古書

絶版になった古書・レアーブック
パイオニア達の知恵の缶詰
フライ･フィッシングの始まりを知ることで、楽しみは更に深まります。１９７０
年代はモダーン・フライ・フィッシングの黎明期。ベテラン・フライ・フィッシ
ャマン達が何気なく巻いてきたフライ・無意識に覚えたキャステイングのルーツ
を、これらの古書の中に見出す事でしょう。多くの知恵はイギリスからアメリカ
を通り、そこから流れてこの国にたどり着いたものです。

RareBook

＊当店では１９７０年代の古書を中心に絶版（Rare Books）となった洋書を２００種類ほど取
り扱っています。尚、人気の古書についてはご予約ください。
―フライの雑誌・2005/7―

売切れ

E.F.PayneRodCo.
1994年・初版・ vg
・ ソフト･カバー
・Centenial・お問合
せ番号SE28・復刻版
です。￥６．７２０

売切れ

TheArtofthe
AtlanticSalmonFly
・1987年・JosephD.
Bates,Jr.・初版
Mint・ ハード･カバー
・Godine・お問合せ番
号SE132・
￥１８，９００

売切れ

Speycasting・1994年・
HughFalkus・初版 Mint
・ハード･カバー・
ExcellentPress・お問
合せ番号SE130・￥１１
，１５０・世界中でベス
ト・セラーとなった名著

TyingNymphs・1994年・
RandallKaufmann・初版
Mint・ハード･カバー・
Western Fisherman's
Press・お問合せ番号
SE131・￥５，８８０

Dressingfliesfor
FreshandSaltWater
CustomThredArt・
1973年・PoulJorgen・
1982年・DaleClemens
初版mint・ハードカバ
・初版 Mint・ ハー
ー・FreshetPressお
ド･カバー・Rod
問合せ番号SE27・
Crafters・お問合せ番
￥４，４１０
号SE133・￥５，４６
０・ソルト･ロッドの
装飾テクニック解説書

売切れ

TheAtla
nticSalmon
Fly・199
1年・Judith
Dunham・初版 Mint・
ハード･カバー・
Chronicl
eBooksお問
合せ番号SE93・
￥１６，８００

売切れ

TheCompletBrown
Trout・1974年・ Cecil
E.Heacox・初版 mint
・ ハード･カバー・
WinchesterPress・お
問合せ番号SE98・
￥８，８２０

TyingBugsand TheOriginsof
FliesforBass・ Angling・1963年・
1977年・A.D.
JohnMcDonald・2版
Living
ston・初版 vg・ハード･カバー・
Mint・ハード･カ Lyons&Bufford・お
バー・Lippincott 問合せ番号SE136・
お問合せ番号
￥７，７７０
SE127・
￥４，４１０

TheCaddisandthe
angler・1977年・
LarrySolomon&Eric
Leiser・初版Vg・ ハ
ード･カバー・
Stckpoleお問合せ番
号SE96・￥３，９９０

TheFineBambooFlyRod・
1999年・StuartKirkfield
・２版Mint・ ハード･カバ
ー・Cork&CanePress・お問
合せ番号SE1011・￥１３，
４４０・名著の第２版、著
者サイン入り

売切れ

AtlanticSalmon
Micropatterns・1994年・
DarrelMartin・初版
Mint・ ハード･カバー・
Lyons&Burford・お問合
せ番号SE134・￥６，６１
５・ミッジ･フライの解説
書、当時のベスト･セラー

HatchesⅡ・1986・ Al
Caucci&BobNastasi・
２版 vg・ ハードカバ
ー・NickLyonsBooks・
お問合せ番号SE60・
￥７，５６０

BambooFly
Rod
Magazine
・1998年
・ 状態は
良好・㊧２
号㊥３号㊨
４号・お問
合せ
番号共に
SE139・２号￥４， ６２０、３
号・４号￥３，９９０・非常に
人気の高いバンブー・ロッド専
門誌でした。

TheMastersontheNymph F
lies&Fishing
1979年・J.MichaelMigel
1970年・ Josepth
・初版ｖｇ・ハード･カバ
atesa・初版 vg・ハ
ー・NickLyonsBooksお B
ードカバー・
問合せ番号SE113・
S
t
ackpole・お問合せ番
￥４，４１０
号SE20・￥６，９３０

SaltwaterFly
SelectiveTrout・1971年 FishingHandbook
・ DougSwisher&Carl ・1973年・Sam
Richards・初版 Mint・ソ Nix・初版 ｖｇ・
フトカバー・Crown・お問 ハードカバー
合せ番号SE8・￥５，８８０ Doubleday・お問
レアー＆アンユージュアル・フラ
合せ番号SE138
説明文は次の順にな
イ・タイング・マテリアルⅠ：
￥３，９９０
ご予約をお受けいた っています。書名・
しております。年に
数回入荷致します。
状態やサインの有無
等で￥３０，０００
〜￥４０，０００程
度になります。

売切れ

出版年度・著者・版
と状態（Mint：新品
、vg：極上、ｇd：良
好）・表紙・出版社
・問い合わせ番号・
価格（税込）。詳細
は当店ホーム･ページ
をご高覧ください。

CatskillRivers
1983年・ AustinM.
Francis・初版 vg・ ハー
ド･カバー・Winchester
Press・お問合せ番号SE22
・￥７，７７０

SalmonFishing・
1987年・ Hugh
Falkus・ 5版 mint
・ハード･カバー
H.F.&G.Witherby
Ltd.お問合せ番号
SE77・￥１１，５
５０・評判の名著

NewStreamsideGuide・
1969年・ArtFlick・初版
Mint・CrownPublishers
①ソフト･カバー・お問合
せ番号SE135・￥３，５７
０②ハード･カバー・お問
合せ番号SE136・
￥４，８３０

SportsIllustrated
FlyFishing・1972
年・VernonS.Hidy
・2版 gd・ソフト･
カバー・J.B.
LippincottCompany
・お問合せ番号SE84
・￥１，８９０

MasterFlyTyingGuide・
1972年・ArtFlick・Crown
①ハード･カバー・初版ng・
お問合せ番号SE62・￥４，
４１０②初版mint・お問合
せ番号SE63・￥３，９９０

FlyReelsofthePast
・1987年・JohnOrrelle
・初版 mint・ソフト･カ
バー・・FrankAmato・
お問合せ番号SE46￥１１
，５５０・コレクターに
人気の洋書

売切れ

ABookofTrout
Flies・1973年・
Preston Jennings
・7版 vg・ ハード･カ
バー・Crown・お問合
せ番号 SE10・
￥３，９９０
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