
※委託 ※取次さま順次搬入

※調整が入る可能性がございます

※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8039

※品切の際、受注保留はしておりませんのでご了承ください。

更新：2020年2月28日

書誌名 （表紙） 発売日 コード 本体 ISBN ご注文数

Vol.1 松井玲奈 2015/11/5 64846-15 ¥1,111 9784-86336-509-4

冊

Vol.2 おそ松さん 2016/3/9 64846-33 ¥1,111 9784-86336-541-4

冊

Vol.3 SKE48 2016/6/29 64846-53 ¥1,111 9784-86336-564-3

冊

Vol.4 志磨遼平 2016/8/24 64846-65 ¥1,111 9784-86336-577-3

冊

Vol.5 柏木由紀 2016/11/21 64846-79 ¥1,111 9784-86336-595-7

冊

幅広い読者を持つテレビ情報誌「TV Bros.」の情報コーナー「カルチャーブロス」が、ついに別冊ムックとして登場。
マンガ、音楽、テレビ番組など、今、気になるコンテンツを一気に紹介＆語りおろします。Vol.1は松井玲奈さんを表紙
に迎え、書店にてマンガへの愛を存分に語ってもらいました。また、ここでしか聞けない最近のマンガライフにもじっ
くりと迫ります。

説明不要の大ヒット・ギャグアニメがなんと表紙・巻頭特集に！　超魅力的なポップアイコン「６つ子」。そのキャラ
クター・デザインを手がけた浅野直之が登場。また劇中音楽の橋本由香利とエンディングの名曲「SIX SAME FACES～
今夜は最高!!!!!!～」のTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDの対談、脚本・シリーズ構成を担当する松原秀の軌跡をた
どるロングインタビューも収録。

①アイドルグループSKE48のメンバーである須田亜香里・江籠裕奈・竹内彩姫が話題沸騰のガーリー・ブランド
「Honey Cinnamon（ハニーシナモン）」を着こなす全16ページの特別グラビアを掲載②様々な映像メディアが乱立す
る現在、“今、テレビがやるべきことは何か”を考えバラエティ番組を制作しているクリエーターたちから「現場の
声」を聴く特集ほか

①表紙・巻頭特集は、志磨遼平(ドレスコーズ)。ロック・ミュージシャンとして唯一無二の世界観を持ち、その作品や
ライヴで高い評価を得る彼は今、を考えているのか。美麗グラビアを含めた全12ページで「今とこれから」を濃縮して
お届け！②音楽を中心に、森山直太朗、トリプルファイヤー吉田、石崎ひゅーい、マリアンヌ東雲ＳＥＸ、山口などの
コラム掲載ほか

①表紙・巻頭特集は、柏木由紀。いわずと知れたトップアイドルのひとりであると同時にソロアーティストとしても注
目されている柏木由紀の“今”を切り取った総力特集。約２カ月にわたりエネルギッシュで多忙な日々を密着取材。②
テレビと映画の垣根を軽々と越えてエッジーな作品を放ち続けている東海テレビドキュメンタリー。そこで長年、その
シリーズを支えている東海テレビプロデューサー・阿武野勝彦を直撃。ほか
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書誌名 （表紙） 発売日 コード 本体 ISBN ご注文数

バッファロー吾郎の「偽自伝」 2007/3/29 64841-71 ¥952 978-4-924566-68-2

冊

「爆笑問題集」（四六判） 2008/3/28 64841-98 ¥1,714 978-4-924566-99-6

冊

お婆ちゃん！それ、偶然だろうけど　
またリーゼントになってるよ!!（四六判）

2008/3/31 64841-99 ¥1,333 978-4-86336-001-3

冊

「テレビ検定　平成特選100番組　なぜ、小
堺一機は徹子の部屋に招かれないのか？」
（新書版）

2008/11/19 64842-30 ¥648 978-4-86336-032-7

冊

おしえて何故ならしりたがりだから（四六判） 2009/4/15 64842-48 ¥952 978-4-86336-051-8

冊

DAIGOの支持率急上昇!?（A5） 2010/9/4 64842-97 ¥1,238 978-4-86336-109-6

冊

TV Bros.臨時増刊　ピピピクラブ傑作選 
1987－2012（A4変型）

2012/3/28 24116-5/10 ¥476

冊

TV Bros.特別編集　まるごとまめおやじ（A6） 2012/3/28 64843-89 ¥1,143 978-4-86336-214-7

冊

人気タレントＤＡＩＧＯが３年間にわたり、TV Bros＆TVガイド両誌で展開された連載コラムを再構成。
日々の日常が垣間見えるエッセイ集でもあり、自称“ニーズに応える男”DAIGO氏の他者とのコミュニケー
ション方法を学べる異色の実用書でもある。

イラスト：早乙女ケイ子。1987年のTVBros.創刊当時から25年にわたり続く人気読者投稿ページ25年分。
とんでもない言い間違い、カツラ疑惑、芸人たちを次々と再起不能にする『徹子の部屋』での一部始終な
ど、メモ帳片手にテレビの前に陣取る投稿者たちのツッコミが冴え渡る、投稿の数々が満載。

TVBros.人気自腹連載！ラーメンズ片桐仁の社会化見学絵日記。連載時は白黒ページ掲載なのにカ
ラーで描かれたイラストを特別に絵はがきにして10枚付けました！

イラスト：友沢ミミヨ。“まめおやこ”の温かくてシュールな笑いをお届けする４コマ漫画『まめおやじ』
の、ほぼ３年分をまとめたカワイイまめ本スタイルの１冊。４コマだけでなく、メッセージ入り“まめシー
ル”など、ボリューム満点の“使える”コミックまめ本！

TV Bros.で連載された人気コラムが一冊に。木村が勝手に妄想する有名人との爆笑偽エピソー
ド、竹若が描くイラスト、ムック特別企画としてケンコバとのガチンコ対談なども収録。

松尾スズキによるTV Bros.超人気連載が単行本に。力の限りふざけ続けた4年間をたっぷり収録！
TVBros.2004年3月20日号～2007年12月8日号掲載分を一部加筆修正。

TV Bros.創刊1987年からのヒット番組21年分よりタイトルを抜粋し、同時に本誌の特長にあわせたテレビの重箱の隅
をつつくようなコアな問題を多く採用。「ドラマ」「バラエティー」「音楽番組」などのジャンル別に構成し、各問題
には「３級」「２級」と難易度を付けます。また、平成に入ってからの視聴率ベスト100などを巻末に掲載。

TV Bros.連載「天下御免の向こう見ず」1995.1.14号〜2006.10.28号まで／ 特集「マンガ・爆笑問題物語」「CD 
Bros.」「誌上紙粘土展」「紙粘土で振り返る10年」「田中だけで振り返る1年」ほか、連載開始からの特集すべて／現
コラムの前身となった「爆笑タイタン」すべて収録／爆笑問題20年ヒストリーのインタビュー／爆笑問題はここから始
まった ／20周年に20人からの直筆メッセージ／爆笑問題事件簿／阿佐ヶ谷お散歩マップ
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ポップの現場から～川勝正幸 in TV 
Bros. 1987‐2012（四六判）

2013/2/27 64844-43 ¥1,600 978-4-86336-293-2

冊

ニッポンで笑う お婆ちゃん！それ、偶然だ
ろうけどリーゼントになってるよ!! ③（四六
判）

2013/3/14 64844-48 ¥1,429 978-4-86336-302-1

冊

はなくそ時評蔵出し１００選（A６） 2013/4/2 64844-61 ¥1,000 978-4-86336-316-8

冊

TVBros.関東版増刊　　2013年5月17日号　
TVBros創刊25周年記念　よりぬきTV Bros.
（おおひなたごう描き下ろし「特殊能力ア
ビル」仕様）

2013/4/2 24117-5/17 ¥552

冊

夜の墓場で反省会（Ｂ６正寸） 2014/2/26 64845-15 ¥1,500 978-4-86336-384-7

冊

おしり２　ラーメンズ片桐仁の
おしえて何故ならしりたがりだから（A5）

2015/2/4 64845-73 ¥1,389 978-4-86336-457-8

冊

『あの娘と、遅刻と、勉強と』（A5） 2015/4/24 64845-81 ¥1,500 978-4-86336-467-7

冊

松尾スズキのTVBros.人気コラム2008年1月5日号～2012年12月8日号に掲載されたものをまと
め一部加筆修正

岡村靖幸の人気連載が一冊に！第一線で活躍する表現者たちと語り合う濃厚対談（対談相手 17名）いとう
せいこう 大根仁 川島小鳥 荒俣宏 水道橋博士 モーリー・ロバートソン 湯山玲子 久保ミツロウ 津田大介 会
田誠 渡辺信一郎 アレハンドロ・ホドロフスキー 矢野顕子 大貫妙子 高橋幸宏 坂本慎太郎 星野源

ポップカルチャーの裏舞台の中心人物で、TVBros.創刊当時から連載を続けてきた川勝正幸さんのコラム
と、携わった特集、急逝された後に川勝さんの連載枠で親交のあった方々によって繋がれたリレー連載を１
冊にまとめました。

TV Bros.名物連載の第二弾本！2009年～2014年までを超濃縮してお届け。口笛教室から
仏像製作現場まで、日本全国の珍妙なスポットをめぐる“大人の社会科見学”決定版。

テレビブロスで１０年以上続く長寿連載、しりあがり寿の「はなくそ時評」。時事ネタを時にコミカルに、
時にシニカルにイラスト化するしりあがり寿の独特なタッチと視点が人気を博している。

「TV Bros.」にて連載中のコラム「夜の墓場で反省会」（ワクサカソウヘイ著）が遂に単行本化！　これまでの連載の
ほか、新作、著者が「TV Bros.」に寄稿した特集記事も入った著者入魂の一冊です。「コント作家」としてテレビ番組
のコント構成を手がけ、コント集団「ミラクルパッションズ」を主宰する著者が、コラム界に一石を投じるべく、「そ
こそこに生きづらい人」に向けての聖書として上梓します。

テレビブロス2013年1月5日号～3月16日号までの1クール、6号分の連載コラムだけを完全収録！
掲載コラムニスト：松尾スズキ＆河井克夫／細野晴臣＆星野源／箭内道彦／Perfume／清水ミチコ／光浦靖子／仲里依
紗／志磨遼平／岡村靖幸／マキタスポーツ／大根仁ダミー＆オスカー／きゃりーぱみゅぱみゅ／ワクサカソウヘイアボ
ンヌ安田／しまおまほ／松江哲明／掟ポルシェ／豊崎由美／天久聖一／しりあがり寿／友沢ミミヨ／細川徹＆五月女ケ
イ子／片桐仁／爆笑問題
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【TV Bros.新書】友だちはいらない。（新
書）

2015/4/30 64845-82 ¥833 978-4-86336-468-4

冊

超玩具発想法　ザリガニワークスのスーパートイ工房（A5正寸） 2016/3/31 64846-41 ¥1,500 9784-86336-552-0

冊

きゃりーぱみゅぱみゅ 　あたしアイドルじゃねぇ
し!!!（A5）

2017/1/21 64846-97 ¥1,389 9784-86336-617-6

冊

書誌名 （表紙） 発売日 コード 本体 ISBN ご注文数

#1（ゴールデンカムイ） 2018/6/30 64848-25 ¥1,204 9784-86336-776-0

冊

#2（転生したらスライムだった件） 2018/10/6 64848-48 ¥1,204 9784-86336-820-0

冊

#4（五等分の花嫁） 2019/4/2 64848-94 ¥1,204 9784-86336-913-9

冊

#5（戦姫絶唱シンフォギア） 2019/7/5 64849-10 ¥1,204 978-4-86336-945-0 

冊

2011年7月、『PONPONPON』をYouTubeで発表し、颯爽と世の中に現れた、きゃりーぱみゅぱみゅ。そんな彼女
が、、ひっそりと雑誌「TV Bros.」で始めた連載、それが『あたしアイドルじゃねぇし!!!』。「『日本人よ、もっと自
由になれ! 』と伝えたい。一度だけの人生です。この時代の変化を一緒に楽しもうじゃありませんか! 」 (本書「はじめ
に」より抜粋)

独自のアイデアと視点でマルチな活躍を見せるザリガニワークスが、“日常を遊ぶ”をテーマに、生活の中で何の気な
しに使っている文房具や日用品、季節行事や風物詩などを、遊べる玩具にしてしまおうという広角的なモノづくり連載
です。2015年10月には連載100回を迎えた本連載。この約５年間分をいよいよ単行本化。

鬼才・押井守監督（『機動警察パトレイバー the Movie』など）が自身の体験と思索の日々から
語る刺激的で画期的な友だち論。

特集：「五等分の花嫁」花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美来、佐倉綾音、水瀬いのり ほか／「ULTRAMAN」木村良平（早田
進次郎役）×江口拓也（諸星弾役）ほか／「ポプテピピック」上坂すみれ　撮り下ろしグラビア&インタビュー ほか
SPECIAL PHOTO STORY &LONG INTERVIEW：蒼井翔太／水瀬いのり

特集：TVアニメ5期「戦姫絶唱シンフォギア」悠木碧、水樹奈々、高垣彩陽、日笠陽子、南條愛乃、茅野愛衣 ほか／
「手品先輩」本渡楓ロングインタビューほか／「グランベルム」島袋美由利グラビア＆インタビューほか／劇場版
「ONE PIECE STAMPEDE」田中真弓×古谷徹×大場真人が語る声優という仕事
ARTIST INTERVIEW：内田真礼／伊藤美来

特集：ゴールデンカムイ「ベールを脱いだ超弩級・サバイバル冒険活劇」／ハイスコアガール「今よみがえる ドット絵と基板にまみ
れたノスタルジア」／ニンジャバットマン「日本が生んだネオ・ワールド・エンターテインメント」／アニメは未来の夢を見る「SF
アニメは今、僕らに何を問いかけるのか」／ヒナまつり「ドラマとコメディのグラデーション」 etc.
撮り下ろし:南條愛乃／小松未可子／夏川椎菜

特集：「転生したらスライムだった件」岡咲美保×伏瀬、寺島拓篤ほか／「映画 HUGっと！プリキュア　ふたりはプリ
キュア」宮野真守、本名陽子×引坂理絵、鷲尾天／「すのはら荘の管理人さん」高森奈津美、監督・湊未来ほか　etc.
A Bros.GRAVUER &LONG INTERVIEW：麻倉もも／内田真礼／渕上舞
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その他TVBros.関連商材
書誌名 （表紙） 発売日 コード 本体 ISBN ご注文数

ＴＶBros.関東版増刊　2015年8月28日
号
別冊ブロス Vol.1 2015夏（flumpool）

2015/7/16 24118-8/28 ¥648

冊

別冊TV Bros. TBSラジオ全力特集
（赤江珠緒＆宇多丸）

2018/4/9 64848-13 ¥694 9784-86336-757-9

冊

別冊TV Bros. TBSラジオ全力特集　
VOL.2 （爆笑問題、アルコ＆
ピース）

2018/10/11 64848-56 ¥694 9784-86336-839-2

冊

AbemaTV Bros.（GENERATIONS from EXILE TRIBE） 2018/12/19 64848-68 ¥694 9784-86336-858-3

冊

 伊勢志摩Bros.
〜令和に行きたい、最新の伊勢志摩観
光＆カルチャーが盛りだくさん！〜

2019/5/20 64849-01 ¥926 978-4-86336-926-9

冊

OWARAI Bros. 
-TV Bros.別冊お笑いブロス-（ミキ）

2019/12/16 64849-47 ¥1,000 978-4-86701-032-7

冊

特集：「たまむすび」赤江珠緒ほか／「アフター６ジャンクション」宇多丸ほか／木曜JUNK「おぎやはぎのめがねびい
き」おぎやはぎ／「ハライチのターン！」ハライチ／「荻上チキ・Session-22」荻上チキ／「TALK ABOUT」工藤大輝
（Da-iCE）
インタビュー「聴かなきゃソン！　なラジオ」：神田松之丞、コシノジュンコ
ほか

特集：「JUNK爆笑問題カーボーイ」「アルコ＆ピース D.C.GARAGE」／爆笑問題×アルコ＆ピース、爆笑問題結成30周年特別企画、RCC横山雄二アナ特別
寄稿ほか／「土曜朝6時　木梨の会。」木梨憲武ほか／「JUNKサタデー エレ片のコント太郎」エレキコミック、片桐仁ほか
グラビア＆インタビュー：「アフター6ジャンクション」宇多丸、パートナー5名（熊崎風斗、宇垣美里、日比麻音子、宇内梨沙、山本匠晃）／「井上芳
雄 by MYSELF」井上芳雄

特集：『GENERATIONS高校TV』GENERATIONS from EXILE TRIBE／『恋愛ドラマな恋がしたい』渡辺直美＆福徳秀介
（ジャルジャル）／『おぎやはぎの「ブス」テレビ』おぎやはぎ／『指原莉乃＆ブラマヨのサイテー男総選挙』指原莉
乃＆ブラックマヨネーズ　ほか
年末年始特番特集：『ももクロ 年越しカウントダウンライブ「第2回ももいろ歌合戦」』ももいろクローバーZ

 近年のパワスポブーム、神社仏閣ブームを経て「神宮」が“日本の聖地”として認識された現在、平成から令和へと時代を変えた
今、かの地を改めて訪れるにふさわしいメモリアルなタイミングともなる。そんな背景を受け、神宮についてはもちろん、大観光地
である「伊勢志摩」を、歴史、食文化、風俗、文学などの切り口で、わかりやすく＆面白くカルチャー目線で観光案内。
★これは便利！！　本誌に掲載された伊勢志摩の全スポットが載ったGoogleマイマップへリンクできるQRコード付！！

特集：総力特集 ミキ　インタビュー、プライベート写真館、ミキから見た「後輩・同期」妄想関係分類図　ほか
芸人×芸人による豪華対談＆グラビア企画：ジャルジャル × かまいたち ／シソンヌ × ハナコ／見取り図 × アイン
シュタイン／さらば青春の光 × かが屋／ニューヨーク × 空気階段／からし蓮根 × コウテイ／フワちゃん × EXIT

グラビア＆インタビュー：flumpool／私立恵比寿中学／家入レオ　
インタビュー：サンフジンズ／松崎しげる／長渕剛
特集：ブロス連載陣＆執筆陣超スーパーコラム２５「夏フェス、ライブ、夏エンタメ」 ブロスの連載陣＆執筆陣が、ワンテーマで書
き下ろす新作コラム。／『テレビブロス』PLUS＋！ 『テレビブロス』に入り切らなかった特集や、もう一回見てみたい特集の再録、
などで構成。　ほか
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