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 《アル・ポステ社のサッカー伝記本シリーズ 》 
 BFAP: Biografias de Futbolistas de Al Poste 
 

 リーガ・エスパニョーラやスペイン・アルゼンチン他南米各国などの代表として活躍する選手・監督
を紹介した伝記シリーズ。現役の人気選手と現在リーガで指揮を執っている名将を中心に、このシリー
ズでしか読めない人物も多く、サッカーファンの注目を集めているシリーズです。 スペインを代表する
スポーツ紙 Marca や As の記者など、長年リーガの取材を続けてきたサッカージャーナリストが執
筆。 カラー写真口絵各巻１６ページ。 各巻の詳細は小社ホームページをご覧下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182815  Sergio Ramos: De pura raza 
 - xvi+174 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182816  Higuain: El indestructible 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182817  Cristiano Ronaldo: La estrella tenaz 
 - xvi+192 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  

182818  Xabi Alonso: Un modelo de futbolista 
 - xvi+214 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,974 円  

182819  Messi: Sueños de un principito 
 - xvi+220 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,974 円  

182820  Ole Ole Ole! Cholo Simeone 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  

182821  Victor Valdés: La historia del niño que no queria ser portero 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182822  Soldado: Un verdadero nuevo 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  
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182823  La Roja: De niños a leyendas 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  

182824  Falcao: Nacido para el gol 
 - xvi+192 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

 
 
 
 
 
 

182826  Albelda: El adiós del eterno capitán 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182827  Iniesta: El genio discreto 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182829  Isco: El chico de oro 
 - xvi+206 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,974 円  

182830  Neymar: El nuevo O’Rei 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182831  Sergio Busquets: El guardián del Barça 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182834  Raúl: Los secretos de una leyenda 
 - xvi+200 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,974 円  

182835  Xavi: El dueño del balón 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182836  Villa: Un guaje para la historia 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  3,834 円  

182811  Las locuras de Bielsa 
 - xvi+174 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  

182812  Tito Vilanova: El presente del Barça 
 - xvi+174 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  

182813  Jose Antonio Camacho: Fútbol indómito 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  

182814  Mourinho: El Unico 
 - xvi+190 pags.  15 x 21.5 cm ペーパーカバー  税込価格  4,244 円  
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