2017/6/1

番

線

ご注文は、ヴィレッジブックスまで
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-6
ＴＥＬ：03-6452-5479
日本会館５階
ランクはA・B・Cの順で売れ行きに
合わせてつけています。

単行本（アメコミ）
タイトル

ご担当者

本体価格 発売年月

ISBN

様
内容

ランク

注文数

マーベルコミックス・シリーズ
ニューアベンジャーズ：ブレイクアウト
ニューアベンジャーズ：セントリー

¥2,800

¥2,900

Ｘ‐ＭＥＮ／アベンジャーズ：ハウス・オブ・Ｍ ¥3,300

10/05

11/7

10/10

ニューアベンジャーズ：コレクティブ

¥2,900

11/8

シビル・ウォー

¥3,200

11/9

①ロード・トゥ・シビルウォー

¥2,751

16/2

アイアンマンＸキャプテンアメリカ×
スパイダーマン×ウルヴァリン
978-4-86332-247-9
新生アベンジャーズ ここに誕生！
ブライアン・マイケル・ベンディスが
放つ人気シリーズ第２弾！ セント
978-4-86332-334-6
リーとは何者か？
スカーレット・ウィッチの暴走の果て
にX-MEN、そしてミュータントを待
978-4-86332-283-7
ち受ける運命とは…。
地上より一掃された数百万の
ミュータント人口。この大異変は世
978-4-86332-338-4
界に何をもたらすのか？人気シ
リーズ第３弾！
映画『シビル・ウォー』原作！超人
登録法をめぐって対立するキャップ
978-4-86332-343-8
とアイアンマン。悲劇の戦いが今、
始まる…
クロス・オーバー・シリーズ全8冊を
連続刊行！第一弾はシビル・
978-4-86491-265-5
ウォー前日譚

②ニューアベンジャーズ：シビル・ウォー

¥2,800

12/10

978-4-86491-014-9

③ウルヴァリン：シビル・ウォー

¥2,751

16/2

978-4-86491-266-2

④アメイジング・スパイダーマン：
シビル・ウォー

¥2,751

16/3

978-4-86491-271-6

⑤X-MEN ユニバース：シビル・ウォー

¥2,370

16/3

978-4-86491-272-3

⑥キャプテン・アメリカ: シビル・ウォー

¥2,370

16/4

978-4-86491-276-1

⑦アイアンマン：シビル・ウォー

¥2,370

16/4

978-4-86491-277-8

⑧パニシャー・ウォー・ジャーナル：
シビル・ウォー
デス・オブ・キャプテン・アメリカ：
デス・オブ・ドリーム
デス・オブ・キャプテン・アメリカ：
バーデン・オブ・ドリーム
ニューアベンジャーズ：レボリューション

¥2,751

¥3,300

¥3,300

¥2,700

16/4

11/10

11/11

13/1

マイティ・アベンジャーズ：ウルトロン・イニシア
¥2,800
ティ

13/2

ニューアベンジャーズ：トラスト

13/4

¥2,900

クロスオーバー大作『シビル・
ウォー』と並行して展開された、人
気の「ニューアベンジャーズ」、シ
リーズ！
「キャプテン・アメリカ：シビル・
ウォー」記念クロス・オーバーシ
リーズ。ウルヴァリンの孤独な追跡
行が始まる。
シビル・ウォーのもう一人の主人公
ともいうべきスパイダーマンの激動
の日々を克明に追った長編ストー
リー。
ＣＷの陰で行われたデッドプールと
ケーブルの壮絶かつ見苦しい死闘
の数々。Ｘ－ファクター編も同時収
録！
キャプテン・アメリカ、バッキ―・
バーンズ、シャロン・カーター。それ
ぞれのシビル・ウォーの行きつく先
とは…
鉄の鎧に秘められたスタークの
胸の内が今、明らかになる。

なぜシビル・ウォーに関わるこのに
なったのか。パ二シャーの知られ
978-4-86491-278-5
ざる戦いを描く注目作！
自由のシンボルたるキャプテン・ア
メリカの死を描き、全米に衝撃を与
978-4-86332-348-3
えた話題作。
全米を揺るがせた国民的ヒーロー
の死に始まる新たなる英雄伝説、
978-4-86332-351-3
いよいよ完結！※後編
シビル・ウォー後、登録法に反対し
たメンバーたちになにが・・・。アベ
978-4-86491-037-8
ンジャーズ 新章スタート！
シビル・ウォー終結後、トニー・ス
タークはアベンジャーズの再結成
978-4-86491-040-8
を行うが、彼の前に強敵ウルトロン
が迫る！
戦友エコー救出のために日本へと
向かったアベンジャーズの面々と
978-4-86491-059-0
忍者集団ハンドとの死闘の果てに
は・・・。

1 / 10 ページ

S

A

S

B

S

A

B

B

品切中

S

A

A

A

B

S

S

B

A

B

品切中

2017/6/1

番

線

ご注文は、ヴィレッジブックスまで
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-6
ＴＥＬ：03-6452-5479
日本会館５階
ランクはA・B・Cの順で売れ行きに
合わせてつけています。

単行本（アメコミ）
タイトル

本体価格 発売年月

ご担当者

様

ISBN

内容
ランク
怒りに燃えるハルクを前にヒーロー
達に勝機はあるのか？マーベルユ
978-4-86491-070-5
S
ニバースを引き裂くバトル巨編！

ワールド・ウォー・ハルク

¥2,980

13/6

マイティ・アベンジャーズ：ベノム・ボム

¥2,600

13/7

シークレット・インベージョン

¥3,300

13/9

ニューアベンジャーズ：
シークレット・インベージョン

¥3,300

14/2

978-4-86491-119-1

マイティ・アベンジャーズ：
シークレット・インベージョン

¥3,200

14/3

978-4-86491-125-2

キャプテン・アメリカ：ロード・トゥ・リボーン ¥2,900

14/4

978-4-86491-131-3

ダークアベンジャーズ：アセンブル

¥2,700

14/6

978-4-86491-149-8

ニューアベンジャーズ：ダークレイン

¥3,200

14/8

978-4-86491-164-1

キャプテン・アメリカ：リボーン

¥3,200

14/10

ダークアベンジャーズ：モレキュールマン

¥2,200

14/11

978-4-86491-181-8

ニューアベンジャーズ：パワーロス

¥2,600

14/12

978-4-86491-186-3

シージ

¥2,980

15/1

978-4-86491-193-1

ダークアベンジャーズ：シージ

¥2,500

15/2

978-4-86491-197-9

ニューアベンジャーズ：シージ

¥3,100

15/3

ＡＶＸ：アベンジャーズ VS X-MEN
ROUND1

¥2,900

15/5

ＡＶＸ：アベンジャーズ VS X-MEN
ROUND2

¥3,200

15/6

ＡＶＸ：アベンジャーズ VS X-MEN VS

¥2,700

15/7

ＡＶＸ：アベンジャーズ VS X-MEN
アルファ＆オメガ

¥3,000

16/2

結成早々にして、ウルトロンの脅威
に翻弄されたマイティ・アベン
ジャーズに《ベノム》の雨が降りか
かる！
スクラル人の侵略が開始された。
今、地球の命運を懸けた大決戦が
978-4-86491-086-6
幕を開ける！
978-4-86491-074-3

『シークレット・インベージョン』の裏
側で繰り広げられた物語を一挙収
録！
シリーズ第３弾！マイティ・アベン
ジャーズ視点で語られる“事件”の
裏側とは？
キャプテン・アメリカ誕生以来の歴
史を俯瞰した特別号！
スタークの失脚により実権を握った
オズボーン。最凶最悪の「ダークア
ベンジャーズ」がここに結成する！

新たなクロスオーバー「ダークレイ
ン」を中心に、Dr.ストレンジの復活
を描くニューアベンジャーズ最新
刊！
キャプテン・アメリカ復活！ 我らが
英雄の復活は如何に果たされるの
978-4-86491-174-0
か、見届けよ！
ダークアベンジャーズ、シリーズ第
2弾登場！恐るべき敵を相手に、
如何に勝利するのか？
ニューアベンジャーズ、ダークアベ
ンジャーズ、フッド一味。ロキ。物語
は決戦の時へと加速していく！
復活したアスガルドを巡る、アベン
ジャーズとオズボーンの最終決戦
が今、始まる！

オズボーン以下、ダークアベン
ジャーズの命運が決する！ダーク
アベンジャーズ・シリーズ、ここに完
結！
最終決戦の裏で繰り広げられた知
られざる物語が今明かされる！
978-4-86491-202-0
ニューアベンジャーズ・シリーズ最
終巻！
アベンジャーズとX-MENの二大
ヒーローチームが激突するクロス
978-4-86491-226-6
オーバ大作！
フェニックスを巡って骨肉の争いを
繰り返す二大チームの全面衝突を
描いた話題作、驚愕の結末が迫
る！
本編にて描かれたヒーロー同士の
戦いをクローズアップ！軍配はど
978-4-86491-235-8
ちらに上がるのか？
978-4-86491-229-7

978-4-86491-262-4
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アベンジャーズとX-MENの死闘の
始まりと終わりの物語を収録。新た
なるマーベルユニバースが今、始
まる！
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単行本（アメコミ）
タイトル

本体価格 発売年月

アンキャニィ・アベンジャーズ：レッドシャド
¥2,400
ウ

16/3

アンキャニィX-MEN：レボリューション

¥2,400

16/4

アベンジャーズ：アベンジャーズ・ワールド ¥2,600

16/6

ニューアベンジャーズ：エブリシング・ダイ ¥2,600

16/10

アベンジャーズ：ラスト・ホワイト・イベント

17/1

¥2,700

ご担当者

様

ISBN

内容
ランク
ミュータントとの共存を実現すべく、
二つのチームが手を取り合う！ア
978-4-86491-269-3
A
ベンジャーズとX-MENの最強チー
ム！
脱獄を果たしたサイクロップスは新
たな戦いに挑む。『AVX』後の新た
978-4-86491-279-2
A
なX-ユニバースを描く注目タイトル
ジョナサン・ヒックマンが贈る、生命
創造にまで遡る一大抒情詩！今、
最新・最強のアベンジャーズが始
動する！
『アベンジャーズ・ワールド』ととも
に、クロスオーバー大作『インフィニ
978-4-86491-312-6
ティ』へと続く超宇宙的抒情詩が幕
を開ける！
シリーズ第2弾！白い閃光が世界
を塗り替える！「システムの崩壊」
978-4-86491-321-8
「白い事象」の真相とは？
978-4-86491-300-3
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ご担当者
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ISBN

様
内容

ランク

スパイダーマン関連タイトル
スパイダーバース

エッジ・オブ・スパイダーバース

ワールド・オブ・スパイダーバース
スーペリア・スパイダーマン：
ワースト・エネミー
スーペリア・スパイダーマン：
トラブル・マインド

¥2,200

¥2,750

¥3,400

¥3,000

¥2,200

16/5

16/6

スパイダーメン85名が一堂に集
結！今、インヘリターズとの決戦が
978-4-86491-281-5 幕を開ける！日本版カバーは村田
雄介先生描き下ろしイラスト！
スーペリアースパイダーマンやス
パイダーグウェンらの、『スパイ
978-4-86491-299-0 ダーバース』前日譚を完全収録！

S

S

16/7

本編をも上回る数のスパイダーが
登場するスパイダーバースの集大
978-4-86491-303-4 成。三部作を締めくくるシリーズ最
大のボリュームで発売！

A

16/9

スパイダーマンの体を乗っ取ること
に成功したDr.オクトパス。いま「ス
978-4-86491-309-6 パイダーマンを超えたスパイダー
マン」の歴史が幕を開ける！

A

17/5

978-4-86491-333-1

「より優れた」スパイダーマン・シ
リーズ第２弾！

新刊

アイアンマン関連タイトル
アイアンマン：エクストリミス

アイアンマン：ホーンテッド

¥2,480

¥3,200

13/4

13/10

『アイアンマン3』原案が日本上
陸！かつてない強敵の出現に、ア
978-4-86491-054-5 イアンマンは禁断のテクノロジーの
使用を決意する！
待望の続編が登場！恐るべき力を
手に入れたアイアンマンを悩ませ
978-4-86491-091-0 る呪いの正体とは…。

A

B

デッドプール関連タイトル
デッドプール／パニシャー
・キルズ・マーベルユニバース

¥2,500

13/12

デッドプール・キラストレイテッド／デッド
プール・キルズ・デットプール

¥2,800

15/10

ケーブル＆デッドプール：青の洗礼

¥2,400

16/5

ケーブル＆デッドプール：銀の衝撃

¥2,500

17/4

978-4-86491-104-7

デッドプールが、パニシャーが、
マーベルヒーローを殺して、殺し
て、殺しまくる！

マーベルユニバースを抹殺した
デッドプールの次なる標的は名作
978-4-86491-248-8
文学と・・・自分自身？！「キルズ・
シリーズ」後編！
映画「デッドプール」公開！
ケーブル＆デッドプール、腐った縁
978-4-86491-282-2
の迷コンビ誕生！

978-4-86491-329-4

映画「デッドプール」続編にケーブ
ル参戦！ケーブル＆デッドプー
ル、腐った迷コンビの大人気シリー
ズ続刊！

S

A

S

A

その他マーベル・タイトル
マーベルゾンビーズ

¥2,700

12/2

マーベルヒーローがゾンビになっ
た！？マーベル史上最凶の大ヒッ
978-4-86332-363-6 トシリーズ登場！！

マーベルゾンビーズ２

¥2,500

12/12

あの悪夢のような日々から40年…
宇宙に消えたはずのマーベルゾン
978-4-86491-032-3 ビーズが地球に帰ってきた！？

B

14/7

ヒーローがゾンビ化して人間を襲う
人気シリーズ！悪夢はこうして始
978-4-86491-159-7 まった……。

B

マーベルゾンビーズ：デッド・デイズ

¥3,300

エイジ・オブ・ウルトロン Vol.1

¥2,400

15/5

エイジ・オブ・ウルトロン Vol.2

¥2,300

15/6

映画原案タイトル！異世界となっ
た地球を支配するのは、人の姿を
978-4-86491-227-3 した機械。ここにウルトロンの治世
が始まる！
映画『アベンジャーズ／エイジ・オ
ブ・ウルトロン』の原案となった話
978-4-86491-230-3 題作、ついに衝撃のクライマック
ス！
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単行本（アメコミ）
タイトル

本体価格 発売年月

エイジ・オブ・ウルトロン コンパニオン

¥3,000

15/7

X-MEN：デイズ・オブ・フューチャーパスト

¥2,700

14/5

ウルヴァリン：オールドマン・ローガン

¥2,980

17/5

ロケット・ラクーン&グルート

¥3,000

14/9

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：レガ
シー

¥2,600

17/4

アントマン：セカンド・チャンスマン

¥2,300

15/8

ヤング・マーベル：リトルX-MEN VS リトル
¥2,700
アベンジャーズ

15/9

パワーパック：デイ・ワン

¥2,900

15/12

デアデビル：マン・ウィズアウト・フィアー

¥2,600

15/9

ご担当者

内容
エイジ・オブ・ウルトロン本編では
明かされなかった驚愕の事実の
978-4-86491-239-6 数々が今、明らかになる！
歴史改変ストーリーの先駆けとし
て大きな反響を呼び、映画の原作
978-4-86491-134-4 ともなった名作「デイズ・オブ・
フューチャーパスト」を完全邦訳！
映画『ローガン』原案！
悪によって支配された近未来。旧
978-4-86491-332-4 友の訪問をきっかけに、ローガン
の旅が始まる。
映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラ
クシー』で話題の宇宙アライグマ、
978-4-86491-165-8 ロケット・ラクーンが大活躍する豪
華オムニバス！
スターロード、ガモーラ、ドラック
ス、ロケット・ラクーン＆グルート…
978-4-86491-330-0 新作映画で話題のガーディアンズ
の誕生秘話がここに明かされる！
２代目アントマンことスコット・ラング
は現在、無職。彼は「セカンドチャ
978-4-86491-240-2 ンス」を掴むことができるのか？映
画「アントマン」原案！
気の日本人アーティストのグリヒル
氏による『A-ベイビーズ VS.X-ベイ
978-4-86491-242-6 ビーズ』を収録！スコッティ・ヤング
のカバー集も見逃せない！
パワー家の4人兄弟がスーパーパ
ワーで大活躍！日本語版カバー
978-4-86491-255-6 は、グリヒルによる新作描き下ろ
し！
ネットフリックスで大人気のドラマ
「デアデビル」の原案になった名作
978-4-86491-243-3 がついに翻訳！

デアデビルvsパッニシャー

¥2,500

16/3

978-4-86491-268-6

パニッシャーMAX：ビギニング

¥2,500

16/4

978-4-86491-280-8

ジェシカ・ジョーンズ：エイリアス

¥3,100

16/1

978-4-86491-258-7

ルーク・ケイジ：無慈悲の街

¥2,700

16/9

978-4-86491-308-9

ヤング・アベンジャーズ：
スタイル＞サブスタンス

¥2,400

16/8

978-4-86491-306-5

ミラクルマン
ＢＯＯＫ ＯＮＥ：ドリーム・オブ・フライング

¥2,600

14/7

978-4-86491-156-6

アベンジャーズ：エンドレス・ウォータイム

¥2,400

16/11

ドクター・ストレンジ：ウェイ・オブ・ウィアー
¥2,400
ド

16/12

様

ISBN

Netflix『デアデビル シーズン２』配
信開始！デアデビルとパニ
シャー、主義の違いから、各々が
最大の強敵として立ちはだかる。
孤独な戦いを続けてきたパニ
シャー。彼に政府が目をつけた瞬
間、新たな殺戮劇の幕が開いた！
Ｒ指定のバイオレンス巨編！
ネットフリックス・ドラマの原作にし
て、「ニューアベンジャーズ」でおな
じみのジェシカ・ジョーンズ主演の
クライムコミック！
Netflixドラマ『ルーク・ケイジ』9月30
日世界同時配信！ルーク・ケイジ
をより深く知るための特別編集
版！
マーベル屈指の人気カップル、
ウィッカンとハルクリングの恋の行
方、女体化に続きクソガキ化したロ
キの活躍と、大注目の新シリーズ
登場！
20年以上にわたって絶版状態と
なっていた幻のコミックスがついに
復刊！

アベンジャーズは終わりなき戦い
に終止符を打つべく立ち上がる。
978-4-86491-315-7 マーベルが贈る新たなグラフィック
ノベル、ついに邦訳！
映画「ドクター・ストレンジ」公開！
クリス・バチャロのイマジネーション
978-4-86491-319-5 溢れる筆致で描くドクター・ストレン
ジ最新シリーズ！
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ランク
B

B

S

A

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

注文数

2017/6/1

番

線

ご注文は、ヴィレッジブックスまで
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-6
ＴＥＬ：03-6452-5479
日本会館５階
ランクはA・B・Cの順で売れ行きに
合わせてつけています。

単行本（アメコミ）
タイトル

ご担当者

本体価格 発売年月

ISBN

様
内容

ランク

スター・ウォーズ・シリーズ
ヤヴィンの戦い後のルークたちの
活躍を描くヒットシリーズ、ついに
978-4-86491-251-8
邦訳！

スター・ウォーズ：スカイウォーカーの衝撃 ¥2,600

15/11

スター・ウォーズ：ナー・シャッダの決斗

¥2,500

16/5

978-4-86491-283-9

スター・ウォーズ:ダースベイダー

¥2,600

16/2

978-4-86491-264-8

スター・ウォーズ：
ダース・ベイダー 偽りの忠誠

¥2,500

16/9

スター・ウォーズ:ベイダー・ダウン

¥2,500

16/11

スター・ウォーズ：プリンセス・レイア

¥2,300

16/3

スターウォーズ：砕かれた帝国

¥2,600

16/1

スター・ウォーズ：ポー・ダメロン ブラック
スコードロン

¥2,700

16/2

大好評「スカイウォーカーの衝撃」
の続編登場！マーベルコミックス
が贈る、大ヒットシリーズ第2弾！
ダース・ベイダーを待ち受ける試練
とは…。 マーベルコミックスが贈
る新SWサーガ第２章！

ダース・ベイダーが挑む究極の選
択！マーベルコミックスが贈るベイ
978-4-86491-310-2
ダー・サーガ第2章！

978-4-86491-318-8

ルークを追うダース・ベイダーに反
乱軍が襲いかかる！マーベルコ
ミックスが誇る２大シリーズ初のク
ロスオーバー

ヤヴィンの戦いに勝利したレイア
姫。故郷を失った彼女は、悲しみを
978-4-86491-270-9
振り払うかのように任務に没頭す
るが……。
最新作『フォースの覚醒』の前日譚
となる「ジャーニ－・トゥ・フォースの
978-4-86491-260-0
覚醒」の一翼を担うブリッジ・ストー
リー！
映画『フォースの覚醒』初のスピン
オフ作品登場！主人公はレジスタ
978-4-86491-324-9
ンスのエースパイロット、ポー・ダメ
ロン！
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A

B

A

B

A

B

A

A

注文数

2017/6/1

番

線

ご注文は、ヴィレッジブックスまで
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-6
ＴＥＬ：03-6452-5479
日本会館５階
ランクはA・B・Cの順で売れ行きに
合わせてつけています。

単行本（アメコミ）
タイトル

ご担当者

本体価格 発売年月

ISBN

様
内容

ランク

バットマン・スーパーマン関連作品
バットマン：
イヤーワン/イヤーツー

¥3,200

09/12

バットマン誕生秘話！ 暗黒の騎
士、バットマンはこうして誕生し
978-4-86332-209-7 た！

S

A

バットマン ：
ロング・ハロウィーン ♯１

¥3,200

09/03

映画「ダークナイト」の原点。バット
マンシリーズ最大のミステリー巨
978-4-86332-058-1 編。

バットマン ：
ロング・ハロウィーン ♯２

¥3,200

09/04

978-4-86332-146-5

バットマン：ダークビクトリーＶｏｌ．１

¥3,200

10/08

バットマン：ダークビクトリーＶｏｌ．２

¥3,300

10/09

スーパーマン：アクションコミックス Vol.1

¥2,800

13/8

オールスター：スーパーマン

¥4,000

15/10

スーパーマン：アンチェインド

¥4,000

15/12

スーパーマン/バットマン：
パブリック・エネミー

¥2,700

16/2

スーパーマン/バットマン：
スーパーガール

¥2,700

16/7

バットマン：ハーレイ・クイン

¥3,000

16/8

978-4-86332-272-1

978-4-86332-277-6

バットマン史上最大のミステリーが
今、解き明かされる！

「ロング・ハロウィーン」待望の続編
登場！

「ロング・ハロウィーン」待望の続編
登場！

新生スーパーマン登場！DCコミッ
クスの世界を一変させた「NEW52」
978-4-86491-079-8 イベントにおいて、最大の注目を集
めた話題作、ここに邦訳！
2年連続アイズナー賞受賞の名
作！二人のトップクリエイターが織
978-4-86491-247-1 り成す、新たなるスーパーマンの
世界を目撃せよ！
スコット・スナイダー×ジム・リー
DCコミックスを代表するトップクリエ
978-4-86491-256-3 イターが手を組んだ、スーパーマン
75周年記念作品！
地球に迫り来る巨大クリプトナイト
隕石！絶対の危機に２大ヒーロが
978-4-86491-263-1 立ち上がる！
『パブリック・エネミー』続編！落下
した隕石を調査していたバットマン
978-4-86491-304-1 の前に現れた謎の少女の正体と
は…。
ハーレイ・クインの魅力が詰まった
全10編の名作を収録！ハーレイの
978-4-86491-307-2 様々なバリエーションがこの１冊で
楽しめる！

A

B

B

B

B

B

A

A

A

DCコミック人気作品
グリーンランタン：シークレットオリジン

ＤＣユニバース：レガシーズ Vol.1

ＤＣユニバース：レガシーズ Vol.2

¥2,900

¥2,900

¥2,900

11/8

12/3

12/4

DC：ニューフロンティア 上

¥3,100

15/1

DC：ニューフロンティア 下

¥3,300

15/2

映画化で注目のグリーンランタン。
そのオリジンを現代の視点で語り
978-4-86332-339-1 直した「シークレット・オリジン」編、
ここに登場！
DCコミックス創立75周年記念1935
年から現代まで、DCユニバースの
978-4-86332-368-1 歴史を凝縮！二分冊の第一弾！
スーパーマンの死、バットマンの敗
北、ヒーローを襲う激動の数々の
978-4-86332-369-8 果てに世界を待つ運命とは？ 完
結編登場！
名手ダーウィン・クックの最高傑
作！コミックス発売時期と劇中の
978-4-86491-194-8 時代設定をリンクさせ、シルバーエ
イジの勃興を高らかに謳い上げた
必見の名作！
フラッシュら、新世代のヒーローが
台頭する一方で、真の脅威の姿が
978-4-86491-198-6 ついに明らかになる！
名作完結編
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B

B

B

A

A

注文数

2017/6/1

番

線

ご注文は、ヴィレッジブックスまで
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-6
ＴＥＬ：03-6452-5479
日本会館５階
ランクはA・B・Cの順で売れ行きに
合わせてつけています。

単行本（アメコミ）
タイトル

フラッシュポイント

NEW52：ジャスティス・リーグ

NEW５２：バットマン

本体価格 発売年月

¥2,900

¥2,980

¥2,980

ＮＥＷ５２：スーパーマン／ヤング・ジャスティス ¥2,980

クライシス・オン・インフィニット・アース

コズミック・オデッセイ

ジャスティス Ｖｏｌ．１

ジャスティス Ｖｏｌ．2

アイデンティティ・クライシス
ビフォア・ウォッチメン
：コメディアン／ロールシャッハ
ビフォア・ウォッチメン
：ミニッツメン／シルク・スペクター
ビフォア・ウォッチメン
：ナイトオウル/Dr.マンハッタン
ビフォア・ウォッチメン
：オジマンディアス／クリムゾン・コルセア

¥5,980

¥3,200

¥3,200

¥3,400

¥3,300

¥2,500

¥2,600

¥2,600

¥2,500

12/5

13/3

13/5

ご担当者

様

ISBN

内容
DCコミックスが展開したクロスオー
バー大作が登場。世界を一変させ
978-4-86332-384-1 た大事件の果てに、DCユニバース
を待つ運命とは?
新時代の幕開けを飾った52冊の創
刊号の中から、「ジャスティス・リー
978-4-86491-041-5 グ」カテゴリーに属する11タイトル
を単行本化
新たなるDCユニバースの全貌に
触れる、ファン待望の新シリーズ！
978-4-86491-063-7 第２弾はバットマン関連作品！！

ランク
A

B

品切中

B

品切中

13/10

「スーパーマン」「ヤング・ジャスティ
ス」カテゴリーに属する10タイトルを
978-4-86491-092-7 単行本化。 DCコミックスの進化を
目撃せよ！

B

15/4

登場するキャラクター 802人、登場
する地球 11個、舞台となるタイム
978-4-86491-220-4 ゾーン ９つ。史上最大のクロス
オーバー大作ついに登場！

A

16/10

新たなる脅威の出現に、ダークサ
イドは地球のヒーロー達との同盟
978-4-86491-313-3 を決意する。マイク・ミニョーラの出
世作、ついに邦訳！

B

16/11

アレックス・ロス超大作！ジャスティ
ス・リーグが世界を滅亡に追いや
978-4-86491-316-4 る！ この予知夢は真実なのか？
今、善と悪の最終決戦が始まる！

A

16/12

背後に潜む大いなる陰謀が明らか
になったとき、苦境に立たされてい
978-4-86491-320-1 たヒーロー達の逆襲が始まる！善
と悪の最終決戦、ここに完結！

A

DCコミックス空前の問題作、つい
に邦訳！

17/3

978-4-86491-326-3

13/11

アメコミの金字塔『ウォッチメン』の
前日譚を描く注目シリーズ第一
978-4-86491-097-2 弾！コメディアンとロールシャッハ
の二人を主役とした2作を収録。

A

14/2

『ウォッチメン』前日譚第2弾！先代
のヒーローチーム、ミニッツメンと、
978-4-86491-120-7 その直接の後継者、2代目シルク・
スペクターの秘話を描く。

B

14/6

『ウォッチメン』前日譚第3弾！ファ
ン必見のJ・Ｍ・ストラジンスキーが
978-4-86491-139-9 贈るナイトオウル、Dr.マンハッタ
ン、モーロックの物語を収録。

A

14/8

『ウォッチメン』の前日譚、第4弾！
本編のキーマンであるオジマンディ
978-4-86491-163-4 アスの知られざる過去とは。
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注文数

A

B

2017/6/1

番

線

ご注文は、ヴィレッジブックスまで
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-6
ＴＥＬ：03-6452-5479
日本会館５階
ランクはA・B・Cの順で売れ行きに
合わせてつけています。

単行本（アメコミ）
タイトル

ご担当者

本体価格 発売年月

ISBN

様
内容

ランク

人気作家作品・復刊作品
ホーリー・テラー

トップ１０ ♯１

トップ１０ ♯２

アストロシティ：ライフ・イン・ザ・ビッグシ
ティ
リーグ・オブ・エクストラオーディナリー
・ジェントルメン
続リーグ・オブ・エクストラオーディナリー
・ジェントルメン
ヘルボーイ：疾風怒濤

ヘルボーイ：妖蛆召喚

ヘルボーイ：捻じくれた男

¥2,800

¥3,200

¥3,000

¥2,900

¥3,000

¥3,200

¥3,200

¥2,900

¥2,900

12/11

09/07

09/10

14/10

14/11

15/4

フランク・ミラー渾身の問題作！
バットマン最新作として予定されな
978-4-86491-026-2 がら、諸事情により、オリジナル作
品となった問題作。
全ての住人がスーパーパワーを備
える巨大多層都市"ネオポリス"で
978-4-86332-171-7 奔走する第10分署"トップ10"の
面々の奇想天外な日常！
スリルとサスペンス、ギャグとパロ
ディ、そして…愛。全ての要素が詰
978-4-86332-188-5 まった波乱万丈のポリスストー
リー、驚愕のラスト！
名作シリーズが復活！スーパー
ヒーローの持つ意味と可能性を改
978-4-86491-175-7 めて世に問い、新たなヒーローの
時代を拓いた名作！
アラン・ムーア入魂の名作、待望の
復刊！19世紀末のビクトリア朝を
978-4-86491-178-8 舞台に名作の主人公陣が縦横無
尽に織り成す怪奇英雄譚！
アラン・ムーア入魂の名作、第２
巻！19世紀末の大英帝国を舞台
978-4-86491-222-8 に、かの名作の主人公陣が今度
は火星人の襲来に立ち向かう！

B

B

B

B

B

B

13/12

シリーズ再開！ナチスドイツの「ラ
グナロク計画」で一匹の悪魔が姿
978-4-86491-098-9 を現す。連合軍はその幼い悪魔を
保護、「ヘルボーイ」と呼んだ…。

B

14/6

『ヘルボーイ：弐 チェインド・コフィ
ン［ 縛られた棺 ］／ 滅びの右手』
978-4-86491-148-1 の続編となる１冊が、待望の復
刊！

B

15/11

1958年、ヘルボーイはアパラチア
山中で“捻じくれた男”と出会う。表
978-4-86491-250-1 題作に加え、ミニョーラ自身の筆に
なる作品も含んだ珠玉の短編集。

B

ヘルボーイ：地獄の花嫁

¥3,100

17/1

驚異の螺子頭と興味深き物事の数々

¥2,600

14/12

『ヘルボーイ：破滅の種子』から始
まるシリーズついに完結！バラエ
978-4-86491-322-5 ティに富んだ6本の短編群でヘル
ボーイの世界を隅々まで堪能せ
よ！
『ヘルボーイ』シリーズのマイク・ミ
ニョーラが織りなす六つの奇想な
978-4-86491-185-6 物語
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B

B
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線
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単行本（アメコミ）
タイトル

ご担当者

本体価格 発売年月

ISBN

様
内容

ランク

注文数

トランスフォーマー・シリーズ
トランスフォーマー：
フォー・オール・マンカインド

¥2,500

17/4

長く苦しい戦いの果てにトランス
フォーマーと人類が袂を分かって
978-4-86491-328-7 から2年の年月が過ぎ去った。そし
て今……。IDWが誇るオンゴーイン
グ・シリーズ！

S

その他映像作品原作コミック
スコット・ピルグリム
Ｖ.Ｓ ザ・ワールド

¥1,900

10/12

エドガー・ライト監督作『スコット・ピ
ルグリムＶＳ．ザ・ワールド(原題)』
978-4-86332-295-0 の原作コミックの日本語版がつい
に発売！

スコット・ピルグリム
&インフィニット・サッドネス

¥2,000

11/3

978-4-86332-315-5

スコット・ピルグリム
Ｖ.Ｓ ジ･ユニバース

¥2,000

11/4

B

原作コミック第２弾
B

品切中

978-4-86332-319-3

B

品切中

B

A

原作コミック第３弾 完結！

マイリトルポニー：ポニーテールズ

¥2,200

14/1

全世界で大ヒットを記録したアニメ
『マイリトルポニー』のコミックスが、
978-4-86491-112-2 日本語版オリジナル描き下ろし表
紙でついに登場！

ゴジラ：アウェイクニング＜覚醒＞

¥1,980

14/7

話題の超大作『ゴジラ』の脚本家
978-4-86491-150-4 チームが明かす、ゴジラの誕生秘
話と知られざる物語の数々。

アメコミ映画アート＆メイキング
アート＆メイキング・オブ
・ダークナイト・トリロジー

¥3,790

アート・オブ・
¥5,400
アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン
アート・オブ・
シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ

2017年度版アメコミ目録

¥5,400

¥0

12/12

映画史に輝く人気シリーズのすべ
てを網羅した初の公式メイキング
978-4-86491-006-4 ブック。すべてのダークナイトファン
必携の一冊、満を持して登場！

A

15/6

映画「エイジ・オブ・ウルトロン」の
魅力を凝縮した公式アート本！
978-4-86491-231-0 豊富なコンセプト・アートに加え、監
督の巻頭言なども収録。

A

15/6

ここでしか見ることのできないコン
セプトアート、スチル写真を多数収
978-4-86491-284-6 録し、キャスト・クルーのコメントも
余すことなく収録！

A

17/4

発売中のヴィレッジブックスのアメ
コミを完全網羅！マーベルコミック
のタイムラインやコラムも収録。１
セット25部からお届け！
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