
受注専用  FAX 048-989-1297 TEL 048-989-1291
※おかけまちがいにご注意下さい。

条
件
／
注
文

ご注文数 セット名・書名 搬入時期

セット

96151 金の星社100周年フェアAセット ご記入ください
▼▼▼

 □ 4月中旬

 □ 　月　旬
  （4月中旬以降）

　

■ 8点×各4冊   ■ 揃定価（揃本体 39,600円＋税）

セット

96152 金の星社100周年フェアBセット
■ 14点×各4冊   ■ 揃定価（揃本体 70,000円＋税）

セット

96153 金の星社100周年フェアCセット
■ 20点×各4冊   ■ 揃定価（揃本体 98,400円＋税）

単品での
ご注文もOK！

単品での
ご注文もOK！

単品での
ご注文もOK！

条
件
／
注
文

ご注文数 単品注文 定価本体 搬入時期

冊 1374いつもいっしょに こんのひとみ 作／いもとようこ 絵 1,400円 ご記入ください
▼▼▼

 □ 4月中旬

 □ 　月　旬
  （4月中旬以降）

　

冊 1363せんろはつづく 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 1,200円

冊 3349へんしんトンネル あきやまただし 作・絵 1,200円

冊 7275おかあさんだいすきだよ みやにしたつや 作・絵 1,200円

冊 7156しげちゃん 室井滋 作／長谷川義史 絵 1,300円

冊 189ちいさなたまねぎさん せなけいこ 作・絵 1,300円

冊 211かわいそうなぞう つちやゆきお 文／たけべもといちろう 絵 1,100円

冊 231チロヌップのきつね たかはしひろゆき 文・絵 1,200円

冊 2467まいにちがプレゼント いもとようこ 作・絵 1,400円

冊 2453すすめ！ きゅうじょたい 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 1,200円

冊 2410うみきりん あきやまただし 作・絵 1,200円

冊 3361ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや 作・絵 1,200円

冊 7119おこる 中川ひろたか 作／長谷川義史 絵 850円

冊 186さかなってなにさ せなけいこ 作・絵 780円

冊 235もしもしおかあさん 久保喬 作／いもとようこ 絵 1,200円

冊 1365つみきでとんとん 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 1,200円

冊 2411とんとんとん あきやまただし 作・絵 1,200円

冊 7118あなたがとってもかわいい みやにしたつや 作・絵 1,200円

冊 214ちいさなきいろいかさ もりひさし シナリオ／にしまきかやこ イラスト 1,100円

冊 1358にじいろのしまうま こやま峰子 作／やなせたかし 絵 1,200円

冊 206ゴリラのパンやさん 白井三香子 作／渡辺あきお 絵 1,300円

冊 7366これはすいへいせん 谷川俊太郎 文／ tupera tupera 絵 1,500円

冊 7047ないた 中川ひろたか 作／長新太 絵 1,300円

冊 7380たまらんちゃん つぼいじゅり 作・絵 1,300円

金
の
星
社

貴店印 164

K （企画）

金
の
星
社

貴店印 164

K （通常）

201902_ 金の星社 100 周年記念フェア _ 表 1 表 4

２０１９年、金の星社はおかげさまで
創業１００周年を迎えることとなりました。

大正８年１１月の創業以来、１世紀に渡って
子どもたちの成長の糧となる良書の

出版と普及を続けることができましたのは、
書店様、読者様をはじめとする多くの方々の
格別のご愛顧、ご支援の賜物です。

心より御礼申し上げます。

これからも金の星社は
「１００年の笑顔、夢　１００年先の未来も」

のスローガンの下、
子どもの本の専門出版社として
創業以来の基本姿勢を引き継ぎ、

児童図書出版界の
本流を歩み続けてまいります。

皆様には変わらぬご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げますとともに、

これからの金の星社にぜひご期待ください！

読者
プレゼント 読者の皆様へ感謝の気持ちを

込めてプレゼントキャンペーンを
実施いたします。

A賞 【5名様】大好きな絵本をスッキリ収納 絵本棚

B賞 【100名様】 100周年オリジナル図書カード〔3000円分〕

C賞 【100名様】金の星社オリジナルグッズ
プレゼント応募締切：2019年9月30日（月）

※応募方法につきましては、フェア対象商品の帯に詳細を記載いたします。
※賞品は変更になる場合がございます。ご了承ください。

書店様
特典 セットでご注文を頂いた

書店様にフェア専用拡材を
お送りいたします。

フェアタイトルパネル

金の星社紹介パネル

作家紹介パネル

絵本紹介POP

いもとようこシール

100周年フェア注文書



AA
セツトセツトセツトセツト

BB
セツトセツトセツトセツト

定価(本体1,300円+税) 
ISBN978-4-323-00206-4

白井三香子 作
渡辺あきお 絵

定価(本体1,300円+税) 
ISBN978-4-323-07380-4

つぼいじゅり 作・絵

定価(本体1,300円+税) 
ISBN978-4-323-07047-6

中川ひろたか 作
長新太  絵

定価(本体1,500円+税) 
ISBN978-4-323-07366-8

谷川俊太郎 ぶん
tupera tupera え

+プラス

+プラス

定価 (本体1,400円+税)

こんのひとみ 作
ISBN
978-4-323-01374-9

定価 (本体1,200円+税)

竹下文子 作
ISBN
978-4-323-01363-3

いもとようこ
いつも
いっしょに

鈴木まもる
せんろは
つづく

あきやまただし
へんしん
トンネル

みやにし たつや 
おかあさん
だいすきだよ

長谷川義史
しげちゃん

せなけいこ 
ちいさな
たまねぎさん

いもとようこ
まいにちが
プレゼント

鈴木まもる
すすめ！
きゅうじょたい

あきやまただし
うみきりん

みやにし たつや 
ふしぎな
キャンディーやさん

いもとようこ
もしもし
おかあさん

鈴木まもる
つみきで
とんとん

あきやまただし
とんとんとん

みやにし たつや 
あなたがとっても
かわいい

長谷川義史
おこる

せなけいこ 
さかなって
なにさ

たかはしひろゆき 
チロヌップの
きつね

なにげない日常の中で、本当に大事なことは
何かを気づかせてくれる絵本

子どもは線路をつなげる遊びが大好き！ 
リズミカルな文章とかわいいイラストで、
親子一緒に楽しめる絵本！

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-03349-5

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-07275-3

トンネルをくぐると、なぜかいろんなものが
変身しちゃうんです。ふしぎなことばあそび
絵本！

おかあさんね あなたが ずっと ずっと ずーっと 
だいすきだよ。子どもの気持ちに寄り添った
子育て応援絵本。

定価 (本体1,300円+税)

室井滋 作
ISBN
978-4-323-07156-5

たけべもといちろう
かわいそうなぞう

つちやゆきお 文

定価
 (本体1,300円+税)

ISBN
978-4-323-
00189-0

中川ひろたか 作

ねえみんなはじぶんの名前ってすき？ えっ
わたし？ わたしはね…親の愛情が心に響く
絵本。

身近にある台所の食器や野菜を主人公に
したユニークなはりえ絵本。

定価 (本体1,100円+税)

ISBN
978-4-323-00211-8

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-00231-6

戦争中、上野動物園で三頭のゾウが殺され
ました。これは本当にあった悲しいお話です。

北海の孤島できつねの親子が平和にくらして
いました。しかし、戦争の余波は、この親子に
までおよんできたのです。

AA
セツトセツトセツトセツト

BB
セツトセツトセツトセツト

CC
セツトセツトセツトセツト

本日開店のパンや
さん。でもあんまり
売れません。だって
顔がこわいんだも
の…。そこでいろいろ
考えて…。

定価 (本体1,400円+税)

ISBN
978-4-323-02467-7

定価 (本体1,200円+税)

竹下文子 作
ISBN
978-4-323-02453-0

たいせつな あなたへ…毎日が新しい今日！ 
今とは何か時間とは何かを描いた大切な
メッセージ。

はたらく車がたすけにいくよ！ ６人の小さな
救助隊が大活躍！

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-02410-3

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-03361-7

うみにすむキリンのお話。こんなふしぎなキリン、
みたことない!? どうやってせいかつして
いるかって？　それは、よんでのおたのしみ！

ふしぎなキャンディーを買ったブタくんは、
いたずらを思いつきますが…。ページをめく
るのが、楽しいユーモア絵本。

定価 (本体1,300円+税)

ISBN
978-4-323-07119-0 定価

 (本体1,300円+税)

ISBN
978-4-323-
00186-9

“おこる”ってなんだろう？おこられることがいや
だったという作者の実体験から生まれた絵本。
「なんで人は怒るんだろう」と深く考えさせる一冊。

「さかなってなにさ」リズミカルなことばの
くりかえしがたのしい、せなけいこのロング
セラー絵本。

定価 (本体1,200円+税)

久保喬 作
ISBN
978-4-323-00235-4

定価 (本体1,200円+税)

竹下文子 作
ISBN
978-4-323-01365-7

もらわれていった子猫たちから、おかあさん
猫に電話です。母と子の愛を、猫の親子の
やりとりを通して描きます。

子どもたちはみんな『つみき』が大好き！
並べてかさねて何つくる？ つみきを並べて
とんとんとん。いっしょにあそぼうよ！

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-02411-0

定価 (本体1,200円+税)

ISBN
978-4-323-07118-3

ここかしら？ とんとんとん、ドアをたたくと…
ドアって、すごくどきどきするよ。読み聞かせ
にもピッタリ！ 楽しい絵本。

“あなたがとってもかわいい” 母親の大きな愛、
子を思う普遍的な愛を描いた心あたたまる
絵本。

定価 (本体1,100円+税)

ISBN
978-4-323-00214-9

定価 (本体1,200円+税)

こやま峰子 作
ISBN
978-4-323-01358-9

大好きな黄色のかさを買ってもらって、
はじめてひとりで散歩にでかけた女の子の、
新鮮な感動をさわやかに描いたロングセラー。

雨のふらない日が続いて、森の奥の川の水が
なくなってしまいます。仲間たちのために
にじいろのしまうまは祈りました。すると……。

やなせたかし 
にじいろの
しまうま

もりひさし シナリオ

にしまきかやこ 
ちいさな
きいろいかさ単品注文

ゴリラの
パンやさん

たまちゃんと らんちゃん
は いつも いっしょ。ハラ
ハラして ほっこりして 
おなかが すく 絵本。

たまらんちゃん

ぼくはどうして泣くの
かな？大人はどうして
泣かないのかな？「なく」
をテツガクする長新太＆
中川ひろたかの絵本。

ないた

初コラボ！ “これはすい
へいせん”から始まり、
ページをめくるたびに
文がつながり長くなる
“つみあげうた”の言葉
遊び絵本。

これは
すいへいせん

【セット内容】
● 書店様用販促物
　・フェアパネル　・作家別パネル　・POP　・いもとようこシール40枚
● 読者用プレゼント応募券付き専用帯にて出荷
● 8点×各4冊　● 揃定価（39,600円+税）

【セット内容】
● 書店様用販促物
　・フェアパネル　・作家別パネル　・POP　・いもとようこシール60枚
● 読者用プレゼント応募券付き専用帯にて出荷
● 14点×各4冊　● 揃定価（70,000円+税）

【セット内容】
● 書店様用販促物
　・フェアパネル　・作家別パネル　・POP　・いもとようこシール100枚
● 読者用プレゼント応募券付き専用帯にて出荷
● 20点×各4冊　● 揃定価（98,400円+税）



受注専用  FAX 048-989-1297 TEL 048-989-1291
※おかけまちがいにご注意下さい。

条
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ご注文数 セット名・書名 搬入時期

セット

96151 金の星社100周年フェアAセット ご記入ください
▼▼▼

 □ 4月中旬

 □ 　月　旬
  （4月中旬以降）

　

■ 8点×各4冊   ■ 揃定価（揃本体 39,600円＋税）

セット

96152 金の星社100周年フェアBセット
■ 14点×各4冊   ■ 揃定価（揃本体 70,000円＋税）

セット

96153 金の星社100周年フェアCセット
■ 20点×各4冊   ■ 揃定価（揃本体 98,400円＋税）

単品での
ご注文もOK！

単品での
ご注文もOK！

単品での
ご注文もOK！

条
件
／
注
文

ご注文数 単品注文 定価本体 搬入時期

冊 1374いつもいっしょに こんのひとみ 作／いもとようこ 絵 1,400円 ご記入ください
▼▼▼

 □ 4月中旬

 □ 　月　旬
  （4月中旬以降）

　

冊 1363せんろはつづく 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 1,200円

冊 3349へんしんトンネル あきやまただし 作・絵 1,200円

冊 7275おかあさんだいすきだよ みやにしたつや 作・絵 1,200円

冊 7156しげちゃん 室井滋 作／長谷川義史 絵 1,300円

冊 189ちいさなたまねぎさん せなけいこ 作・絵 1,300円

冊 211かわいそうなぞう つちやゆきお 文／たけべもといちろう 絵 1,100円

冊 231チロヌップのきつね たかはしひろゆき 文・絵 1,200円

冊 2467まいにちがプレゼント いもとようこ 作・絵 1,400円

冊 2453すすめ！ きゅうじょたい 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 1,200円

冊 2410うみきりん あきやまただし 作・絵 1,200円

冊 3361ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや 作・絵 1,200円

冊 7119おこる 中川ひろたか 作／長谷川義史 絵 850円

冊 186さかなってなにさ せなけいこ 作・絵 780円

冊 235もしもしおかあさん 久保喬 作／いもとようこ 絵 1,200円

冊 1365つみきでとんとん 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 1,200円

冊 2411とんとんとん あきやまただし 作・絵 1,200円

冊 7118あなたがとってもかわいい みやにしたつや 作・絵 1,200円

冊 214ちいさなきいろいかさ もりひさし シナリオ／にしまきかやこ イラスト 1,100円

冊 1358にじいろのしまうま こやま峰子 作／やなせたかし 絵 1,200円

冊 206ゴリラのパンやさん 白井三香子 作／渡辺あきお 絵 1,300円

冊 7366これはすいへいせん 谷川俊太郎 文／ tupera tupera 絵 1,500円

冊 7047ないた 中川ひろたか 作／長新太 絵 1,300円

冊 7380たまらんちゃん つぼいじゅり 作・絵 1,300円
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社
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K （企画）

金
の
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K （通常）

201902_ 金の星社 100 周年記念フェア _ 表 1 表 4

２０１９年、金の星社はおかげさまで
創業１００周年を迎えることとなりました。

大正８年１１月の創業以来、１世紀に渡って
子どもたちの成長の糧となる良書の

出版と普及を続けることができましたのは、
書店様、読者様をはじめとする多くの方々の
格別のご愛顧、ご支援の賜物です。

心より御礼申し上げます。

これからも金の星社は
「１００年の笑顔、夢　１００年先の未来も」

のスローガンの下、
子どもの本の専門出版社として
創業以来の基本姿勢を引き継ぎ、

児童図書出版界の
本流を歩み続けてまいります。

皆様には変わらぬご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げますとともに、

これからの金の星社にぜひご期待ください！

読者
プレゼント 読者の皆様へ感謝の気持ちを

込めてプレゼントキャンペーンを
実施いたします。

A賞 【5名様】大好きな絵本をスッキリ収納 絵本棚

B賞 【100名様】 100周年オリジナル図書カード〔3000円分〕

C賞 【100名様】金の星社オリジナルグッズ
プレゼント応募締切：2019年9月30日（月）

※応募方法につきましては、フェア対象商品の帯に詳細を記載いたします。
※賞品は変更になる場合がございます。ご了承ください。

書店様
特典 セットでご注文を頂いた

書店様にフェア専用拡材を
お送りいたします。

フェアタイトルパネル

金の星社紹介パネル

作家紹介パネル

絵本紹介POP

いもとようこシール

100周年フェア注文書




