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紫紅社の書籍紫紅社の書籍 書店様用書店様用 注文リスト注文リスト

注文数 No タイトル / 著者 ISBN
978-4-87940-

本体価格
(円)

備考

日本の染織日本の染織

 1 日本の色辞典
/ 吉岡幸雄、福田伝士 (染色) 5494 3,300  

 2 源氏物語の色辞典
/ 吉岡幸雄 5944 3,300  

 3 王朝のかさね色辞典
/ 吉岡幸雄 6033 3,500  

 4 よしおか工房に学ぶ はじめての植物染め
/ 吉岡幸雄、染司よしおか　(監修) 6026 1,900  

 5 自然の色を染める: 家庭でできる植物染
/ 吉岡幸雄、福田伝士 5364 7,282  

 6 虹色どろぼう: 染司よしおかの植物染
/ エルマー・ヴァインマイヤー 5692 3,000  

 7
Der Regenbogenfarbendieb: 虹色どろぼうドイツ
語版
/ エルマー・ヴァインマイヤー

5685 3,000  

 8 筒描: 藍の華
/ 吉岡幸雄 5012 5,340 客注対応

 9 吉岡常雄の仕事
/ 堀田謹吾、牟田口章人 0178 2,913  

 10 日本伝統絞りの技
/ 榊原あさ子 5456 7,500 2012年2月重

版

 11 歩- 芹沢銈介 (せりざわけいすけ) の創作と蒐集
/ 乾由明 0055 15,000  

 12 和更紗
/ 切畑健、吉岡常雄 5883 18,000  

 13 正倉院裂と飛鳥天平の染織
/ 松本包夫 0123 3,500  

 14 正倉院・法隆寺伝来裂
/ 吉岡常雄 0192 6,000  

 15 興福院所蔵刺繍掛袱紗
/ 切畑健 5166 36,893 客注対応

(2012.4.16版)

mailto:shikosha@artbooks-shikosha.com
http://www.artbooks-shikosha.com/
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1101/9784879405494.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1101/9784879405944.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1101/9784879406033.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879406026.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405364.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405692.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405685.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405012.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1101/9784879400178.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405456.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879400055.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405883.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879400123.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879400192.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405166.html


ご注文・お問い合わせ先:
株式会社株式会社 紫紅社（しこうしゃ）紫紅社（しこうしゃ）
〒605-0089　京都市東山区古門前通大和大路東入元町367
TEL. 075-541-0206/525-2445
FAX. 075-541-0209 
E-mail: shikosha@artbooks-shikosha.com
URL: www.artbooks-shikosha.com

貴店印
 
 
 
 
 
 

注文数 No タイトル / 著者 ISBN
978-4-87940-

本体価格
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 16 名物裂 上巻: 前田家伝来
/ 京都国立博物館 (編) 5852 25,000 客注対応

 17 名物裂 下巻: 前田家伝来
/ 京都国立博物館 (編) 5869 25,000 客注対応

 18 円山派衣裳画: 三井家伝来 (円山応挙 衣裳画) 41,000 客注対応

日本の工芸・文化日本の工芸・文化

 19 袢纏 法被 (はんてん はっぴ): 鷲見コレクション
/ シンシア・シェーバー、宮本規子、吉岡幸雄 5425 4,762  

 20 図説 きものの仕立方
/ 村林益子 0161 14,563  

 21 ゆめをくむ: 柿元久美子 組紐作品集
/ 柿元久美子 5333 5,825  

 22 日本の文様図典 5357 6,602  

 23 日本のしつらえ: 鈴木源吾 経師の技
/ 鈴木源吾 5265 14,563  

 24 薩摩切子 (さつまきりこ)
/ 土屋良雄 0093 38,000 品切れ

 25 日本のガラス
/ 土屋良雄 5029 5,000  

 26 王朝のあそび: いにしえの雅びな世界
/ 白畑よし、清水好子、切畑健、灰野昭郎、畑正高 5296 6,602 品切れ

 27 正倉院宝物にみる楽舞・遊戯具
/ 松本包夫 (責任編集) 5197 14,563  

 28 正倉院宝物にみる家具・調度
/ 木村法光 (責任編集) 5203 14,563  

 29 正倉院宝物にみる仏具・儀式具
/ 光森正士 (責任編集) 5210 14,563  

 30 時代屏風聚花 続篇
/ 泉万里、狩野博幸、田中敏雄、山本英男、冷泉為人ほか 5319 120,000 品切れ

(2012.4.16版)

mailto:shikosha@artbooks-shikosha.com
http://www.artbooks-shikosha.com/
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405852.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/9784879405869.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1102/SKS1000000001.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1113/9784879405425.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1105/9784879400161.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1105/9784879405333.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1103/9784879405357.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1107/9784879405265.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1105/9784879400093.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1105/9784879405029.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1113/9784879405296.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1113/9784879405197.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1113/9784879405203.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1113/9784879405210.html
http://www.artbooks-shikosha.com/shop/1106/9784879405319.html


ご注文・お問い合わせ先:
株式会社株式会社 紫紅社（しこうしゃ）紫紅社（しこうしゃ）
〒605-0089　京都市東山区古門前通大和大路東入元町367
TEL. 075-541-0206/525-2445
FAX. 075-541-0209 
E-mail: shikosha@artbooks-shikosha.com
URL: www.artbooks-shikosha.com

貴店印
 
 
 
 
 
 

注文数 No タイトル / 著者 ISBN
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「日本のデザイン」シリーズ「日本のデザイン」シリーズ

 31 日本のデザイン1: 源氏物語
/ 吉岡幸雄 (編集) 5524 6,800  

 32 日本のデザイン2: 秋草
/ 吉岡幸雄 (編集) 5531 6,800  

 33 日本のデザイン3: 牡丹・椿
/ 吉岡幸雄 (編集) 5548 6,800  

 34 日本のデザイン4: 桜
/ 吉岡幸雄 (編集) 5555 6,800  

 35 日本のデザイン5: 鳥・蝶・虫
/ 吉岡幸雄 (編集) 5562 6,800  

 36 日本のデザイン6: 伊勢物語・詩歌・能楽
/ 吉岡幸雄 (編集) 5579 6,800  

 37 日本のデザイン7: 松・竹・梅
/ 吉岡幸雄 (編集) 5586 6,800 品切れ

 38 日本のデザイン8: 人
/ 吉岡幸雄 (編集) 5593 6,800  

 39 日本のデザイン9: 藤・柳・春夏草
/ 吉岡幸雄 (編集) 5609 6,800  

 40 日本のデザイン10: 獣・魚・貝
/ 吉岡幸雄 (編集) 5616 6,800  

 41 日本のデザイン11: 菊・紅葉
/ 吉岡幸雄 (編集) 5623 6,800  

 42 日本のデザイン12: 風月山水
/ 吉岡幸雄 (編集) 5630 6,800  

 43 日本のデザイン13: 吉祥
/ 吉岡幸雄 (編集) 5647 6,800  

 44 日本のデザイン14: 五穀・蔬菜・果実
/ 吉岡幸雄 (編集) 5654 6,800  

 45 日本のデザイン15: 器物
/ 吉岡幸雄 (編集) 5661 6,800  

 46 日本のデザイン16: 縞・格子・割付
/ 吉岡幸雄 (編集) 5678 6,800  
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「琳派」シリーズ「琳派」シリーズ

 47 琳派 第１巻　花鳥 I
/ 村重寧、小林忠 5081 25,000 客注対応

 48 琳派 第２巻　花鳥 II
/ 村重寧、小林忠 5098 25,000 客注対応

 49 琳派 第３巻　風月・鳥獣
/ 村重寧、小林忠 5104 25,000 客注対応

 50 琳派 第４巻　人物
/ 村重寧、小林忠 5111 25,000 客注対応

 51 琳派 第５巻　総合
/ 村重寧、小林忠 5128 25,000 客注対応

世界の染織・工芸世界の染織・工芸

 52
ヨーロッパのジュエリー: アール・ヌーボーとそ
の周辺
/ フリッツ・ファルク

0116 2,500  

 53 ブータンの染織: バーソロミュー・コレクション
/ マーク・バーソロミュー 0147 4,500  

 54
インドの伝統染織: スイス・バーゼル民族学博物
館蔵
/ マリー・ルィーズ＝ナブホルツ-カルタショフ

0185 9,000  

 55 中国清朝のガラス
/ 土屋良雄 5074 18,000  

 56 帝王紫探訪
/ 吉岡常雄 0079 3,800  

 57 ガレのガレ: エミール・ガレの神髄
/ 土屋良雄、鈴木清、菊地保成 5234 33,981 客注対応

 58 アンデスの染織技法: 織技と組織図
/ 鈴木三八子 5463 25,000 客注対応

 59 インドネシア染織大系 上巻
/ 吉本忍 5838 30,000 客注対応

 60 インドネシア染織大系 下巻
/ 吉本忍 5845 30,000 客注対応

 61 インドの染織
/ 吉岡常雄 5876 30,000 客注対応

 62
シルクロードの染織: スタイン・コレクション
ニューデリー国立博物館蔵
/ 山辺知行

5890 35,000 客注対応
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「紫紅社文庫」シリーズ「紫紅社文庫」シリーズ

 63 日本の女性風俗史 (紫紅社文庫)
/ 切畑健 (編集) 5722 1,200  

 64 唐長の「京からかみ」文様 (紫紅社文庫)
/ 千田堅吉 5746 1,200  

 65 ぽち袋: 粋と遊び心 (紫紅社文庫)
/ 豊田満夫 5753 1,200  

 66 櫻の文様 (紫紅社文庫)
/ 谷本一郎 5760 1,200  

 67 図譜 和更紗の文様 (紫紅社文庫)
/ 吉岡幸雄 5777 1,200  

 68 ちりめん変化 (紫紅社文庫)
/ 大谷みちこ 5791 1,200  

 69 奈良絵本・上 (紫紅社文庫)
/ 工藤早弓 5807 1,200  

 70 奈良絵本・下 (紫紅社文庫)
/ 工藤早弓 5814 1,200  

 71 菊と紅葉の文様 (紫紅社文庫)
/ 谷本一郎 5821 1,200  

 72 日本のポスター: 明治 大正 昭和 (紫紅社文庫)
/ 三好一 5739 1,200  

 73 日本のラベル: 明治 大正 昭和 (紫紅社文庫)
/ 三好一 5975 1,200  

 74 マッチラベル: 明治 大正 (紫紅社文庫)
/ 三好一 5982 1,200  

 75 広告マッチラベル: 大正 昭和 (紫紅社文庫)
/ 三好一 5999 1,200  
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「みやこの御本」シリーズ「みやこの御本」シリーズ

 76 京の一生もん
/ 中井忍、エディ・オオムラ (写真) 5913 1,400  

 77 古都の言の葉: 京都を識るキー・ワード
/ 槇野修 5920 1,200  

 78 きょうの京都: 365日を楽しむカレンダー
/ 紫紅社 (編集) 5937 1,300  

日本の写真集日本の写真集

 79 京・四季のうつろい: 岡田克敏写真集
/ 岡田克敏 (写真) 5005 3,500  

 80 嵯峨野・四季のうつろい: 岡田克敏写真集
/ 岡田克敏 (写真) 5371 4,854  

 81 The Japanese Tea Garden: 露地
/ マーク・ピーター・キーン 6002 5,200  

ガイドガイド

 82
対訳 寺社を歩けば京都がわかる: Discovering
Kyoto in Temples and Shrines
/ 槇野修 (執筆)、紫紅社 (編集)

5968 1,400  

 83 きょうの奈良: まほろばの国の三六五日
/ 吉岡幸雄 (監修)、小野久仁子 (執筆) 6019 1,300  
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