


















芸術書コーナーご担当者様

玄光社 映画•TVメディアMIX関連 売行良好分 追加注文書
　　　 貴店番線印    　  

〒102-8716  
千代田区飯田橋4-1-5
TEL.03-3263-3515

FAX.03-3263-3045 ご担当者　　　　　　　　　　様

(株) 玄光社 営業部

⑤-B

注文在庫

B5判・176頁／定価：本体1,800円＋税　　　
ISBN978-4-7683-0799-1 ＜書籍扱い＞ 

Eテレの大人気番組。
第１～第２シーズンを取り上げたファン待望の１冊！
ムジカピッコリーノは、2013年4月からNHK Ｅテレでシリーズ放送を
開始した、子ども向け音楽教育番組。第１～第２シーズンを取り上げ
たファン待望の１冊。スチームパンク風の造り込まれたファンタジー
は見応えがあり、子どもたちはもちろん、大人の間でも大人気です！

ムジカピッコリーノ 

注文在庫

A4変型判・160頁／定価：本体2,000円＋税
ISBN978-4-7683-0694-9  ＜書籍扱い＞

人気バンド、豚乙女公式のファンブック
オリジナル新曲CD付き！

本書は、豚乙女メンバーのプロフィール、ディスコグラフィーを中
心とした豚乙女公式のファンブックです。アートワークを担当して
いるランコの姉さんのオリジナルイラストや日常系漫画（ランコの
姉さんオリジナル漫画）、座談会なども掲載の盛りだくさん。

豚乙女Fanbook

注文在庫

B4変型判・176頁／定価：本体3,600円＋税
ISBN978-4-7683-0645-1 ＜書籍扱い＞

映画の世界を解き明かす
壮大なメイキングビジュアルブック

CG映像がメインのアクション映画が主流の中、リアルな質感にこ
だわり抜いた本作には実車が激しく火花を散らす超過激なカース
タントが満載の本作。本書では企画の立ち上げから撮影まで、過
酷な映画の舞台裏を余すことなく紹介します。

メイキング・オブ・マッドマックス 
怒りのデス・ロ－ド

注文在庫

A4変型判・200頁／定価：本体3,600円＋税
ISBN978-4-7683-0830-1 ＜書籍扱い＞

『キングコング：髑髏島の巨神』の制作舞台裏を
完全取材。

映画完成に至るまでのすべてを、瞠目のコンセプトアート、アイデ
アスケッチ、粘土原型、そして豊富なメイキング写真で展開。コング
がまったく新しい生命を吹き込まれるまでを、主要キャストとスタ
ッフ・インタビューで解き明かす。

キングコング：髑髏島の巨神 
メイキングブック

注文在庫

A4変型判・40頁／定価：本体1,200円＋税
ISBN978-4-7683-0714-4  ＜書籍扱い＞

『NHKみんなのうた』から生まれた「ひげポン」の
お話＋探し絵が楽しめる！かわいい絵本が登場！

本書はゆかりちゃんの妄想の世界を、相棒のねこさんと一緒にお
話を読んだり、さがし絵をしながら一緒に冒険できちゃう楽しい絵
本です。1冊で何通りもの楽しみ方！繰り返し夢中になれる絵本に
なっています。

ひげヒゲげひポンポン
さがし絵本 

注文在庫

A4変型判・184頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0655-0 ＜書籍扱い＞

音楽ゲームアプリ『SHOW BY ROCK!!』の
ブロマイドがアートブックになって登場！
サンリオの音楽ゲームアプリ「SHOW BY ROCK!!」の大人気ブロマ
イドがアートブックになって登場！ゲームに登場する全22バンドの
イラストが盛り沢山の1冊です。 ゲームアプリのダウンロード数は
200万を突破。ファン必携のアイテムです。

SHOW BY ROCK!! 
OFFICIAL ART BOOK

注文在庫

B5ワイド判・160頁／定価：本体1850円＋税
ISBN978-4-7683-0698-7

映画『ライチ☆光クラブ』の魅力を凝縮した
公式メイキングブック！
映画『ライチ☆光クラブ』に出演した最旬若手俳優陣10人のロン
グインタビューをはじめ、ライチの声役・杉田智和ロングインタビ
ュー、スチール写真で構成されたグラビアや撮影日記、クランクア
ップ写真まで、本書でしか見られない現場写真の数々を掲載。

映画 ライチ☆光クラブ
公式メイキングブック

注文在庫

注文在庫 注文在庫

スター・ウォーズ 
制作現場日誌

ゴーストバスターズ  
ヒストリー＆メイキングブック
A4変型判・224頁 ／定価：本体3,600円＋税 
ISBN978-4-7683-0755-7＜書籍扱い＞

B5変型判・744頁 ／定価：本体3,700円＋税 
ISBN978-4-7683-0809-7＜書籍扱い＞

『スター・ウォーズ』エピソード1～6の舞台裏を満載にした、
ドキュメンタリー写真集。

映画『ゴーストバスターズ』『ゴーストバスターズ2』、
究極のビジュアル・ヒストリーブックが完成！

膨大なコンセプトアートやメイキング写真、造形物たちの舞台裏。
特殊効果、VFXが実験的に行われた撮影現場の貴重な写真満載、
アイヴァン・ライトマン監督や俳優、スタッフたちの解説インタビュ
ーもぎっしりつまった1冊です！

多種多様なキャラクター造形の舞台裏、コンセプトアートや小
道具、巨大な美術セットの360度パノラマショット、精巧なミニ
チュアセットの制作過程……。
初期の特撮撮影方法から後期のデジタル・エフェクト、そして
撮影秘話や舞台裏を豊富に収録した豪華写真集！

注文在庫 注文在庫





コンピューター書ご担当者様

玄光社 ソフト解説書 売行良好分 追加注文書
　　　 貴店番線印    　  

〒102-8716  
千代田区飯田橋4-1-5
TEL.03-3263-3515

FAX.03-3263-3045 ご担当者　　　　　　　　　　様

(株) 玄光社 営業部

⑥-B

注文在庫 注文在庫

B5判・208頁／定価：本体2,500円+税
ISBN978-4-7683-0768-7 

遊んで覚える
Adobe After Effectsテクニック集

本書はビデオSALONの連載『トリタイ映像研究所』の内容を元に、
難しいと思われがちなVFX（ヴィジュアル・エフェクツ）の制作工程
を、なるべく手順を簡略化し、高価な機材と長いレッスンを省い
て、今すぐ使いたいSF表現に近道できるように解説します。各章
サンプル映像や作り方解説の動画へリンクするQRコードを設置。

Homemade SF Book

EDIUS Pro 8 入門講座

Version 8.2を使って編集手順をじっくり解説!

B5変型判・176頁／定価：本体2,500円+税
ISBN978-4-7683-0753-3
【速読・速解シリーズ 13】

話題の4K映像の編集に対応したビデオ編集ソフト「EDIUS Pro 7」
の使い方を解説した入門書です。編集の流れに沿って操作手順を
図解し、入門層に向けて基本操作を紹介しています。大きなバージ
ョンアップを受けたVersion 8.2の新機能の解説も含まれています。

注文在庫

注文在庫

B5変型判・176頁／定価：本体2,300円＋税
ISBN978-4-7683-0769-4 
【速読・速解シリーズ 14】

～編集過程を追いながら操作手順を完全図解～

家庭用のビデオ編集ソフト『サイバーリンクのPowerDirector』最
新バージョンの解説書です。この本では入門記事から使いこなし
まで一歩踏み込んだ内容にまとめているのが特徴。話題の360°カ
メラで撮影した編集の概略も解説しています。

サイバーリンク

PowerDirector 15 実践講座

注文在庫

注文在庫

注文在庫

注文在庫

注文在庫

B5変型判・252頁／定価：本体2,200円＋税
ISBN978-4-7683-0401-3

Photoshopの自動編集機能を使いこなすための
ガイドブック！（CS6/CS5/CS4対応版）
本書はフォトグラファー向けに 写真の処理、特にオート機能を使っ
て効率良く自動化できる処理を中心に紹介しています。最新版の
Photoshop CS6だけでなく、CS5、CS4ユーザーにも分かりやすい
ようにバージョン別の詳しい解説も入れました。

Adobe Photoshop

オート機能完全攻略

注文在庫

B5変型判・176頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0527-0
【速読・速解シリーズ 11】

基本操作からAfter EffectsやAuditionとの連携までを解説

CCは機能や性能は仕事で使うにも申し分なく、プロ用ビデオ編集
ソフトとしてのシェアも拡大しております。実践的に解説しており、
4K編集用にようやくCCへの移行を決めたビジネスユースの人や
学生さんにもおすすめです。

Adobe PremierePro CC
実践講座

注文在庫

A4変型判・128頁／定価：本体2,300円＋税
ISBN978-4-7683-0411-2
【速読・速解シリーズ 7】

編集の流れに沿いながら基本機能をじっくり解説!

本書で解説する「EDIUS Neo 3.5｣は家庭用編集ソフト。これから
EDIUS Neoを使ってビデオ編集を始めたい人、大切な思い出のビ
デオを映画のように編集してみたい人におすすめです。
基本操作を重点的に、文字も大きく、読みやすく紹介しています。

EDIUS Neo 3.5 入門講座

注文在庫

A4変型判・132頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0397-9
【速読・速解シリーズ 6】

編集の流れに沿いながら基本機能をじっくり解説!

新しくなったグラスバレーのビデオ編集ソフト「EDIUS Pro 6.5」の
使い方を解説した入門書です。編集の流れに沿いながらカット編
集を中心に基本機能をじっくり解説。
基本操作を重点的に、文字も大きく、読みやすく紹介しています。

EDIUS Pro 6.5 入門講座



玄光社 ヌード写真集 売行良好分 追加注文書
　　　 貴店番線印    　  

〒102-8716  
千代田区飯田橋4-1-5
TEL.03-3263-3515

FAX.03-3263-3045 ご担当者　　　　　　　　　　様

(株) 玄光社 営業部

⑦-A写真集コーナーご担当者様

注文在庫

A4変型・80頁／定価：本体1,200円＋税
ISBN978-4-7683-0532-4 

儚くも美しい七菜乃の妖艶な魅力が満載！ 

アングラの世界で、多くのカメラマンに人気のある特殊モデル七
菜乃を、フォトグラファーの舞山秀一が撮り下し、1冊にまとめた写
真集です。七菜乃さんのファンだけでなく、舞山秀一さんのアート
作品を好きな人にも向けた1冊です。

七菜乃×舞山秀一

注文在庫

A4判・128頁／定価：本体3,000円＋税
ISBN978-4-7683-0736-6＜書籍扱い＞ 

天使もえの妄想エロスが炸裂した
超バラエティ写真集が誕生！

DMMアダルトアワード2016最優秀女優賞ノミネート! 恵比寿★マ
スカッツのメンバーとしても活躍するとにかく可愛すぎるセクシー
女優・天使もえを実力派グラビアカメラマン3名がグアム＆スタジ
オで撮りおろし！【撮影】上野勇、吉田裕之、根本好伸

天使もえ写真集「もえコレ。」 

注文在庫

B5判・112頁／定価：本体3,000円+税
ISBN978-4-7683-0776-2＜書籍扱い＞

村田兼一の魅惑的な世界観が横溢するフォトエッセイ

月刊誌フォトテクニックデジタルで2年間に亘り連載した『魔女の
系譜』に加筆修正を加え、既刊の写真集に収録されていない新作
写真も多数追加。写真家・村田兼一の呪術的で蠱惑的な作品と、
魔女の視点から見た博物誌的エッセイでつづった“禁断の魔書”。

魔女の系譜

注文在庫

B5判・128頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0810-3＜書籍扱い＞ 

冨手麻妙、初めての本格的写真集！

2017年公開の日活ロマンポルノ45周年記念作品、園子温監督「ア
ンチ・ポルノ」主演。新進気鋭の女優としてブレイクが期待される
冨手麻妙(とみて・あみ)。22歳のパワフルボディが限界ギリギリま
で披露された貴重なカットを収めた本格的ハードカバー写真集。

「裸身_初号」冨手麻妙 

注文在庫

A4変型判・128頁／定価：本体2,800円＋税
ISBN978-4-7683-0811-0＜書籍扱い＞ 

田中みかファースト写真集

撮影会で大人気のモデル・田中みかのファースト写真集。
1986年の夏をテーマに少しノスタルジーを感じさせる美しい描写
で、初々しい少女のエロスが引き立つ魅力的な写真集となってい
ます。

田中みか写真集
-1986年の夏休み- 

注文在庫 注文在庫

注文在庫注文在庫

注文在庫 注文在庫

A4変型判・144頁／定価：本体1,600円＋税
JAN 4910077700375

人気企画！フォトテクニックデジタル
ヌード特集の総集編第２弾！
2015年に発売し、大好評だった月刊誌フォトテクニックデジ
タルのヌード特集の総集編第二弾。前回のラインナップに加
え、本誌で人気の作家系写真家、最近人気のモデルが多数参
加しています。【モデル】三上悠亜／兎丸愛美／天使もえ／YUE／吉岡
愛花／月乃ルナ／大塚咲／七菜乃／古川いおり／ひらく／通野未帆

フォトテクニックデジタル2017年3月号別冊

ヌードアーカイブス2015-2017

注文在庫

A4判・112頁／定価：本体3,000円＋税
ISBN978-4-7683-0814-1＜書籍扱い＞

全ポートレートファン必見！
人気セクシー女優、古川いおり1stヌード写真集！

恵比寿★マスカッツのお色気担当古川いおりのファーストヌード
写真集。グラビア写真界の鬼才・福島裕二が撮り下ろした1stヌー
ド写真集です。近年女性誌のsex特集のグラビアや女性向けAV出
演で男女問わず幅広いファン層を得ている注目の女優です。

古川いおり写真集
ＤＲＥＡＭＩＮＧ

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト

gks_bs
タイプライターテキスト



PC書・素材集コーナーご担当者様

玄光社 素材集関連 売行良好分 追加注文書
　　　 貴店番線印    　  

〒102-8716  
千代田区飯田橋4-1-5
TEL.03-3263-3515

FAX.03-3263-3045 ご担当者　　　　　　　　　　様

(株) 玄光社 営業部

⑦-B

注文在庫

A4変型判 120頁／定価：本体2,300円＋税
ISBN978-4-7683-0567-6 　【DVD-ROMつき】

商用利用OKの大人可愛い素材、
JPEG/PNG合わせて3492点収録！ 

大人っぽくてかわいらしい素材を1791点掲載。付録のDVD-ROMには2
種類の記録形式（JPEG/PNG）で合計3492点収録！
お店のチラシやDM、Web、DTPデザインの素材として使える素材がた
っぷり！スクラップブックや年賀状などのアクセントにもなります！

Collection for  Girls

大人かわいい素材集

注文在庫

A4変型判 144頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0678-9　【DVD-ROMつき】 

商用利用OKの大人可愛い素材、
JPEG/PNG/EPS形式合わせて3091点収録！ 

フランスの地図や街並み、定番の観光名所、果物や野菜、食べ物、植
物や、小物のイラストなど、フランスのアンティーク風の吹き出しやラ
イン、フレーム、パターンも多数用意しています。フランスの年中行事
を巡りながら用途に合った素材を探せる、旅気分を味わえる素材集。

旅する素材集
フランスの年中行事と雑貨

注文在庫 注文在庫

B5変型判・128頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0826-4　【DVD-ROMつき】

老舗レース専門店「岩井レース」監修！
レースの源流であるフランスの伝統的なクラシック・レースデ
ザインを広範に収録し、タイプ別に系統建てて分類した、「レー
ス素材集」の標準型になりうる図鑑のような決定版となります。
ウェディング関連のデザインなど、女性向けの装飾や枠飾りに。
作品の質を高める素材集です。

フランスの伝統的な
レース柄素材大全

注文在庫

注文在庫 注文在庫

注文在庫

注文在庫

A4変型判 120頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0720-5　【DVD-ROMつき】　

スタイリッシュで使いやすい、
アナログ線画イラストが盛りだくさん！

日常の生活に息づく身近なモチーフや季節を感じるモチーフなど、
さまざまなジャンルのアナログ線画イラストを収録した素材集です。
ポスターなどのデザインや、写真の上に重ねるだけの手軽なコラー
ジュまで、洗練された「抜け感」のあるオシャレな制作物が作れます。

おしゃれドローイング素材集 
NEW ANALOG DRAWING COLLECTION 

注文在庫

A4変型判 120頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0706-9　【DVD-ROMつき】

ビジネスのプレゼン資料や企画書作成に役立つ！

企画書や統計資料、プレゼン資料の作成に最適な、ビジネス、情報・
サービス、各種商品アイコンから、掲示物や配布物として使用頻度
の高い、案内用図記号、それらと組み合わせて使える地図、グラフパ
ーツなど、すぐに使えて実用的なアイコンを1008点掲載。

仕事で使えるアイコン素材集 

注文在庫

B5判 112頁／定価：本体2,500円＋税
ISBN978-4-7683-0700-7　【DVD-ROMつき】 

ガーリーでファンシーな
かわいい素材を1437点掲載!

いまどきのものからレトロなものまで、“ゆめかわいい”素材をたく
さん集めました。お店のチラシやDM、Web、DTPデザインの素材と
して使えるものがたっぷり! コラージュ、ハンドメイド雑貨、ブログ
のデザインに、自由に楽しんでください。

Girly ＆ Fancy トキメキ素材集

注文在庫

B5変型判 160頁／定価：本体2,500円＋税　
ISBN978-4-7683-0566-9　【DVD-ROMつき】 

オリジナルＭＡＰを自分でつくりたい人のための
素材集がついに登場！ 

オリジナルMAPを自分でつくりたい人のための素材集がついに登場！
案内状や転居報告、店や街の紹介などはもちろん工夫次第でかわい
くおしゃれに演出できるイラストがたっぷり。MAPづくりは初めてで
自信がない人のために、作り方とコツも解説しています。

カワイイ＆おしゃれな

手づくりMAP素材集


