
NPO法人 日本バスケットボール振興会

鈴木貴美一の“２１世紀はＮＢＡから学ぼう” 〈２〉 ― バスケットボ－ルコ－チング救急マニュアル
鈴木貴美一/月刊Ｈｏｏｐ編集部 ／ 日本文化出版

￥2,500 (税込)

日系二世のＮＢＡ ― 伝統のプレイヤ－　ワッツ・ミサカとその時代
五味幹男 ／ 情報センタ－出版局

￥1,680 (税込)

ＮＢＡ ― 写真で学べるスポ－ツの祭典
マイケル・ド・メディロス/遠藤一孝 ／ 汐文社

￥2,100 (税込)

ＮＢＡコンディショニング ― １４人のＮＢＡ専属トップコ－チが説く
ＮＢＡ所属コンディショニングコ－チ/西尾嘉洋 ／ 日刊スポ－ツ出版社

￥2,415 (税込)

ネクスト・ジョ－ダン ― ＮＢＡ新世紀のヒ－ロ－たち
金子義仁 ／ 長崎出版

￥1,890 (税込)

ダンク！ダンク！ダンク！ ― ＮＢＡビジュアルコラム
グロ－バル・スポ－ツ・ダイジェスト ／ 長崎出版

￥1,890 (税込)

ＮＢＡバイブル 〈９７－９８　ｅｄｉｔｉｏｎ〉 ― 全チ－ム・オ－ルカラ－写真つきＮＢＡ選手名鑑
／ ワニブックス

￥950 (税込)

デニス・ロッドマン絶対勝てるＮＢＡテクニック
倉石平 ／ 徳間書店

￥1,680 (税込)

バスケットボ－ル攻略マニュアル ― ＮＢＡ完全活用
倉石平/西塚“Ｄｕｋａ”克之 ／ 徳間書店

￥1,890 (税込)

ＮＢＡ解体新書 ― ＮＢＡの表と裏がすべてわかる
梅田香子 ／ ダイヤモンド社

￥1,890 (税込)

デニス・ロッドマンの「ワルがままに」 ― ＮＢＡを変える男
デニス・ロッドマン/森下賢一 ／ 徳間書店

￥1,785 (税込)

ＮＢＡを知り尽くす ― ス－パ－バスケットボ－ル Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥879 (税込)

スポ－ツなんでも事典バスケットボ－ル
こどもくらぶ編集部 ／ ほるぷ出版

￥3,360 (税込)

プリンストンスタイルオフェンス Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ　ｃｏａｃｈｉｎｇ　ｓｅｒｉｅｓ
ディレ－ク・シェリダン/塚本鋼平 ／ 社会評論社

￥3,150 (税込)

メジャ－リ－グをナマで見る熱球英語 ― ＭＬＢ，ＮＢＡ，ＮＦＬ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！
根本真吾 ／ 技術評論社

￥1,554 (税込)
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スポ－ツの経済学
マイケル・Ａ．リ－ズ/ピ－タ－・フォン・アルメン ／ 中央経済社

￥3,150 (税込)

バスケットボ－ルシュ－ト大全 ― プロスキルコ－チが教える「シュ－ト」のテクニック・
アダム・フィリッピ－/佐良土茂樹 ／ スタジオタッククリエイティブ

￥1,995 (税込)

絶対うまくなる！バスケットボ－ル セレクトｂｏｏｋｓ
主婦の友社/中原雄 ／ 主婦の友社

￥1,575 (税込)

エスキモ－に氷を売る （ポケット版）
ジョン・スポ－ルストラ/中道暁子 ／ きこ書房

￥1,260 (税込)

プロが教えるバスケットボ－ル ― 本場の技術をものにして、確実にレベルアップ！ ０１２　ｓｐｏｒｔｓ
ジョン・パトリック ／ 大泉書店

￥1,260 (税込)

バスケットボ－ルトライアングル・オフェンス
テックス・ウィンタ－/笈田欣治 ／ 大修館書店

￥1,890 (税込)

Ｔｈｅ　ｍａｎ ― マイケル・ジョ－ダンスト－リ－完結編
宮地陽子 ／ 日本文化出版

￥2,000 (税込)

ニュ－ウェ－ブカクテルテクニック ― Ｂａｒ Ｒｏｂ Ｒｏｙ
坪井吉文 ／ 雄山閣

￥1,890 (税込)

バスケットボ－ルザ・ワ－ルド・ニュ－ス
水谷豊 ／ 叢文社

￥1,890 (税込)

ハ－ト・ビ－ト・ダンク ― バスケットボ－ル・ダイアリ－ズ
高見沢俊彦 ／ エムオン・エンタテインメント

￥2,100 (税込)

笑顔の奇跡 ― ミラクル・スマイル ソニ－・マガジンズ新書
柳下容子 ／ エムオン・エンタテインメント

￥819 (税込)

花も嵐も繁昌記 ― シカゴ２３０イ－ストオンタリオ
和田絵衣子 ／ 水曜社

￥1,680 (税込)

スポ－ツコンディショニング ― パフォ－マンスを高めるために
ビル・フォ－ラン/中村千秋 ／ 大修館書店

￥3,570 (税込)

楽しい！うまくなる！ミニバスケットボ－ル
小宮邦夫 ／ 日本文芸社

￥1,312 (税込)

ＮＢＡ大事典 ― Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｐｒｏ－ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ　ｇ Ｂｉｇ　Ｋｏｒｏｔａｎ
北館洋一郎 ／ 小学館

￥896 (税込)
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命・心の教育の授業はこうつくる 〈命・心〉を考えさせる授業プラン
大森修 ／ 明治図書出版

￥1,680 (税込)

ＮＢＡ　２Ｋパ－フェクトガイド ― Ｓｅｇａ　ｓｐｏｒｔｓ ドリマガｂｏｏｋｓ
／ ソフトバンククリエイティブ

￥1,155 (税込)

ＮＢＡ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｚｏｎｅ　’９８パ－フェクトガイド ― ニンテンドウ６４ Ｋｏｎａｍｉ　ｏｆｆｉｃｉａｌ　ｇｕｉｄｅ
／ コナミデジタルエンタテインメント （新紀元社）

￥1,260 (税込)

ＮＢＡ超すごいヤツ全集
生島淳 ／ カザン

￥1,680 (税込)

完全・ＮＢＡ選手名鑑 〈’９８〉
ザンダ－・ホランダ－ ／ ザ・マサダ

￥1,470 (税込)

完全・ＮＢＡ選手名鑑 〈’９６－’９７〉
ザンダ－・ホランダ－ ／ ザ・マサダ

￥1,426 (税込)

意地を通せば夢は叶う！ ― ｂｊリ－グの奇跡
河内敏光 ／ 東洋経済新報社

￥1,365 (税込)

賢者は強者に優る ― ピ－ト・キャリルのコ－チング哲学
ピ－ト・キャリル/ダン・ホワイト ／ 晃洋書房

￥2,415 (税込)

〈ＤＶＤでよくわかる〉ミニバスケットボ－ル上達テクニック Ｌｅｖｅｌ　ｕｐ　ｂｏｏｋ　ｗｉｔｈ　ＤＶＤ
奥野俊一 ／ 実業之日本社

￥1,470 (税込)

生涯野良 ― バスケの技術も実績もない異端児が、世界への扉をこじ
森下雄一郎 ／ 東邦出版

￥1,500 (税込)

ザ・バスケットマンｂｏｏｋ ― １　ｏｎ　１へのスキル読本 よくわかるＤＶＤ＋ｂｏｏｋ
塚本清彦 ／ スキ－ジャ－ナル

￥1,995 (税込)

マンガバスケットボ－ル ― よくわかる！うまくなる！
本間正夫/高梨としみつ ／ 有紀書房

￥903 (税込)

ＤＶＤバスケットボ－ルテクニック ― １　ｏｎ　１を極める！ ０１２　ｓｐｏｒｔｓ
塚本清彦 ／ 大泉書店

￥1,575 (税込)

コ－チＫのバスケットボ－ル勝利哲学
マイク・シャシェフスキ－/ジェイミ－・Ｋ．スパトラ ／ イ－スト・プレス

￥2,310 (税込)

エスキモ－が氷を買うとき ― 奇跡のマ－ケティング
ジョン・スポ－ルストラ/宮本喜一 ／ きこ書房

￥1,680 (税込)
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アレン・アイバ－ソン自伝 ― もうなにも恐れない
ジョン・スモ－ルウッド/島本和彦 ／ イ－スト・プレス

￥1,680 (税込)

バスケットボ－ル試合に強くなる戦術セミナ－ Ｌｅｖｅｌ　ｕｐ　ｂｏｏｋ
奥野俊一 ／ 実業之日本社

￥1,365 (税込)

琉球ゴ－ルデンキングスの奇跡
木村達郎 ／ 学研パブリッシング （学研マ－ケティング）

￥1,575 (税込)

ヌレエフ ― ２０世紀バレエの神髄光と影
ベルトラン・メイエ・スタブレ/新倉真由美 ／ 文園社

￥1,470 (税込)

すべてはゲ－ムのために ― マイ・スト－リ－
マイケル・ジョ－ダン/マ－ク・ヴァンシル ／ エムオン・エンタテインメント

￥6,300 (税込)

試合で大活躍できる！バスケットボ－ル上達のコツ５０ コツがわかる本
原田俊弥/中原雄 ／ メイツ出版

￥1,365 (税込)

ジョ－ダン
デ－ヴィド・ハルバ－スタム/鈴木主税 ／ 集英社

￥2,310 (税込)

クリエイティブ・コ－チング ― 選手の潜在能力を引き出す
ジェリ－・リンチ/水谷豊 ／ 大修館書店

￥1,890 (税込)

スポ－ツ・エ－ジェント ― アメリカの巨大産業を操る怪物たち 文春新書
梅田香子 ／ 文藝春秋

￥693 (税込)

Ｎｅｖｅｒ　ｔｏｏ　ｌａｔｅ ― 今からでも遅くない
田臥勇太/宮地陽子 ／ 日本文化出版

￥1,799 (税込)

デニス・ロッドマンの「ワルがままに」 〈２〉 ワイルドの掟 大森新一郎
デニス・ロッドマン ／ 徳間書店

￥1,680 (税込)

英語で楽しむ「スポ－ツ観戦」 ― 実況中継が聞き取れるようになる！ Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ　ｂｏｏｋｓ
マイク・ドッド/堀田佳男 ／ 講談社

￥1,260 (税込)

わかりやすいバスケットボ－ルのル－ル 〈〔９９年版〕〉 スポ－ツシリ－ズ
北原憲彦 ／ 成美堂出版

￥630 (税込)

デニス・ロッドマン　コンプリ－ト・ブック ― ベケット・プロフィ－ル 地球スポ－ツライブラリ－
芝田円 ／ ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版

￥1,575 (税込)

マイケル・ジョ－ダン真実の言葉
梅田香子 ／ 講談社

￥1,470 (税込)
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マイケル・ジョ－ダンの真実 講談社＋α 文庫
梅田香子 ／ 講談社

￥819 (税込)

バスケットボ－ル最強のポイントゲッタ－テクニック
スタジオダンク ／ 西東社

￥1,260 (税込)

体育の着こなし ― こだわりと新発見の知的スポ－ツ衣装学！
綱島理友 ／ イ－スト・プレス

￥1,470 (税込)

ス－パ－スタ－に学ぶバスケットボ－ル
中川恵 ／ ナツメ社

￥1,260 (税込)

ス－パ－スタ－に学ぶバスケットボ－ル 〈〔２００３年〕〉
中川恵 ／ ナツメ社

￥1,260 (税込)

マイケル・ジョ－ダンこの一瞬に賭けろ！ ― 世界最高のヒ－ロ－の原則
ジャネット・ロウ/金子宣子 ／ ダイヤモンド社

￥1,680 (税込)

大国アメリカはスポ－ツで動く
生島淳 ／ 新潮社

￥1,365 (税込)

トロント ― ほどよくコスモポリス フラヌ－ル
／ ノヴァ （ノヴァ・エンタ－プラ）

￥1,260 (税込)

ＮＢＡカレンダ－『ＧＲＥＡＴＳ』 〈２０１０〉 ［カレンダ－］
／ 日本文化出版

￥2,000 (税込)

ＮＢＡの死闘「４８分間」 ― クリ－ブランド・キャバリア－ズｖｓ．ボストン・セル
ボブ・ライアン/テリ・プル－ト ／ 大修館書店

￥2,100 (税込)

ＮＢＡジャム・セッション ― Ａ　ｐｈｏｔｏ　ｓａｌｕｔｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ＮＢＡ
／ エムオン・エンタテインメント

￥3,058 (税込)

倉石平の“２１世紀はＮＢＡから学ぼう” ― バスケットボ－ルコ－チング救急マニュアル
倉石平/月刊Ｈｏｏｐ編集部 ／ 日本文化出版

￥2,500 (税込)

ＮＢＡ新世紀 ― ２０世紀から２１世紀へ－新たなるＮＢＡの鼓動 Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥879 (税込)

連続写真で見るＮＢＡス－パ－テクニック ― ＮＢＡのス－パ－スタ－３５人の実戦技術
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥999 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．７〉 ２００３　ＮＢＡプレ－オフ・プレビュ－ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥919 (税込)
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ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．４〉 ２００２年ＮＢＡプレ－オフ・プレビュ－ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥919 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．６〉 ＮＢＡパ－フェクト・ガイド Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥919 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．１６〉 ＮＢＡパ－フェクト・ガイド ２００５－０６ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥1,100 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．１２〉 ＮＢＡパ－フェクトガイド ２００４－０５ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥999 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．９〉 ＮＢＡパ－フェクト・ガイド ２００３－０４ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥999 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．１５〉 連続写真で見るＮＢＡス－パ－テクニック２００５ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥999 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．１９〉 実戦で役立つＮＢＡ「チ－ム戦術＆個人技術」解体新書
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥999 (税込)

マイケル・ジョ－ダンＮＢＡ最強のテクニック
結城昭二 ／ 徳間書店

￥1,680 (税込)

バスケットボ－ルＮＢＡのテクニック トクマのＰ＆Ｐブックス
結城昭二 ／ 徳間書店

￥1,050 (税込)

ＮＢＡス－パ－スタ－大事典 ビッグ・コロタン
北館洋一郎 ／ 小学館

￥896 (税込)

マイケル・ジョ－ダン激闘のシ－ズン ― 誰も知らなかったＮＢＡの内幕
サム・スミス/森下賢一 ／ 徳間書店

￥1,785 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．１３〉 ２００５プレ－オフ・プレビュ－ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥979 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．１０〉 ２００４プレ－オフ・プレビュ－ Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥979 (税込)

ＮＢＡをもっと知りたい！ Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｓｐｏｒｔｓ　ｈｅｒｏｅｓ
菊地秀一 ／ コ－エ－テクモゲ－ムス

￥1,325 (税込)

マイケル・ジョ－ダン偉大なる復活 ― 大リ－グからＮＢＡに甦ったス－パ－スタ－
サム・スミス/森下賢一 ／ 徳間書店

￥1,680 (税込)
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ＮＢＡ選手名鑑 〈’９４〉 ― エキサイティング・バスケットボ－ル！！
ザンダ－・ホランダ－/沢田敏典 ／ 宝島社

￥1,407 (税込)

ＮＢＡ超雑学読本 ― ドリ－ム・ダンク
中井学/ＮＢＡ特別取材班 ／ 銀河出版（渋谷区）

￥794 (税込)

シグニチャ－伝説 ― ＮＢＡ選手とバッシュの決定本 祥伝社ストリ－ト文庫
北館洋一郎 ／ 祥伝社

￥680 (税込)

ＮＢＡガイド 〈９５－９６〉 ― Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｐｒｏ　ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ　ｙ
／ 小学館

￥1,223 (税込)

ＮＢＡバイブル 〈９６－９７エディション〉 ワニムックシリ－ズ
／ ワニブックス

￥866 (税込)

ＮＢＡを生で見に行こう！ ＮＳＫ　ｍｏｏｋ
カトリ－ヌあやこ/北館洋一郎 ／ 日本スポ－ツ企画出版社

￥998 (税込)

ＮＢＡ　ｓｔｏｒｙ 〈５（ブルズ編；サンズ編）〉 ジャンプコミックス
高岩ヨシヒロ ／ 集英社

￥407 (税込)

ＮＢＡ　ｓｔｏｒｙ 〈２（レイカ－ズ編；ブルズ編）〉 ジャンプコミックス
高岩ヨシヒロ ／ 集英社

￥407 (税込)

ＮＢＡ新世紀 〈ｖｏｌ．３〉 Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥919 (税込)

ＮＢＡ　ｓｔｏｒｙ 〈１（レイカ－ズ編）〉 ジャンプコミックス
高岩ヨシヒロ ／ 集英社

￥407 (税込)

ＮＢＡ　ｓｔｏｒｙ 〈３（ブルズ編）〉 ジャンプコミックス
高岩ヨシヒロ ／ 集英社

￥407 (税込)

ＮＢＡ　ｓｔｏｒｙ 〈４（ブルズ編）〉 ジャンプコミックス
高岩ヨシヒロ ／ 集英社

￥407 (税込)

ＮＢＡ　ｓｕｐｅｒ　ｓｔａｒ列伝 ― Ｈｉｓｔｏｒｉｅｓ　ｏｆ　ｐｌａｙｅｒｓ　ｆｏｒ
金子義仁 ／ 長崎出版

￥1,528 (税込)

ＮＢＡオ－ルスタ－〓９４ ＧＡＫＫＥＮ　ＳＰＯＲＴＳ　ＭＯＯＫ
／ 学研マ－ケティング

￥612 (税込)

ＮＢＡス－パ－スタ－の記憶 Ｂ．Ｂ．ｍｏｏｋ
／ ベ－スボ－ル・マガジン社

￥919 (税込)
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ＮＢＡワンダ－ランド 徳間文庫
生島淳 ／ 徳間書店

￥571 (税込)

マジック・ジョンソン ― エンドレス・マジック 地球スポ－ツライブラリ－
ジョ－ジ・リベイロ/師岡亮子 ／ ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版

￥1,890 (税込)

わかりやすいバスケットボ－ルのル－ル スポ－ツシリ－ズ
北原憲彦 ／ 成美堂出版

￥630 (税込)

ＮＢＡ　５０ｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＮＳＫ　ｍｏｏｋ
ダンクシュ－ト編集部 ／ 日本スポ－ツ企画出版社

￥1,528 (税込)

マイケル・ジョ－ダン物語
ボブ・グリ－ン/菊谷匡祐 ／ 集英社

￥2,039 (税込)

スポ－ツスピ－ド養成ＳＡＱトレ－ニング
日本ＳＡＱ協会 ／ 大修館書店

￥2,100 (税込)

アンファニ－・ハ－ダウェイ ― ペニ－・ビ－・グッド 地球スポ－ツライブラリ－
ジョ－ジ・リベイロ/師岡亮子 ／ ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版

￥1,834 (税込)

走れ！　Ｔ校バスケット部 〈５〉 幻冬舎文庫
松崎洋 ／ 幻冬舎

￥519 (税込)

ＮＢＡ最強読本 ― アメリカプロバスケット
／ 二見書房

￥1,528 (税込)

『Ｄｉｄ　ｙｏｕ　ｋｎｏｗ？』ＮＢＡ雑学バイブル 日本文化出版ムック
島本和彦 ／ 日本文化出版

￥979 (税込)

ス－パ－スタ－に学ぶバスケットボ－ル
／ ナツメ社

￥1,260 (税込)

プレッシャ－・バスケットボ－ル
ジャック・ラムジ/山本雅之（翻訳） ／ ビジネス社

￥2,548 (税込)

マイケル・ジョ－ダン物語 集英社文庫
ボブ・グリ－ン/菊谷匡祐 ／ 集英社

￥979 (税込)

ロドマニア伝説 ― シカゴブルズたちの勝利への軌跡と証言
梅田香子 ／ ダイヤモンド社

￥1,575 (税込)

シカゴ・ブルズ ― ファンタスティック・フォ－ 地球スポ－ツライブラリ－スペシャル
師岡亮子 ／ ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版

￥1,528 (税込)
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マイケル・ジョ－ダン　リバウンド 文春文庫
ボブ・グリ－ン/土屋晃 ／ 文藝春秋

￥729 (税込)

わかりやすいバスケットボ－ルのル－ル
北原憲彦 ／ 成美堂出版

￥630 (税込)

スポ－ツまるかじり事典 ― テレビで見るスポ－ツが断然面白くなる！！ Ｈｉｋａｒｉ　ｂｏｏｋｓ
小林智明 ／ ひかり出版 （ヒカリコ－ポレ－ショ）

￥1,223 (税込)

わかりやすいバスケットボ－ルのル－ル スポ－ツシリ－ズ
北原憲彦 ／ 成美堂出版

￥630 (税込)

トレ－ディングカ－ド＆フィギュア完全ガイド ― 読めば誰もがオ－ソリティ 特集アスペクト
／ アスペクト

￥1,470 (税込)

ハ－ド・チェック 竹書房文庫
リチャ－ド・ウッドリ/富永和子 ／ 竹書房

￥612 (税込)
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