
〒162-8450 東京都新宿区市谷砂土原町3-5 偕成社 TEL.03-3260-3221 FAX.03-3260-3222

◆ご注文締切:9月28日 ◆条件:3ヵ月延勘 ◆出荷:10月中旬より

きむらゆういち 作

おでかけ版・ボードブック

おでかけ版・ボードブック

ファーストブックの決定版！

4点 各5冊 計20冊 揃定価16,848円［揃本体15,600円＋税］
書　名 ISBNコード 本体価 冊数

780円
780円
780円
780円

5
5
5
5

978-4-03-124150-2
978-4-03-124110-6
978-4-03-124130-4
978-4-03-124120-5

ごあいさつ あそび
いないいないばあ あそび
いただきます あそび
ひとりでうんち できるかな

《おでかけ版》

《おでかけ版》

《おでかけ版》

《おでかけ版》

パック

セット

セット

パック

かるた

絵本の場面のほかに、描きおろしの
絵も。「ノンタン」シリーズの魅力が
たっぷりつまった、特製かるたです。

『100かいだてのいえ』から
生まれたすうじかるた！
いろんなあそび方ができて、
家族みんなで楽しめます。

いわいとしお　作

ノンタンとかるたで遊ぼう！

新装版
買切り
商品

ちか１００かい
だてのいえ

１００かい
だてのいえ

うみの１００かい
だてのいえ

みずのなかのふしぎな
いえへ、いち、にの、
さん！　でとびこもう！

そらの１００かい
だてのいえ

くもの上のふしぎない
えへ、シジュウカラの
ツピくんが出かけます。

空まで届くふしぎないえ。
いろいろな生きものに会い
ながら頂上をめざします。

地面の下のふしぎないえ。
地球のなかにはなにがあ
る？　こんどは地下へ！

各22cm×31cm 各13cm×18cm

ミニ版

　　ギフトボックス
１００かいだてのいえ

 　　　　　ギフトボックス
１００かいだてのいえ
ボードブック版通常版

縦にひらく画面が大迫力！地上、地下、海、そして空に建つ
100かいだてのいえを
いっしょに探検しよう！

３点各 1冊をケースに
入れたギフトボックス

４点各 1冊をケースに
入れたギフトボックス

全4巻 全3巻

©いわいとしお

©いわいとしお©きむらゆういち

キヨノサチコ 作･絵

平台におすすめ定番書名パック

個

サンタクロースの絵本 クリスマスプレゼントに
おすすめ

冬に読みたい絵本

平台におすすめ定番書名パック 「100かいだてのいえ」シリーズ かるた

注文控

冊 冊

冊 冊 冊

冊冊
冊

冊 冊

冊

パック

パック セット

冊 冊 冊 冊

セットセット 個

©黒井 健『あのね、サンタの国ではね…』

右ページもごらん下さい！

ディスプレイ
ケース付き

きむらゆういち 作

ディスプレイラック
ボードブック 8冊入り

面陳
棚に掛

けられるフック付きラックボードブック

©エリック・カール

プレゼン
トに

ピッタリ
！

おでかけ版 ごあいさつあそび
おでかけ版 いないいないばああそび
おでかけ版 いただきますあそび
おでかけ版 ひとりでうんちできるかな

2018 偕成社

かわい
い箱に

入った

ギフト
セット

！

注文書
クリスマス＆
年末年始



プレゼント配りの途中で眠って
しまったサンタさんの代わり
に、森の動物たちが大活躍！

北欧の村で、大勢の小人たちと一緒に生活し、プレ
ゼント作りに励むサンタの１年間を楽しく描く。

ルイーズ・ファチオ 作　まえだみえこ 文
かきもとこうぞう 絵 マウリ・クンナス 作　いながきみはる 訳

空いっぱいに飛びかう、いろんなサンタクロース
たち。ノンタンは、ねこのサンタさんにプレゼント
をたのみたいのに会えません。

まどから おくりもの

あのね、
サンタの国ではね…
サンタクロースって、クリスマス以外は何をしているのかな？　
子どもの疑問に答え、サンタの国の１年間を楽しく紹介します。

窓の中にちらっとみえる姿をみて、サンタさんは贈り物を選んで配りま
すが……。サンタさんのゆかいな勘違いがたのしい、しかけ絵本。

子どもの質問に答え、目に見
えないもの、心の大切さを語り
かけた100年前のアメリカの
社説です。

キヨノサチコ 作・絵

ニューヨーク･サン新聞｢社説｣
中村妙子 訳　東 逸子 絵

黒井 健 絵 松本智年／一色恭子  原案　嘉納純子 文

五味太郎 作・絵

©キヨノサチコ

©マウリ・クンナス

ルーシー･カズンズ 作
なぎ･ともこ 訳

リビング、キッチン、寝室、お風呂の
4つのお部屋

ボードブック

買切り
商品

５冊分のお値段で
6冊入った、お得でうれしい

プレゼントセット！

絵本を広げ
ると、ドー

ルハウスに
変身！

ノンタン ぶらんこのせて
ノンタン おやすみなさい
あかんべ ノンタン
ノンタン およぐのだいすき
ノンタン ほわほわほわわ
ノンタン おねしょでしょん

特別条件
商品

取引条件：書店様出し６７％
　　　　（書店様マージン３３％）
出庫条件：注文
返品条件：歩安入帳
　　　　（書店様→５０％入帳）

分売不可

手袋の片方をなくした双子の家に、次々に
落とし物の手袋が届けられます。

フローレンス･スロボドキン 文
ルイス･スロボドキン 絵　三原 泉 訳

てぶくろがいっぱい

真夜中、まいごのくまの子がやってきた。
おやすみ絵本の傑作。

酒井駒子 作・絵

森で見つけた空き家で、
靴屋を開いたシロクマ一
家のおはなし。

おおでゆかこ 作・絵

子ぎつねは手ぶくろを買いに、ひとり
で人間の住む町にでかけます。黒井健
の美しい絵で表現された南吉の世界。

新美南吉 作　黒井 健 絵

手ぶくろを買いに

ご注文締切
9月28日

貴店印

備考欄

様

クリスマス&
年末年始注文書2018

偕成社

ご注文は偕成社･販売部まで 出版社コード 0904

ノンタン！ サンタクロースだよ
まどから おくりもの
あのね、サンタの国ではね…
サンタクロースっているんでしょうか?
サンタおじさんのいねむり
サンタクロースと小人たち

シロクマくつや
てぶくろがいっぱい
よるくま
手ぶくろを買いに

定価（本体価格） ご注文数ISBNコード

978-4-03-217070-2

978-4-03-338030-8

978-4-03-221030-9

978-4-03-421010-9

978-4-03-304170-4

978-4-03-327220-7

756円    （700円）
1,080円 （1,000円）
1,296円 （1,200円）
864円   （800円）
1,080円 （1,000円）
1,944円 （1,800円）

冊

冊

冊

冊

冊

冊

書　　名 定価（本体価格） ご注文数ISBNコード

冬に読みたい
絵本

サンタ
クロースの
絵本

978-4-03-224330-7

978-4-03-237111-6

978-4-03-237112-3

978-4-03-332390-9

978-4-03-348090-9

978-4-03-331230-9

978-4-03-963310-1

2,700円 （2,500円）
3,348円 （3,100円）
2,462円 （2,280円）

1,404円 （1,300円）
1,296円 （1,200円）
1,080円 （1,000円）
1,512円 （1,400円）

冊

パック

セット

冊

冊

冊

冊

書　　名 定価（本体価格） ご注文数ISBNコードクリスマス
プレゼントに
おすすめ

100かいだてのいえ
ちか100かいだてのいえ
うみの100かいだてのいえ
そらの100かいだてのいえ

978-4-03-331540-9

978-4-03-331660-4

978-4-03-332200-1

978-4-03-332600-9

978-4-03-332601-6

978-4-03-332731-0

1,296円 （1,200円）
1,296円 （1,200円）
1,296円 （1,200円）
1,296円 （1,200円）
5,184円 （4,800円）
2,916円 （2,700円）

冊

冊

冊

冊

セット

セット

書　　名

書　　名

定価（本体価格） ご注文数ISBNコード

出荷・10月下旬

出荷・10月下旬

新装版 ノンタンかるた

すうじかるた100かいだてのいえ

ご注文数

パックISBN978-4-03-000073-5

ボードブック はらぺこあおむしディスプレイラック
揃定価7,776円［揃本体7,200円＋税］

買切

TEL.03(3260)3221

通常版

通常版

通常版

通常版

通常版

ボードブック版  ギフトボックス100かいだてのいえ ミニ（全３巻）
 ギフトボックス100かいだてのいえ（全４巻）

978-4-03-218000-8

978-4-03-332800-3

1,080円 （1,000円）

2,160円 （2,000円）

個

個

品　　名 価格（本体価格） ご注文数ISBNコード

※買切条件です。ご注意下さい。

（8冊入り）

ご注文数

パックISBN978-4-03-000044-5

おでかけ版 あかちゃんのあそびえほんパック
揃定価16,848円［揃本体15,600円＋税］

（4点20冊）

（4巻入） ご注文数

セットISBN978-4-03-124131-1

あかちゃんのあそびえほんおでかけ版ギフトセット
揃定価3,370円［揃本体3,120円＋税］

特別条件

買切

買切

取引条件：書店様出し６７％　返品条件：歩安入帳５０％　分売不可
ノンタンプレゼントセット（6冊入り）

プレゼントセット

買切り
商品

6冊
入り

ボードブック『はらぺこあおむし』と
「CD絵本うた」のセット！

ボードブック『はらぺこあおむし』と
ぬいぐるみのセット！

かるた

100かいだての
いえシリーズ

©かきもとこうぞう

サンタクロースの絵本

冬に読みたい絵本

クリスマスプレゼントにおすすめ

はらぺこあおむし+CD絵本うたプレゼントパック
はらぺこあおむし+ぬいぐるみギフトセット

メイシーちゃんのあたらしいおうち

平台におすすめ
定番書名パック

978-4-03-217063-4 3,240円 （3,000円）
セット

出荷・10月下旬

出荷・10月下旬

出荷・10月下旬

出荷・10月下旬

条件・3ヵ月延勘

明記のある書名以外の
条件は注文になります

©ルーシー・カズンズ


