※表示価格（定価）は2014年4月1日以降の価格となります。3月31日までは、本体＋5％消費税となります。
書名
アメリカの没落

著者
アレン・ギンズバー
グ
伊藤比呂美、平田
ロック・オリジナル訳詞集２ 魔法 俊子、榊原淳子、
の鏡のなかへ
諏訪優、鈴木志郎
康、さとう三千魚
アーサー・ナイト、
ビート・ヴィジョン
キット・ナイト編
リチャード・ブロー
突然訪れた天使の日 僅少・美本なし
ティガン
ギンズバーグ詩集 僅少・美本な アレン・ギンズバー
し
グ
リチャード・ブロー
ロンメル進軍 僅少・美本なし
ティガン
アレン・ギンズバー
白いかたびら
グ
リチャード・ブロー
東京日記 僅少・美本なし
ティガン
消失
ポール・オースター
バベル
ウィリアム・バロウズと夕食を 新
装版
エミリ・ディキンスンを読む

本体
富山英俊訳

定価

コード

\ 1,922 2,076

9784783724087

\ 1,553 1,677

9784783724100

金関寿夫 他訳

\ 2,136 2,307

9784783724148

中上哲夫訳

\ 1,748 1,888

9784783724186

諏訪優訳

\ 2,718 2,935

9784783724216

高橋源一郎訳

\ 1,631 1,761

9784783724223

高島誠訳

\ 2,330 2,516

9784783724230

福間健二訳

\ 1,825 1,971

9784783724261

飯野友幸訳
山形浩生、中上
哲夫、梅沢葉子

\ 2,136 2,307

9784783724285

\ 2,524 2,726

9784783724322

ヴィクター・ボクリス 山形浩生訳

\ 2,000 2,160

9784783724483

岩田典子

\ 2,800 3,024

9784783726197

鮎川信夫訳
飯田隆昭・諏訪
優訳
佐藤良明訳

\ 1,942 2,097

9784783727163

\ 1,748 1,888

9784783727200

\ 1,553 1,677

9784783727378

清水アリカ訳

\ 1,165 1,258

9784783727385

パティ・スミス

ジャンキー セリファンタスティック ウィリアム・バロウズ
ウィリアム･バロウ
麻薬書簡 セリファンタスティック
ズ、アレン・ギンズ
ロバート・クー
女中の臀
ヴァー
トルネイド・アレイ
ウィリアム･バロウズ
バロウズブック

思潮社編集部

\ 1,456 1,572

9784783727415

ふたりの真面目な女性

ジェイン・ボウルズ 清水みち訳

\ 2,330 2,516

9784783727460

荒涼天使たちⅠ

ジャック・ケルアック 中上哲夫訳

\ 2,524 2,726

9784783727507

荒涼天使たちⅡ
ジャック・ケルアック 中上哲夫訳
現代詩手帖特集版 アレン・ギン
思潮社編集部
ズバーグ
黒人詩集 不思議な果実
諏訪優訳編
沢崎順之助・江
アメリカ現代詩101人集(新装版) D・W・ライト編
田孝臣・森邦夫
ゲーリー・スナイ
山里勝己、原成
終わりなき山河
ダー
吉訳
粒子の薔薇
マイケル･パーマー 山内功一郎訳

\ 1,942 2,097

9784783727514

\ 2,000 2,160

9784783727576

\ 1,800 1,944

9784783728290

\ 4,200 4,536

9784783728511

\ 2,800 3,024

9784783728542

\ 2,400 2,592

9784783728603

パリの悟り
記憶の宿る場所-エズラ･パウンド
と20世紀の詩
エズラ・パウンド長詩集成

\ 1,800 1,944

9784783728610

\ 2,500 2,700

9784783728634

城戸朱理編訳

\ 2,200 2,376

9784783728689

原成吉訳

\ 2,500 2,700

9784783728726

\ 2,800 3,024

9784783728740

ジャック･ケルアック
土岐恒二、児玉実
英監修
エズラ･パウンド
ゲーリー・スナイ
絶頂の危うさ
シルヴィア・プラス 愛と名声の神 ダー
高市順一郎 編著
話
ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ ウィリアム・カーロ
自叙伝
ス・ウィリアムズ
IMMORTAL MONUMENTS
高市順一郎 編著

中上哲夫訳

アスフォデルの会 \ 6,800
訳

7,344

9784783728795

\ 4,600 4,968

9784783726258

ゲーリー・スナイダーコレクション1 ゲーリー・スナイ
リップラップと寒山詩
ダー

原成吉訳

ゲーリー・スナイダーコレクション2
野性の実践
ゲーリー・スナイダーコレクション3
ノー・ネイチャー

重松宗育・原成
吉訳
金関寿夫・加藤
幸子 訳

ゲーリー・スナイ
ダー
ゲーリー・スナイ
ダー
高橋綾子・小川聡
現代アメリカ女性詩集
子編訳
ゲーリー・スナイダーコレクション4 ゲーリー・スナイ
奥の国
ダー
マイケル・パーマー
オルタナティヴなヴィジョンを求め 山内功一郎
て
かつらの合っていない女

原成吉訳

絵 ナンシー・キー
ファー
訳 柴田元幸
文 レベッカ・ブラ
ウン

\ 2,000 2,160

9784783728900

\ 3,000 3,240

9784783728917

\ 2,400 2,592

9784783728924

\ 2,400 2,592

9784783728993

\ 2,600 2,808

9784783727675

\ 3,000 3,240

9784783726296

\ 2,000 2,160

9784783727750

となります。

