作が、完全版として登場！差別や暴力
を肯定する〝闇〟が、〝光〟に見えている人間が増えている
時代に、〝闇〟の恐怖を暴いた――末國善己
http://athird.cart.fc2.com/ca9/271/p-r2-s/

◉ TH Literature Series J-07

蒼い琥珀と無限の迷宮
著者

石神茉莉

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-365-9

●美しすぎて身の毛もよだつ怪異たちの〝驚異の部屋〟へ、
ようこそ―。怪異がもたらす幻想の恍惚境。《玩具館綺譚》
シリーズなどで人気の石神茉莉ならではの魅力が凝縮され
た、待望の作品集！ 各収録作へのコメント付
http://athird.cart.fc2.com/ca9/260/p-r2-s/

◉

花魁猫―白雪太夫物語―
著者

せきかず

46判・160ページ 1800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-351-2

●“女は、置かれた所で咲くものなんだ。さあ、この吉原でき
れいに咲いて見せてご覧。”猫を愛する世界的ジュエリーデザ
イナーが描く絢爛豪華な「猫」の花魁物語

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内

TH Literature Series

4

〜ホラー愛好者に贈るナイトランド叢書ほか、珠玉の文芸作品
http://athird.cart.fc2.com/ca9/257/p-r2-s/

◉ TH Literature Series J-06

愛は、こぼれるｑの音色
著者

図子 慧

46判・256ページ 2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-345-1

●理想のオーガズムを記録するコンテンツ。空きビルに遺さ
れた不可解な密室。……官能的な近未来ノワール！最も見過
ごされている本格SF作家図子慧の凄さを体感してほしい！
――大森望（書評家、翻訳家）
http://athird.cart.fc2.com/ca9/248/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

朽木の花〜新編・東山殿御庭
著者

朝松 健

46判・320ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-333-8

●様々な怪異や妖かしに立ち向かう一休宗純の壮絶な生涯を
描いた傑作 室町伝奇小説！ 書下し「朽木の花」ほか朝松健の
一休ものの集大成！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/207/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

蔵の中の鬼女
著者

友成純一

46判・304ページ 2400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-278-2

●狂女として蔵に幽閉されていた大地主の子どもが、包丁片
手に小学校へとやってきた。その哀しい理由とは―？！ 傑作
短編集！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/199/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

アシッド・ヴォイド
著者

朝松 健

46判・256ページ 2200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-270-6

●ラヴクラフトへの想いに満ちた初期作品から、ウィリア
ム・バロウズに捧げた書き下ろしまで。朝松健の粋を集めた
傑作短篇集！
http://athird.cart.fc2.com/ca9/181/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

Faceless City
著者

朝松 健

46判・352ページ 2500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-247-8

●世界で最も危険な都市アーカムで、探偵・神野十三郎は
〈地獄印〉の謎を追う。書き下ろしクトゥルー・ノワール、
ここに刊行!
http://athird.cart.fc2.com/ca3/136/p-r2-s/

◉ TH Literature Series

百鬼夢幻〜河鍋暁斎 妖怪日誌
著者

橋本純

46判・256ページ 2000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-205-8

●“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！★書き下ろし短編「まなざし（百鬼夢幻 余
話）」を特別収録した電子書籍版配信中！

2022年6月

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778
※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜ホラー＆ダーク・ファンタジー専門誌
★書下し伝奇ルネサンス・アンソロジー「妖ファンタスティカ」は末尾に掲載

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

ナイトランド・クォータリー 1
http://athird.cart.fc2.com/ca8/350/p-r7-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.29
著者

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1800 円（税別）

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.28
著者

アトリエサード・編

A5判・192ページ 1700 円（税別）

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.27
著者

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

●小説は、マイクル・ムアコック、C・J・チェリイ、デボ
ラ・ビアンコッティ、ポール・S・パワーズ、ヨハネス・ウル
ツィデル、カーロン・ウォーレン、片理誠、高原英理。ま
た、山田和子インタビュー、あだちひろしインタビューをは
じめ、エッセイ、ブックガイドなど満載！
http://athird.cart.fc2.com/ca8/331/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.26
著者

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

●小説は、シーベリー・クイン、グスタフ・マイリンク、グ
リン・オーウェン・バーラス、リサ・ハネット、ピーター・
ローリック、間瀬純子、思緒雄二。また、健部伸明インタ
ビューをはじめ、エッセイ、ブックガイドなど満載！
http://athird.cart.fc2.com/ca8/320/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.25
著者

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca8/308/p-r7-s/

●小説は、T・F・ポウイス、ヨハネス・イルマリ・アウエル
バッハ、ヤン・ゲルハルト・トーンデル、アラン・バクス
ター、モーラ・マクヒュー、カリーナ・ビセット、吉田親
司、高原英理、伊野隆之。また、大和田始インタビューをは
じめ、エッセイ、ブックガイドなども読み応えたっぷり！

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.23
アトリエサード・編

A5判・192ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-425-0

●ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）を結節点に、怪談文学
の系譜を再評価！ 小説は、ラフカディオ・ハーン、フィオ
ナ・マクラウド、カール・ハンス・シュトローブル、レアー
ド・バロン、山田一夫、高原英理、高橋桐矢など14編。ま
た、鍛治靖子インタビュー、井村君江の新連載など満載！
http://athird.cart.fc2.com/ca8/300/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.22
アトリエサード・編

A5判・192ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-418-2

●Ｈ・Ｈ・エーヴェルス、ロバート・ブロック、エド・ウッ
ド、マージョリー・ローレンス、サマンサ・リー、富ノ澤麟
太郎、井上雅彦、徳岡正肇など小説12編。また、柳下毅一郎
ロングインタビュー、SWERYインタビューの他、エッセイ、
ブックガイド等も満載
http://athird.cart.fc2.com/ca8/294/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.21
アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-407-6

●エドガー・アラン・ポー、アダム＝トロイ・カストロ、
マージョリー・ローレンス、Ｍ・ジョン・ハリスン、フー
ゴ・ハル、草薙刃、井上雅彦など小説10編。また、中野善夫
ロングインタビューの他、待兼音二郎、安田均、白沢達生、
浅尾典彦、岡和田晃などによるエッセイ、ブックガイド等
http://athird.cart.fc2.com/ca8/291/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.20
著者

ISBN 978-4-88375-441-0

ISBN 978-4-88375-437-3

●「集団」や「群れ」とは何かに改めて向き合い見えてくる
多様な世界。小説は、ロバート・L・アスプリン、ボイル＆
コール、マリア・ハスキンズ、アンジェラ・レガ、アルヴィ
ン・グリーンバーグ、篠田真由美、町井登志夫など10編。和
爾桃子インタビュー、エッセイ、ブックガイドなど満載。

著者
ISBN 978-4-88375-453-3

アトリエサード・編

A5判・192ページ 1700 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-458-8

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.24

著者
ISBN 978-4-88375-465-6

●マイクル・ムアコック36頁と、ナンシー・A・コリンズ18
頁のエルリック作品を一挙掲載! 小説は他にゲオルク・フォ
ン・デア・ガーベレンツ、ユードラ・ウェルティ、ティム・
ワゴナー、エラ・スクリムサワー、高原英理、壱岐津礼。井
辻朱美インタビューなど、コラム記事等も充実!
http://athird.cart.fc2.com/ca8/337/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca8/316/p-r7-s/

著者
ISBN 978-4-88375-472-4

●小説は、メアリー・シェリー、マイクル・ムアコック、
ジョアン・アンダートン、フランク・ヴェデキント、アメリ
ア・B・エドワーズ、マーガレット・セント・クレア、高原英
理、小林弘利。詩はトマス・ディッシュなど！他に、下楠昌
哉インタビューなどコラム記事等も充実!
http://athird.cart.fc2.com/ca8/343/p-r7-s/

2022年6月

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-399-4

●Z・ジヴコヴィッチ、G・ウルフなど翻訳8編、井上雅彦、
樺山三英、橋本純の小説、高山宏ロングインタビュー他。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/282/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.19
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-383-3

●M・ジョン・ハリスン、ロード・ダンセイニなど翻訳8編、
朝松健、図子慧、石神茉莉の小説、梵寿綱インタビュー 他。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜ホラー＆ダーク・ファンタジー専門誌
★書下し伝奇ルネサンス・アンソロジー「妖ファンタスティカ」は末尾に掲載

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

ナイトランド・クォータリー 2
http://athird.cart.fc2.com/ca8/272/p-r7-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.18
著者

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.17
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-355-0

著者

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-343-7

●キム・ニューマン、アンドリュー・ペン・ロマイン、C・
A・スミスなど翻訳7編、日本作家は芦辺拓、朝松健。北原尚
彦インタビューも。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/249/p-r7-s/

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-334-5

●クリストファー・ゴールデン、キム・ニューマン、ホジス
ンなど翻訳6編、日本作家は神野オキナ、岩城裕明。夏来健次
インタビューも。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/239/p-r7-s/

著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-320-8

●キム・ニューマン、ブラックウッド、スティーヴ・ラス
ニック・テムなど翻訳7編、日本作家は朝松健、伊東麻紀。南
山宏＆菊地秀行インタビューも。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/235/p-r7-s/

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-313-0

●ロバート・ブロック、キム・ニューマン、ウィリアム・
ミークルなど翻訳6編、日本作家は朝松健、立原透耶。キム・
ニューマン インタビューも。

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.11
アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-291-1

●ラムジー・キャンベル、A・M・バレイジ、フリッツ・ライ
バーなど翻訳9編、日本作家2編の他、キム・ニューマンによ
る特別寄稿他。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/205/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.10
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-276-8

●キム・ニューマン、H・S・ホワイトヘッド、シーベリー・
クインなど翻訳6編のほか、朝松健、友野詳の小説、仁賀克雄
インタビュー他。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/196/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.09
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-266-9

●エドワード・ルーカス・ホワイト、リサ・タトル、ロバー
ト・エイクマンなど翻訳9編、朝松健、澤村伊智の小説、鏡明
インタビュー他。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/187/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.08
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-253-9

●レイ・ブラッドベリ、オーガスト・ダーレス、ニール・ゲ
イマンなど翻訳8編、朝松健、井上雅彦の小説、荒俣宏インタ
ビュー他。

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.13
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca8/220/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.14

ISBN 978-4-88375-302-4

●キム・ニューマン、ネイサン・バリングルード、ジャン・
レイなど翻訳9編、日本作家は荒山徹、朝松健。諸星大二郎イ
ンタビューなども。

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.15
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.16

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.12

著者

●アーサー・マッケン、ピエール･コムトワなど翻訳７篇、橋
本純、松本寛大の小説、井村君江インタビュー他。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/256/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca8/228/p-r7-s/

著者
ISBN 978-4-88375-367-3

●M・J・ハリスンなど翻訳8編、仁木稔、朝松健の小説、開
田裕治インタビュー、小特集／国立民族学博物館・特別展
他。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/264/p-r7-s/

2022年6月

http://athird.cart.fc2.com/ca8/180/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.07
著者

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-246-1

●C・A・スミス、クロウリー、ニール・ゲイマンなど翻訳7
編、朝松健、勝山海百合の小説、友成純一の特別寄稿、安田
均インタビュー他。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜ホラー＆ダーク・ファンタジー専門誌
★書下し伝奇ルネサンス・アンソロジー「妖ファンタスティカ」は末尾に掲載

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

ナイトランド・クォータリー 3
http://athird.cart.fc2.com/ca8/169/p-r1-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.06
著者

著者
ISBN 978-4-88375-237-9

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/164/p-r1-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.05
著者

ISBN 978-4-88375-231-7

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.04
著者

ISBN 978-4-88375-223-2

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.03
著者

ISBN 978-4-88375-218-8

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.02
著者

アトリエサード・編

A5判・136ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-210-2

●〈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。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/128/p-r1-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

ナイトランド・クォータリーvol.01
著者

アトリエサード・編

A5判・136ページ 1700 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca8/324/p-r7-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

アトリエサード・編

A5判・200ページ 1800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-445-8

●コティングリー妖精事件の新旧の研究史を出発点とし、井
村君江らの紀行文、エドワード・L・ガードナーの文書など、
コティングリー関連の記事や、妖精に関する評論・エッセイ
をはじめ、タニス・リー、パトリシア・A・マキリップ、高原
英理など妖精をテーマにした小説も数多く収録！
◉ 妖ファンタスティカ

著者

操觚の会・編

A5判・160ページ 1364 円（税別）

ISBN 978-4-88375-380-2

●伝奇時代小説アンソロジー第2弾。秋山香乃、芦辺拓、安萬
純一、彩戸ゆめ、獅子宮敏彦、杉山大二郎、図子慧、高井
忍、鷹樹烏介、永井紗耶子、日野草／電子書籍版も配信中！
◉ 妖ファンタスティカ

妖ファンタスティカ

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/141/p-r1-s/

●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!

http://athird.cart.fc2.com/ca8/262/p-r7-s/

アトリエサード・編

A5判・144ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-182-2

妖ファンタスティカ２

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/148/p-r1-s/

1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca8/281/p-r7-s/

アトリエサード・編

A5判・144ページ 1700 円（税別）

アトリエサード・編

A5判・96ページ

著者

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca8/156/p-r1-s/

◉ ナイトランド・クォータリー

妖精が現れる！〜コティングリー事件から現代の妖精物語へ

アトリエサード・編

A5判・144ページ 1700 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca8/108/p-r1-s/

ナイトランド・クォータリー新創刊準備号 幻獣

アトリエサード・編

A5判・160ページ 1700 円（税別）

2022年6月

品切れ
ISBN 978-4-88375-202-7

●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。

著者

操觚の会・編

A5判・224ページ 1700 円（税別）

ISBN 978-4-88375-353-6

●歴史小説界に風穴をあけんとする作家集団「操觚（そう
こ）の会」による伝奇時代小説アンソロジー。朝松健、秋山
香乃、芦辺拓、彩戸ゆめ、神野オキナ、蒲原二郎、坂井希久
子、鈴木英治、新美健、早見俊、日野草、誉田龍一、谷津矢
車／電子書籍版も配信中！

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

ExtrART（エクストラート）

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

1

〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/349/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.33
著者

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1250 円（税別）

近刊
ISBN 978-4-88375-471-7

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.32
著者

ISBN 978-4-88375-466-3

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.31
著者

ISBN 978-4-88375-459-5

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.30
著者

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.29
著者

ISBN 978-4-88375-442-7

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.28
著者

ISBN 978-4-88375-436-6

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.27
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca7/289/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-395-6

●幽玄を垣間見る／上田風子、高田美苗、濵口真央、奥田
鉄、土田圭介、南花奈、白野有、武田海、村山大明、日影
眩、神宮字光、黒木こずゑ×最合のぼる
http://athird.cart.fc2.com/ca7/283/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-385-7

●秘めた、この思い／池田ひかる、新宅和音、谷原菜摘子、
野原tamago、井桁裕子、朱華、日野まき、菊地拓史・森馨、
田中流、渡邊光也、千葉和成、TOKYO 2021 美術展 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/273/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-372-7

●隠されていた“美”／蛭田美保子、スズキエイミ、椎木かな
え、たま、Kamerian.、ディナ・ブロツキー、井上洋介、生熊
奈央、衣（はとり）、垂狐、ベルリン・悪魔の山 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/265/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-360-4

●うつろう、イメージ／菅澤薫、大河原愛、有坂ゆかり、大
塚咲×七菜乃、夜乃雛月、ニコライ・バタコフ、亜由美、櫻
井紅子、吉田有花×ある紗、大島哲以 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/258/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.20

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

●ヒトガタは語る／三浦悦子、Mekkedori、ヒロタサトミ、
垂狐、田野敦司、日隈愛香、横倉裕司、羅入、成田朱希、サ
ワダモコ、山本有彩、塙興子、遊（アトリエ夢遊病） ほか

著者

●少女にまぶされた、夢想の数々＝イヂチアキコ、くるはら
きみ、九鬼匡規、鈴木那奈、傘嶋メグ、蕾／pick up＝吉岡里
奈、中尾変、吉田和夏、清水真理、田中流、林美登利
http://athird.cart.fc2.com/ca7/310/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-408-3

ExtrART file.21

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

著者

●金巻芳俊、倉崎稜希、泥方陽菜、山村まゆ子、根橋洋一、
平良志季、畫正、吉田有花、高齊りゅう、奥村あか、須川ま
きこ ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/315/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca7/295/p-r7-s/

ExtrART file.22

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

●リアルを紡ぎ出す／戸泉恵徳、建石修志、山中綾子、田川
弘、中島綾美、吉田有花×宮崎まゆ子×きゃらあい、蠅田
式、四学科松太、萌木ひろみ×生熊奈央、寺澤智恵子ほか

著者
ISBN 978-4-88375-452-6

●宮本香那、ÔБ、川上勉、高松潤一郎、田中流、大山菜々
子、塩野ひとみ、かつまたひでゆき、Ma marumaru、シン・
ニッポン風土記 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/321/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-417-5

ExtrART file.23

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

著者

●石塚隆則、吉田泰一郎、森勉、水野里奈、萩原和奈可、永
見由子、珠かな子、椎木かなえ、金澤弘太、雫石知之、
Sitry、呪みちる×古川沙織
http://athird.cart.fc2.com/ca7/330/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.24

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

著者

著者

●衣[hatori]、安藤榮作、村上仁美、西條冴子、FREAKS
CIRCUS、岡本瑛里、宮崎まゆ子、前田彩華、アンタカンタ、
たま、mumei、真木環
http://athird.cart.fc2.com/ca7/338/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca7/301/p-r7-s/

ExtrART file.25

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

ExtrART file.26

●土谷寛枇、小野隆生、Sui Yumeshima、鶴見厚子、大西茅
布、芳賀一洋、駒形克哉、清水真理、松平一民、第25回岡本
太郎現代芸術賞展、第47回 i.m.a.展〜立体部門
http://athird.cart.fc2.com/ca7/344/p-r7-s/

2022年6月

著者
ISBN 978-4-88375-430-4

●死を想うことで生を描く作家たち＝亀井三千代、伊東明日
香、村上仁美、ある紗、田中童夏、キジメッカ、多賀新／
pick up＝東學、山本竜基、髙瀨実穂子、北見隆ほか

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-346-8

●夢幻の国を逍遥する／佐久間友香、木村了子、中村キク、
永井健一、長谷川友美、P.ファーガソン、池島康輔、須川ま
きこ、立島夕子、こやまけんいち、松下まり子 ほか

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

ExtrART（エクストラート）

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

2

〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/253/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.19
著者

ISBN 978-4-88375-338-3

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.18
著者

ISBN 978-4-88375-323-9

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.17
著者

ISBN 978-4-88375-315-4

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.16
著者

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.15
著者

ISBN 978-4-88375-297-3

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.14
著者

ISBN 978-4-88375-282-9

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.13
著者

ISBN 978-4-88375-239-3

●非現実へ誘うイリュージョン／ジェレミー・ゲデス、ギー
ガー、美島菊名、柳生忠平、大本幸大、林千絵、衣、前川ル
チオ、大寺史紗、極限芸術2、シリアルキラー展 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/165/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-232-4

●はかなき少女の、幻影に魅せられ／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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/158/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-225-6

●幻想が見せる風景、語る物語／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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/152/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-220-1

●宇宙と時の深淵に、思い馳せて／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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/142/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

別冊TH ExtrART file.06

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

著者

●幻視者たちの夢想／謝敷ゆうり、松元悠、日隈愛香、七菜
乃、E・ヴァルティルソン、与偶、ジョック・スタージス、砂
澤ビッキ、「Ｂへのオマージュ」展 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/198/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca7/171/p-r7-s/

別冊TH ExtrART file.07

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

●日本画的冒険／桑原聖美、真条彩華、亀井三千代、「少女
の箱庭 biotope」展、ヴィクトリア・ソロチンスキー、森馨、
「都築響一 僕的九州遺産」 ほか

著者

●異形の世界に住まう者／椎木かなえ、熊澤未来子、根橋洋
一、土田圭介、林美登利、愛実、カテリーナ・ベルキナ、町
田結香、中島祥子、大澤晴美、真木環 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/211/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-249-2

別冊TH ExtrART file.08

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

◉ ExtrART（エクストラート）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-304-8

●心の中の原初の光景／白野有、髙木智広、ANNEKIKI、塩野
ひとみ、シマザキマリ、シチョルドル、磯村暖、清水真理、
西牧徹、澁澤龍彥 ドラコニアの地平 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/223/p-r7-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca7/183/p-r7-s/

別冊TH ExtrART file.09

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

●愛しき、ヒトガタ／中嶋清八、木村龍、宮崎郁子、清水真
理、神宮字光、ジュール・パスキン、池田俊彦、「第20回岡
本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」 ほか

著者

●説話的世界へようこそ／夢島スイ、フォレスト・ロジャー
ス、深瀬優子、ある紗、渡辺つぶら、ごとうゆりか、佐藤久
雄、大江慶之、安蘭、ドイツのグラフィティ ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/229/p-r7-s/

ISBN 978-4-88375-257-7

別冊TH ExtrART file.10

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

著者

●イノセンスが見る夢／美島菊名、Risa Mehmet、泥方陽
菜、雨宮沙月、月夜乃散歩、ローズ・フレイマス-フレイ
ザー、松永賢、勝野眞言、高松ヨク ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/236/p-r7-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

ExtrART file.11

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca7/189/p-r7-s/

著者

●その存在の、ミステリアス／藤井健仁、棚田康司、モリケ
ンイチ、後藤温子、中井結、トロイ・ブルックス、ホシノリ
コ、新竹季次、中川ユウヰチ、宮本香那、江村玲 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/240/p-r7-s/

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

ExtrART file.12

アトリエサード・編

A4判・112ページ 1200 円（税別）

2022年6月

著者
ISBN 978-4-88375-269-0

●意識下に漂う幻想／谷敦志、キム・ディングル、藪乃理
子、吉井千恵、箕輪千絵子、高田美苗、蛭田美保子、夜乃雛
月、「白鳥の歌〜死の寓話」展 ほか

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-211-9

●想いは死と終焉の、その先へ……／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

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

ExtrART（エクストラート）

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

3

〜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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/135/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

別冊TH ExtrART file.05
著者

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-204-1

●オブジェの愉しみは、ひそやかに／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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/122/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

別冊TH ExtrART file.04
著者

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-196-9

●少女は、心の奥に、なに秘める／蚩尤、Zihling、谷敦志、
武井裕之、村田兼一、立島夕子、蟬丸、ソ―ワ―カ、界賀邑
里、Shin3.、成田朱希、「トリックオブジェの世界」展 ほか
http://athird.cart.fc2.com/ca7/117/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

別冊TH ExtrART file.03
著者

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-191-4

●闇照らす幻想に、いざなわれて／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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/106/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

別冊TH ExtrART file.02
著者

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

ISBN 978-4-88375-180-8

●日常を、少し揺さぶるイマージュ／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
http://athird.cart.fc2.com/ca7/100/p-r1-s/

◉ ExtrART（エクストラート）

別冊TH ExtrART file.01
著者

アトリエサード・編

A5判・112ページ 1200 円（税別）

2022年6月

ISBN 978-4-88375-175-4

●身体をまるで、オブジェのように／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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

トーキングヘッズ叢書（TH Seires） 1
トーキングヘッズ叢書No.90

http://athird.cart.fc2.com/ca1/346/p-r9-s/

ファム・ファタル／オム・ファタル
著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

●危険な魔性の女、魔性の男たち――エヴァ、イザナミから
ラムまで、かぐや姫の正体、女奇術師・松旭斎天勝、カサノ
ヴァの艶なる恋、高級娼婦コーラ・パール、クラーナハ、
ジャンヌ・モロー、松本俊夫『薔薇の葬列』、キューブリッ
ク、横溝正史の美少年像、オペラ『カルメン』、妲己のお
百、トレヴァー・ブラウン、アーバンギャルド他
トーキングヘッズ叢書No.89

http://athird.cart.fc2.com/ca1/340/p-r9-s/

魔都市狂騒
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/333/p-r9-s/

少女少年主義〜永遠の幼な心
著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/323/p-r9-s/

はだかモード〜はだける、素になる文化論
著者

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/318/p-r9-s/

不死者たちの憂鬱
著者

トーキングヘッズ叢書No.84

http://athird.cart.fc2.com/ca1/304/p-r9-s/

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-421-2

●「悪」を意識することは、この世の「善」に対して疑いを
差し挟むことだ――ダークナイト・トリロジーにみる悪の本
質、〈アート〉と〈革命〉は常に悪である〜テロ的アートの
系譜、「黒い幽霊団（ブラック・ゴースト）」には悪意がな
い、警官を蹴るチャップリン、悪いヤツはだいたいイケメ
ン〜少女漫画におけるモラルとエロス、娼婦と聖性ほか
トーキングヘッズ叢書No.83

http://athird.cart.fc2.com/ca1/298/p-r9-s/

音楽、なんてストレンジな！
アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-412-0

●音楽は文化の結節点だ。パンクや電子音楽、ノイズなどか
ら、クラシックまで、音楽をめぐる、少々ストレンジなイマ
ジネーション！ 恍惚のアヴァンギャルド音楽偏愛史、パンク
とポストパンクの思想的地下水脈、イスラムにおける音楽、
近代日本の音楽の闇、ワーグナーの共苦と革命、バッハのも
とに本当にニシンは降ったのか ほか
トーキングヘッズ叢書No.82

http://athird.cart.fc2.com/ca1/293/p-r9-s/

もの病みのヴィジョン
アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-402-1

●「病み」＝「闇」のヴィジョン。人形作家・与偶トークイ
ベントレポ、梅毒をめぐる幾つかの逸話と謎、舞踏病と死の
舞踏、「吸血鬼ノスフェラトゥ」とペストのパンデミック、
草間彌生の小説『すみれ強迫』、美人薄命の文化史、病と日
本人、舞踊家・土方巽の〈病み〉、澁澤龍彥と病、病弱な少
年、「ジョーカー」、「ベニスに死す」ほか
トーキングヘッズ叢書No.81

http://athird.cart.fc2.com/ca1/285/p-r9-s/

野生のミラクル

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-433-5

●窃視、邪視から千里眼、眼球まで、オブセッションの
数々！ 図版構成/泥方陽菜・神宮字光・下田ひかり、邪視にま
つわる民俗史、眼球考〜ルドンの絵から、映画から考えた覗
き見の功罪、「屋根裏の散歩者」の愉悦、法医学オプトグラ
フィー、千里眼事件、『ジャガーの眼』を通して唐十郎が寺
山修司に捧げたもの、panpanyaが「見る」世界 ほか

著者
ISBN 978-4-88375-444-1

●タブー視されてきた「はだか」、そして「はだけること」
をめぐる文化の諸相。珠かな子、七菜乃、彫師・SHIGEイン
タビュー、人はなぜ裸という無垢を捨てたか、黒田清輝と裸
体画論争、偏愛のヌーディズム、絵本『すっぽんぽんのす
け』、映画におけるヌード表現史、バタイユとクロソウス
キー、銭湯・温泉主義者たちの裸のユートピア他
トーキングヘッズ叢書No.86

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1389 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-456-4

●永遠を夢見る少女、少年の魂は、時代や性差、生死をも超
える―［図版構成］たま、須川まきこ、戸田和子、パメラ・
ビアンコ、村田兼一、甲秀樹他／「恐るべき子供たち」など
に見る少年少女たちの死と再生、少女主義者たちの文学、
「不思議の国のアリス」の姉をめぐって、庵野秀明と宮崎
駿、『紅楼夢』、鷗外と芥川のヴィタ・セクスアリス他
トーキングヘッズ叢書No.87

http://athird.cart.fc2.com/ca1/312/p-r9-s/

目と眼差しのオブセッション

著者
ISBN 978-4-88375-461-8

●都市の狂騒的な享楽と、頽廃的な闇――上海、ベルリン、
ニューヨーク、円都と歌姫、東洋の魔窟・九龍城砦、酔いど
れと怪物〜大都市ロンドン近代化の影、コペンハーゲンにあ
るヒッピーたちの独立自治村、美魔都市・京都、観音、遊郭
から一大歓楽街へ〜浅草の歴史、ゴッサム・シティの光と
影、都市から生まれる都市伝説他
トーキングヘッズ叢書No.88

トーキングヘッズ叢書No.85

悪の方程式〜善を疑え!!

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
ISBN 978-4-88375-467-0

2022年6月

著者
ISBN 978-4-88375-439-7

●不死は幸福か？苦しみか？――『ポーの一族』、ヴァンパ
イアと浦島太郎、『ガリヴァー旅行記』、『火の鳥』から
ヒーラ細胞へ、クレア・ノースの孤独、ドリアン・グレイ、
韓国SF、不老不死になれる（かもしれない）秘薬・霊薬・仙
薬、荒川修作、不老不死を生きる童話世界の住民たち、サザ
エさんシステム、20年代まんが試論、不死の怪物プルガサリ

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-389-5

●野生からわれわれは何を学び、何を表現の糧にしてきた
か。ケロッピー前田インタビュー〜野生を取り戻してテクノ
ロジーを乗りこなせ、管理された野生、粘菌、牧神、人豚、
八化けタヌキ、シュルレアリスムのアフリカ、スクリーンの
変身人間、キム・ギヨンが描く〝オス〟と〝メス〟、異類婚
姻譚、動物フォークロア、映画『ZOO』ほか

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

トーキングヘッズ叢書（TH Seires） 2
トーキングヘッズ叢書No.80

http://athird.cart.fc2.com/ca1/277/p-r9-s/

ウォーク・オン・ザ・ダークサイド
著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

●新たな想像力は闇から生まれる。［図版構成］濵口真央、
C7、新宅和音、紺野真弓、宮本香那、萌木ひろみ、谷原菜摘
子。タスマニアの美術館MONA、書肆ゲンシシャの驚異のコ
レクション、日本の闇を感じさせるゲゲゲスポット紀行、闇
の文学史〜連鎖する自死、萩尾望都が描き始めた「楽園の裏
側」、カタコンブという世界の裏ほか。
トーキングヘッズ叢書No.79

http://athird.cart.fc2.com/ca1/269/p-r9-s/

人形たちの哀歌
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/259/p-r9-s/

ディレッタントの平成史
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/255/p-r9-s/

夢魔〜闇の世界からの呼び声
著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/245/p-r9-s/

天使／堕天使
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/231/p-r9-s/

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-309-3

●無垢への信奉とそれが持つ残酷さ。美島菊名、村田兼一、
蟲川ギニョール、Hajime Kinoko、ドストエフスキーと無垢な
るもの、わたなべまさこ『聖ロザリンド』と萩尾望都『トー
マの心臓』、『悪童日記』と『フランケンシュタイン』、
『小さな悪の華』と『乙女の祈り』、少女ポリアンナ、村上
華岳、うろんな少年たち ほか。
トーキングヘッズ叢書No.73

http://athird.cart.fc2.com/ca1/224/p-r9-s/

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-299-7

●miyako（異色肌ギャル）インタビュー 、トレヴァー・ブラ
ウン×七菜乃"トレコス"、別人化マニュアル、変身譚としての
ギリシア神話、バルテュスと鏡〜少女の変身を映すもの、変
装から変身へ〜怪盗から見る映画史、女性への抑圧が生み出
す〝変身〟〜『キャット・ピープル』とその系譜、佐々木喜
善の「蛇の嫁子」ほか。
トーキングヘッズ叢書No.72

http://athird.cart.fc2.com/ca1/214/p-r9-s/

グロテスク〜奇怪なる、愛しきもの
アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-289-8

●林美登利〜異形の子供に、惜しみのなく注がれる愛情、立
島夕子〜瀬戸際から発せられた生命の賛歌、たま〜可愛らし
い少女の中に秘められた、不気味な何かを暴く、黒沢美香〜
既成の価値観に収まらない、名前のない景色の豊満さ、畔亭
数久とその時代、芸術における崇高とグロテスク、謎のバン
ド ザ・レジデンツ ほか。
トーキングヘッズ叢書No.71

http://athird.cart.fc2.com/ca1/203/p-r9-s/

私の、内なる戦い〜“生きにくさ”からの表現

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

トーキングヘッズ叢書No.74

著者
ISBN 978-4-88375-340-6

●不穏さに満ちた夢の世界へようこそ。mizunOE、飴屋晶
貴、亜由美、林良文、タイナカジュンペイ、「メアリーの総
て」と『フランケンシュタイン』の悪夢、《夢》は現実を超
えるか〜古代記紀神話から『君の名は。』まで、ラース・
フォン・トリアー「ヨーロッパ」、『エルム街の悪夢』、
『鏡の国の孫悟空』、『ルクンドオ』ほか。
トーキングヘッズ叢書No.76

ISBN 978-4-88375-316-1

●秘めごとが生む物語。ステュ・ミード、中井結、宮本香
那、『檸檬』『四畳半襖の裏張り』などに見る秘めごとの諸
相、文学における「告白」、J・T・リロイの事情、自販機本
の原稿書きが「映画芸術」の編集長に教えられたこと ほか。
小特集としてマッケローニと映画「スティルライフオブメモ
リーズ」、追悼・ケイト・ウィルヘルム。

著者
ISBN 978-4-88375-350-5

●私たちが感じ取ってきた「平成」を振り返る。TH的・平成
年表、極私的平成の三十年間（友成純一）、平成ゾンビ考〜
「終わりなき日常」から「サバイバル」へ、舞踏の平成、ア
ニメ『どろろ』に見る内実の変容、死体ビデオと90年代悪趣
味ブーム、SNSという「ネオ世間」の出現、IT盛衰、「今日の
反核反戦展」、酒見賢一論ほか。
トーキングヘッズ叢書No.77

アトリエサード・編

A5判・256ページ 1389 円（税別）

変身夢譚〜異分子になることの願望と恐怖

アトリエサード・編

A5判・256ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/237/p-r9-s/

秘めごとから覗く世界

著者
ISBN 978-4-88375-363-5

●［図版構成］田中流写真作品（人形＝日隈愛香・SAKURA・
ホシノリコ・舘野桂子）・清水真理・野原tamago・神宮字
光、現代の〝生き人形〟〜中嶋清八・井桁裕子・衣・森馨・
佐藤久雄、菅実花とリボーンドール、ロボット・アンドロイ
ド演劇の一〇年、映画『オテサーネク』と『マジック』ほ
か。追悼・遠藤ミチロウなども。
トーキングヘッズ叢書No.78

トーキングヘッズ叢書No.75

罪深きイノセンス

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1389 円（税別）

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
ISBN 978-4-88375-376-5

2022年6月

著者
ISBN 978-4-88375-330-7

●天使や堕天使から発した想像力。村田兼一、ホシノリコ、
『ベルリン・天使の詩』、ボカノウスキー『天使』がいたこ
ろ、天使と日本人、イスラムの堕天使たち、「天使の玉ちゃ
ん」と〈失われた子供時代〉、『デビルマン』飛鳥了、熊楠
の天使／天子と男色ほか。ジャ・ジャンクー論（藤井省
三）、アジアフォーカス2018レポなども。

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-273-7

●生きにくさから生まれてきた表現を垣間見る―。渡辺篤
（現代美術家）〜ひきこもり体験を、アートを通じて「生」
につなげる／若林美保（ストリッパー）インタビュー／与偶
（人形作家）〜人形によって人に何かを与え、それが自身の
〝生〟も支えている／石塚桜子（画家）〜一筆一筆に感じら
れる、祈りのような叫び ほか。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

トーキングヘッズ叢書（TH Seires） 3
トーキングヘッズ叢書No.70

http://athird.cart.fc2.com/ca1/192/p-r9-s/

母性と、その魔性〜呪縛が生み出す物語
著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

●母性は、ときとして呪縛となる。そうした呪縛がなにをも
たらし、また、どんな物語を生んだのか―。「母がしんど
い」などで多くの共感を呼ぶマンガ家・田房永子や、ラブ
ドールを妊娠させた作品が話題になった菅実花のインタ
ビューのほか、「三島由紀夫の同性愛と母性の不在」など、
神話や文学等多様な見地から俯瞰します。
トーキングヘッズ叢書No.69

http://athird.cart.fc2.com/ca1/185/p-r9-s/

死想の系譜〜いま想う、死と我々の未来
著者

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/175/p-r1-s/

聖なる幻想のエロス
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/167/p-r1-s/

異・耽美〜トラウマティック・ヴィジョンズ
著者

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/161/p-r1-s/

サーカスと見世物のファンタジア
著者

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1389 円（税別）

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-222-5

●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。
トーキングヘッズ叢書No.64

http://athird.cart.fc2.com/ca1/147/p-r1-s/

ヒトガタ／オブジェの修辞学
アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-216-4

●ヒトガタとオブジェのはざまには、われわれを惹き付ける
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、上原
浩子、清水真理、菊地拓史×森馨、伽井丹彌、七菜乃、敗者
の人形史、生人形の系譜、ゴーレム伝説、人造美女、レム＆
クエイ兄弟版「マスク」比較ほか。
トーキングヘッズ叢書No.63

http://athird.cart.fc2.com/ca1/139/p-r1-s/

●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。

ISBN 978-4-88375-208-9

●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。
トーキングヘッズ叢書No.62

http://athird.cart.fc2.com/ca1/127/p-r1-s/

大正耽美〜激動の時代に花開いたもの
アトリエサード・編

A5判・240ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-201-0

●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。
トーキングヘッズ叢書No.61

http://athird.cart.fc2.com/ca1/119/p-r1-s/

レトロ未来派〜21世紀の歯車世代
著者

ISBN 978-4-88375-230-0

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-234-8

●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。
トーキングヘッズ叢書No.66

食と酒のパラダイス！

著者
ISBN 978-4-88375-244-7

●エロスとは、幻想だ。木村龍、村田兼一、甲秀樹、七菜
乃、林良文などの作品を幻想のエロスの見地から解題・紹介
したほか、「戦争とエロティシズム」、カナザワ映画祭「昼
下がりの前衛的エロ映画特集」ルポ、「イケメンゴリラから
日活ロマンポルノまで」、「宗教とエロティシズム」など、
さまざまなエロスのあり方を逍遥します。
トーキングヘッズ叢書No.67

http://athird.cart.fc2.com/ca1/153/p-r1-s/

少年美のメランコリア

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1389 円（税別）

トーキングヘッズ叢書No.65

著者
ISBN 978-4-88375-251-5

●死を想うことで育まれる想像力。釣崎清隆×笹山直規によ
るメキシコ死体合宿レポ、LOVSTARのエッセイ漫画「死体愛
好家」、「死の舞踏絵画からブリューゲル、ボス、そして
ヴァニタス」、「ショーペンハウアーの『自殺につい
て』」、「ボルタンスキー巡礼」、「即身仏から集合精神
データへ〜SFにみる近未来の死生観」ほか。
トーキングヘッズ叢書No.68

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

著者
ISBN 978-4-88375-260-7

2022年6月

アトリエサード・編

A5判・232ページ 1389 円（税別）

ISBN 978-4-88375-193-8

●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。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

トーキングヘッズ叢書（TH Seires） 4
トーキングヘッズ叢書No.60

http://athird.cart.fc2.com/ca1/107/p-r1-s/

制服イズム〜禁断の美学
著者

アトリエサード・編

http://athird.cart.fc2.com/ca1/103/p-r1-s/

ストレンジ・ペット〜奇妙なおともだち
アトリエサード・編
ISBN 978-4-88375-178-5

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca1/99/p-r1-s/

メルヘン〜愛らしさの裏側
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/92/p-r1-s/

和風ルネサンス〜日本当世浮世絵巻
著者

http://athird.cart.fc2.com/ca1/86/p-r1-s/

男の徴／女の徴〜しるしの狭間から見えてくること
著者

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1429 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/77/p-r1-s/

病院という異空間
アトリエサード・編

A5判・256ページ 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-149-5

●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。
トーキングヘッズ叢書No.53

http://atelierthird.jugem.jp/?cid=71

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-147-1

●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。
トーキングヘッズ叢書No.52

著者
ISBN 978-4-88375-165-5

●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。
トーキングヘッズ叢書No.56

トーキングヘッズ叢書No.54

コドモのココロ〜危ういイノセンス

アトリエサード・編

A5判・256ページ 1429 円（税別）

●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。

著者
ISBN 978-4-88375-173-0

●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。
トーキングヘッズ叢書No.57

ISBN 978-4-88375-153-2

理想郷と地獄の空想学〜涅槃幻想の彼方へ

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1389 円（税別）

http://athird.cart.fc2.com/ca1/80/p-r1-s/

アトリエサード・編

A5判・256ページ 1429 円（税別）

著者

A5判・224ページ 1389 円（税別）

トーキングヘッズ叢書No.58

トーキングヘッズ叢書No.55

著者
ISBN 978-4-88375-181-5

●「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。

著者

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

黒と白の輪舞曲〜モノクロ世界の愉悦

A5判・240ページ 1389 円（税別）

トーキングヘッズ叢書No.59

2022年6月

残部僅少
ISBN 978-4-88375-159-4

●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―。ペニスモチーフの作品を作る増田ぴろよや
村田タマ、トランスジェンダー・アーティスト坂本美蘭、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。

アトリエサード・編

A5判・256ページ 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-144-0

●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。
トーキングヘッズ叢書No.51

魔術的イマジネーション〜超自然への幻想
著者

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-143-3

●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。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。
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http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

トーキングヘッズ叢書No.50

トーキングヘッズ叢書No.43

オブジェとしてのカラダ〜トルソと手と脚と頭と…

秘密のスクールデイズ〜学校というフェティッシュ

著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1429 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-138-9

●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。

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-116-7

●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。

トーキングヘッズ叢書No.49

トーキングヘッズ叢書No.40

キソウ／キテレツ系

巫女系〜異界にいざなうヒメたち

著者

アトリエサード・編

A5判・240ページ 1429 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-136-5

●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。

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1429 円（税別）

●巫女系――それは、特別な感応力。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。

トーキングヘッズ叢書No.48

トーキングヘッズ叢書No.39

食とエロス

カタストロフィー

著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1429 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-133-4

●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。

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1429 円（税別）

トーキングヘッズ叢書No.36

人間モドキ〜半分人間の解剖学

胸ぺったん文化論序説

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1429 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-130-3

●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。新連載／カ
ドゥケウスの杖1/高原英理も。

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1429 円（税別）

トーキングヘッズ叢書No.34

純潔という寓話〜処女性と穢れのメルヘン

奇想ジャパネスク

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1429 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-120-4

●聖母マリア、ジャンヌ・ダルク、ルイス・キャロル、シュ
ルレアリスム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、中村キクほか。

ISBN 978-4-88375-095-5

●弱さとネオテニー（幼形成熟）の表象としての「胸ぺった
ん」文化を探る！！ 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、アニメAIR・らき☆すた等、谷崎潤一郎、ユイスマ
ンスほか。ダダカン小特集も。

トーキングヘッズ叢書No.44

著者

ISBN 978-4-88375-104-4

●セカイなんか 壊れてしまえば いいのに――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。

トーキングヘッズ叢書No.47

著者

ISBN 978-4-88375-107-5

アトリエサード・編

A5判・192ページ 1429 円（税別）

残部僅少
ISBN 978-4-88375-091-7

●日本は奇想の国だ！ 麿赤兒（大駱駝艦）、タクヤ・ヱン
ジェル、音母檸檬にインタビューしたほか、寺山修司、土方
巽、河鍋暁斎、鈴木清順、裸のラリーズ等をピックアップ。
宮西計三インタビューも。

既刊書のご案内

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

〜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

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。
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トーキングヘッズ叢書No.31

トーキングヘッズ叢書No.22

拘禁遊戯

特集・異装〜きしょかわいさのパラダイス！

著者

アトリエサード・編

A5判・192ページ 1429 円（税別）

著者
ISBN 978-4-88375-083-2

●人は拘束によって生きる力を得る！――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。

アトリエサード・編

A5判・144ページ 1200 円（税別）

ISBN 4-88375-055-8

●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
トーキングヘッズ叢書No.21

少女×傍若無人
トーキングヘッズ叢書No.29

著者

特集・アウトサイダー

A5判・208ページ 1429 円（税別）

著者

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1429 円（税別）

ISBN 978-4-88375-079-5

●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

アトリエサード・編
ISBN 4-88375-053-1

●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！
トーキングヘッズ叢書No.20

中華モード

トーキングヘッズ叢書No.28

分身パラダイス
著者

著者

A5判・208ページ 1480 円（税別）

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1333 円（税別）

アトリエサード・編

ISBN 4-88375-078-7

●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）ほか。

トーキングヘッズ叢書No.18

身体★表現主義
著者

トーキングヘッズ叢書No.26

ISBN 4-88375-051-5

アトリエサード・編

A5判・208ページ 1400 円（税別）

ISBN 4-88375-044-2

アヴァンギャルド1920
著者

トーキングヘッズ叢書No.15

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1429 円（税別）

ISBN 4-88375-076-0

●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。

HOT BRIT GROOVERS EXHIBITION
著者

アトリエサード・編

A5判・224ページ 1300 円（税別）

ISBN 4-88375-023-X

トーキングヘッズ叢書No.13

アン・ライス・ウィズ・ヴァンパイア・ジェネ
レーション
著者 アトリエサード・編

トーキングヘッズ叢書No.25

廃墟憂愁
著者

A5判・288ページ 1800 円（税別）

アトリエサード・編

A5判・176ページ 1280 円（税別）

ISBN 4-88375-073-6

●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。

ISBN 4-88375-002-7

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内

TH Series ADVANCED

1

〜新たな知見を拓く評論・エッセイ集
http://athird.cart.fc2.com/ca3/195/p-r9-s/

著者

岡和田晃

46判・384ページ 2750 円（税別）

ISBN 978-4-88375-263-8

◉ 評論・エッセイ

アルケミックな記憶
著者

ISBN 978-4-88375-214-0

ISBN 978-4-88375-192-1

樋口ヒロユキ

46判・320ページ 2500 円（税別）

岡和田晃

46判・320ページ 2800 円（税別）

2000 円（税別）

残部僅少
ISBN 978-4-88375-128-0

●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。
◉ 評論・エッセイ

飯沢耕太郎・相馬俊樹

46判・192ページ 1800 円（税別）

残部僅少
ISBN 978-4-88375-161-7

ISBN 978-4-88375-127-3

●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。
◉ 評論・エッセイ

これが写真だ！２ クロニクル２０１０
飯沢耕太郎

46変型判・336

1500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-123-5

●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。

◉ 評論・エッセイ

「世界内戦」とわずかな希望〜伊藤計劃・SF・現代文学
著者

◉ 評論・エッセイ

相馬俊樹・編

A5変型判・136

著者
ISBN 978-4-88375-170-9

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/89/p-r2-s/

http://athird.cart.fc2.com/ca2/59/p-r2-s/

◉ 評論・エッセイ

真夜中の博物館〜美と幻想のヴンダーカンマー
著者

ISBN 978-4-88375-134-1

●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。

著者

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/98/p-r2-s/

2000 円（税別）

異界の論理〜写真とカタストロフィー

小林美恵子

46判・224ページ 1800 円（税別）

相馬俊樹

A5変型判・136

◉ 評論・エッセイ

中国語圏映画、この10年
著者

エロス・エゾテリック

著者

●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！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/118/p-r2-s/

◉ 評論・エッセイ

秘匿の残酷絵巻〜臼井静洋・四馬孝・観世一則

高原英理

46判・256ページ 2200 円（税別）

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

著者

●現代SFと幻想文学を重点的に攻めながら、両者を往還する
想像力として、RPGをも論じる岡和田晃による、前著を上回
る刺激に満ちた一冊！！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/145/p-r2-s/

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

◉ 評論・エッセイ

世界にあけられた弾痕と、黄昏の原郷〜SF・幻想文学・ゲーム論集

2022年6月

◉ 評論・エッセイ

凛として、花として
著者

邦千谷舞踊研究所編集委員会・編

A5判・192ページ 1800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-090-0

●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！★電子書籍版配信中！
http://athird.cart.fc2.com/ca3/81/p-r2-s/

◉ 評論・エッセイ

テリブル・ダークネス〜カルトアートの恐怖の回廊
著者

相馬俊樹

46判・128ページ 1800 円（税別）

ISBN 978-4-88375-157-0

徳岡正肇

B6判・320ページ 1500 円（税別）

相馬俊樹・編

A5変型判・160

1800 円（税別）

◉ 評論・エッセイ

秋吉巒・四条綾〜エロスと幻想のユートピア
著者

ISBN 978-4-88375-151-8

●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。

ISBN 978-4-88375-117-4

●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。

◉ 評論・エッセイ

アプリでボドゲ〜スマホやタブレットで遊ぶ卓上ゲーム
著者

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
著者

●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。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/82/p-r2-s/

◉ 評論・エッセイ

相馬俊樹・編

A5変型判・136

2000 円（税別）

品切れ
ISBN 978-4-88375-115-0

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

既刊書のご案内

TH Series ADVANCED

2

〜新たな知見を拓く評論・エッセイ集

◉ 評論・エッセイ

禁断異系の美術館３ エロスのハードコア
著者

相馬俊樹

46判・192ページ 2000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-113-6

●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。
◉ 評論・エッセイ

これが写真だ！クロニクル２００９
著者

飯沢耕太郎

46変型判・288

1500 円（税別）

ISBN 978-4-88375-112-9

●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！
◉ 評論・エッセイ

うめの砂草̶̶舞踏の言葉
著者

小林嵯峨

4-6判・128ページ 1500 円（税別）

ISBN 4-88375-075-2

◉ 評論・エッセイ

禁断異系の美術館２ 魔術的エロスの迷宮
著者

品切れ

相馬俊樹

46判・192ページ 2000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-106-8

◉ 評論・エッセイ

禁断異系の美術館１ エロスの畸形学
著者

相馬俊樹

46判・192ページ 2000 円（税別）

ISBN 978-4-88375-101-3

●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！

2022年6月

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778
※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。

既刊書のご案内

TH COMIC Seires

1

アトリエサード 東京都豊島区南大塚1-33-1 〒170-0005

2022年6月

http:/ /www.a-third.com/ tel. 03-6304-1638 fax.03-3946-3778

※アトリエサードの本を書店さんにご注文される際は
〜コミックの新潮流 ※駕籠真太郎の画集は、「TH ART Series」の頁をご参照下さい。 「発売＝書苑新社（しょえんしんしゃ）」とご指定ください。
http://athird.cart.fc2.com/ca3/317/p-r1-s/

◉ コミック

DARK ALICE-Heart Disease著者

eat

A5判・224ページ 1295 円（税別）

ISBN 978-4-88375-438-0

●ここは、残酷無慈悲なアリスの夢の中。摩訶不思議な世界
で、奇妙な境遇を生きる者たちの残酷寓話(トラウマティッ
ク・メルヘン)!! 描き下ろし「白うさぎ物語」も収録!
http://athird.cart.fc2.com/ca5/188/p-r5-s/

◉ コミック

定本 召喚の蛮名〜Goety
著者

槻城ゆう子

A5判・240ページ 1480 円（税別）

ISBN 978-4-88375-255-3

●クトゥルー神話をモチーフにした、伝説の本格魔導書コ
ミックが加筆修正され、【定本】として再臨！！ 描き下ろし
4コマ等も収録!!
http://athird.cart.fc2.com/ca1/160/p-r1-s/

◉ コミック

DARK ALICE
著者

eat

A5判・224ページ 1295 円（税別）

ISBN 978-4-88375-227-0

●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編のほか短編3作
品を収録！／電子書籍版も配信中！
http://athird.cart.fc2.com/ca1/88/p-r1-s/

◉ コミック

おばけアパート前編
著者

ねこぢるy

A5判・232ページ 1400 円（税別）

ISBN 978-4-88375-160-0

●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、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！！／電子書籍版も配信中！

