
■流通経路：トーハン、日販、大阪屋栗田など大手取次経由　※発売元「株式会社　コスモの本」
書名 ISBN 版型 本体価格 内容紹介 注文数

季刊まっすぐvol.3　2018年秋号　竹鶴酒造杜氏　石川達也 9784864850377 B5判 ¥900
広島県竹原市「竹鶴酒造」杜氏　石川達也氏を徹底取材。同酒蔵は、竹
鶴政孝の生家でもある。

「きっと治せる！」信じる医師と「治してみせる！」と決めた人たちが生んだ
がん治療 希望の物語

9784864850346 B5判 ¥900
名古屋市の開業医堀田医師の著作。「自己免疫力」の向上を軸にした
がん治療をご紹介します。

住宅ローン地獄からあなたを救う
わかりやすい任意売却

9784864850285 四六判　並製 ¥1,300
住宅ローンを滞納しても、あきらめてはいけません。人生のリセットを目
指す全ての人へ。

和歌山の「葬儀社三代目」がそっとあなたにお伝えする
心からのおみおくり

9784864850193 四六判　並製 ¥1,300 和歌山県の葬儀会社三代目が教える「正しい葬儀」の行い方。

2か月でみるみる変わる！
できる親子コミュニケーション59の習慣

9784864850209 四六判　並製 ¥1,300 サッカー経験を活かした「新しい子育て」の書。

竃さらえ
見延典子短編集・頼山陽をめぐる物語

9784864850155 四六判　並製 ¥1,200
頼山陽を取り巻く人々が織り成す人生の機微を、著者ならではの筆致で
読ませる短編集。

終活のルール 9784864850087 四六判　並製 ¥1,200 一般社団法人の代表理事がそっと教える「終活」のコツ。

優勝請負人
スポーツアナウンサーが伝えたい9つの覚悟

9784864850131 四六判　並製 ¥1,300
スポーツ実況アナウンサーならではの真実の物語。第5回広島本大賞受
賞作品。

普段使いの広島酒場 -フダヅカ- 9784864850148 変形B5判 ¥1,500 広島で知らぬ人はいない名物料理人山田幸成の普段使いの店とは？

鉄板力～ お好み焼きひらの超繁盛のヒミツ 9784864850124 四六判　並製 ¥1,000
サンフレッチェ、広島カープ、皆実高校などの選手が通う広島のお好み
焼き店のヒミツとは？

自分サイズの老い支度
～保険で賢く安心の選択～

9784864850049 四六判　並製 ¥1,200 人それぞれの「終活」とは？

おしゃべりなひろしま手みやげ 9784864850032 変形A5判　並製 ¥1,200
広島の隠れた名品を手みやげに。大人気ラジオ番組から生まれたひろ
しま手みやげ本。

品切れ

酒場のおんな 9784864850025 A5判　並製 ¥1,200 酒場のおんなたちが織り成す写真集。

エッセイ集『風になれば』 9784906380978 四六判　並製 ¥1,000 シンガーソングライター玉城ちはるの初出版自伝。 品切れ

■流通経路：沖縄教販経由
書名 著者 ISBN 雑誌コード 版型 本体価格 内容紹介 注文数

季刊まっすぐvol.2-MASSUGU-2018年春号
すぐわかる! まっすぐな家づくり

監修　東舟道博
保

4910895390383 B5判 ¥900
「成功する家づくりのダンドリ」から「沖縄での木造住宅について」「電磁
波対策」まで、マンガとわかりやすい言葉で伝える雑誌。

がんに克つ　-望みあるところに光あり- 天願勇 9784990827984 四六判　並製 ¥1,300 40年を超える経験を持つ医師がたどり着いた「全人的医療」とは？

■流通経路：熊本ネット経由
書名 著者 ISBN 雑誌コード 版型 本体価格 内容紹介 注文数

がんは治せる 花牟禮康生 9784990827946 四六判　並製 ¥1,300 3000人の電話相談を受けた著者が考える「がん」治療の今とこれから。
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辻本和也
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ご注文は

FAX:082-259-3926
TEL:082-259-3925

※本体価格に別途消費税が加算されます

貴店名／貴番線印

〒733-0032 広島県広島市西区東観音町14-1 1F



ご注文は

FAX:082-259-3926
TEL:082-259-3925

※本体価格に別途消費税が加算されます

貴店名／貴番線印

〒733-0032 広島県広島市西区東観音町14-1 1F

■流通経路：出版共同流通経由
書名 著者 ISBN 雑誌コード 版型 本体価格 内容紹介 注文数

おのみち怪談
監修　東雅夫
編集　光原百合

9784990962135 B5判 ¥900
東雅夫(文芸評論家・アンソロジスト)氏を総合監修に、光原百合氏を編
纂として迎え実現した 尾道「ふるさと怪談」「てのひら怪談」文芸書籍誕
生!!

あなたもできる! あきらめないがん治療  川口光彦 9784990962104 B5判 ¥900
岡山市の院長が教えるがん治療を、マンガとイラストを駆使してわかり
やすく伝えます。

■流通経路：直販扱い
書名 著者 ISBN 雑誌コード 版型 本体価格 内容紹介 注文数

おのみち怪談２
監修　東雅夫
編集　光原百合

9784910342023 A5変形判 ¥500
2020年第2回尾道てのひら怪談コンテストの入選作品を掲載。また、審
査員でもある東雅夫(アンソロジスト)×光原百合(小説家)の特別対談も
収録。

広島の二人 保坂延彦 9784910342009 四六判　並製 ¥1,500
脚本家・菊島隆三から未発表 脚本 「広島の二人」を託され た保坂延彦
が、脚本の後日談となる「ミツ子の物語」も加えて小説化。「８ ６ 」を心に
刻み 、受け継ぐ人々の姿を、時に切なく、時に逞しく描く。

おうちごはんレシピ 6 　お酢。 平山友美 9784910342016 A5判冊子 ¥500
フードプロデューサーとして、新聞や専門誌に様々な食材の取材記事を
寄稿している平山友美さんがまとめたお酢の本。

おうちごはんレシピ 5 　蒸し生姜 平山友美 9784990962197 A5判冊子 ¥500 28ページ A5サイズのフルカラー小冊子。

おうちごはんレシピ 4 　広島の牡蠣のうま味がギュッと詰まった四季のレシピ 平山友美 9784990962180 A5判冊子 ¥500 32ページ A5サイズのフルカラー小冊子。

おうちごはんレシピ 3 　焼きだし 平山友美 9784990962166 A5判冊子 ¥500 32ページ A5サイズのフルカラー小冊子。

がん予防 がん治療中 がん再発防止のための食事療法 渡邊昌 9784990962142 B5判冊子 ¥1,000 32ページ B5サイズのフルカラー小冊子。

おうちごはんレシピ 2 　小魚 平山友美 9784990962159 A5判冊子 ¥500 32ページ A5サイズのフルカラー小冊子。

季刊まっすぐvol.1-MASSUGU-2018年冬号
離婚とマイホームと住宅ローンの大問題

監修　斎藤善徳 4910895391274 ムック　変形B5 ¥900
任意売却で人生のリセットをご案内500件! 監修者の豊富な知識と経験
を「マンガ」と解説でわかりやすく! !

おうちごはんレシピ 1 　みそ 平山友美 9784990962111 A5判冊子 ¥500 32ページ A5サイズのフルカラー小冊子。広島発全国対応みそレシピ。

優勝請負人2 坂上俊次 9784990827991 四六判　上製 ¥1,500 中国放送坂上アナウンサーの第2作　上製本

やさしいお葬式-人生の終わりとはじまり- 伊藤雄介 9784990827977 四六判　並製 ¥1,300 香川県綾川葬祭の経験から見た本当の葬儀とは？

広島すごろくコマ歩き
イラスト：
木村ゆみ

9784990827960 函入り ¥1,600
「負けてもはぶてちゃいけんよ！」ありそうでなかった広島郷土すごろく
が大誕生！！

業績3倍 口ぐせ本 中神公子  9784990827953 四六判　並製 ¥1,300 口ぐせひとつで業績が全く違ってくるのは、実は本当だったのです。



ご注文は

FAX:082-259-3926
TEL:082-259-3925

※本体価格に別途消費税が加算されます

貴店名／貴番線印

〒733-0032 広島県広島市西区東観音町14-1 1F

■流通経路：直販扱い
書名 著者 ISBN 雑誌コード 版型 本体価格 内容紹介 注文数

汚名 見延典子 9784990827939 四六判　上製 ¥1,500 新田次郎賞作家がおくる広島郷土ヒューマン小説。

おうちでつくる絶品広島ごはん 平山友美 9784990827922 A5判　並製 ¥1,500
郷土料理の枠を超えた一冊。中國新聞大好評連載お料理コラムの書籍
化！

テヲツナグ～写真とエッセイで綴る84の海外体験記～
書籍「テヲツナ
グ」製作委員会

9784990827908 変形140x150 ¥800
若者たちが自分の力で世界を見た一冊。本分社初のクラウドファンディ
ング出版。

自分のお葬式を考えているあなたへ 吉澤隆 9784877701116 四六判　並製 ¥1,200 家族葬とは一体何か？　人それぞれのおみおくりとは？

メッセージブック『human ERROR』 Frying Dutchman B5判 ¥350 再生200万回超動画「ヒューマンエラー」の冊子化。 品切れ

■流通経路：直販扱い（こちらの書籍は買い切りです）
書名 著者 ISBN 雑誌コード 版型 本体価格 内容紹介 注文数

新版 令和の広島すごろくコマ歩き　（買い切り）
イラスト：
アヲイデザイン

9784910342030 函入り ¥1,600
広島県内をすごろくでぐるり一周しながら、広島をもっと好きになる『広島
すごろくコマ歩き』(2016年11月発売)が、令和の時代に新しくなりました。


