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韓国語の絵本（日本の絵本の翻訳）【価格改訂】 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

株式会社 穂高書店 
〒101-0051  東京都千代田区神田神保町 1-15 杉山ビル 4F 

Teｌ：03-3233-0331  Fax：03-3233-0332 

URL： https://www.hotakabooks.com/ 

E-mail: info@hotakabooks.com 

韓国語の絵本（日本の絵本の翻訳）のご案内をいたします。 

ご注文の際は、お客様のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号・FAX 番号をご明記の上、カタ

ログナンバー（C-477）と各書籍のナンバーを、E-mail か FAX でお知らせください。 

表示価格は本体価格となります。為替レートの変動や仕入先からの価格変更により販売価格が

変更となる場合がございます。ご了承のほどお願いいたします。 

皆様のお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。 



韓国語絵本（日本の翻訳） (株)穂高書店

No. 書　名 日本語書名 著者名 出版社 出版年 ISBN 本体価格 税込価格

KCJ-01 사과가 쿵 りんごがドスーン 多田ヒロシ 보림 2009 9788943306090 ¥1,900 ¥2,090

KCJ-02 100층 짜리 집 100かいだてのいえ 岩井俊雄 북뱅크 2019 9788989863786 ¥1,900 ¥2,090

KCJ-03 지하 100층짜리 집 ちか100かいだてのいえ 岩井俊雄 북뱅크 2019 9788989863915 ¥1,900 ¥2,090

KCJ-04 하늘 100층짜리 집 そらの100かいだてのいえ 岩井俊雄 북뱅크 2019 9788966350759 ¥2,400 ¥2,640

KCJ-05 바다 100층짜리 집 うみの100かいだてのいえ 岩井俊雄 북뱅크 2019 9788966350278 ¥2,200 ¥2,420

KCJ-06 달님 안녕 おつきさまこんばんは 林明子 한림출판사 2018 9788970940564 ¥1,900 ¥2,090

KCJ-07 메리 크리스마스, 늑대 아저씨! メリークリスマスおおかみさん 宮西達也 時空社 2017 9788952783257 ¥2,500 ¥2,750

KCJ-08 손가락 문어 ゆびたこ くせさなえ 길벗어린이 2014 9788955822892 ¥2,400 ¥2,640

KCJ-09 펭귄 호텔 ペンギンホテル 牛窪良太 주니어RHK 2018 9788925564883 ¥2,400 ¥2,640

KCJ-10 모치모치 나무 モチモチの木 斎藤隆介 주니어RHK 2020 9788925540832 ¥2,600 ¥2,860

KCJ-11 졸려 졸려 크리스마스 くまのクリスマス 高橋和枝 천개의바람 2018 9791187287872 ¥2,400 ¥2,640

KCJ-12 고녀석 맛있겠다 おまえうまそうだな 宮西達也 달리 2017 9788990364661 ¥2,200 ¥2,420

KCJ-13 치킨 마스크 : 그래도 난 내가 좋아 チキンマスク 宇都木美帆 책읽는곰 2008 9788996017059 ¥1,800 ¥1,980

KCJ-14 수호의 하얀말 スーホの白い馬 大塚勇三 한림출판사 2017 9788970943114 ¥2,760 ¥3,036

KCJ-15 창문으로 넘어온 선물 まどからのおくりもの 五味太郎 비룡소 2018 9788949110608 ¥2,000 ¥2,200

KCJ-16 빨간 매미 あかいセミ 福田岩緒 책읽는곰 2008 9788993242003 ¥1,900 ¥2,090

KCJ-17 로쿠베 조금만 기다려 ろくべえまってろよ 灰谷健次郎 양철북 2007 9788990220509 ¥2,000 ¥2,200

KCJ-18 아주 아주 큰 고구마 おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 創作과批評社 2019 9788936445591 ¥2,600 ¥2,860

KCJ-20 겨울철 벌레를 찾아서 ふゆのむしにあいたくて 宮武 頼夫 한림출판사 2012 9788970943657 ¥2,600 ¥2,860

KCJ-21  
하나라도 백 개인 사과 1こでも100このりんご 井上正治 문학동네 2001 9788982814280 ¥1,800 ¥1,980

KCJ-22 저런 벌거숭이네 そら はだかんぼ！ 五味太郎 비룡소 2017 9788949110332 ¥2,000 ¥2,200
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韓国語絵本（日本の翻訳） (株)穂高書店

KCJ-23 악어도 깜짝, 치과의사도 깜짝 わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味太郎 비룡소 2018 9788949110547 ¥2,000 ¥2,200

KCJ-24 그건 내 조끼야 ねずみくんのチョッキ 中江嘉男 비룡소 2018 9788949110554 ¥2,000 ¥2,200

KCJ-25 딸기 いちご 新宮晋 한솔수북 2008 9788953545335 ¥3,000 ¥3,300

KCJ-26 은하 철도의 밤 銀河鉄道の夜 藤城清治 길벗어린이 2020 9788955825626 ¥3,200 ¥3,520

KCJ-27 구리와 구라의 헤엄치기 ぐりとぐらのかいすいよく 中川李枝子 한림출판사 2009 9788970942469 ¥2,200 ¥2,420

KCJ-28 구리와 구라의 소풍 ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子 한림출판사 2016 8970942645 ¥2,600 ¥2,860

KCJ-29 구리와 구라의 빵만들기 ぐりとぐら 中川李枝子 한림출판사 2018 9788970941462 ¥2,760 ¥3,036

KCJ-30 구리와 구라의 대청소 ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子 한림출판사 2010 9788970943572 ¥2,400 ¥2,640

KCJ-31 구리와 구라의 손님 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子 한림출판사 2010 9788970940274 ¥2,200 ¥2,420
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