
クリスマスにおすすめの絵本

教育画劇　FAX  03-3341-8365教育画劇　FAX  03-3341-8365
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4
ヶ
月
延
勘

セット

2016冬のおすすめえほん セット

ISBN 978-4-7746-3056-4
セット本体価格１７，０００円＋税

申込〆切・・・・１０月中旬
出荷予定・・・・１０月下旬

３点×５冊

２０１６クリスマスえほん セット

ISBN 978-4-7746-3057-1
セット本体価格９，２４０円＋税

申込〆切・・・・１０月中旬
出荷予定・・・・１０月下旬

３点×３冊

２０１６スイーツえほん セット

ISBN 978-4-7746-3041-0
セット本体価格１０，５００円＋税

申込〆切・・・・１０月下旬
出荷予定・・・・１１月上旬

３点×３冊

ユーモアしつけえほん セット

ISBN 978-4-7746-3019-9
セット本体価格９，６００円＋税

申込〆切・・・・１１月上旬
出荷予定・・・・１１月中旬

３点×３冊

行事お正月えほん セット

ISBN 978-4-7746-0329-2
セット本体価格５，９４０円＋税

申込〆切・・・・１１月中旬
出荷予定・・・・１１月下旬

2点×３冊

行事せつぶんえほん セット

ISBN 978-4-7746-0330-8
セット本体価格５，９４０円＋税

申込〆切・・・・１２月中旬
出荷予定・・・・１２月下旬

2点×３冊
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2016年11月
下旬予定ポコポコミルク

2016冬　新刊　注文書セット＆既刊単品 注文書

さかいさちえ・作／絵
本体価格800円＋税 ISBN-978-4-7746-2082-4

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年10月
上旬予定

おいしくなーれ！
きかんしゃルー
わだことみ・作／かいちとおる・絵
本体価格1,150円＋税 ISBN-978-4-7746-2079-4

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年10月
中旬予定おしりだよ

乾栄里子・作／西村敏雄・絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2084-8

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年10月
下旬予定かまくらレストラン

真珠まりこ・作／絵
本体価格1,300円＋税 ISBN-978-4-7746-2077-0

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
上旬予定

しゅっしゅっぽっぽ
トンネルですよ！
林なつこ・作／絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2078-7

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
上旬予定

チェリーひめ
めいろのだいぼうけん
かとうようこ・作／絵
本体価格1,300円＋税 ISBN-978-4-7746-2080-0

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
中旬予定ヒメコひめとおしゃれひめ

ふじまちこ・作／まついあや・絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2083-1

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
中旬予定

わすれんぼうの
サンタクロース
中川ひろたか・作／中川貴雄・絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2081-7

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
中旬予定ぼくのそりにのって！

さえぐさひろこ・作／吉田尚令・絵
本体価格1,300円＋税 ISBN-978-4-7746-2085-5

C
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E

F

A

B

111 いちばん しあわせな おくりもの 1,200 978-4-7746-2061-9 冊

222 がまんのケーキ 1,000 978-4-7746-1135-8 冊

333 いろいろおふろはいり隊！ 1,100 978-4-7746-1223-2 冊

444 十二支のことわざえほん 1,000 978-4-7746-0690-3 冊

555 十二支のはやくちことばえほん 1,000 978-4-7746-1113-6 冊

666 おふろだいすき！しろくまきょうだい 1,200 978-4-7746-2028-2 冊

777 ヒメコひめのおかしやさん 1,100 978-4-7746-2029-9 冊

888 ぎょうれつのできるレストラン 1,300 978-4-7746-2064-0 冊

999 じごくのラーメンや 1,100 978-4-7746-1155-6 冊

101010しましまかしてください 1,300 978-4-7746-2023-7 冊

111111とこやにいったライオン 1,100 978-4-7746-1179-2 冊

121212はたらくくるま みちをつくる 1,000 978-4-7746-0721-4 冊

好評！　おすすめ既刊

注文数セット名番線

注文数タイトル 本体価格 ISBN番線

注文数タイトル番線

おしりだよ

乾栄里子 さく　西村敏雄 え

教育画劇

２０１６～２０１７　クリスマス・冬のえほん
好評セット＆新刊　ご案内

教育画劇

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-17-15
www.kyouikugageki .co.jp TEL. 03（3341）3400  FAX. 03（3341）8365

２０１６～２０１７　クリスマス・冬のえほん
好評セット＆新刊　ご案内



おしりだよ

乾栄里子 さく　西村敏雄 え

2・3歳から2016年10月上旬 しかけ絵本

おいしくなーれ! きかんしゃ ルー

本体価格1,150円＋税
190×210mm　32P

わだことみ・作
かいちとおる・絵

めくりしかけ絵本

自分のおしりに話しかけられちゃった
男の子のお話。

ある日、お風呂でおしりを洗っていると、
後ろで声が…。
その日から、おしりとすごす、
楽しくて特別な毎日がはじまったのです！

2・3歳から2016年11月下旬 創作絵本

4・5歳から2016年10月中旬 創作絵本

おしりだよ

本体価格1,100円＋税
240×190mm　32P

乾栄里子・作
西村敏雄・絵

3・4歳から2016年10月下旬 創作絵本

かまくらレストラン

本体価格1,300円＋税　264×216mm　28P

真珠まりこ・作／絵
冬のほっこり暖まる1冊

心の中までかわいくなれるかな？

1・２歳から2016年11月上旬 穴あき赤ちゃん絵本

3・４歳から2016年11月上旬 創作遊び絵本 3・4歳から2016年11月中旬 創作絵本

ヒメコひめとおしゃれひめヒメコひめとおしゃれひめ

本体価格1,100円＋税　240×190mm　32P

ふじまちこ・作／まついあや・絵

心があたたかくなる、優しくてかわいいお話絵本。

3・４歳から2016年11月中旬 しかけつき創作絵本 3・4歳から2016年11月中旬 創作絵本

ぼくのそりにのって！

本体価格1,300円＋税　264×214mm　32P

さえぐさひろこ・作／吉田尚令・絵
「雪が降ったらそり遊びしようねえ！」
あれ、りすちゃんの元気がありません。どうしたのかな…？
でも、みんなのピカピカのそりを見たら、くまくんの
気 持 ち も 、しょん ぼりし
てきて…。
雪、つもるかな？みんなで
そり遊び、できるかな？

かまくらレストランは、冬の
間だけオープンするレスト
ラン。ここでおばあさんの
おいしいお汁粉を食べたら
心も体もぽっかぽか！

おいしい野菜や果物
の絵探しが楽しめる！
どんなお料理に変身
するのかな？

わすれんぼうのサンタクロース、サンタの衣装に着替
えるのを忘れたり、子どもたちへのプレゼントや地図を
忘れたり……。なんてこったいなんてこったい、大丈夫？

さくらんぼ王国のお姫様
チェリーひめ、今日はプリ
ンセスチェリー号に乗って、別荘のマシュマロハウスへ
お出かけします。ところがチェリーひめったら、はしゃぎ
すぎて、空から落っこちてしまったから、さあ大変！

うさぎさんのトンネル、さるさんのトンネル、とりさ
んのトンネル、ぞうさんのトンネル。トンネルくぐる
の楽しいな！トンネルくぐるの嬉しいな！

ヒメコひめの憧れは、いつもお
しゃれな、いとこのおしゃれひめ。
ある日、おしゃれひめからの
お誘いで、みんなで流れ星を
見ることに…。どんな格好で
行けばいいのかな？

しゅっしゅっぽっぽ トンネルですよ
林なつこ・作／絵

いろんな動物が次々楽しいトンネルになって、汽車ぽっぽを通してくれるよ！

本体価格1,100円＋税
195×195mm　28P

ポコポコミルク

さかいさちえ・作／絵

大人気！『ポコポコおやつえほん』シリーズ
待望の第４巻は、みんな大好きミルク!!

本体価格800円＋税　180×180mm　28P

赤ちゃんから大人まで、みんな大好き
まっ白ミルク、やさしいお味のミルク。
今日のポコポコは、うしさんに代わっ
てミルクの配達のお手伝いです。みん
なミルクの到着を待っていますよ…。

かとうようこ・作／絵
かわいいチェリーひめが活躍する、大人気遊び絵本！

本体価格1,300円＋税   
264×216mm　32P

チェリーひめ　　めいろのだいぼうけん

わすれんぼうの サンタクロース
中川ひろたか・作／中川貴雄・絵

陽気で愉快なサンタさんが繰り広げるクリスマスとお正月にぴったりの絵本！

本体価格1,100円＋税　200×190mm　32P

めくると…

3・4・5歳から
本体価格1,200円+税
230×230mm　28P

宮野聡子・作／絵
好きだという気持ち
の絵本
こりすとくまくんは大の
仲良し。一緒に森で暮
らしています。
こりすは、くまくんを喜ば
せたいけれど、くまくんは
何にもいらないといい
ます。その理由は…

いちばんしあわせなおくりもの

3・4歳から

本体価格1,000円＋税
240×190mm　32P

かがくいひろし・作／絵

がまんできます。
あなたのためなら！
ケーキを目の前に、こいたろ
うくんとかめぞうさんは「がま
んがまん」。
けろこさんを待つけれど…。
かがくいユーモアたっぷりの
人情絵本！

がまんのケーキ

3歳から

本体価格1,100円+税
264×190mm　32P

穂高順也・作／西村敏雄・絵

11月初旬出荷

わたしたち、おふろはいり隊です。
おいしいお風呂、紹介します！
ニンジンさんタマネギさんジャガイモ
さんが、いろんなお風呂をレポート
してくれますよ。カレーやシチュー、
お味噌汁のお風呂に、え～っ、サウ
ナや日焼けサロンまであるの～？！
厨房を舞台に、おふろはいり隊が
レポート三昧。最後まで目がはなせ
ません！

3・4歳から
本体価格1,000円＋税
190×240mm　24P

高畠純・作／絵
楽しく読めて、賢く
学べる、まさに『一
石二鳥』の愉快な
ことわざ絵本！！
十 二 支 の 動 物 達が
ことわざの 世 界でも
大活躍！
十二支の動物が愉快
なことわざをユーモア
たっぷりにご紹介しま
す。

十二支のことわざえほん

3・4歳から
本体価格1,000円＋税
190×240mm　24P

高畠純・作／絵
みんな声に出して
読みたくなる！
楽しい早口言葉の
絵本！！
ことわざに続く、楽しい
十二支の早口言葉、
全部いえるかな～!?
子どもも大人も一緒に
なって楽しく遊べる、言
葉遊びえほん第２弾‼   
十二支の動物たちが
はやくちことばでも、舌
をかみかみ大活躍…？

十二支のはやくちことばえほん

3・4・5歳
本体価格1,200円＋税
182×257mm　32P

まつおりかこ・作／絵
はじめてのお風呂
トレーニング絵本
に！
しろくまの兄弟はお風
呂が大好き！はしゃぎ
すぎて、自宅のお風呂
を壊し、森の銭湯にい
くことに…！お風呂マ
ナーも学べる１冊。

3・4歳から
本体価格１，１００円＋税
２４０×１９０mm　３２P

ふじまちこ・作
まついあや・絵
可愛いプリンセスのおかし
づくり絵本
ヒメコひめはおかしがだーいす
き。おかしやさんになることを夢
見て、ハートのホットケーキづくり
に挑戦です。だけど、おっちょこ
ちょいのヒメコひめは、たまごを
バチャ、牛乳はごぼごぼ、こなを
ぱっしゃん…！大丈夫かな？
やさしい気持ちになる一冊。

3・4歳から
本体価格1,300円+税
264×214mm　32P

ふくざわゆみこ・作／絵
大人気!『ぎょうれつのできる
おいしいえほん』シリーズ
最新刊!
おいしいものには、みんなを笑顔に
する、不思議な魔法があるので
す。おいしい絵本のシリーズ最新
刊の舞台は、大きな大きな木の上
にある、フクロウの夫婦がいとなむ
鳥たちのためのレストラン。ふくろう
の子ども、ポーの夢はコックさんに
なること。忙しいお父さんとお母さ
んをお手伝いしたいのですが…。

3・4歳から

本体価格1,100円＋税
240×190mm　32P

苅田澄子・作／西村繁男・絵
「じごくだいすき！！」
こわーいじごくが大人気！
抱腹絶倒まちがいなし！

「天国はおいしいものがあるの
に、じごくってなんにもないね」そ
れを聞いたえんま様は大激怒！

「よーし、じごく名物つくったる！」
ぶっとびユーモア絵本！

じごくのラーメンや

4歳から
本体価格1,300円+税
264×216mm　32P

林なつこ・作／絵
きみがどんな形、どんな色
でも、きみはきみだから、
大事な友だち。
ゾウさんが、ミツバチさん、トラさ
ん、キツネザルさん、空の虹さん
に「しましまかしてください」って
お願いして…体中しましまもよう
になりました。一体ゾウさんはどう
してしましまになりたかったのか
な？思い合える、大事な友だちが
いるって素敵。読み終えた後、
幸せな気持ちになれる絵本です。

4歳から
本体価格1,100円＋税
190×240mm　32P

サトシン・作／おくはらゆめ・絵
もっさもさのライオン！ とこやに行ったら大変身！

ライオンがとこやさん
にやってきた。

「へーっくしょぉーい！」
はさみが滑って切り
すぎてしまったとこや
さん。
一体どうなる！？
奇想天外爆笑絵本。

とこやにいったライオン

3・4歳から

本体価格1,000円＋税
２４０×１９０mm　30P

こもりまこと・作／絵
リアルにかっこいい
車のしかけ絵本！
ブルドーザー、ダンプ、ショベ
ル、クレーン車など。精微迫力
の絵で働く車が大活躍。全て
の見開きが大きく上に、下に、
横に広がる乗り物絵本!

ブルドーザー、ダンプ、ショベ
ル、クレーン車など。精微迫力
の絵で働く車が大活躍。全て
の見開きが大きく上に、下に、
横に広がる乗り物絵本!

いろいろおふろはいり隊！
たい

　しろくま
おふろだいすき！
　しろくまきょうだい

ヒメコひめのおかしやさんヒメコひめのおかしやさん ぎょうれつのできるレストラン

しましましましまかしてください はたらくくるま みちをつくる

111 222 333

444 555 666

888 999

101010 111111 121212

777

２０１６スイーツC
えほんセット

スイーツたっぷり！ 11月上旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

ユーモアしつけD
えほんセット

しつけ絵本の新定番！ 11月中旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

行事お正月E Fえほんセット 11月下旬出荷

2点×3冊 4ヶ月延勘 3・4歳から
行事せつぶん えほんセット 12月下旬出荷

2点×3冊 4ヶ月延勘 3・4歳から

２０１６冬のおすすめA
えほんセット

冬の定番！ 10月下旬出荷

3点×5冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

２０１６クリスマスB
えほんセット

クリスマスのロングセラー！ 10月下旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

十二支のはじまり
岩崎京子・文

二俣英五郎・画
本体1,200円＋税

ISBN 978-4-7746-0409-1

うさぎちゃんと
ゆきだるま

あいはらひろゆき・文
あだちなみ・絵

本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-0685-9

ゆきあそび

たちもとみちこ・作／絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-2031-2

だんろのまえで

鈴木まもる・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1108-2

クリスマスはドキドキ
きむらゆういち・作
ふゆのいちこ・絵
本体780円＋税

ISBN 978-4-7746-0400-8

クリスマスにくつしたを
さげるわけ
間所ひさこ・作

ふりやかよこ・絵
本体1,200円＋税

ISBN 978-4-7746-0501-2

チェリーひめの
かくれんぼ

かとうようこ・作／絵
本体1,300円＋税

ISBN 978-4-7746-2018-3

ヒメコひめの
おたんじょうび

ふじまちこ・作／まついあや・絵
本体1,100円＋税

ISBN 978-4-7746-1387-1

いちごパフェ
エレベーター
石崎なおこ・作／絵
本体1,100円＋税

ISBN 978-4-7746-1379-6

おばけのやだもん
ひらのゆきこ・作／絵

本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-1381-9

もちつきぺったん
きむらゆういち・作／いもとようこ・絵

本体780円＋税
ISBN 978-4-7746-0401-5

七ふくじんとおしょうがつ
山末やすえ・作／伊東美貴・絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-0495-4

おにはーそと！
きむらゆういち・作／ながはまひろし・絵

本体780円＋税
ISBN 978-4-7746-0402-2

せつぶんだ まめまきだ
桜井信夫・作／赤坂三好・絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-0496-1

おなかのこびと
よしむらあきこ・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1399-4

おトイレさん
きたがわめぐみ・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1359-8

2016冬
新刊のご案内

クリスマスにおすすめの絵本

好評！　おすすめ既刊

2016.08.08 再校



おしりだよ

乾栄里子 さく　西村敏雄 え

2・3歳から2016年10月上旬 しかけ絵本

おいしくなーれ! きかんしゃ ルー

本体価格1,150円＋税
190×210mm　32P

わだことみ・作
かいちとおる・絵

めくりしかけ絵本

自分のおしりに話しかけられちゃった
男の子のお話。

ある日、お風呂でおしりを洗っていると、
後ろで声が…。
その日から、おしりとすごす、
楽しくて特別な毎日がはじまったのです！

2・3歳から2016年11月下旬 創作絵本

4・5歳から2016年10月中旬 創作絵本

おしりだよ

本体価格1,100円＋税
240×190mm　32P

乾栄里子・作
西村敏雄・絵

3・4歳から2016年10月下旬 創作絵本

かまくらレストラン

本体価格1,300円＋税　264×216mm　28P

真珠まりこ・作／絵
冬のほっこり暖まる1冊

心の中までかわいくなれるかな？

1・２歳から2016年11月上旬 穴あき赤ちゃん絵本

3・４歳から2016年11月上旬 創作遊び絵本 3・4歳から2016年11月中旬 創作絵本

ヒメコひめとおしゃれひめヒメコひめとおしゃれひめ

本体価格1,100円＋税　240×190mm　32P

ふじまちこ・作／まついあや・絵

心があたたかくなる、優しくてかわいいお話絵本。

3・４歳から2016年11月中旬 しかけつき創作絵本 3・4歳から2016年11月中旬 創作絵本

ぼくのそりにのって！

本体価格1,300円＋税　264×214mm　32P

さえぐさひろこ・作／吉田尚令・絵
「雪が降ったらそり遊びしようねえ！」
あれ、りすちゃんの元気がありません。どうしたのかな…？
でも、みんなのピカピカのそりを見たら、くまくんの
気 持 ち も 、しょん ぼりし
てきて…。
雪、つもるかな？みんなで
そり遊び、できるかな？

かまくらレストランは、冬の
間だけオープンするレスト
ラン。ここでおばあさんの
おいしいお汁粉を食べたら
心も体もぽっかぽか！

おいしい野菜や果物
の絵探しが楽しめる！
どんなお料理に変身
するのかな？

わすれんぼうのサンタクロース、サンタの衣装に着替
えるのを忘れたり、子どもたちへのプレゼントや地図を
忘れたり……。なんてこったいなんてこったい、大丈夫？

さくらんぼ王国のお姫様
チェリーひめ、今日はプリ
ンセスチェリー号に乗って、別荘のマシュマロハウスへ
お出かけします。ところがチェリーひめったら、はしゃぎ
すぎて、空から落っこちてしまったから、さあ大変！

うさぎさんのトンネル、さるさんのトンネル、とりさ
んのトンネル、ぞうさんのトンネル。トンネルくぐる
の楽しいな！トンネルくぐるの嬉しいな！

ヒメコひめの憧れは、いつもお
しゃれな、いとこのおしゃれひめ。
ある日、おしゃれひめからの
お誘いで、みんなで流れ星を
見ることに…。どんな格好で
行けばいいのかな？

しゅっしゅっぽっぽ トンネルですよ
林なつこ・作／絵

いろんな動物が次々楽しいトンネルになって、汽車ぽっぽを通してくれるよ！

本体価格1,100円＋税
195×195mm　28P

ポコポコミルク

さかいさちえ・作／絵

大人気！『ポコポコおやつえほん』シリーズ
待望の第４巻は、みんな大好きミルク!!

本体価格800円＋税　180×180mm　28P

赤ちゃんから大人まで、みんな大好き
まっ白ミルク、やさしいお味のミルク。
今日のポコポコは、うしさんに代わっ
てミルクの配達のお手伝いです。みん
なミルクの到着を待っていますよ…。

かとうようこ・作／絵
かわいいチェリーひめが活躍する、大人気遊び絵本！

本体価格1,300円＋税   
264×216mm　32P

チェリーひめ　　めいろのだいぼうけん

わすれんぼうの サンタクロース
中川ひろたか・作／中川貴雄・絵

陽気で愉快なサンタさんが繰り広げるクリスマスとお正月にぴったりの絵本！

本体価格1,100円＋税　200×190mm　32P

めくると…

3・4・5歳から
本体価格1,200円+税
230×230mm　28P

宮野聡子・作／絵
好きだという気持ち
の絵本
こりすとくまくんは大の
仲良し。一緒に森で暮
らしています。
こりすは、くまくんを喜ば
せたいけれど、くまくんは
何にもいらないといい
ます。その理由は…

いちばんしあわせなおくりもの

3・4歳から

本体価格1,000円＋税
240×190mm　32P

かがくいひろし・作／絵

がまんできます。
あなたのためなら！
ケーキを目の前に、こいたろ
うくんとかめぞうさんは「がま
んがまん」。
けろこさんを待つけれど…。
かがくいユーモアたっぷりの
人情絵本！

がまんのケーキ

3歳から

本体価格1,100円+税
264×190mm　32P

穂高順也・作／西村敏雄・絵

11月初旬出荷

わたしたち、おふろはいり隊です。
おいしいお風呂、紹介します！
ニンジンさんタマネギさんジャガイモ
さんが、いろんなお風呂をレポート
してくれますよ。カレーやシチュー、
お味噌汁のお風呂に、え～っ、サウ
ナや日焼けサロンまであるの～？！
厨房を舞台に、おふろはいり隊が
レポート三昧。最後まで目がはなせ
ません！

3・4歳から
本体価格1,000円＋税
190×240mm　24P

高畠純・作／絵
楽しく読めて、賢く
学べる、まさに『一
石二鳥』の愉快な
ことわざ絵本！！
十 二 支 の 動 物 達が
ことわざの 世 界でも
大活躍！
十二支の動物が愉快
なことわざをユーモア
たっぷりにご紹介しま
す。

十二支のことわざえほん

3・4歳から
本体価格1,000円＋税
190×240mm　24P

高畠純・作／絵
みんな声に出して
読みたくなる！
楽しい早口言葉の
絵本！！
ことわざに続く、楽しい
十二支の早口言葉、
全部いえるかな～!?
子どもも大人も一緒に
なって楽しく遊べる、言
葉遊びえほん第２弾‼   
十二支の動物たちが
はやくちことばでも、舌
をかみかみ大活躍…？

十二支のはやくちことばえほん

3・4・5歳
本体価格1,200円＋税
182×257mm　32P

まつおりかこ・作／絵
はじめてのお風呂
トレーニング絵本
に！
しろくまの兄弟はお風
呂が大好き！はしゃぎ
すぎて、自宅のお風呂
を壊し、森の銭湯にい
くことに…！お風呂マ
ナーも学べる１冊。

3・4歳から
本体価格１，１００円＋税
２４０×１９０mm　３２P

ふじまちこ・作
まついあや・絵
可愛いプリンセスのおかし
づくり絵本
ヒメコひめはおかしがだーいす
き。おかしやさんになることを夢
見て、ハートのホットケーキづくり
に挑戦です。だけど、おっちょこ
ちょいのヒメコひめは、たまごを
バチャ、牛乳はごぼごぼ、こなを
ぱっしゃん…！大丈夫かな？
やさしい気持ちになる一冊。

3・4歳から
本体価格1,300円+税
264×214mm　32P

ふくざわゆみこ・作／絵
大人気!『ぎょうれつのできる
おいしいえほん』シリーズ
最新刊!
おいしいものには、みんなを笑顔に
する、不思議な魔法があるので
す。おいしい絵本のシリーズ最新
刊の舞台は、大きな大きな木の上
にある、フクロウの夫婦がいとなむ
鳥たちのためのレストラン。ふくろう
の子ども、ポーの夢はコックさんに
なること。忙しいお父さんとお母さ
んをお手伝いしたいのですが…。

3・4歳から

本体価格1,100円＋税
240×190mm　32P

苅田澄子・作／西村繁男・絵
「じごくだいすき！！」
こわーいじごくが大人気！
抱腹絶倒まちがいなし！

「天国はおいしいものがあるの
に、じごくってなんにもないね」そ
れを聞いたえんま様は大激怒！

「よーし、じごく名物つくったる！」
ぶっとびユーモア絵本！

じごくのラーメンや

4歳から
本体価格1,300円+税
264×216mm　32P

林なつこ・作／絵
きみがどんな形、どんな色
でも、きみはきみだから、
大事な友だち。
ゾウさんが、ミツバチさん、トラさ
ん、キツネザルさん、空の虹さん
に「しましまかしてください」って
お願いして…体中しましまもよう
になりました。一体ゾウさんはどう
してしましまになりたかったのか
な？思い合える、大事な友だちが
いるって素敵。読み終えた後、
幸せな気持ちになれる絵本です。

4歳から
本体価格1,100円＋税
190×240mm　32P

サトシン・作／おくはらゆめ・絵
もっさもさのライオン！ とこやに行ったら大変身！

ライオンがとこやさん
にやってきた。

「へーっくしょぉーい！」
はさみが滑って切り
すぎてしまったとこや
さん。
一体どうなる！？
奇想天外爆笑絵本。

とこやにいったライオン

3・4歳から

本体価格1,000円＋税
２４０×１９０mm　30P

こもりまこと・作／絵
リアルにかっこいい
車のしかけ絵本！
ブルドーザー、ダンプ、ショベ
ル、クレーン車など。精微迫力
の絵で働く車が大活躍。全て
の見開きが大きく上に、下に、
横に広がる乗り物絵本!

ブルドーザー、ダンプ、ショベ
ル、クレーン車など。精微迫力
の絵で働く車が大活躍。全て
の見開きが大きく上に、下に、
横に広がる乗り物絵本!

いろいろおふろはいり隊！
たい

　しろくま
おふろだいすき！
　しろくまきょうだい

ヒメコひめのおかしやさんヒメコひめのおかしやさん ぎょうれつのできるレストラン

しましましましまかしてください はたらくくるま みちをつくる
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２０１６スイーツC
えほんセット

スイーツたっぷり！ 11月上旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

ユーモアしつけD
えほんセット

しつけ絵本の新定番！ 11月中旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

行事お正月E Fえほんセット 11月下旬出荷

2点×3冊 4ヶ月延勘 3・4歳から
行事せつぶん えほんセット 12月下旬出荷

2点×3冊 4ヶ月延勘 3・4歳から

２０１６冬のおすすめA
えほんセット

冬の定番！ 10月下旬出荷

3点×5冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

２０１６クリスマスB
えほんセット

クリスマスのロングセラー！ 10月下旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

十二支のはじまり
岩崎京子・文

二俣英五郎・画
本体1,200円＋税

ISBN 978-4-7746-0409-1

うさぎちゃんと
ゆきだるま

あいはらひろゆき・文
あだちなみ・絵

本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-0685-9

ゆきあそび

たちもとみちこ・作／絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-2031-2

だんろのまえで

鈴木まもる・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1108-2

クリスマスはドキドキ
きむらゆういち・作
ふゆのいちこ・絵
本体780円＋税

ISBN 978-4-7746-0400-8

クリスマスにくつしたを
さげるわけ
間所ひさこ・作

ふりやかよこ・絵
本体1,200円＋税

ISBN 978-4-7746-0501-2

チェリーひめの
かくれんぼ

かとうようこ・作／絵
本体1,300円＋税

ISBN 978-4-7746-2018-3

ヒメコひめの
おたんじょうび

ふじまちこ・作／まついあや・絵
本体1,100円＋税

ISBN 978-4-7746-1387-1

いちごパフェ
エレベーター
石崎なおこ・作／絵
本体1,100円＋税

ISBN 978-4-7746-1379-6

おばけのやだもん
ひらのゆきこ・作／絵

本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-1381-9

もちつきぺったん
きむらゆういち・作／いもとようこ・絵

本体780円＋税
ISBN 978-4-7746-0401-5

七ふくじんとおしょうがつ
山末やすえ・作／伊東美貴・絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-0495-4

おにはーそと！
きむらゆういち・作／ながはまひろし・絵

本体780円＋税
ISBN 978-4-7746-0402-2

せつぶんだ まめまきだ
桜井信夫・作／赤坂三好・絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-0496-1

おなかのこびと
よしむらあきこ・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1399-4

おトイレさん
きたがわめぐみ・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1359-8

2016冬
新刊のご案内

クリスマスにおすすめの絵本

好評！　おすすめ既刊
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おしりだよ

乾栄里子 さく　西村敏雄 え

2・3歳から2016年10月上旬 しかけ絵本

おいしくなーれ! きかんしゃ ルー

本体価格1,150円＋税
190×210mm　32P

わだことみ・作
かいちとおる・絵

めくりしかけ絵本

自分のおしりに話しかけられちゃった
男の子のお話。

ある日、お風呂でおしりを洗っていると、
後ろで声が…。
その日から、おしりとすごす、
楽しくて特別な毎日がはじまったのです！

2・3歳から2016年11月下旬 創作絵本

4・5歳から2016年10月中旬 創作絵本

おしりだよ

本体価格1,100円＋税
240×190mm　32P

乾栄里子・作
西村敏雄・絵

3・4歳から2016年10月下旬 創作絵本

かまくらレストラン

本体価格1,300円＋税　264×216mm　28P

真珠まりこ・作／絵
冬のほっこり暖まる1冊

心の中までかわいくなれるかな？

1・２歳から2016年11月上旬 穴あき赤ちゃん絵本

3・４歳から2016年11月上旬 創作遊び絵本 3・4歳から2016年11月中旬 創作絵本

ヒメコひめとおしゃれひめヒメコひめとおしゃれひめ

本体価格1,100円＋税　240×190mm　32P

ふじまちこ・作／まついあや・絵

心があたたかくなる、優しくてかわいいお話絵本。

3・４歳から2016年11月中旬 しかけつき創作絵本 3・4歳から2016年11月中旬 創作絵本

ぼくのそりにのって！

本体価格1,300円＋税　264×214mm　32P

さえぐさひろこ・作／吉田尚令・絵
「雪が降ったらそり遊びしようねえ！」
あれ、りすちゃんの元気がありません。どうしたのかな…？
でも、みんなのピカピカのそりを見たら、くまくんの
気 持 ち も 、しょん ぼりし
てきて…。
雪、つもるかな？みんなで
そり遊び、できるかな？

かまくらレストランは、冬の
間だけオープンするレスト
ラン。ここでおばあさんの
おいしいお汁粉を食べたら
心も体もぽっかぽか！

おいしい野菜や果物
の絵探しが楽しめる！
どんなお料理に変身
するのかな？

わすれんぼうのサンタクロース、サンタの衣装に着替
えるのを忘れたり、子どもたちへのプレゼントや地図を
忘れたり……。なんてこったいなんてこったい、大丈夫？

さくらんぼ王国のお姫様
チェリーひめ、今日はプリ
ンセスチェリー号に乗って、別荘のマシュマロハウスへ
お出かけします。ところがチェリーひめったら、はしゃぎ
すぎて、空から落っこちてしまったから、さあ大変！

うさぎさんのトンネル、さるさんのトンネル、とりさ
んのトンネル、ぞうさんのトンネル。トンネルくぐる
の楽しいな！トンネルくぐるの嬉しいな！

ヒメコひめの憧れは、いつもお
しゃれな、いとこのおしゃれひめ。
ある日、おしゃれひめからの
お誘いで、みんなで流れ星を
見ることに…。どんな格好で
行けばいいのかな？

しゅっしゅっぽっぽ トンネルですよ
林なつこ・作／絵

いろんな動物が次々楽しいトンネルになって、汽車ぽっぽを通してくれるよ！

本体価格1,100円＋税
195×195mm　28P

ポコポコミルク

さかいさちえ・作／絵

大人気！『ポコポコおやつえほん』シリーズ
待望の第４巻は、みんな大好きミルク!!

本体価格800円＋税　180×180mm　28P

赤ちゃんから大人まで、みんな大好き
まっ白ミルク、やさしいお味のミルク。
今日のポコポコは、うしさんに代わっ
てミルクの配達のお手伝いです。みん
なミルクの到着を待っていますよ…。

かとうようこ・作／絵
かわいいチェリーひめが活躍する、大人気遊び絵本！

本体価格1,300円＋税   
264×216mm　32P

チェリーひめ　　めいろのだいぼうけん

わすれんぼうの サンタクロース
中川ひろたか・作／中川貴雄・絵

陽気で愉快なサンタさんが繰り広げるクリスマスとお正月にぴったりの絵本！

本体価格1,100円＋税　200×190mm　32P

めくると…

3・4・5歳から
本体価格1,200円+税
230×230mm　28P

宮野聡子・作／絵
好きだという気持ち
の絵本
こりすとくまくんは大の
仲良し。一緒に森で暮
らしています。
こりすは、くまくんを喜ば
せたいけれど、くまくんは
何にもいらないといい
ます。その理由は…

いちばんしあわせなおくりもの

3・4歳から

本体価格1,000円＋税
240×190mm　32P

かがくいひろし・作／絵

がまんできます。
あなたのためなら！
ケーキを目の前に、こいたろ
うくんとかめぞうさんは「がま
んがまん」。
けろこさんを待つけれど…。
かがくいユーモアたっぷりの
人情絵本！

がまんのケーキ

3歳から

本体価格1,100円+税
264×190mm　32P

穂高順也・作／西村敏雄・絵

11月初旬出荷

わたしたち、おふろはいり隊です。
おいしいお風呂、紹介します！
ニンジンさんタマネギさんジャガイモ
さんが、いろんなお風呂をレポート
してくれますよ。カレーやシチュー、
お味噌汁のお風呂に、え～っ、サウ
ナや日焼けサロンまであるの～？！
厨房を舞台に、おふろはいり隊が
レポート三昧。最後まで目がはなせ
ません！

3・4歳から
本体価格1,000円＋税
190×240mm　24P

高畠純・作／絵
楽しく読めて、賢く
学べる、まさに『一
石二鳥』の愉快な
ことわざ絵本！！
十 二 支 の 動 物 達が
ことわざの 世 界でも
大活躍！
十二支の動物が愉快
なことわざをユーモア
たっぷりにご紹介しま
す。

十二支のことわざえほん

3・4歳から
本体価格1,000円＋税
190×240mm　24P

高畠純・作／絵
みんな声に出して
読みたくなる！
楽しい早口言葉の
絵本！！
ことわざに続く、楽しい
十二支の早口言葉、
全部いえるかな～!?
子どもも大人も一緒に
なって楽しく遊べる、言
葉遊びえほん第２弾‼   
十二支の動物たちが
はやくちことばでも、舌
をかみかみ大活躍…？

十二支のはやくちことばえほん

3・4・5歳
本体価格1,200円＋税
182×257mm　32P

まつおりかこ・作／絵
はじめてのお風呂
トレーニング絵本
に！
しろくまの兄弟はお風
呂が大好き！はしゃぎ
すぎて、自宅のお風呂
を壊し、森の銭湯にい
くことに…！お風呂マ
ナーも学べる１冊。

3・4歳から
本体価格１，１００円＋税
２４０×１９０mm　３２P

ふじまちこ・作
まついあや・絵
可愛いプリンセスのおかし
づくり絵本
ヒメコひめはおかしがだーいす
き。おかしやさんになることを夢
見て、ハートのホットケーキづくり
に挑戦です。だけど、おっちょこ
ちょいのヒメコひめは、たまごを
バチャ、牛乳はごぼごぼ、こなを
ぱっしゃん…！大丈夫かな？
やさしい気持ちになる一冊。

3・4歳から
本体価格1,300円+税
264×214mm　32P

ふくざわゆみこ・作／絵
大人気!『ぎょうれつのできる
おいしいえほん』シリーズ
最新刊!
おいしいものには、みんなを笑顔に
する、不思議な魔法があるので
す。おいしい絵本のシリーズ最新
刊の舞台は、大きな大きな木の上
にある、フクロウの夫婦がいとなむ
鳥たちのためのレストラン。ふくろう
の子ども、ポーの夢はコックさんに
なること。忙しいお父さんとお母さ
んをお手伝いしたいのですが…。

3・4歳から

本体価格1,100円＋税
240×190mm　32P

苅田澄子・作／西村繁男・絵
「じごくだいすき！！」
こわーいじごくが大人気！
抱腹絶倒まちがいなし！

「天国はおいしいものがあるの
に、じごくってなんにもないね」そ
れを聞いたえんま様は大激怒！

「よーし、じごく名物つくったる！」
ぶっとびユーモア絵本！

じごくのラーメンや

4歳から
本体価格1,300円+税
264×216mm　32P

林なつこ・作／絵
きみがどんな形、どんな色
でも、きみはきみだから、
大事な友だち。
ゾウさんが、ミツバチさん、トラさ
ん、キツネザルさん、空の虹さん
に「しましまかしてください」って
お願いして…体中しましまもよう
になりました。一体ゾウさんはどう
してしましまになりたかったのか
な？思い合える、大事な友だちが
いるって素敵。読み終えた後、
幸せな気持ちになれる絵本です。

4歳から
本体価格1,100円＋税
190×240mm　32P

サトシン・作／おくはらゆめ・絵
もっさもさのライオン！ とこやに行ったら大変身！

ライオンがとこやさん
にやってきた。

「へーっくしょぉーい！」
はさみが滑って切り
すぎてしまったとこや
さん。
一体どうなる！？
奇想天外爆笑絵本。

とこやにいったライオン

3・4歳から

本体価格1,000円＋税
２４０×１９０mm　30P

こもりまこと・作／絵
リアルにかっこいい
車のしかけ絵本！
ブルドーザー、ダンプ、ショベ
ル、クレーン車など。精微迫力
の絵で働く車が大活躍。全て
の見開きが大きく上に、下に、
横に広がる乗り物絵本!

ブルドーザー、ダンプ、ショベ
ル、クレーン車など。精微迫力
の絵で働く車が大活躍。全て
の見開きが大きく上に、下に、
横に広がる乗り物絵本!

いろいろおふろはいり隊！
たい

　しろくま
おふろだいすき！
　しろくまきょうだい

ヒメコひめのおかしやさんヒメコひめのおかしやさん ぎょうれつのできるレストラン

しましましましまかしてください はたらくくるま みちをつくる

111 222 333

444 555 666

888 999

101010 111111 121212

777

２０１６スイーツC
えほんセット

スイーツたっぷり！ 11月上旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

ユーモアしつけD
えほんセット

しつけ絵本の新定番！ 11月中旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

行事お正月E Fえほんセット 11月下旬出荷

2点×3冊 4ヶ月延勘 3・4歳から
行事せつぶん えほんセット 12月下旬出荷

2点×3冊 4ヶ月延勘 3・4歳から

２０１６冬のおすすめA
えほんセット

冬の定番！ 10月下旬出荷

3点×5冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

２０１６クリスマスB
えほんセット

クリスマスのロングセラー！ 10月下旬出荷

3点×3冊 4ヶ月延勘
3・4歳から

十二支のはじまり
岩崎京子・文

二俣英五郎・画
本体1,200円＋税

ISBN 978-4-7746-0409-1

うさぎちゃんと
ゆきだるま

あいはらひろゆき・文
あだちなみ・絵

本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-0685-9

ゆきあそび

たちもとみちこ・作／絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-2031-2

だんろのまえで

鈴木まもる・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1108-2

クリスマスはドキドキ
きむらゆういち・作
ふゆのいちこ・絵
本体780円＋税

ISBN 978-4-7746-0400-8

クリスマスにくつしたを
さげるわけ
間所ひさこ・作

ふりやかよこ・絵
本体1,200円＋税

ISBN 978-4-7746-0501-2

チェリーひめの
かくれんぼ

かとうようこ・作／絵
本体1,300円＋税

ISBN 978-4-7746-2018-3

ヒメコひめの
おたんじょうび

ふじまちこ・作／まついあや・絵
本体1,100円＋税

ISBN 978-4-7746-1387-1

いちごパフェ
エレベーター
石崎なおこ・作／絵
本体1,100円＋税

ISBN 978-4-7746-1379-6

おばけのやだもん
ひらのゆきこ・作／絵

本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-1381-9

もちつきぺったん
きむらゆういち・作／いもとようこ・絵

本体780円＋税
ISBN 978-4-7746-0401-5

七ふくじんとおしょうがつ
山末やすえ・作／伊東美貴・絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-0495-4

おにはーそと！
きむらゆういち・作／ながはまひろし・絵

本体780円＋税
ISBN 978-4-7746-0402-2

せつぶんだ まめまきだ
桜井信夫・作／赤坂三好・絵

本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-0496-1

おなかのこびと
よしむらあきこ・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1399-4

おトイレさん
きたがわめぐみ・作／絵

本体1,100円＋税
ISBN 978-4-7746-1359-8

2016冬
新刊のご案内

クリスマスにおすすめの絵本

好評！　おすすめ既刊

2016.08.08 再校



クリスマスにおすすめの絵本

教育画劇　FAX  03-3341-8365教育画劇　FAX  03-3341-8365

教
育
画
劇

4
ヶ
月
延
勘

セット

2016冬のおすすめえほん セット

ISBN 978-4-7746-3056-4
セット本体価格１７，０００円＋税

申込〆切・・・・１０月中旬
出荷予定・・・・１０月下旬

３点×５冊

２０１６クリスマスえほん セット

ISBN 978-4-7746-3057-1
セット本体価格９，２４０円＋税

申込〆切・・・・１０月中旬
出荷予定・・・・１０月下旬

３点×３冊

２０１６スイーツえほん セット

ISBN 978-4-7746-3041-0
セット本体価格１０，５００円＋税

申込〆切・・・・１０月下旬
出荷予定・・・・１１月上旬

３点×３冊

ユーモアしつけえほん セット

ISBN 978-4-7746-3019-9
セット本体価格９，６００円＋税

申込〆切・・・・１１月上旬
出荷予定・・・・１１月中旬

３点×３冊

行事お正月えほん セット

ISBN 978-4-7746-0329-2
セット本体価格５，９４０円＋税

申込〆切・・・・１１月中旬
出荷予定・・・・１１月下旬

2点×３冊

行事せつぶんえほん セット

ISBN 978-4-7746-0330-8
セット本体価格５，９４０円＋税

申込〆切・・・・１２月中旬
出荷予定・・・・１２月下旬

2点×３冊
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月
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勘
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教
育
画
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4
ヶ
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4
ヶ
月
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教
育
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劇

4
ヶ
月
延
勘

セット

教
育
画
劇

教
育
画
劇

教
育
画
劇

4
ヶ
月
延
勘

11
月
初
旬
出
荷

セット

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
下旬予定ポコポコミルク

2016冬　新刊　注文書セット＆既刊単品 注文書

さかいさちえ・作／絵
本体価格800円＋税 ISBN-978-4-7746-2082-4

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年10月
上旬予定

おいしくなーれ！
きかんしゃルー
わだことみ・作／かいちとおる・絵
本体価格1,150円＋税 ISBN-978-4-7746-2079-4

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年10月
中旬予定おしりだよ

乾栄里子・作／西村敏雄・絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2084-8

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年10月
下旬予定かまくらレストラン

真珠まりこ・作／絵
本体価格1,300円＋税 ISBN-978-4-7746-2077-0

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
上旬予定

しゅっしゅっぽっぽ
トンネルですよ！
林なつこ・作／絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2078-7

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
上旬予定

チェリーひめ
めいろのだいぼうけん
かとうようこ・作／絵
本体価格1,300円＋税 ISBN-978-4-7746-2080-0

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
中旬予定ヒメコひめとおしゃれひめ

ふじまちこ・作／まついあや・絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2083-1

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
中旬予定

わすれんぼうの
サンタクロース
中川ひろたか・作／中川貴雄・絵
本体価格1,100円＋税 ISBN-978-4-7746-2081-7

新

　
　刊

教
育
画
劇

冊

2016年11月
中旬予定ぼくのそりにのって！

さえぐさひろこ・作／吉田尚令・絵
本体価格1,300円＋税 ISBN-978-4-7746-2085-5

C

D

E

F

A

B

111 いちばん しあわせな おくりもの 1,200 978-4-7746-2061-9 冊

222 がまんのケーキ 1,000 978-4-7746-1135-8 冊

333 いろいろおふろはいり隊！ 1,100 978-4-7746-1223-2 冊

444 十二支のことわざえほん 1,000 978-4-7746-0690-3 冊

555 十二支のはやくちことばえほん 1,000 978-4-7746-1113-6 冊

666 おふろだいすき！しろくまきょうだい 1,200 978-4-7746-2028-2 冊

777 ヒメコひめのおかしやさん 1,100 978-4-7746-2029-9 冊

888 ぎょうれつのできるレストラン 1,300 978-4-7746-2064-0 冊

999 じごくのラーメンや 1,100 978-4-7746-1155-6 冊

101010しましまかしてください 1,300 978-4-7746-2023-7 冊

111111とこやにいったライオン 1,100 978-4-7746-1179-2 冊

121212はたらくくるま みちをつくる 1,000 978-4-7746-0721-4 冊

好評！　おすすめ既刊

注文数セット名番線

注文数タイトル 本体価格 ISBN番線

注文数タイトル番線

おしりだよ

乾栄里子 さく　西村敏雄 え

教育画劇

２０１６～２０１７　クリスマス・冬のえほん
好評セット＆新刊　ご案内

教育画劇

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-17-15
www.kyouikugageki .co.jp TEL. 03（3341）3400  FAX. 03（3341）8365

２０１６～２０１７　クリスマス・冬のえほん
好評セット＆新刊　ご案内
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111111とこやにいったライオン 1,100 978-4-7746-1179-2 冊

121212はたらくくるま みちをつくる 1,000 978-4-7746-0721-4 冊

好評！　おすすめ既刊

注文数セット名番線

注文数タイトル 本体価格 ISBN番線

注文数タイトル番線

おしりだよ

乾栄里子 さく　西村敏雄 え

教育画劇
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教育画劇

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-17-15
www.kyouikugageki .co.jp TEL. 03（3341）3400  FAX. 03（3341）8365
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