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大人気！

The Doubtful Guest
ᴈˡ̩̯̆࠷ᴉ

̆̊̇

٭فغ٭ـ

࣒⏶ބၖ␔⏧⏶ႛ⏳ࡁ௯⏷Ἡ

風吹きすさぶ冬の夜、突然、お屋敷に現れた謎
めいた訪問者。壁に鼻を押し当て、皿を食べ、大
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価格：２,240 円（税込 2,464 円）
【120×185mm】32 ページ
Gorey 一言 Memo
奇妙でかわいいキャラは
「うろんちゃん」
と
親しまれ、
ゴーリー作品でも一番人気！
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順に次々と不幸に見舞われる子どもたち。

う一家の戸惑い、混乱、諦念が奇妙でユーモラス、

より鮮やか。部屋に飾ってもオシャレな一冊。

The gashlycrumb Tinies

ル、クマに襲われた…名前のアルファベット

の「お客」が繰り広げる奇行と、荘厳な館に住ま

書は、和書より判型がやや横長で表紙の黄色が

٭فغ٭ـ

A はエイミー、階段から落ちた、B はベイジ

切なものを隠す……長いマフラーにスニーカー

意外なラストも味わい深い大人気作！ 英語の原

大人気！

B XSE

熱狂的ファン、コレクターも
多いアメリカの絵本作家。
→ 詳しくは中面へ

愛らしい子どもたちと陰鬱かつ優美に描き
込まれた背景、シュールな内容、韻を踏んだ
テキストが渾然一体となって読者を当惑と
不安の極みに突き落とす、恐ろしい ABC 本。

2

価格：1,920 円（税込 2,112 円）
【130×157mm】64 ページ
Gorey 一言 Memo
子どもたちが死神の傘の下に集う表
紙も印象的なゴーリー代表作の一つ。

The Object-Lesson
ᴈ̓Ͱ͈͒̀͢ΕΆ͓͝ᴉ
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18世紀英国の劇作家サミュエル・フットの

詩にインスピレーションを得た作品。消え

未訳本
3

٭فغ٭ـ

※日本語訳の単行本は未出版

価格：1,920 円（税込 2,112 円）
【145×215mm】32 ページ

た義足、読まれなかった手紙、深い霧に包
まれた館、どこかで鳴り響く銃声……。無
声映画とアガサ・クリスティを偏愛していた
ゴーリーならではの、クラシカルで幻想的
な謎に満ちた映画のような超ナンセンス本。

Gorey 一言 Memo

©1958 by Edward Gorey

すべての場面が不穏で謎めいていて
不可思議な読後感を残す一冊 !

Image courtesy of the Edward Gorey House,

新入荷！

The Unstrung Harp

ᴈॽ̊̆˟ͩΖͱᴉ
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毎年決まった日に小説を書き始める高名な作家、イアブラス氏。
ところが、日々作品について思い悩み、寝ても覚めても創作の煩
悶がもたらす憂鬱は重くなるばかり。
何をしても気もそぞろ、とき

早わかり
！ゴー ー
リ
◇ ここが凄い！① 〜世界観〜 ◇

に登場人物の幻影を見、原稿を読み返しては絶望する…。
ゴー
リー自身のような作家の心休まらぬ創作の日々を、憂鬱かつユー

٭فغ٭ـ
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価格：２,400円（税込 2,640円）
【197×140ｍｍ】64ページ

謎×残酷な不条理×英ヴィクトリア朝

モラスに描いた、ゴーリーの魅力に満ちたデビュー作！ オス
カー・ワイルド風ファッションにも注目！
切ってそのままＰＯＰに！

The Hapless Child

子どもが不運な死を遂げるような悲

ᴈब̆ࠍуᴉ

けらかんと描かれる、容赦ない不条

⏋⏷⏱⏛⏳Ἡࡵީ␚⏺⏧⏡␑ब⏓ᛨ⏍ᴁ

た謎めいた世界が展開されるが、英

まいの少女。上流階級で幸せに育てられていた少女の転落物語に

劇も、韻を踏んだテキストと共にあっ

表紙ですでに悪魔に見初められてしまったかのような、儚いたたず

理が持ち味。ナンセンスや寓意に満ち
国ヴィクトリア朝風の荘厳な装飾や、
狂 騒の20年代風の華やかなファッ
ションによって、不穏な優美さが醸し
出されている。不気味だけれど可愛
い謎の生き物にも注目！

なぜかページをめくる手が止まらなくなる……。よく見れば、少女の
周りには常に小さな怪物が。緻密に描き込まれたヴィクトリア朝風

٭فغ٭ـ
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価格：２,390円（税込 2,629円）
【185×190mm】64ページ

◇ ここが凄い！② 〜技法〜 ◇

手法で、豪奢な毛皮やビロードのカー

自分の傘が消えたと立腹しているジェントルマン。それを聞い

テン、石造りの館、荒涼とした原野、

た愛犬は……。けぶるような雨の中、さまざまなドラマが交差し

煙るような霧雨…質感の異なるあら

な暗闇や淡い光、吹きすさぶ風すら
も感じられる独特の世界を創り上げ

ており、何度も見入ってしまう中毒

性を生んでいる。また、多くの場合、

ᴈ˶̨̒̈̊౯్௷ᴉ

᪈⏳֗␆␔␓ৢហ⏲౯్௷

ペンによる緻密なクロスハッチング

モノクロながら、なにかが蠢めくよう

の表紙は怪しげな深い紫色で、ゴーリーの世界を引き立てている。

The Sopping Thursday

芸術的！ 緻密なペン画

ゆるものを描写。驚きの表現力で、

の世界で起きる陰鬱な物語のラストは衝撃。翻訳版と異なり、原書

て波紋のように広がっていき……。雨の日が持つアンニュイな

٭فغ٭ـ
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価格：２,390円（税込 2,629円）
【165×215mm】64ページ

未訳本

※日本語訳単行本未出版

魔力を、横長の判型でモノクロ映画のように切り取った、不可
思議な魅力に満ちた一冊。

The Iron Tonic

ᴈ̻̻̽Ε͈ͥ͢͝ᴉ
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原文は独特のハンドレタリング。

療養中らしき紳士たちが過ごす陰鬱な午後のひととき。荒涼とし

◇ Biography ◇

1925 年、シカゴ生まれ。
幼少期に『ド

た冬の暮れなずむ風景と、望遠鏡でのぞいているような拡大場面

何度か飛び級をする。兵役後、進学し

画風イラストと古典的な弱強五歩格で韻を踏んだ二行詩。厳めし

が組み合わされた冒険的な場面構成がユニーク。19 世紀の銅板

ラキュラ』を読むなど早熟な子どもで、
たハーバード大学で詩人フランク・オ
ハラとルームメイトに。挿画や舞台デ

ザインなどに携わった後、NY の出版社

ダブルディ社に就職。ブックデザイナー
として数々の名作を残す。アナグラム
を使った別の名でも実験的な私家版

٭فغ٭ـ
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©1969 by Edward Gorey

価格：1,920円（税込 2,112円）
【125×210mm】36ページ

人気！

い雰囲気ながら、遠方では自転車が空を飛んでいたり、シュールで
不可思議な出来事が。何も起こっていないようでいて、実は悲劇が
起きていたのもゴーリー流。曾祖母の思い出に捧げられた一冊。

The Twelve Terrors of Christmas

ᴈ ̊৶̩˳˟͈΄͓͓̊˥ᴉ+PIO6QEJLFЮ&EXBSE(PSFZႩ

を多数出版。熱狂的コレクターを生ん

キュラ』でトニー賞（衣装デザイン賞）

⑰⑤⏳⏩⏧⏫␗ݺ⏰⏫␏⏩␓⏘৶ᴠ

などを偏愛。ニューヨーク・シティ・

リー……。戦後アメリカ文学を代表する作家、ジョン・アップ

だ。舞台芸術でも活躍し、舞台劇『ドラ

危険なクリスマスショッピング、秘密の隠されたクリスマスツ

受賞。バレエ、猫、アガサ・クリスティ

バレエ団の振付師バランシンの大ファ

ンで公演に通い詰めた。非常な博識で、
2 万 6000 冊もの蔵書を所有するなど
読書家でもあった。2000 年死去。

©1999 by John Updike. ©1993 The Edward Gorey Charitable Trust

٭فغ٭ـ
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価格：1,660円（税込 1,826円）
【147×108mm】30ページ

ダイクによるちょっとヘンテコでときにシニカルな、クリスマ
スにまつわる恐怖（？）の小話集。ゴーリーのイラストを添え
た “ 大人のための ” クリスマス絵本。プレゼントとして人気！

未訳本

※日本語訳単行本未出版
© 1963, renewed 1991 Edward Gorey

٭فغ٭ـ

The Wuggly Ump

ᴈΉ͉΄ΖΕ̿ͱᴉ

٭فغ٭ـ

© 1962 by Edward Gorey

The Willowdale Handcar ᴈ̼̿·̿̽͡΅̊͢·͍͝ᴉ
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いた子どもたちはその怪物に狙われてしまい…。
幸せな

見。
トロッコに乗った行き当たりばったりの旅の途中、見かける

なんでも食べてしまう大きな謎の怪物。
のどかに暮らして
子どもたちの家に、耳まで裂けた大きな口から鋭い歯を
のぞかせた怪物がひたひたと迫ってくる様が恐ろしいな
がらも、リズミカルなテキストでなぜか楽しめてしまう、
秘かに人気の小さな絵本。

9

価格：２,070円（税込 2,277円）
【127×152mm】32ページ

何か楽しいことはないかと出かけた 3 人の若者はトロッコを発

のは、郵便袋に入って吊り下げられた赤ん坊、崖の上にそびえた

つ
「高度ゼロの館」
、線路に行倒れている噂の女…。
やがてトロッ
コはトンネルに入っていくが。
出会う物の突飛さや言葉遊びもユ

ニークで想像力を掻き立てられ、
何度も読み返したくなる一冊。

10
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価格：1,600円（税込 1,760円）
【158×150mm】64ページ

Gorey 一言 Memo
ボーターズジャケットなど優雅
な英国ファッションにも注目！

人気！

©2010 The Edward Gorey Charitable Trust Line drawings © Pomegranate Communications, Inc.

『The Wuggly Ump』を中
心に、全部で22柄のぬりえ

⏴␒⏏

が楽しめます。

Coloring Book

11

価格：1,310円（税込 1,441円）
【280×216mm】22柄 48ページ

⑉⒁⑉
Sticker Book

© 2012 The Edward Gorey Charitable Trust

価格：1,310円（税込 1,441円） 何度でも貼ってはがせるステッ

12 【280×216mm】
50 柄 185 枚入り

カーが 50 柄、たっぷり 185 枚入っ
た人気商品！

おススメ！

④⑅⒁⑉

The New Poster Book

大判サイズのお得なポスターブック。定番の
『うろんな客』、『ジャンブリーズ』などに加
え、ゴーリーが手掛けたオペレッタ『ミカ
ド』ポスターなど珍しいものも。陰鬱だけれ
ど美しく、謎や寓意性に満ちたゴーリーの
世界をお部屋に飾れます。
Gorey 一言 Memo
© The Edward Gorey Charitable Trust.

デザイン性の高いアートのようなゴーリー
の世界を隅々までじっくり楽しめる！

13

価格：3,190円（税込 3,509 円）
【380x260mm】
30柄（カラー18枚・モノクロ12枚）

⑹⏶އϮษ⏓ِٳӟᔷᴁ

5⑩⑊

大人気の定番！
ギャシュリーグラムのちびっ子たち柄

Illustrations © Edward Gorey Charitable Trust. All rights reserved.

Tshirt

⒁⑉
Totebag

（表）

（裏）

新入荷！
14
15

＊簡易的な採寸のため誤差はご容赦ください。

価格：3,990円（税込 4,389円）男女兼用半袖
XSサイズ【着丈：約67cm 胸回り：約85cm】
Sサイズ 【着丈：約70cm 胸回り：約93cm】

④⒁⑇
Pouch

（表）

新入荷！
16

価格：2,700円（税込 2,970円）
【420x370mm 持ち手部分：510mm】
帆布
（キャンバスコットン）

④⒁⑉
Post Card Book

おススメ！

Gorey 一言 Memo
謎すぎて誰かに送りたくなる！フ
レームに入れてアートとしても！

Mysterious Messages

ᴈ͓͠΄̻͓Εͻ͕͝Ζ͒ᴉ

18

丈夫でたっぷり入る！
（裏）

©2010 The Edward Gorey Charitable Trust

裏面に図柄入り。丈夫な
キャンバス地。内ポケッ
ト１個付き。

価格：1,750円（税込 1,925円）
【120x165mm】
30柄

ゴーリー作品に出てくる謎めいた手紙を巡る30場面が
納められたミステリアスなポストカードセット。

Gorey Creatures

ᴈ͎Ζ΄Ζ͈̊΄Ζ͛ͽΖ͔ᴉ

17

価格：2,200円（税込 2,420円）
【150x230mm】
帆布
（キャンバスコットン）

19
©2008 The Edward Gorey Charitable Trust

価格：1,750円（税込 1,925円）
【120x165mm】
30柄

ゴーリー作品を彩る奇妙な生き物たちのコレクション。

ᴁ
̻ͥͯ̀

़
൜ˀ

101 Ͼᴁ
͢
͝
͕
΄Ζ
Ζ
͎
͎΄˿̄ʟ
̻ͯ̀႟Εِٳጸ϶႟

人気商品をセット！安心の委託！ 雑貨をメインに
小さなスペースでもできる、ゴーリーミニフェア用セット！

SNSでも定期的にバズるエドワード・ゴーリー。アート好きに。
ゴシック好きに。英国ヴィクトリア朝好きに……刺さるポイント色々。
セット内容：英語書籍
（うろんな客 / ギャシュリークラムのちびっ子たち）
各２、
ステッ
カーブック２、不安な箱３、ピンバッジ全４種各２、しおり全４種各２、マグネット
（うろ
んな客正方形 / ギャシュリーグラムのちびっ子たち）各２、トートバッグ２、ポーチ２、
ポストカードブック２種各 1+フェア POP
（A4 サイズ）
、
商品紹介 POP
（一部）

̄˿̣˽̃ޔ˪̂Ζͼ͓Ἡ˝̊͆ͽ˧᪀៕̇ᴁ
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価格：各 1,400 円
（税込 1,540 円）

猫柄

© Edward Gorey Charitable Trust

鞄 やTシャツに付けるだけで
ゴーリーの不可思議な世界が
やってくる！

© 2007 The Edward Gorey Charitable Trust

22 ネコと本

ファン必携アイテム！
【135 80 20mm】

20

価格：1,700円 （税込 1,870円）
タロットカード20枚、32ページ冊子付（英語）

落下、不名誉など、災厄が襲い来る酷い予言しかなく、占うと不安の渦に巻

本好き さんへの
プチギフトに！

ࠩ̆ኯ˓͎Ζ΄Ζ͙̊·͢͝

大人気！

21 うろんな客

長い縞々マフラーに足元はコン
バース。大人気！【40×26mm】

とぼけた表情の猫がチャー
ミング。猫や本好きの集う
書店向き！
【40×25mm】

き込まれるゴーリー流タロット。
骸骨姿の子どもなど不吉な柄のカードの意
味をマダム Groeda Weyrd（ゴーリーの名前のアナグラム）が解説する冊子付

⑤⑉

※一般的なタロット占いではありません。
（英語）
。
ファンには絶対外せないアイテム。

NBHOFU

定番！

しっかりコートされた丈夫なマグネット。気軽に使え
るお部屋のアクセントに。
【79×54mm】
価格：480円（税込528円）
【79×79mm】
その他 →各価格：550円（税込605円）
25 〜 27 ©Edward Gorey Enterprises, LLC 2016

23 ドラキュラとルーシー

不気味なドラキュラと少女。
ゴス好きにも！【30×25mm】

24 浮遊するネコ

年中毛皮のコートを着ていた
ゴーリーの後ろ姿と浮かぶ愛
猫たちがユニーク。
【40×30mm】

スペースに！
ついで買い

25 カフェのうろんな客
うろんな客がカフェで落
ち葉を眺める珍しい柄！
猫柄

26 うろんな客

⏟⏑␒

27 ネコの指揮者

小さな楽器を持つネ
ズミたちを猫が毛糸で
指揮。
ユーモラスな柄。

しっ か りし た
フック穴付ケー
ス入り。レジ横
の「ついで買い
スペース」
に！

CPPLNBSL

© 2013 The Edward Gorey Charitable Trust

28 ギャシュリークラムの
ちびっ子たち

29 ミステリー！

価格：360円（税込396円）
【185×55mm】フック穴付ケース入り
©The Edward Gorey Charitable Trust

猫柄

30

31

32

愛書家とネコ

ジェリクルキャッツ

カルチュラル・スラッグ

人気のネコ柄や、シュールなハイセンス柄など。

