
書　名 ジャンル 本体価格 冊数
埼玉ふるさと散歩　岩槻市 ガイド・地域 1,500
埼玉ふるさと散歩　草加市 ガイド・地域 1,456
埼玉ふるさと散歩　久喜市 ガイド・地域 1,500
埼玉ふるさと散歩　秩父市 ガイド・地域 1,500
さきたま文庫（02）秩父神社〔秩父〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（03）龍門寺〔岩槻〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（04）寳登山神社〔長瀞〕改訂版 寺社ガイド 583
さきたま文庫（09）長徳寺〔川口〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（13）明星院〔桶川〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（14）妙顕寺〔戸田〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（15）正法寺〔東松山〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（16）円乗院〔与野〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（17）陽雲寺〔上里〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（18）香取神社〔庄和〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（19）浄蓮寺〔東秩父〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（20）小鹿神社〔小鹿野〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（22）錫杖寺〔川口〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（23）多福寺〔三芳〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（25）吉祥寺〔浦和〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（26）玉敷神社〔騎西〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（27）喜多院［上］〔川越〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（28）喜多院［下］〔川越〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（29）開善寺〔本庄〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（30）地蔵院〔鳩ヶ谷〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（31）源長寺〔川口〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（32）東福寺〔草加〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（33）薬師堂〔両神〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（35）国済寺〔深谷〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（36）仙波東照宮〔川越〕 寺社ガイド 583     
さきたま文庫（38）浄安院〔岩槻〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（41）西光院〔宮代〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（42）龍泉寺〔熊谷〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（44）平林寺〔新座〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（46）甘棠院〔久喜〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（47）林光寺〔大宮〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（48）氷川女體神社〔さいたま〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（49）萬年寺〔大宮〕 寺社ガイド 583
さきたま文庫（51）普門院〔大宮〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（52）常光院〔熊谷〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（53）安楽寺〔吉見〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（54）長泉寺〔児玉〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（55）小渕山観音院〔春日部〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（56）清浄院〔越谷〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（57）高麗神社〔日高〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（59）玉嶹山總願寺〔加須〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（62）金鑽元三大師〔神川〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（63）三学院〔蕨〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（65）出雲伊波比神社〔毛呂山〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（66）慈眼寺〔さいたま〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（67）川越氷川神社〔川越〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（68）正龍寺〔寄居〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫（69）文殊寺〔熊谷〕 寺社ガイド 600
さきたま文庫セット（全 48 巻） 寺社ガイド 28,239

書　名 ジャンル 本体価格 冊数
ウォッチングガイド　神社ふしぎ探検 ガイドブック・神社 1,714
埼玉の古墳　比企・秩父／北足立・入間／児玉／北・南埼玉・北葛飾 歴史・古墳 各3,800
関東平野を囲む山々 ガイドブック・山歩き 1,500
埼玉の遺跡 歴史・遺跡 2,000
埼玉の画家たち 読み物・美術 2,200
埼玉英傑伝 読み物・講談 1,800
みこちゃんどうわ 読み物・童話 1,200
太平洋戦争と子どもたち 読み物・戦争 1,000
あした天気になあれ　ー松本幸夫の教育エッセイー 読み物・教育 1,300
幕末維新埼玉人物列伝 歴史・人物 2,000
埼玉のことば［県北版］ 読み物・方言辞典 3,800
秩父の民話 民話・地域 1,800
伝馬騒動と義民・兵内 読み物・歴史 2,000
俳句の本領　能静・鈴木荘丹の生涯 読み物・文学 2,500
少なくとも三兎を追え 読み物・教育 1,500
地域社会を創る 読み物・人物 2,000
水と闘う地域と人々 歴史・地域 2,000
ウォッチングガイド　狛犬探訪 ガイドブック・狛犬 1,500
市民が選んだ　さいたま百景 ガイドブック・景観 1,800
渋沢栄一 歴史・人物 2,000
さいたま市の歴史と文化を知る本 歴史・地域 2,000
大宮古事拾遺 歴史・民俗・自然 2,000
さいたまの鉄道 趣味・鉄道 933
算額に学ぶ 読み物・和算 3,000
名は惜しめども 読み物・文学 1,500
黎明の炎 読み物・文学 1,800
大福御前 読み物・文学 2,300

【売れ行き良好書セット　複数冊注文用欄】
埼玉きもの散歩 ガイドブック・きもの 2,300
東京の川を歩く ガイドブック・河川 2,800
埼玉の川を歩く ガイドブック・河川 1,500
奥武蔵・秩父　峠歩きガイド ガイドブック・峠 1,900
薬草つれづれ草 自然・薬草 2,300
関東の城址を歩く ガイドブック・城 1,800
近代埼玉の建築探訪 ガイドブック・建築 1,600
埼玉地名ぶらり詠み歩き 歴史・地名 1,300
埼玉の地名　新座・志木・朝霞・和光編 歴史・地名 1,300
埼玉の考古学入門 歴史・考古 2,300
埼玉の古墳　北埼玉・南埼玉・北葛飾 歴史・古墳 3,800
武蔵の古代史 歴史・古代 2,800
武蔵武士と戦乱の時代 歴史・人物 2,800
中世武蔵人物列伝 歴史・人物 2,000
『新編武蔵風土記稿』を読む 歴史・地域 2,000
中山道  風の旅　日本橋‐碓氷峠編 ガイドブック・街道 1,500
中山道  風の旅　軽井沢‐馬籠編 ガイドブック・街道 1,700
中山道  風の旅　落合‐京都編 ガイドブック・街道 1,700
尾髙惇忠 歴史・人物 1,200
川越　商都の木綿遺産 歴史・川越 1,800
機と秩父 歴史・産業 3,000
やさしいみんなの秩父学 ちちぶ学検定公式テキスト 1,905
やさしいみんなの秩父学［自然編］ ちちぶ学検定公式テキスト 1,905
秩父夜祭 ガイドブック・祭り 1,200
熊谷うちわ祭り ガイドブック・祭り 1,200
学校誕生 歴史・教育 2,500

貴店印
追加

オプション
注文書

売れ行き良好書セット：追加オプション
★「ご当地もの」「特定ジャンル」の強化にご利用下さい。
★１点からご注文を承ります。「冊数」欄にご注文冊数を記入して下さい。
★セットとは別送となります。予めご了承下さい。
★条件：12ヶ月長期委託

さきたま出版会●〒336-0022  さいたま市南区白幡3-6-10●TEL.048-711-8041 / FAX.048-711-8044

毎度格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2016年度のセットは、売れ行き良好書31点をセレクトしま
した。「ご当地もの」「特定ジャンル」の強化にご利用い
ただける「追加オプション」もございます。
今年もさきたま出版会の長期セットをご活用いただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

●条件：12ヶ月長期委託セット

●本体価格合計：55,025円（税別）

●冊数：31点31冊

●棚占有幅：41cm

●お申し込み締切：9月30日（金）

さきたま出版会
〒336-0022  さいたま市南区白幡3-6-10

tel. 048-711-8041
fax.048-711-8044

2016



中山道  風の旅　軽井沢-馬籠編
中山道探索ガイド第２弾。信濃～木曽路を案内
★ジャンル：ガイドブック・街道
★本体価格 1,700 円

中山道  風の旅　落合-京都編
中山道探索ガイド完結編。京都への道程を紹介
★ジャンル：ガイドブック・街道
★本体価格 1,700 円

やさしいみんなの秩父学
風土・歴史・民俗の分野別に、秩父の魅力を解説
★ジャンル：ちちぶ学検定公式テキスト
★本体価格 1,905 円

機と秩父

尾髙惇忠

秩父織物を支えた関係者たちの証言集
★ジャンル：歴史・産業
★本体価格 3,000 円

深谷出身の実業家がたどった激動の生涯を解説
★ジャンル：歴史・人物
★本体価格 1,200 円

埼玉の考古学入門
考古学の面白さを、最新情報を織り込み解説
★ジャンル：歴史・考古
★本体価格 2,300 円

埼玉の古墳　北埼玉・南埼玉・北葛飾
古文献・論文等の資料を駆使した古墳研究書
★ジャンル：歴史・古墳
★本体価格 3,800 円

秩父夜祭
夜祭の見どころ、笠鉾・屋台の解説など情報満載
★ジャンル：ガイドブック・祭り
★本体価格 1,200 円

熊谷うちわ祭り
祭りの歴史、山車・屋台の特徴などを網羅
★ジャンル：ガイドブック・祭り
★本体価格 1,200 円

学校誕生
近代教育実践の場が誕生する過程を解明する
★ジャンル：歴史・教育
★本体価格 2,500 円

埼玉の地名　新座・志木・朝霞・和光編
郷土のルーツを探る重要な手がかりとなる地名を解説
★ジャンル：歴史・地名
★本体価格 1,300 円

埼玉地名ぶらり詠み歩き
女流歌人が県内各地を巡り、地名に想いを馳せる
★ジャンル：歴史・地名
★本体価格 1,300 円

『新編武蔵風土記稿』を読む
江戸時代後期の地誌を現代に活用する
★ジャンル：歴史・地域・地誌
★本体価格 2,000 円

川越  商都の木綿遺産
木綿が紡ぎ出した「川越のもうひとつの物語」
★ジャンル：歴史・川越
★本体価格 1,800 円

埼玉の川を歩く
渓流・里川・用水をたどる 75 コースを案内
★ジャンル：ガイドブック・河川
★本体価格 1,500 円

関東の城址を歩く
大城郭から館跡まで、関八州の 80 城を訪ねる
★ジャンル：ガイドブック・城
★本体価格 1,800 円

奥武蔵・秩父　峠歩きガイド
23 コース、37 の峠道を徹底ガイド
★ジャンル：ガイドブック・山・峠
★本体価格 1,900 円

埼玉きもの散歩
職人、各地の名産、それらを育んだ各地域を案内
★ジャンル：ガイドブック・きもの
★本体価格 2,300 円

中世武蔵人物列伝　
武蔵武士から戦国武将まで、歴史を彩った人々の生き様
★ジャンル：歴史・人物
★本体価格 2,000 円

武蔵の古代史
「武蔵」を中心に描いた初の古代通史
★ジャンル：歴史・古代
★本体価格 2,800 円

セット
注文書

〈さきたま出版会〉
売れ行き良好書
セット  [ 2016 ]

貴店印

条件：12ヶ月長期委託

金額：55,025円（税別）

冊数：31点31冊
棚占有幅：41cm

お申し込み締切日：
2016年9月30日（金）

やさしいみんなの秩父学［自然編］
秩父の自然を、地質・植物・動物の分野別に解説
★ジャンル：ちちぶ学検定公式テキスト
★本体価格 1,905 円

取次搬入予定日：
2016年10月26日（水）

ご注文は、さきたま出版会へ

FAX.048-711-8044

近代埼玉の建築探訪
近代化遺産113件収録。朝日新聞連載単行本化
★ジャンル：ガイドブック・建築
★本体価格 1,600 円

東京の川を歩く
里川・用水・緑道をたどる 123 コースを案内
★ジャンル：ガイドブック・河川
★本体価格 2,800 円

薬草つれづれ草
身近にある薬草の特徴や効能を解説
★ジャンル：自然・薬草
★本体価格 2,300 円

中山道  風の旅　日本橋-碓氷峠編
中山道探索ガイド。宿場の風物・歴史を紹介
★ジャンル：ガイドブック・街道
★本体価格 1,500 円

武蔵武士と戦乱の時代
北武蔵における戦いと武士たちの中世通史
★ジャンル：歴史・人物
★本体価格 2,800 円

さきたま文庫 (4)(9)(13)(25)(49)［5点］

県内の寺社を紹介するシリーズ。  
★ジャンル：歴史・神社仏閣◉ (4) 寳登山神社 [ 長瀞 ]、(9) 長徳

寺［川口］(13) 明星院 [ 桶川 ]、(25) 吉祥寺 [ 浦和 ]、(49) 萬年寺

[ 大宮 ] ★本体価格：各 583 円

さきたま出版会
〒 336-0022  さいたま市南区白幡 3-6-10
TEL.048-711-8041 / FAX.048-711-8044
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