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新宿署刑事佐江「狩人」シリーズ第4作。文庫上下巻合本版。

雨の狩人
大沢在昌

新宿の地下格闘技場で起こった射殺事件は、多発する死亡事件の氷山の一角に過ぎなかっ
た。警察、ヤクザからも嫌われる新宿署刑事佐江は、背景に大掛かりな謎のプロジェクトが
進行していることに気づく。粘り強く捜査を進める佐江だが、一介の刑事の彼ですら暗殺者
に命を狙われる。ヒートアップする新宿の街に降る雨は、誰の頬を濡らすのか？ 「狩人」シ

¥900

リーズ第4作。文庫上下巻849ページを1巻にまとめ、ついに電子書籍化！

ボーダレス

モザイク状に語られる、異色の乱反響サスペンス！

誉田哲也
教室の片隅で、密かに小説を書き続けているクラスメイト。事故で失明した妹と、彼女を気
遣う姉。音大入試に失敗して目的を見失い、実家の喫茶店を手伝う姉と、彼女との会話を
拒む妹。年上の彼女と、暴力の気配をまとい、執拗に何者かを追う男。繋がるはずのない
縁が繋がったとき、最悪の事態は避けられないところまで来ていた⸺。モザイク状に語ら
れ、謎が乱反響する異色のサスペンス。傷つけられようとしているのは、誰なのか？

4334912346
¥1200

トランプ大統領に解任された元FBI長官が明かす政権の裏側

より高き忠誠 A HIGHER LOYALTY
真実と嘘とリーダーシップ

ジェームズ・コミー［著］／藤田美菜子・江戸伸禎［訳］
トランプ大統領に「忠誠」を求められ、従わずに解任された元FBI長官の回顧録。大統領
選の結果に大きく影響を与えたとされるヒラリー・クリントンの私的メール使用問題の捜査の
経緯や、トランプの裏の顔とロシアとの関係、トランプがいかに大統領に不適格な人物か、

そして不当な解雇に至るまでの経緯を明らかに。またFBI長官としてのリーダーシップや、真
に忠誠を誓うべきものについて、生い立ちやさまざまな経験を交え語る。

433496219X
¥1710

24日発売

光文社新書

アップルのリンゴはなぜかじりかけなのか？
心をつかむニューロマーケティング

廣中直行

消費者への聞き取りやモニタリング調査のマーケティングは終わった。今や「脳」を見て無
意識のニーズを探る科学の時代だ。商品開発の鉄則は、人々が自分でも気が付いていな
い「欲求」を呼び覚ますモノを提示すること。そのための、より確実で効率的な戦略が
ニューロマーケティングである。「新奇性」と「親近性」、「サプライズ」、「計画的陳腐化」、
「単純接触効果」、「他者の力」。最新の認知研究が導いたヒットの方程式を大公開。

松竹と東宝

興行をビジネスにした男たち

4334043658 ¥800

中川右介

本書は白井松次郎と大谷竹次郎の「松竹」兄弟と東宝、宝塚を含む阪急グループの創業
者の小林一三の物語である。劇場の売店の子と裕福な商家に生まれた慶應義塾卒という
対照的な両者は看板役者、大劇場をめぐって数十年のあいだ、しのぎを削る。それが現在
の松竹による歌舞伎の独占、阪急グループの東宝、宝塚の繁栄につながっていく⸺。膨
大な資料を読み解いて描き出した、新たな演劇史。
4334043666 ¥900

フランス人の性

なぜ「#MeToo」への反対が起きたのか

プラド夏樹

2017年にはじまった「#MeToo」ムーブメント。数々の有名人、権力者たちが糾弾・告発
される中、フランスでは女優カトリーヌ・ドヌーヴら100人の女性たちが反対声明を発表し
た⸺。この時代にいったい、なぜ？ 出生率2.01人の子どもを産み、育てやすい国。た
とえ高齢者であってもセックスレスなどあり得ない国。大統領も堂々と不倫をする国。「性」
におおらかな国・フランスの現在を、在仏ジャーナリストが描く。

土

地球最後のナゾ

100億人を養う土壌を求めて

4334043674 ¥820

藤井一至

「土」を掘るのを仕事にしている。こう言うと、何を好き好んで土なんて掘っているのかと思
われるかもしれない。家や道をつくるためでもなければ、徳川埋蔵金を捜すためでも……
ない。100億人を養ってくれる、肥沃な土を探すためだ。（「まえがき」を一部改変） 世界
の土はたったの12種類。しかし、「肥沃な土」はどこにある？ そもそも土とは一体何なの
か？ 泥にまみれて地球を巡った研究者の、汗と涙がにじむ、一綴りの宝の地図。

31日発売
WORK
IN
PROGRESS

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集

真島なおみ／佐藤佑一［撮影］

4334043682 ¥920

真島なおみ 仮想ナース

「Hに撮られるのが大好き！」そんな強烈な個性を持った、20歳グラビア大型新人・真島な
おみ。グラビア撮影はまだ2回目という彼女が、コスプレイヤーの経験を生かしてアグレッ
シブなポーズをとった。3着のセクシーな水着で “身長170cmのスタイル満点ボディ” を見
せつけ、さらに、ナースコスプレでは白の網タイツで読者を悩殺。最近のグラビアではな
かなかお目にかかれない、刺激的な写真を見ることができる！
¥1200

24日発売

文芸書

洗濯屋三十次郎
クリーニングや

み

そ

じ

ろ

う

野中ともそ

優秀な兄に代わって中島クリーニングの店長を引き継ぐことになった、三十次郎。しかし、
ベテラン職人の長門は、能天気な三十次郎に不安を感じていた。どこかかみ合わない二
人。そんな彼らのお店にある日、ナコという少女がやってくる。少女の持ってきたブラウス
には、ケチャップの染みと祖父の遺灰がかかっていた。少女は、おじいちゃんの灰は取らな
いでとお願いするのだが……。人情味がじわりと「沁みる」お仕事小説の傑作誕生！

徳川慶喜公への斬奸状
ざんかんじょう

4334912354
¥1300

須田狗一

明治43年、徳川慶喜は72歳となり、東京で余生を過ごしていた。ある日の散歩中、匕首
を持って突進してきた男を、警備員が銃殺する。男の懐には「遥光（ようこう）の斬奸状
は天下の愚書である」と書かれた半紙が入っていた。巡査部長の小川は、男が慶喜を襲っ
た動機と、「遥光の斬奸状」とは何なのかを探る。しかし数日後、第2の殺人事件が起き
……。謎の言葉を巡る連続殺人事件の、驚くべき真実とは!?

ビコーズ 新装版

4334912362
¥1400

佐藤正午

次作を書けずにいる新人作家のぼくは、ある日、十代の頃の相棒・寺井と10年ぶりに再会
する。しかし、彼は無茶な依頼を口にしたのち、ぼくの前から消えてしまった。寺井を追う
ほどに胸を過る10年前の忘れ得ぬ出来事と映子の姿。思いがけず始まった人捜しが、止
まっていた時間を揺り動かす。若き日の恋と苦い過去が織りなす人間模様。直木賞作家の
才気あふれる初期傑作！

猿島館の殺人 新装版 黒星警部シリーズ 2

折原一

4334776876
¥750

フリーライターの葉山虹子は東京湾に浮かぶ孤島「猿島」へ上陸する。帰りそびれた虹子
が迷いこんだのは島で暮らす猿谷家の館。ところが、主人の藤吉郎が密室で殺され、その
後も怪事件が続発する。犯人を示す鍵は「猿」。脱獄犯を追って島へきた黒星光警部と虹
子は真相に辿り着けるのか。猿づくし異色長編ミステリーが著者の大幅加筆修正のうえ新
装版で新たに登場。

行き止まりの殺意 新装版

赤川次郎

4334776825
¥650

祐子の母は、父を裏切って家出をした。それを苦にして、父は自殺してしまう。一緒に暮
らしていた祖母も病死。たった一人取り残された祐子は、母への憎しみを募らせ、それは
やがて殺意に！ 凶器を携え、母の住むアパートへと向かうが……。（表題作） 他に、オ
フィスを舞台にした「消えた会議室」、ホラーの秀作「犬」など、サスペンスあふれる傑作
を揃えた短編集。

人形の影

岡本綺堂

433477685X
¥600

東京を離れた別荘地で、自動人形の発明に没頭する偏屈な父親・南瀬隆と、その世話を
する健気な年頃の娘・蔦子。横暴な父の言動に翻弄されながらも、新しい時代の生き方を
模索する若い女性の姿を描いた異色作。あの半七捕物帳の執筆開始からほどなくして、読
売新聞に連載されたまま、ついぞ単行本化されることがなかった幻の長編が、100年の時
を経て初刊行！
4334776914
¥800

獅子の門4 朱雀編

夢枕獏

フジ・プロレス所属選手の圧倒的敗北。何でもありの格闘技・バーリトゥードが男たちの
心を震撼させた。己の腕を見つめ直す者、禍々しい力にひれ伏す者……。格闘界が揺れ
動く中、期せずして対峙した羽柴彦六と久我重明。最強に最も近い二人が繰り広げる闘い
の行方はいかに!? そして、開幕を控えた武林館主催のトーナメントに向けて、いくつもの
思惑が動き出す！

与楽の飯 東大寺造仏所炊屋私記

4334776884
¥700

澤田瞳子

奈良時代、東大寺の大仏造営事業が進む中、故郷から造仏所に徴発された真楯。信仰心
など一片もないのに、仲間と共に取り組む命懸けの労役は苦難の連続。作事場に渦巻く
複雑な人間模様も懊悩をもたらすばかり。だが、疲れ切った彼らには、炊屋の宮麻呂が作
る旨い料理があった。一膳の飯が問いかける仏の価値とは? 食を通して造仏に携わる
人々の息遣いを活写した傑作時代小説。

仏像ぐるりのひとびと

4334776787
¥700

麻宮ゆり子

浪人時代の交通事故や不本意な進学など屈託を抱える大学生・雪嶋直久。唯一の心の支
えは仏像だった。ある日、アルバイト募集を見かけて踏み込んだ仏像修複の世界。修復師
の門真と過ごす日々の中、その作業の困難さと大好きな仏像のより深い魅力を知る。そし
て積み重なる出会いは、雪嶋の凝った心を解きほぐしていき……。仏像に魅了された人々
の再生と成長の物語。
4334776620
¥700

二十八日のヘウレーカ！ または教育実習生加賀谷貴志は如何にして

心配するのを止めて教職を愛するようになったか

古川春秋

片思いの同級生に誘われるまま教職課程を履修した加賀谷貴志。同学年の友人たちが就
職活動に奔走する中、小学校に教育実習に行くことになった。イケメン指導教諭・鞍馬優
作に付いて、4週間の実習が始まったのだが、児童の親の離婚問題や誘拐騒動など、トラ
ブルが次々と発生。持ち前の正義感と情熱でぶつかっていく加賀谷だが、ことごとく跳ね返
されて⸺。

僕らの青春 下町高校野球部物語

半村良

4334776655 ¥900

下町高校は、伝統ある進学校だ。大学進学に向け、クラブ活動も自粛して勉強一辺倒。
そんな高校生活に疑問を抱いた2年生3人が、野球の巧い生徒を集めて対外試合をしようと
画策。3年生のエースを口説き落とし、チームを結成した彼らは、社会人野球チームとの
練習で、その実力ぶりを発揮する。受験のため、青春を犠牲にしてしまうことに反旗を翻
した奮戦記。

京都三無常殺人事件

花房観音

4334776671
¥800

船岡山で女の死体が発見された。京都府警の若き刑事・田村は捜査の最中、口は悪いが
美しい土産物屋の未亡人・月寺松葉と出会う。古き時代に風葬地だった蓮台野、化野、
鳥辺野の「三無常の地」で起きる殺人事件。松葉の助けを借りながら真相を追う田村が、
事件の果てに見出した慟哭の真実とは!? 京都の名所も満載。多様な魅力に彩られた連
作ミステリー！
433477668X
¥550

秘剣水鏡

戸部新十郎

みつかかみ

金沢に五代藩主、前田綱利公の初のお国入りが決まり、兵法御覧の差配を担った富田重
持は、加賀に古来より伝わる “深甚流” の剣を披露することにした。だが、この流派を継
ぐと称する男は邪剣の遣い手であった。重持は深甚流のひそかな伝承者とされる老いた百
姓を探し出し、邪剣の士と対決させるが……。
（「水鏡」より） 剣豪小説の白眉と讃えら
れる珠玉の十編収録。

講談

大久保長安（上）

半村良

4334776779
¥750

もと能役者で、異国人の血を引く大久保長安は、鉱山採掘の技術によって、徳川家康に重
用される。戦国時代、武器の材料として貴重な鉱物は、各国、争奪の的であった。それゆ
え、腕利きの忍者が動員され、各地で激しい争奪戦が繰り広げられた……。長安の採掘し
た莫大な金・銀・鉱物が、やがて家康を万全のものにしていく。時代を変えた長安の秘密
に迫る、異色の長編。

講談

大久保長安（下）

半村良

4334725902
¥550

関ヶ原合戦の裏で、大久保長安は石見銀山の開発に努め、続いて佐渡の金脈を発見。採
掘した大量の金銀によって、徳川の財力は天下を威圧する。南蛮船との交流で輸入した大
砲の威力により、大坂の陣も徳川勝利のうちに終結。やがて長安が没すると、徳川幕府は
彼の邸を没収。「長安は悪人」という噂が……。史実を踏まえ、随所に新解釈を盛り込ん
だ異色の時代長編！

獄門首
ごくもんくび

4334725910
¥550

半村良

流れ稼ぎの夫婦盗賊の子に生まれた余助は、強盗団の大金を横取りしようとした父母が潜
伏先で殺されたため、4歳で孤児になった。爾来、寺に引き取られ雛僧になったのを皮切
りに、次々に生きる場所と名前を変えていく。未知なる世界で様々な知識を授けられた彼
は、やがて、江戸入りした後、豪商や公儀を相手に「大仕事」に取りかかった！ 痛快無
比の大盗賊伝！

日本剣豪譚

幕末編

戸部新十郎

4334745504
¥700

空前の隆盛を迎えた幕末期の剣界は、まさに百花繚乱。剣聖とたたえられた白井亨、男
谷精一郎あり。江戸三大道場主と謳われた千葉周作、斎藤弥九郎、桃井春蔵が出現し、
これに長大剣の大石進、正心剣の島田虎之助が挑む。坂本竜馬、桂小五郎ら志士の奮励
に対し、多摩の一角から近藤勇一党が台頭する。激動の中、剣に託した男たちの生きざま
を活写。剣の名編。

日本剣豪譚

維新編

戸部新十郎

4334716741
¥500

幕末動乱期、道場剣法は隆盛を極めたが、やがて文明開化の世となり、絶滅寸前の危機
を迎える。華やかな剣技を競った剣豪たち。そしてまた、どん底の時代に在って、数々の
苦難に耐え、日本の剣道を後世に伝えた達人たち。松崎浪四郎、榊原鍵吉、山岡鉄舟な
ど、激変する時代に剣一筋に生きた男たちの不撓不屈の勇姿を描く。『日本剣豪譚』第四
弾、維新編。

4334720404
¥550

寒山剣
かんざんけん

戸部新十郎

加賀藩兵法指南・富田重政の屋敷に、飄然と出入りする正体不明の異形の小男。中条流
の奥義 “心ノ一法” を探る徳川の間者との熾烈な対決の中で、謎の小男が放った不思議
な一太刀。未発表の表題作「寒山剣」や「胡蘆子の剣」の他、太平の世はまっぴら御免、
武士の一分を立てて主君に抗う「蜂右衛門の横道」など、著者の精髄を収めた粒よりの7
編。

最後の忍び 忍者小説セレクション

戸部新十郎

4334741916
¥500

鍛え抜かれた技で闇を駆け、秘事を探り、ときに城主をも暗殺する⸺戦国の裏舞台で暗
躍した忍びの者は、やがて徳川幕府に武士として組み込まれ、ついには商人を探る役割の
みとなっていく。かつての戦働きの面影もなく歴史のなかに消えていく忍者の苦闘と運命
を、剣豪小説の第一人者が、奇抜な着想と巧みな展開でエンターテインメントに仕上げた
忍者小説傑作集！

逃亡（上） 新装版

松本清張

433476875X
¥700

悪徳岡っ引・梅三郎の罠にかかって､“破牢” の重罪を負った甲州無宿の源次。逃れて、あ
る錺師の家の下働きとなるが、娘のお蝶と深い仲となり出奔。源次を匿い、お蝶は湯島の
小料理屋に働きに出るが、そこには、あの梅三郎や、妖しい加賀藩の用人が出入りしてい
た……。無宿人の憤りを､巨匠が活写｡

逃亡（下） 新装版

松本清張

4334732712
¥700

ふたたび入牢した源次は、恋仲のお蝶が入水自殺したと知り、破牢。お蝶の復讐を誓い、
素性を隠して悪人一味の本拠へ｡疑惑の色濃い、大山詣りの一行に加わる源次と、それを
追う悪人ども。敵味方入り乱れる死闘の末、事件は意外な展開へ⸺。弱者を陥れては
太っていく「悪」を相手に闘う、無宿者の眼！

網

4334732720
¥700

松本清張

作家の小西は、戦友が社長を務める地方紙に、小説の連載を始めた。原稿料に上乗せさ
れる20万円の裏金は、選挙違反で指名手配中の元見習士官の逃走資金なのか。その逃亡
犯が白骨死体となって発見され、さらに、第2の殺人事件が起きた⸺。旧軍隊の人間関
係が色濃く残る昭和という時代。選挙という血みどろの争いを背景に、人間の絆と情念を
描く傑作長編推理！

高校殺人事件

松本清張

4334748511
¥800

武蔵野台地の一画で、多摩川を見下ろす城跡に私たちの高校はある。高校3年生の私の仲
間で詩人ポーの心酔者で、クラスメイトや先生から愛されていた通称「ノッポ」が学校裏の
沼で絞殺死体となって見つかった。彼の死をきっかけに学校の周りで不思議な出来事が続
発する。はたして事件の真相とは⸺。清張作品では稀な青春推理小説で、瑞々しい感覚
を放つ一作。

4334749275
¥550

告訴せず 松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

選挙に出馬する義弟の不透明な資金3000万円を持ち逃げした木谷省吾。逃避行の間に温
泉旅館の女中・お篠から、群馬県比礼神社の、農作物の出来高に関する占いがよく的中す
るという話を聞く。木谷は占いに従い小豆相場へ投資、大儲けをする。そして新しい人生
を始めるため、さらに大きな利益を狙うのだが……。騙し騙され、人間の欲望が渦巻く超
一級のサスペンス！

花実のない森 松本清張プレミアム・ミステリー
かじつ

松本清張

4334765084
¥800

会社員の青年・梅木隆介はある夜、夫婦と名乗るヒッチハイクの男女を車に乗せた。高貴
さをも漂わせる美女と粗野な中年男は、まるで不釣り合いなカップルだった。好奇心が燃
え上がる梅木は、車に残された万葉の古歌が彫られたペンダントから女の正体を突き止め
ようとする。だがそれは、甘い死の香りが漂う追跡行だった。謎が謎を呼ぶロマンチック・
サスペンスの傑作！

雑草群落（上）松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

433476584X
¥500

古美術商『草美堂』の主人・高尾庄平は62歳。商売は順調で30歳も年下の野村和子を
愛人にしていた。高尾は古美術蒐集家として名高い明和製薬の社長・村上為蔵に接近しよ
うと画策していたが、和子が村上社長の隠し子であることを知り、その関係を利用しようと
する。だが、商売敵の駒井竜古堂もまた、村上社長に近づこうとしていた。古美術界の実
態に鋭く迫る異色大作！

雑草群落（下）松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

4334767311
¥750

明和製薬の村上社長に取り入りたい『草美堂』の高尾は、社長の側近である謡の師匠・
倉田と、著書の代筆者・日下部に会うことで、社長の興味が肉筆浮世絵にあることを知る。
だがそれは、とても高尾が入手できるものではなかった。だとしたら残された手段はひと
つ。高尾は若い画家を利用することにしたが……。いくつもの謎が絡み、人間心理が縺れ
ていくミステリー巨編！

表象詩人 松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

433476732X
¥750

昭和初期の小倉。私鉄職員の “わたし” 三輪は、陶器会社に勤める仲間、秋島、久間と
ともに詩を愛好していた。陶器会社の高級職員・深田の家に集まっては詩論を戦わせるが、
3人とも都会的な雰囲気をまとう深田の妻・明子に憧れていた。だがある夏祭りの夜、明
子は死体で発見される。事件は迷宮入りとなるが……（表題作）。山中で発見された白骨
の謎を追う「山の骨」も併載。

彩霧 松本清張プレミアム・ミステリー
さいむ

松本清張

4334767745
¥600

福栄銀行の預金係・安川信吾は、現金500万円を横領、ホステスの啓子と逃亡する。安
川は、脱税者名簿とも言うべき裏帳簿も同時に持ち出し、銀行と取り引きするが、銀行の
裏切りで逮捕される。だが肝心の裏帳簿を持って啓子は行方不明に。啓子の行方を追う、
安川の友人の知念と田村。彼らの前に現れた謎の金融業者・須原庄作の正体とは!? 金
融業界の暗部を抉る問題作！
4334769683
¥700

梅雨と西洋風呂 松本清張プレミアム・ミステリー
ばいう

松本清張

水尾市の市会議員である鐘崎義介は酒造会社と市政に批判的な新聞社を経営するやり手。
だが、温泉で出会った女・カツ子が自室の西洋風呂で見せる、若く奔放な姿態に溺れる。
地方の名士である男は、都会的なものの虚飾に魅せられて破滅の道をたどり、やがて殺人
を招き寄せていく！ 地方政界に渦巻く欲望と利権を描くとともに、“アリバイ崩し” にも挑
んだ本格推理長編。

風の視線（上）松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

4334769837
¥600

若い芸術家の憧れの的である美貌の人妻・竜崎亜矢子。彼女は夫・重隆との愛なき結婚
に苦しむ “名家の囚人” であった。カメラマンの奈津井久夫は亜矢子に惹かれながらも見
合い結婚をした。取材で出向いた青森県十三潟で男の死体に遭遇した奈津井は、その写
真で脚光を浴びる。亜矢子への憧憬をカメラに託す奈津井だが、彼女は新聞社勤務の久
世俊介と……。彷徨う愛の行方は!?

風の視線（下）松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

433477413X
¥600

心の通い合わない結婚をした奈津井。妻との関係が悪化する久世。亜矢子への思いを断
ち切れない2人の男たち。それでも3人は微妙な愛情関係を保っていた。だが、海外に単
身赴任していた亜矢子の夫・重隆が帰国したことで、3人の危うい均衡は崩れていく。都会
を漂う孤独な男女の愛の終着点は!? 圧倒的な人間洞察力と筆力で、愛の虚無と憂愁を
描く恋愛サスペンス！

弱気の蟲 松本清張プレミアム・ミステリー

松本清張

4334774148
¥600

20年近く地道にある省の役人を勤めてきた川島留吉は、ふとしたきっかけで役人仲間と麻
雀を始める。麻雀が弱い川島は負けが込み続けるが、ある日、川島の官庁に出入りの外
郭団体の職員から自宅での麻雀に誘われる。そこから川島の地獄の日々が始まった⸺。
（表題作） 俳句仲間と野鳥の声を録音しに行った軽井沢での殺人事件を扱った「二つの
声」も収録。
4334775292
¥800

