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栗山監督のノートの言葉を紐解き、人と組織と自分自身の育て方を解説。

4334951171
¥1000

栗山英樹
コーチ経験もなく監督に就任したものの、周囲の心配をよそに名選手を育て上げ続ける知将・
栗山英樹監督が、毎日つけているノートの言葉を初めて紐解き、人と組織と自分自身の育て
方を解説。なぜ勝てないのか、なぜ勝てるのか。どんな時に人は育つのか。万人に通じる
勝利と育成の方程式がここにある。組織を率いるリーダーのみならず、子供を育てる親や教
師にも、また自分をより良く成長させたい若者にも贈る、熱烈メッセージ。

栗山ノート

日本社会が外国人に支えられている実態を明らかにする。

4334044328
¥820

NHK取材班
「日本社会は既に多民族化しているんです」⸺。改正出入国管理法が2019年4月から施
行され、外国人の受け入れ拡大が進む日本。だが、現実は私たちの想像をはるかに上回る。
もはや企業も自治体も、そして日本社会全体も外国人なしでは成り立たなくなっているのだ。
NHKの特設サイト「外国人 “依存” ニッポン」取材班がオープンデータを独自に分析し、
日本社会の外国人への “依存” を明らかにする。

データでよみとく 外国人“依存”ニッポン

降って湧いた殺人未遂の濡れ衣。手に汗握るノンストップ・サスペンス！

4334913091
¥1300

笹本稜平
サンズイ（汚職）事案担当の警視庁捜査二課刑事・園崎省吾は、ある大物政治家のあっ
せん収賄容疑を追及していた。鍵を握る秘書の大久保に司法取引を持ちかけられ、署外で
待ち合わせた園崎は、すっぽかされた上、同時刻に妻と息子が何者かに轢き逃げされてしま
う。園崎は大久保の関与を疑うが、逆に自らが重要参考人として呼び出された。園崎の孤
独な戦いが始まる！　逃げる刑事、追う警察。手に汗握るノンストップ・サスペンス！

サンズイ



10日発売

4334779158
¥700

｢美加（みか）ちゃんは、俺がさらった」八王子で起こった少女誘拐事件で、犯人から送ら
れてきたメール。そこには、14年前の姉妹殺害事件に関する重大事項が書かれていた。だ
が、その事件の犯人はすでに逮捕され死刑が確定していた。20年前、姪の桜子（さくらこ）
を連れ去られた刑事・楢橋（ならはし）は、それぞれの事件の関連を解くため、強引に捜
査に加わった。複雑に絡んだ謎の真相とは!?

誘拐捜査　　緒川怜

4334779182
¥800

ある大雨の夜、冴えない中年男・戸沼暁男（とぬまあけお）が刺殺された。暁男の不倫
相手の妄想女・真由奈（まゆな）、残された妻杏子（きょうこ）と子供たち、交友関係や
家族を巡って真相に迫ろうとする女刑事・我城薫子（がじょうかおるこ）だが、一向に進
展を見ない。しかし、事件捜査がついに暴いてはならない秘密をつきとめた。女たちの心
の奥底にうずまく毒感情を描ききった、イヤミスを超える傑作、待望の文庫化！

いちばん悲しい　　まさきとしか

4334779220
¥800

中国に渡って15年、破産した紅真吾（くれないしんご）は、危機から救った大手商社の支
店長・沢井（さわい）から、儲け話に誘われる。揚子江を重慶まで溯り、豚毛を買い集
めて帰ってくればぼろ儲けできるのだという。だが流域の治安は劣悪で、命の保証はない。
一攫千金を狙う真吾は、短剣投げの名手・葉村宗明（はむらむねあき）ら素性の知れな
い八人の猛者と出立する⸺。手に汗握る傑作冒険小説。

黄土の奔流　　生島治郎

4334779255
¥650

父親が八王子千人同心の家に生まれたが、故あって研ぎ師となった荒金菊之助。ある日、
菊之助は新大橋の袂に人待ち顔でいた男の子・直吉と出会う。父親の帰りを待つ直吉だっ
たが、父親は殺されてしまう。町奉行所の探索が進まないことで下手人を追うことになっ
た菊之助だったが……。人気時代作家・稲葉稔の原点と言えるシリーズが、決定版として
新たに登場。

裏店とんぼ　決定版  研ぎ師人情始末（一）　　稲葉稔

こ う ど

う ら だ な

薫風のカノン
航空自衛隊航空中央音楽隊ノート3　　福田和代
航空自衛隊航空中央音楽隊でアルトサックスを担当する鳴瀬佳音（なるせかのん）は、ちょっ
とドジでも腕前は一流の女性隊員。あるとき、後輩の真弓（まゆみ）が基地内で行われた
競技会の審査員が偽者ではないかと言い出し……。（「サクソフォン協奏曲」）　そしてつい
に渡会（わたらい）との恋にも決着が…… !?　佳音とにぎやかな仲間たちで日常の謎を解
き明かす、青春音楽ミステリシリーズ完結編！

4334779239 ¥650

保健室のヨーゴとコーチ
県立サカ高生徒指導ファイル　　迎ラミン
神奈川県小田原市にあるサカ高に、未だ珍しい “男性” 養護教諭の東洋吾（あずまようご）
がやって来た。OGで女子サッカー部コーチの碧（あおい）は、洋吾と、フランス人ハーフ
美少女の部員・カティアがやけに親しい様子を訝しむ。だがカティアには、洋吾にだけ明
かした “秘密” があって⸺。生徒たちの抱える悩みに、ライバル心むき出しの二人が保
健の知識とたぎる熱意でぶつかる、青春お仕事小説！

4334779247 ¥650

光文社キャラクター文庫



11日発売 コミック

¥200

不器用な男同士の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの分冊版、
第26弾。Sの田中とMだけど強気でポジティブな水沢の、不器用な恋。いつにもましてイラ
つきながら、水沢を強く攻めてくる田中。その原因が分からなかった水沢だが、たまたま見
た田中の携帯画面には、見知らぬ女性からの着信履歴が……。※本作品は『夜、あなた
の腕の中［村上左知BLシリーズ 6］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】26　　村上左知

24日発売 エッセイ／コミック

¥200

不器用な男同士の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの分冊版、
第27弾。ゲイバーの店主・深幸と、店のバイトの貧乏学生・立川との格差恋愛。お客から
よくデートに誘われる深幸を、いつも心配そうに見つめていた立川。ある日立川は、深幸
にすぐ帰るように言われて、元恋人が来るのではと疑心暗鬼になり……。※本作品は『夜、
あなたの腕の中［村上左知BLシリーズ 6］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】27　　村上左知

¥350

『パパとぼくとかぞくになってよ』第1、2話を収録した合本版！　「パパ失格なのかな……」
シングルファザーの翼は、3歳の息子・空のために、仕事や家事、育児に追われ、笑うこ
とも忘れていた。そんな親子の前に、飾らない真っすぐな性格のゲイ・比呂が現れた。比
呂は一人で抱え込む翼を助けたいのに想いは届かず……。それぞれが悩み苦しみ、想いを
抱え繋がり合い、幸せな家族を創る物語⸺。

パパとぼくとかぞくになってよ　合本版 1【特典ペーパー付】　　靴川

¥200

「パパ失格なのかな……」シングルファザーの翼は、3歳の息子・空のために、仕事に家事
に育児に追われる日々。笑うことも忘れ、父親としての自信を無くしていた。そんな親子の
前に、飾らない真っすぐな言葉を伝えてくるゲイの比呂が引っ越してきた。比呂の明るさに
懐く空。しかし、一人で抱え込む翼を助けたい比呂の想いは翼には届かなくて……。それ
ぞれが悩み苦しみ、想いを抱え繋がり合い、幸せな家族を創る物語⸺。

パパとぼくとかぞくになってよ 3　　靴川

¥200

野獣の本性を隠したノンケ後輩×面倒見は良いけど隙のあるゲイ先輩のお酒の過ちから始
まるオフィスラブ！　ゲイを隠しながらもほどほどに関係を持っていた若月は、片想いをして
いた親友からの結婚の報告で自暴自棄になっていた。そんな中、男性と関係を持っている
所を可愛がっていた後輩・江村に見られてしまった!?　会社でばらされたら……不安になる
若月をよそに、江村は「俺とじゃダメですか？」と迫って来て⸺!?

あなたの奥に入りたい 2　　九条 AOI

4334951198 ¥1100

“アダルトメーカーの営業女子” のちょっと変わった仕事を、コミック＆エッセイで紹介しま
す。著者が勤めるのは、SNSでバズッた「アナルピクツク」や、「便器型オナホ」「耳型オ
ナホ」などユニークな商品で話題を集めるメーカー。営業のキモは？　意外な売れ筋商品
とは？　実はかなりグローバルな業界って本当？　女性への偏見は……などなど、知らな
かった業界の話や、アダルトメーカー勤務あるあるが満載。

オナホ売りOLの日常　　堀江もちこ［文］／菅原県［漫画］

25日発売 コミック



31日発売 FLASHデジタル写真集

¥200

ユーチューバーとして絶大な人気を誇る “グラビア教祖”。現在は、情報バラエティ『ヒル
ナンデス!』（日本テレビ系）に出演するなど活躍の場を広げている。そのHカップボディが、
雑誌に掲載されると読者からは「フィギュアみたいなカラダ！」という感嘆の声が。今回の
写真集では、美巨乳が汗に、砂に、オイルにまみれる！　RaMu史上もっとも仕上がってい
るセクシーなグラビアがここに完成した！

¥1200

¥1200

FLASHデジタル写真集　RaMu　Hカップまみれ
RaMu ／福澤卓弥［撮影］

¥200

『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で話題の青山めぐが、同番組で披露した “もも時計”
を完全再現！　エロすぎる社長秘書となって、あなたを誘惑する。ベッドでの大胆なポージ
ング、バーラウンジでの奔放なる露出、バスルームでのびしょ濡れシーン…。「レースクイー
ン・オブ・ザ・イヤー 12‒13」受賞者にふさわしいグラビアは必見！　地上波では放送で
きない最上級にセクシーな “めぐちゃん” の虜になること間違いなし。

FLASHデジタル写真集　青山めぐ　エロすぎる “もも時計” の秘書
青山めぐ／小塚毅之［撮影］

チンピラ君のメスイキ調教1
デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た!?　　西原ケイタ
「勃とうが勃たまいが関係ない…コッチで女の子みたいにイこうな」EDで気持ちよくなれな
い体だったのに、担任教師だった男のアレであっさり絶頂させられて… !!　昔から悪さばか
りしてきたチンピラ・光谷は20歳になった今も悪友とつるんでいた。そんなある夜、一人き
りになった部屋にやって来たのは、まさかのゲイ専門デリヘルボーイ!?　さらに彼はかつて
光谷達が原因で辞めた教師・逢坂で⸺「怯えた顔は可愛いもんだな、光谷」

¥200

¥150

浪人は人を切りつけた手で、美しい若衆を抱き⸺。寛文三年、江戸。数多いる歌舞伎
若衆の中で特に美しいと噂される滝井山三郎の演目に、必ず現れる浪人の姿があった。野
暮ったく貧乏な風貌の武士に興味がなかった山三郎。しかし、ある日浪人の殺気だった姿
を見てから、血を浴びて猛った躰に抱かれたいと思うようになり……。井原西鶴のえがく
「男色大鑑」の世界から、身元を隠した浪人×歌舞伎若衆の秘密の切ない恋物語をご紹介。

男色大鑑 改 2  歌舞伎若衆の恋　　九州男児



患者よ、医者から逃げろ
その手術、本当に必要ですか？　　夏井睦
著者は傷やヤケドの湿潤療法の創始者だ。植皮手術が必要とされる熱傷患者でもほぼそ
の必要はなく、傷跡も痛みも少なく治療できるのはもはや疑いのない事実だが、大病院の
形成外科や皮膚科では未だ酷い治療が行なわれている。なぜ医者は古い治療に固執する
のか。豊富な症例写真や証言を交え考察。また痛みと全身性合併症をめぐる新発見、創
感染や骨髄炎、院内感染などの闇に切り込み、さらに生物の進化史の新説も独創的に展
開する。

4334044387 ¥1000

運気を磨く
心を浄化する三つの技法　　田坂広志
あなたは、「強運」であることに気がついているか⸺最先端量子科学が解き明かす「運気」
の本質／古今東西で語られる「運気」を引き寄せるただ一つの条件／我々の「未来」と「運
命」は、すでに決まっているのか／「死後の世界」や「前世の記憶」「生まれ変わり」は、
全くの迷信なのか／なぜ、天才は、アイデアが「降りてくる」と感じるのか／なぜ、志や
使命感を持つ人は「良い運気」を引き寄せるのか

4334044395 ¥820

あなたのメールは、なぜ相手を怒らせるのか？
仕事ができる人の文章術　　中川路亜紀
現在、仕事の大半のやり取りは「メール」で進む。誰もが日々、メールの対応に長い時間
を費やす時代である。優柔不断な返信、バカ丁寧で長過ぎるメールで相手の時間を奪うこ
とは、「迷惑」だと感じられるようになった。一方で、無頓着過ぎるメールは、相手に不信
感や不快感を与え、さらに多くの時間とエネルギーを費やすことにもつながる。過不足な
く、端的に、ふさわしい表現で相手の心にピタリとはまるメールを書く秘訣を大公開。

4334044409 ¥820

なぜ「つい買ってしまう」のか？
「人を動かす隠れた心理」の見つけ方　　松本健太郎
私たちが「つい」買ってしまう、使ってしまう商品・サービス。その裏には「人を動かす隠
れた心理」インサイトが存在する。iPhoneもUSJもマクドナルドも、成功の鍵はインサイト
を掴んだことだった。インサイト開発支援に携わるマーケターの著者が、徹底的な検証に
よって誰でも再現性を高くインサイトを掴めるようになる術を指南。天才でなくても、ヒット
するためのアイデアは作れる！

4334044417 ¥860

25日発売 光文社新書

自画像のゆくえ
森村泰昌
だれもが感じているように、現代ほど「わたしがたり」にあふれかえった時代はこれまで
になかった。世界的にその傾向にあるのかもしれないが、日本ではこの傾向がとくに顕著
であるようにも思われる。（中略）本書は、私なりの想像力をつけくわえて試みた、自画像
の歴史をめぐる、21世紀人のためのツアーである。⸺セルフポートレイト作品を作り続け
てきた美術家が約600年の自画像の歴史をふりかえりながら綴る「実践的自画像論」。

4334044379 ¥1500



25日発売

4334962327
¥1080

それはあなたがやりたいことですか？　ナマケモノは決して急がず、マイペースにやりたい
ことをやっていつも笑顔。一方、日々自分を見失いながら必死に働いてもちっぽけなことし
かできない私たちは本当に幸せ？　クスッとした後でジワジワ沁みてくる不思議な生態と古
今東西の名言が教える、人生を「我が物」にするためのヒント。

ナマケモノでいいんだよ　　ルーシー・クック／橋本篤史［訳］

文芸書

4334913156
¥1400

又吉直樹氏（芸人、芥川賞作家）「エピソードが全て凄まじい。街を這いつくばったから見
えた景色。それでも降参せずに遊び続けたからこそ見えた風景。」。川村元気氏（映画プロ
デューサー、小説家）「昭和、平成から令和へ。ひとりの男の記憶を辿ると、そこには東
京にかつて在ったもの、失われたもの、新しく生まれようとしている何かが見えてくる。」。
人生後半は「青い秋」の切ない季節。新時代に贈る大人のための青春小説。

青い秋　　中森明夫

4334913059
¥1300

30年前の『北蓑辺郡連続幼女殺人事件』。逮捕された男二人には死刑判決が下ったが、
一人が喉頭がんのため獄死。当時栃木県警捜査一課にいた星野誠司は冤罪を疑っており、
刑事を引退した今、調べ直そうと大学生の孫に協力を仰ぐ。“星野班” はSNSや動画投稿
サイトで “冤罪事件の真相解明をリアルタイムで見せる” ことに。新たな証拠・証言を発
信していくうち、「虎」と名乗る男から真犯人しか知り得ない情報を含んだ小包が届く。

虎を追う　　櫛木理宇

4334077412
¥700

旅行代理店勤めの野田花世が殺された。彼女は、旅行企画を進めていた飯田線の秘境駅
で恋人と逢瀬を重ねていた。彼女への殺人予告をしていた犯人に、十津川は罠を仕掛け
る！　復讐に燃える被害者の恋人の暴走をとめ、異常な犯人を逮捕できるか!?

飯田線・愛と殺人と　　西村京太郎

4334913105
¥1700

マフィアの首領だった父と家族を殺され、日本に逃れたガルシア。死んだと囁かれる一方
で、シチリアではガルシア帰国の噂は絶えない。怨敵のマイケルは、いまや政財界を表と
裏から牛耳る大実業家だ。元総合格闘家でフリージャーナリストの長瀬は、シチリアで二
人の因縁に巻き込まれ、氷の瞳を持つ女暗殺者・サリヤに遭遇する。彼女は言う。「ガル
シアとマイケル、二人を殺す」と⸺。新堂冬樹・伝説の傑作、衝撃のクライマックス！

神を喰らう者たち  悪の華　完結編　　新堂冬樹

4334913113
¥1400

1944年満州。馬賊の谷に偵察機が突っ込んでくる。操縦する美女吉永紅子は、子供を救
出したいと、女一人で飛び込んできたという。黄尚炎は、この女は馬鹿なのかと呆れる。
関東軍特務機関の黒磯国芳少佐は、吉永紅子が嫌いだ。やりたい放題する紅子を憎いと
さえ思っている。トラブルメーカー紅子に翻弄される馬賊の首領と関東軍将校。そのうえ3
人は金塊を狙う輩に追われることに。騙し騙され欲望が渦巻く、サスペンスフルな冒険譚。

紅子　　北原真理

写真集



月輪先生の犯罪捜査学教室　　岡田秀文
泣く子も黙る東京帝大に、一風変わった講座が開講された。実際に起きた未解決事件を題
材に、実地の推理を繰り広げる趣向だという。担当教官は、有名事件を次々と解決に導
いた探偵・月輪龍太郎。集まったのは個性的な三人の学生たち。初々しい探偵の卵らは、
四つの難事件を解くことができるか？　明治期の帝都東京を舞台にした、奇妙にしてスリリ
ングな推理合戦。

4334778860
¥800

彼女は死んでも治らない　　大澤めぐみ
沙紀ちゃんはいつも殺されがちな最高にかわいい女の子。わたしは普通じゃないレベルで
彼女のことが好きだから、凶悪な犯人をなんどでも見つけ出してやる！　と、四六時中息巻
く神野羊子は、高校に入学早々、校内で蓮見沙紀の死体を発見。彼女の命を救うため、
すかさずお得意の推理を巡らせる⸺。個性的なキャラクターと唯一無二の文体が織りな
す超絶コージーミステリー！

4334778755
¥650

殺意の架け橋  出口の裁判官　岬剣一郎　　姉小路祐
受刑者の仮出所を決める更生保護委員会。岬剣一郎は、北陸地方の委員長の任に就いた。
その初仕事は、著名な九谷焼の陶芸家だった父を毒殺した罪で服役していた野々山藍の案
件だ。無罪を主張し続ける彼女は、出所後、自らの潔白を証明するため動き始める。数々
の状況証拠と恋人の証言。その犯行は覆しようのない事実に見えたのだが……。傑作長
編ミステリー !

433477699X
¥700

シャガクに訊け！　　大石大
社会学部一人気のない “上庭ゼミ” に入った松岡えみるは、上庭先生の学生相談室の補
佐をすることに。サークル内の友人関係に悩んでいるえみるは、学生たちの人間関係の悩
みに親身に耳を傾ける。上庭先生は評判とは違い社会学の知識をもって思いもよらぬ解釈
をみせ、えみるはすっかり社会学の虜になるが⸺ !?　コミュ障で根暗な社会心理学講師
と、おひとよしで責任感の強い女子大生コンビによる、人生相談室、開幕！

433491313X
¥1200

テレビドラマよ永遠に
女子大生　桜川東子の推理　　鯨統一郎
バー〈森へ抜ける道〉を舞台に、繰り広げられる酒呑みトーク、懐かしいテレビや映画や
タレントの話。東西の童話や昔話、お酒の蘊蓄に、未解決の謎めいた殺人事件の話。そし
て、桜川さんの鮮やかな推理。これ全部、登場人物のひとりが書いた小説だったとしたら、
どうしましょう？　シリーズ完結直前、油断のならないバーミステリー傑作集。ちょっと長め
の推理談義2篇を収録した、いつもどおりのようで、少し違う気がする第8弾！

4334913121 ¥1300

潮首岬に郭公の鳴く　　平石貴樹
函館で有名な岩倉家の美人三姉妹の三女が行方不明になった。海岸で見つかった遺留品
の中には、血糊のついた鷹のブロンズ像。凶器と思われたこの置き物は、姉妹の家にあっ
たものだった。祖父は何かを思い出したかのように、芭蕉の短冊額を全部持って来させる
と、自らは二月ほど前に受け取った脅迫文を取り出した。三女の遺体が見つかっても、犯
人の手掛かりは得られないまま、事件は新たな展開をみせる⸺。驚愕の傑作誕生!!

4334913148
¥1400

が ち り ん

しおくびみさき か っ こ う



忠義の果て  蛇足屋勢四郎（二）　　中村朋臣
困りごとを解決する「蛇足屋」松波勢四郎は岡場所を荒らす牢人を追い払う仕事を頼まれ
ている。その仕事が片付かないうちに、新たに持ち込まれたのは、脱藩の罪で追われる藩
士を捜すという一件。幼なじみの与力・内藤藤十郎の力も借りて、源次と奔走する。この
二件、元は一つであることが分かったが、勢四郎に恨みを持つ一刀流の手練、赤井が立ち
はだかる……。

4334778992
¥700

雲水家老　　高橋和島
美濃の野平藩では不作続きの上、江戸藩邸の維持費などが嵩み、財政が逼迫していた。
末席家老の井戸一之助は窮状を脱しようと智恵を絞り、藩内で良質の土が採れることから、
肥前焼のような高価な焼物業の振興を思いついた。だが、有田や伊万里の窯は厳重な管
理下にあり、製法は門外不出である。そこで家老自らが雲水（修行僧）に身をやつし、肥
前に潜入したが……。

4334778984
¥700

正雪の埋蔵金  日暮左近事件帖　　藤井邦夫
深手を負って公事宿巴屋の主に助けられた一人の男。過去の記憶を失ったその男は日暮左
近と名付けられ、助けられた巴屋で出入物吟味人となった。その巴屋に、店を騙し取られ
たと公事の訴えが持ち込まれた。裏には、幕府転覆を企てた謀叛人・由井正雪が隠した
数万両の軍資金の噂が。はたして埋蔵金の在り処は⸺。藤井邦夫の代表シリーズ、五カ
月連続刊行第一弾。

4334777252
¥600

八月は残酷な月  昭和ミステリールネサンス　　河野典生
幼少より慈しみ育ててくれた組織のボスを射殺し、海外逃亡をはかる無軌道な青年（「ゴウ
イング・マイ・ウェイ」）、市民や学生のデモ隊が街にあふれ騒然とする中、外相の首を狙
う孤独なテロリスト（「陽光の下、若者は死ぬ」）など、強烈なジャズ・ビートをバックに
描く反抗的、反俗的な青春群像！　和製ハードボイルド小説のパイオニアとして名高い著者
の傑作短編集!!

4334778941
¥900

十津川警部　トリアージ　生死を分けた石見銀山　　西村京太郎
「十津川警部に告ぐ。五日以内に十億円を支払え。さもなければ、石見銀山を爆破する」。
爆破予告犯からの脅迫は、なぜ十津川に突きつけられたのか？　そこに、石見銀山のそば
に住むある事件の被害者の存在が浮上する。男は、事件現場で十津川が下した治療順位
判断のため、足を切断されてしまった因縁があった……。世界遺産爆破阻止へ向け、必死
の捜査が始まる！

4334778925
¥550

う ん す い が ろ う

太閤下水  東大阪署封印ファイル　　姉小路祐
少年係から生活安全課へと異動してきた巡査長・一ノ瀬清志は、闇カジノ摘発の現場で痛
恨の失敗をしでかし、相棒が撃たれてしまう！　そのミスを免罪する代わりにと、上司から
強要されたある特殊な任務。そこには、大阪府警上層部のひと握りしか知らない機密が隠
されていた⸺。二重三重に張り巡らされた罠に立ち向かう、若き刑事の矜持を描く正統
派警察小説！

4334778909
¥650



忍び狂乱  日暮左近事件帖　　藤井邦夫
公事宿「巴屋」の出入物吟味人となった、もと秩父忍びの日暮左近。ある日、左近が手
裏剣で襲われた。出入物吟味人として狙われたのか、それとも秩父忍びの過去に関わりが
あるのか。探ると、かつて秩父忍びの仲間で許婚でもあった陽炎たちも襲われていた。怒
る左近を、権力亡者と凋落した忍びたちの暗闘が待ち受けていた。大好評を博したシリー
ズ待望の続編、第六弾。

4334778836
¥550

陽炎の符牒  日暮左近事件帖　　藤井邦夫
公事宿「巴屋」の出入物吟味人日暮左近は、かつて秩父忍びの仲間で許嫁だった陽炎か
ら助けを求められる。陽炎のいる下野国宇都宮藩江戸下屋敷に向かった左近だったが、陽
炎は戸田家藩主の養子の御守をするなかで怪我を負っていた。陽炎の願いを受けた左近と
幼き後継ぎを襲う刺客たち。激闘が始まる⸺。迫力の剣戟に手に汗握る藤井邦夫の代
表シリーズ第五巻。

4334777945
¥550

日銀ダイヤ作戦　　大藪春彦
日銀の地下大金庫に眠る時価250億円のダイヤを、マフィアが狙っている！　もし、共産側
にダイヤが流出すれば、ミサイルの心臓部に使われてしまう。英国情報部の破壊活動班員・
伊達邦彦が、強奪作戦を阻むため、帰国した。彼は、マフィアに乗り込み、日銀襲撃に加
わると申し出るが……!?　永遠のヒーロー伊達邦彦が活躍する、アクション界の傑作！

4334718698
¥550

将軍家の血筋  日暮左近事件帖　　藤井邦夫
公事宿「巴屋」の主・彦兵衛は、大身旗本の屋敷の前で、秩父忍びの陽炎に似た女に会う。
陽炎とは、出入物吟味人として巴屋で働く日暮左近の元恋人だった。彦兵衛から知らされ
た左近が調べ始めると、はたして女は陽炎であり、幼な子を警固していた。その背後に、
御三卿の当主の座を巡る大きな権力争いが⸺。大仕掛けの展開にハマる藤井邦夫の代
表シリーズ第四巻。

4334777759
¥550

か げ ろ う

阿修羅の微笑  日暮左近事件帖　　藤井邦夫
出入物吟味人として日暮左近が働く公事宿巴屋に、亡き父の借金を返せと迫られていると
いう男が訪れた。巴屋では仕事を引き受けたが、借金の返済を迫っていた男は殺され、依
頼人の男は町奉行所に捕まってしまう。男の背景を探る左近の前に現れる謎の刺客。最も
強い青い眼の遣い手との死闘の末に左近の運命は⸺。衝撃の結末が待つ藤井邦夫の代
表シリーズ第三巻。

4334777589
¥650

出入物吟味人  日暮左近事件帖　　藤井邦夫
出入物吟味人として日暮左近が働く公事宿巴屋に鍛金師の文吉が銀の香炉の代金を払って
もらえないと公事訴訟の依頼に来た。しかし、文吉は何者かに殺害されてしまう。それで
も文吉の依頼を完遂せんと動く左近の前に、謎の忍びが現れ、背後には醜い権力者同士
の争いが⸺。左近の無明刀が欲に塗れた悪を斬る！　藤井邦夫の代表シリーズ、五カ月
連続刊行第二弾。

4334777422
¥600



不屈の野獣　　大藪春彦
大型クルーザーで美女たちを相手にエロティックなパーティを開いていた伊達邦彦に、内務
局保安部からの依頼が入った。LSD中毒者の事故が多発している。密輸組織を暴きだして
もらいたい……。多額の報酬のため、邦彦は調査を開始した。やがて、事件の背後にあ
る大物の影が浮かんだ（「狂気征服者」）。30代半ばの伊達邦彦。マンハンターの冷酷な笑
みを見よ！

4334724817
¥550

優雅なる野獣　　大藪春彦
法務大臣の娘・佐伯英子を相手に、ベッドで引き金を絞った英国破壊工作員・伊達邦彦
に連絡が入った。「日ソ不可侵条約再締結を阻止しようとするアメリカ中央情報局の計画を
つぶせ」。英国外務省情報局からの命令だった。危険な作戦を開始する邦彦。酷薄な彼は
手段など選ばない（「C･I･Aの暗殺者を消せ」）。生還できる保証なし。伊達邦彦、工作員
として日本で活躍！

4334724469
¥470

諜報局破壊班員　　大藪春彦
紺碧の地中海が輝くモナコ。F1グランプリで起きた大事故の混乱にまぎれて、王子と王女
が誘拐された！　そして身代金5億フランの要求が……。人質救出の任務を帯び、英国から
送り込まれた男は、諜報局破壊班員YZ-九……日本から脱出し、国籍を変えていたはずの
伊達邦彦であった。野獣の復活を描いた、記念碑的作品。

4334724175
¥550

野獣は甦える　　大藪春彦
アメリカに潜伏していた伊達邦彦が日本に帰ってきた！　国家安全保障局の罠に陥ち、その
指揮下に置かれた邦彦は、組織の情報提供者として日本に滞在する。だが、返還までに
日本に拠点を築こうとする香港マフィア「珠江」が接触をはかってきた!?　宿敵の総会屋・
秋月との対決、非情の野獣が甦る傑作。

4334723527
¥500
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	2019年10月_05のコピー
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