
タイトル 著者 ISBN
収録時間

巻数 本体 在庫 注文

雑誌

DUNE VOL.29 4-86119-034-7 A4変 ¥1,143

DUNE VOL.30 4-86119-041-X A4変 ¥1,143

BRAZIL DUNE TRAVELLER 4-86119-043-6 A4変 ¥1,500

　聴　い　て　学　ぶ　シ　リ　ー　ズ（ＣＤ）

「般若心経」を説く 松原泰道 4-86119-021-5 28分 ¥950

「歎異抄」に学ぶ 高 史明 4-86119-013-4 ６０分 ¥1,400

縄文・弥生人と私たち 佐原 真 4-86119-014-2 ６０分 ¥1,400

俳句のこころ 飯田龍太 4-86119-015-0 ７４分 ¥1,400

漱石の文学 江藤 淳 4-86119-016-9 ６０分 ¥1,400

　講　演　選　集　（ＣＤ）

タイトル 著者 ISBN 判型 本体 在庫 注文 遠藤周作講演選集 遠藤周作 4-900708-91-7 全６枚 ¥13,000

　人　文　書　（仏教・歴史） 宮本武蔵と五輪書 奈良本辰也 全４枚 ¥10,000

禅学への道 鈴木大拙 4-86119-012-6 A5上製
¥2,500 古事記の読み方 上田正昭 4-86119-011-8 全４枚 ¥10,000

道元 松原泰道 4-900708-70-4 四六上製
¥1,800 禅者のことば 鈴木大拙 4-86119-024-X 全６枚 ¥15,000

良寛 吉野秀雄 4-900708-81-X 四六上製 ¥1,900 松原泰道師「法華経」を説く 松原泰道 全15枚 ¥35,000

武士の道（もののふのみち） 奈良本辰也 4-900708-89-5 四六上製
¥1,900 　講　演　選　集　（カセット）

仏道の創造者 紀野一義 4-900708-96-8 四六上製
¥1,600 遠藤周作講演選集 遠藤周作 全６巻

¥12,000

座右の良寛 松本市壽 4-86119-044-4 四六上製
¥1,600 ゴータマ・ブッダの心 中村　元 4-86119-023-1 全12巻

¥21,359

　文　芸　書 松原泰道講演選集 松原泰道 4-86119-019-3 全６巻
¥15,000

万葉名歌 土屋文明 4-900708-87-9 四六並
¥1,800 　ビ　デ　オ

「母なる神を求めて」 遠藤周作の世界 4-900708-49-6 A5変
¥2,095

氷河急行でｱﾙﾌﾟｽ横断の旅 4-900708-07-0 47分
¥3,689

誇り高き日本人でいたい C・Wニコル 4-86119-030-4 四六上製
¥1,600

登山鉄道で行くスイス・ｱﾙﾌﾟｽの里 4-900708-06-2 46分
¥3,689

わたしの旅人生「最終章」 渡辺文雄 4-86119-033-9 四六上製
¥1,600

スイス・ｱﾙﾌﾟｽ歴史とリゾートを訪ねて 4-900708-08-9 48分
¥3,689

素敵な人々大好きな風景 小澤優子 4-86119-032-0 173×195㎜
¥1,333

ウィーンハプスブルク家「栄華の跡」 4-900708-16-Ｘ 47分
¥3,689

アンデルセンへの旅 立原えりか 4-86119-036-3 四六並
¥1,600

美しきドナウ船と鉄道の旅 4-900708-17-8 46分
¥3,689

　社　会　一　般　書 チロル・ｱﾙﾌﾟｽ小さな鉄道の旅 4-900708-18-6 45分
¥3,689

「観光学」・論考 岡野英伸 4-86119-026-6 A5上製
¥3,800

ロンドン花の名ガーデンを巡る 4-900708-40-2 50分
¥3,700

沖縄巨大プロジェクトの奇跡 太田範雄 4-86119-029-0 四六上製
¥1,600

スイスｱﾙﾌﾟｽプチホテルと花の旅 4-900708-41-0 48分
¥3,700

ネバー・ギブアップ 浜田卓二郎 4-86119-028-2 四六並
¥1,200

南仏プロヴァンス花の旅 4-900708-42-9 39分
¥3,700

テレビ局が潰れた日 石光　勝 4-900708-93-3 四六並
¥1,800 京都古道紀行　丹波路 4-900708-82-8 57分

¥3,200

あなたはどんな「老い」を生きたいですか？ 谷口郁子 4-900708-90-9 A5
¥1,800 京都古道紀行　若狭路 4-900708-83-6 57分

¥3,200

わが子と心が通うとき 松本 純 4-900708-66-6 四六並
¥1,600 京都古道紀行　周山街道 4-900708-84-4 57分

¥3,200

再誕　Re-Born 金山叶香 4-900708-88-7 四六
¥1,800 京都古道紀行　鞍馬街道 4-900708-85-2 57分

¥3,200

石油の経済学 萩田　穣 4-86119-031-2 四六並
¥1,400 奈良大和路　斑鳩の道 4-900708-71-2 52分

¥3,200

アテンションプリーズ 賢い子を育てる「耳ことば」 外山滋比古 4-86119-038-X 四六上製
¥1,300 奈良大和路　山の辺の道 4-900708-72-0 52分

¥3,200

クラシックを聴くと良い子が育つ 岡崎ゆみ 4-86119-039-8 四六上製
¥1,429 奈良大和路　柳生街道 4-900708-73-9 52分

¥3,200

家族的経営の教え
著　　 原 邦生
写真　海田 悠

4-86119-048-7 A5上製
¥1,600 奈良大和路　飛鳥の道 4-900708-74-7 52分

¥3,200

　趣　味　・　実　用 ＡＤＨＤ 注意欠陥・多動性障害 4-900708-65-8 50分
¥4,500

親と子を幸せにする自然の法則 ニコル・N・北村 4-900708-75-5 四六並
¥1,300

寺山修司＆谷川俊太郎　ビデオレター 4-866119-10-Ｘ 74分
¥3,400

娘への絵手紙 小林　勇 4-900708-37-2 A5変
¥1,800 般若心経を写す 4-900708-94-1 40分

¥2,800

私は白い歯 椿　智之 4-86119-000-2 四六並
¥1,200 レ・ミゼラブル（前編） 4-900708-45-3 50分

¥2,800

これなら作れるパティシエのデザート 梅田晴夫 4-86119-002-3 A5
¥1,429 レ・ミゼラブル（後編） 4-900708-46-1 50分

¥2,800

ザ・ヴァージン･スーサイズ スザンナ・ハウ 4-900708-67-4 B5変並
¥952 　Ｄ　Ｖ　Ｄ

鈴木英人作品集1997-2005 鈴木英人 4-86119-035-5 B5変並
¥2,300 グリンデルワルトを歩く 4-900708-97-6 53分

¥2,800

サンタクロースへの手紙
編　   アートデイズ
写真　長谷川朝美

4-86119-037-1 A5変
¥1,300 ツェルマットを歩く 4-900708-98-4 55分

¥2,800

オリジナルネットワーカー 田中大輔 4-86119-040-1 B5並
¥1,900 ユングフラウを歩く 4-900708-99-2 57分

¥2,800

　絵　本 イタリア食とワインの旅 4-86119-001-0 53分
¥2,800

しっぽ
文　C・Wニコル
絵　杉野宣雄

4-86119-025-8 B5上製
¥1,333 イタリア聖地巡礼 4-86119-002-9 55分

¥2,800

クリスマスベア
文　C・Wニコル
訳　堀 江実
絵　古山浩一

4-86119-018-5 B5上製
¥1,333

イタリア美術と音楽の旅 4-86119-003-7 57分
¥2,800

サンタの国の１２ヵ月
文　牧村則村
絵　葛岡博

4-900708-12-7 B5上製
¥1,456 パリ芸術散歩 4-86119-004-5 50分

¥2,800

サンタの博物誌
文　増田龍治
絵　葛岡　博

4-900708-13-5 B5上製
¥2,427 品切れ重版未定 ロワールの城巡り 4-86119-005-3 50分

¥2,800

海と風船 谷内六郎 4-86119-049-5 B5上製
¥1,429

ワインの里ブルゴーニュを旅する 4-86119-006-1 50分
¥2,800

　京　の　絵　本　シ　リ　ー　ズ ロマンチック街道とﾊﾞｲｴﾙﾝの旅 4-86119-008-8 50分
¥2,800

安寿と厨子王
文　森　忠明
絵　堀　泰明

4-900708-50-X A4変
¥1,800

ドイツ古城ホテルと田舎巡りの旅 4-86119-007-X 50分
¥2,800

一休
文　高田佳子
絵　大野俊明

4-900708-51-8 A4変
¥1,800

ヘッセの故郷とファンタスティック街道の旅 4-86119-009-6 50分
¥2,800

一寸法師
文　斉藤　洋
絵　三輪良平

4-900708-52-6 A4変
¥1,800

子どものうつ病　その症状と対処法 4-86119-046-0 52分
¥4,000

牛若丸
文　牧村則村
絵　箱崎陸昌

4-900708-53-4 A4変
¥1,800

祇王・仏
文　村中季依
絵　丹羽貴子

4-900708-54-2 A4変
¥1,800

桐壺　源氏物語より
文　石井睦美
絵　畠中光享

4-900708-55-0 A4変
¥1,800

酒呑童子 文　舟崎克彦
絵　下村良之介

4-900708-56-9 A4変
¥1,800

竹取物語
文　太田治子
絵　入江酉一郎

4-900708-57-7 A4変
¥1,800

ものくさ太郎
文　岡田　淳
絵　林　潤一

4-900708-58-5 A4変
¥1,800

羅生門
文　小沢章友
絵　竹内浩一

4-900708-59-3 A4変
¥1,800
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株式会社アートデイズ

〒160-0008
東京都新宿区三栄町17四谷和田ビル３階

TEL:03-3353-2298

FAX:03-3353-5887
e-mail  info@artdays.co.jp


