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貴店名 ご担当者名 

注文日 

取次は、ト・日・大阪・栗田・太洋・中央にて 
承ります。注文扱（返条付）です。 

FAX番号 

アトリエサード  Tel.03-5272-5037  Fax.03-5272-5038ご注文は…… 

4-88375-022-1 TRPG：サプリ第１号   アトリエサード 編 B5 2500 アトリエサード 

4-88375-025-6 TRPG：サプリ第２号   アトリエサード 編 B5 2500 アトリエサード 

4-88375-029-9 TRPG：サプリ第３号   アトリエサード 編 B5 2500 アトリエサード 

4-88375-052-3 TRPG：サプリ第５号   アトリエサード 編 B5 2500 アトリエサード 

4-88375-072-8 TRPG：サプリ第6号   アトリエサード 編 B5 2500 アトリエサード 

4-88375-046-9 TRPGがもっとやりたい!!   TRPG：サプリ編集部 編 B5 2500 アトリエサード 

4-88375-050-7 ヴァンパイア：ザ・マスカレード普及版  ヴァンパイア：ザ・マスカレード WODシリーズ　　　  B5 5000 アトリエサード 

4-88375-024-8 ガイド・トゥ・カマリリャ  ヴァンパイア：ザ・マスカレード WODシリーズ　　　  B5 4800 アトリエサード 

4-88375-037-X ガイド・トゥ・サバト  ヴァンパイア：ザ・マスカレード WODシリーズ　　　  B5 4800 アトリエサード 

4-88375-031-0 ヴァンパイア・ストーリーテラー・コンパニオン  ヴァンパイア：ザ・マスカレード WODシリーズ　　　  B5 2000 アトリエサード 

4-88375-069-8 ヴィクトリアン・エイジ・ヴァンパイア  ヴァンパイア：ザ・マスカレード WODシリーズ　　　  B5 4800 アトリエサード 

4-88375-033-7 ワーウルフ：ジ・アポカリプス  ワーウルフ：ジ・アポカリプス WODシリーズ　　　  B5 6000 アトリエサード 

4-88375-045-0 ワーウルフ・ストーリーテラー・コンパニオン  ワーウルフ：ジ・アポカリプス WODシリーズ　　　  B5 2800 アトリエサード 

4-88375-043-4 メイジ：ジ・アセンション  メイジ：ジ・アセンション WODシリーズ　　　  B5 6000 アトリエサード 

4-88375-039-6 ノド書～Book of Nod   WODシリーズ　　　  A5変 2800 アトリエサード 

4-88375-036-1 ヒーローウォーズ～英雄戦争  ヒーローウォーズ ロビン・ロウズ 著 B5 6000 アトリエサード 

4-88375-038-8 カレイドスケープ  輪廻戦記ゼノスケープ 藤浪智之ほか 著 B5 3800 アトリエサード 

4-88375-040-X 赤版・全国特務高校入学ガイド  特命転攻生 坂東真紅郎 著 B5 2800 アトリエサード 

4-88375-041-8 青版・全国特務高校入学ガイド  特命転攻生 坂東真紅郎 著 B5 2800 アトリエサード 

4-88375-056-6 TRPGザ・対決～「スク水」×「黒幕」×「四文字熟語」＝「守護天使」?! 松本富之他 著 B5 2000 アトリエサード 

4-88375-057-4 バイオレンス   デザイナー・エックス 著 A4 1800 雷鳴 

4-88375-058-2 トラベラー基本ルール・ボックス・セット   マーク・ミラー 著 A5 5800 雷鳴 

4-88375-063-9 トラベラー マーセナリー ブック4  フランク・チャドウィック 著 A5 2600 雷鳴 

4-88375-065-5 トラベラー ハイ・ガード ブック5  マーク・ミラー 著 A5 2600 雷鳴 

4-88375-059-0 トラベラー 1001キャラクター サプリメント1  マーク・ミラー 著 A5 1800 雷鳴 

4-88375-062-0 トラベラー 動物との遭遇 サプリメント2  マーク・ミラー 著 A5 1800 雷鳴 

4-88375-064-7 トラベラー スピンワード・マーチ宙域 サプリメント3  マーク・ミラー 著 A4変 2600 雷鳴 

4-88375-060-4 トラベラー レフリー・スクリーン スペシャルサプリメント・ミサイル マーク・ミラー 著 A4 3600 雷鳴 

4-88375-061-2 トラベラー シャドウ／アニック・ノヴァ ダブル・アドベンチャー1  マーク・ミラー 著 A5 1800 雷鳴 

4-88375-066-3 トラベラー キンニール アドベンチャー1  マーク・ミラー 著 A5 1800 雷鳴 

4-88375-067-1 トラベラー 帝国市民 サプリメント4  マーク・ミラー 著 A5 1800 雷鳴 

4-915125-85-8 極楽艦隊・逆襲編   朱鷺田祐介 著 A4 2500 スザク・ゲームズ 

4-915125-93-9 銀の門物語拾遺Ⅰ・人の夢、獣の夢  深淵 朱鷺田祐介 著 B5 3000 スザク・ゲームズ 

4-88375-017-5 血のごとく赤き～夢魔の占い札  深淵 朱鷺田祐介 著 B5 900 スザク・ゲームズ 

4-88375-020-5 追憶  深淵 朱鷺田祐介 著 B5 3800 スザク・ゲームズ 

4-88375-030-2 銀龍亭異聞  深淵 朱鷺田祐介 著 B5 3800 スザク・ゲームズ 

4-88375-042-6 妖魔綺譚  深淵 朱鷺田祐介 著 B5 1200 スザク・ゲームズ 

4-915125-98-X レイトショウＪ　深夜三流俗悪アニメの逆襲!!　レイトショウ 桂令夫・河村克彦・朱鷺田祐介 著 B5 3000 スザク・ゲームズ 

4-88375-047-7 上海アンダーグラウンド  上海退魔行 朱鷺田祐介 著 B5 3500 スザク・ゲームズ 

4-88375-012-4 別冊FSGI第３号     B5 2000 スザク・ゲームズ 

4-88375-014-0 別冊FSGI第４号     B5 2000 スザク・ゲームズ 

4-88375-015-9 別冊FSGI第５号     B5 2300 スザク・ゲームズ 

4-88375-019-1 別冊FSGI第６号（TRPG：サプリ０号）     B5 2000 スザク・ゲームズ 

↓ご注文数はこちらにご記入下さい ↓発行 ↓書名／シリーズ名 定価（税別）↓ 

TRPG（ゲーム）関連書籍FAX一括注文書 2005.秋 ■発行＝アトリエサード 
■発売＝書苑新社 

※全国書店から注文可能です。※通信販売はhttp://www.a-third.com/ 
※書店でご注文の際は、このご注文書を持って行かれると便利です。 

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

ご注文者のご氏名 

TEL


