
英語版コミックスフェア!!英語版コミックスフェア!!英語版コミックスフェア!!
楽しみながら英語に触れよう !楽しみながら英語に触れよう !

期間：2022年 4月1日（金） ～ 7月31日（日）

近年日本のアニメが全世界で盛り上がりをみせ、海外では英語版コミックが爆発的な人気になっています。
この機会に、大好きなあのアニメや気になっていたあのアニメを英語で読んでみてはいかがでしょうか。

取扱店

宮崎駿監督不朽の名作アニメを英語で楽しもう！

 【全 23巻】
 各巻
 ¥1,617（税込）

 【全 15巻】
 各巻
 ¥1,617（税込）

 【全 16巻】
 10巻各
 ¥858（税込）
 6 巻各
 ¥990（税込）

鬼滅の刃 :
Demon Slayer
 【全 23巻】
 各巻 各巻
 ¥1,61 ¥1,61

 【全 20巻】
 各巻
 ¥1,617（税込）

ドクターストーン:
Dr.STONE
 【全 20巻】
 各巻
 ¥1,61 ¥1,61

 【全 7巻】
 各巻
 ¥1,617（税込）

スパイ・ファミリー :
SPY×FAMILY

 【全 7巻】 【全 7巻】
 各巻 各巻
 ¥1,61 ¥1,61

 【全 30巻】
 各巻
 ¥1,617（税込）

僕のヒーローアカデミア :
My Hero Academia

 【全 30巻】 【全 30巻】
 各巻 各巻
 ¥1,61 ¥1,61  【全 81巻】

 各巻
 ¥1,617（税込）

名探偵コナン :
Case Closed
 【全 81巻】 【全 81巻】
 各巻 各巻
 ¥1,61

呪術廻戦 : 
Jujutsu Kaisen
 【全 15巻】
 各巻 各巻
 ¥1,61 ¥1,61

Jujutsu Kaisen
 【全 4巻】
 各巻
 ¥1,100（税込）

進撃の巨人 :
Attack on Titan
 【全 4巻】 【全 4巻】
 各巻
 ¥1,10 ¥1,10

進撃の巨人 :
Attack on TitanAttack on Titan

ドラえもん :
DORAEMON 
 【全 16巻】
 10巻各 10巻各
 ¥85 ¥85
 6 巻各 6 巻各
 ¥99 ¥99

世界の名作 英語コミック

ピーナッツ :
Peanuts Kids Series
(Snoopy)

 【全 14巻】
 各巻¥1,617（税込）

 【全 4巻】  【全 4巻】  【全 5巻】
全タイトル 各巻¥1,617（税込）

はたらく細胞 :
Cells at Work!
 【全 2巻】
 各巻¥1,430（税込）

約束のネバーランド:
The Promised Neverland
 【全 20巻】
 各巻¥1,617（税込）

黒子のバスケ :
Kuroko's Basketball
 【全 15巻】
 各巻¥2,376（税込）

ハイキュー!!:
Haikyu!!
 【全 45巻】
 各巻¥1,617（税込）

クラシック :
Manga Classics
 【全 8巻】
 4 巻各巻¥2,541（税込）
 4 巻各巻¥2,822（税込）

その他、話題の英語コミック

のだめカンタービレ :
Nodame Cantabile

となりのトトロ :
My Neighbor Totoro

天空の城ラピュタ :
Castle in the Sky

千と千尋の神隠し :
Spirited Away

 【全 3巻】
 各巻¥1,320（税込）

金田一少年の事件簿 :
KINDAICHI Files
 【全 3巻】
 各巻¥1,320（税込）

ちはやふる :
Chihayafuru
 【全 3巻】
 各巻¥1,320（税込）

美少女戦士セーラームーン :
Pretty Guardian Sailor Moon
 【全 1巻】
¥1,320（税込）

ちょっと懐かしいコミック
宮崎駿監督アニメ

あのセリフを
英語で言うと
どうなるの?

大人気＆最新コミックシリーズ

『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』など、最新ヒットアニメから『ドラえもん』など、国民的アニメまで人気コミックが勢ぞろい!!

大好きだったア
ニメが英語版コ

ミックに !

I'm going to 
kill them all

Everything is
for KARUTA I'll punish you

Help me just 
this once

Territorial
expansion

Keep your 
heart burning

There is only
one truth.

バイリンガル版 バイリンガル版

バイリンガル版
バイリンガル版 バイリンガル版

バイリンガル版

バイリンガル版

英語版 英語版

英語版 英語版
英語版

英語版

英語版 英語版 英語版

英語版 英語版 英語版

英語版

英語版

【注意事項】
※英語版コミックには、日本語訳はついておりませんのでご注意ください。
　バイリンガル版コミックには、各ページ余白部分に日本語訳が記載されております。
※書籍によっては、出版社の在庫状況により取り扱い出来ない場合があります。
※国内在庫切れの場合は海外発注となり、約 1ヶ月半前後のお時間を頂戴しております。

【問い合わせと書籍の詳細について】
英語教材専門店 Nellie's English Books　　　
（問い合わせ）E-mail：consult@nellies.jp
（書籍の詳細）URL    ：https://nellies-bs.com/shop/e/e10000210/

Now I’m getting 
excited! You can

become a hero
He’s a cool liar


