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蔵出しプライベート・フィルムの傑作も加えた、東京＆全国の550枚！

続・秘蔵カラー写真で味わう

60年前の東京・日本
J・ウォーリー・ヒギンズ
前作から1年、ボリュームアップした続編！ 日本と日本の鉄道をこよなく愛する元祖「カラー

撮り鉄」J・ウォーリー・ヒギンズ氏が、当時としては超贅沢なカラーフィルムで撮りだめてき

た昭和30年代の写真から、今回は新たに見つかった蔵出しフィルムの傑作も加え、選りすぐ

りの550枚を惜しみなく公開。ほぼ全ての都道府県を網羅、また鉄道ファンの想いに応え、

4334044506
¥1600

廃線や廃駅を含め鉄道写真も充実させ、やや鉄分高めにお送りする。

バンクシー

正体不明の匿名アーティスト、バンクシーとはいったい何者なのか？

アート・テロリスト

毛利嘉孝
世界各地でゲリラ的に出没し、多くの話題をさらうストリート・アーティスト、バンクシー。

2018年には代表作《風船と少女》がサザビースのオークションにかけられ1億5000万円で
落札された瞬間、額縁に仕掛けられていたシュレッダーに裁断されるという「事件」で世界

を驚かせた。日本でもバンクシーの作品と思われるネズミの絵が発見された。バンクシーと

4334044468
¥980

は、いったい何者なのか。謎のアーティストの全体像に迫る、格好のガイドブック。

目的もゴールもない現代に、人間はどう生きていくべきか⸺

時間とテクノロジー

「因果の物語」から「共時の物語」へ

佐々木俊尚
数千年前、人類に「自己認識」が芽生え、有用ではなくなっていった神の声。そこで人々
が神々の代替物として生み出したのが法律と宗教、そして「物語」だった⸺。確率論・
べき乗の法則・言語論・機械論・コンピュータ論など、さまざまな学問の知見を援用しなが
ら、人類が長年拘束されてきた「因果の物語」の終わりと、新しい物語「共時の物語」を
提示する。執筆5年、圧倒の20万字！

4334951295
¥1600

10日発売

光文社キャラクター文庫

赤猫 刑事・片倉康孝 只見線殺人事件

柴田哲孝

20年前、東京都練馬区で起きた放火殺人事件の現場から姿を消した謎の女、鮎子（あゆ
こ）。定年間近の刑事・片倉康孝（かたくらやすたか）は、女の足取りを辿るため、秘境
のローカル線「只見（ただみ）線」に乗った。旅先の魚沼（うおぬま）で、40年前にも
鮎子という女が火事で死んでいたことを突き止める。時空を超えて重なる「火事」と「鮎子」
⸺二つの事件は、繋がっているのか。迷宮入り事件の真相を追う、傑作警察小説。

三毛猫ホームズの花嫁人形

新装版

赤川次郎

4334779476
¥800

片山晴美（かたやまはるみ）は、結婚式を挙げるため、明後日にハワイに旅立つ浅井啓
子（あさいけいこ）とケーキの美味しいお店で知り合う。その帰り道、啓子は何者かに刺
殺されてしまう。遺体の上には、折紙で作られた花嫁人形が置かれていた。さらに、挙式
を控えた女性の命を奪う事件が立て続けに起こる。現場には必ず花嫁人形が……。殺人
鬼の正体と殺意の動機を、片山兄妹とホームズが暴く！

糸切れ凧 決定版 研ぎ師人情始末（二）

稲葉稔

4334779506
¥500

八王子千人同心の家に生まれたが、研ぎ師となった荒金菊之助（あらがねきくのすけ）は
ある日、常陸（ひたち）屋に押し込むという男と女の話を耳にする。はたして常陸屋の主
が殺され、五百両が盗まれた。下手人はその男女なのか、それとも失踪した養子の貞助
（さだすけ）なのか……。人情にもろく、お節介な菊之助の直心影流（じきしんかげりゅう）
の剣が冴える。人気時代作家・稲葉稔の原点シリーズが、決定版として新たに登場。

神楽坂愛里の実験ノート3

リケジョと夢への方程式

18日発売

4334779530
¥700

絵空ハル

札幌での学会で、神楽坂愛里は若手奨励賞を受賞した。夢への第一歩を踏み出したが、
ホテルに戻ると、学会長の芦屋充（あしやみつる）からセクハラ行為を受けてしまう！ 福
豊颯太）（ふくとよそうた）に助けを求めるも、火災報知器の誤作動騒ぎが重なり、ようや
く部屋に帰ると、そこには芦屋の死体が……。どんな状況でも、証拠を重ねて真犯人を突
き止める、リケジョ愛里、またも大活躍!!

コミック

まんがでわかる 愛着障害

自分を知り、幸せになるためのレッスン

4334779522 ¥700

岡田尊司［監修］／松本耳子［漫画］

人嫌いだけどさみしがり屋、いつも無意識に大切な人を攻撃してしまう人、相手を求める
気持ちが強すぎて、嫌われないかいつも人の反応におびえてしまう人……。人間関係にま
つわる心の不安定の原因は、「愛着」にあった！ 自分の愛着スタイルを知り、「愛着」の
傷を癒し、大切な人と幸せな関係を築く方法を教えます。ロングセラーの新書『愛着障害』
待望のコミック化。
4334951287 ¥1000

27日発売

コミック

パパとぼくとかぞくになってよ 合本版 2

靴川

『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、仕事に家事に育児に追われる日々。
父親が出来ているのか自信が無い翼。そんな親子の前に、明るいゲイの比呂が引っ越して
きた。比呂の明るさに空は懐くが、一人で抱え込む翼には比呂の想いは届かず……。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。

チンピラ君のメスイキ調教 合本版１
デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た!?

¥350

西原ケイタ

『チンピラ君のメスイキ調教～デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た!? ～』第1、2話を収
録した合本版！ 「コッチで女の子みたいにイこうな」EDでイけ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… !! 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!? さらにその男はかつて光谷達が原因で辞めていった教
師・逢坂で⸺。「怯えた顔は可愛いもんだな」と押さえつけられて……!?

あなたの奥に入りたい 合本版 1

¥350

九条 AOI

『あなたの奥に入りたい』第1、2話を収録した合本版！ 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！ 隠れゲイの若
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り男性を紹介してもらう事
に。すると、男性とキスしている所を会社の後輩・江村に見られ!? 会社でばらされたら
……と不安な若月をよそに、江村は「俺とじゃダメですか？」と迫って来て!?

お前のデカい好意をEDDTのオレに突っ込むな！ 1

¥350

うみのまや

EDでDTなオレの貞操の危機！ イケメンで読モでトークもキレる、そんな上野の唯一の欠
点は『ED』。そのせいで未だに脱童貞できず……。ある日、断れきれずに参加した合コン
で、オレよりスタイルよくて女子にモテるムカつく奴・高田にトイレで突然アソコを扱かれ
EDがバレた!? すると「EDを治してやる」と言われ!? 前立腺を開発すると、尻の穴に指
を突っ込んで来た！ さらに出てきた高田の息子が狂気的サイズで!?!?

男色大鑑 改 合本版 歌舞伎若衆の恋【特典ペーパー付】

九州男児

¥200

『男色大鑑 改 ～歌舞伎若衆の恋～』全1～ 3話を収録した合本版！ 寛文三年、江戸。
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。
山三郎は初め貧乏な風貌の武士に興味がなかったが、浪人の殺気だった姿を見、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「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。

華闇の褥 新章1 棘
しとね

粧妃／諏訪山ミチル

¥450

【伝説のヒット作！『華闇の褥』続編】数々の修羅を乗り越え結ばれた、男娼・悠也と元ヤ
クザの闇金屋・剣持。すっかり堅気になった悠也は剣持の野望「カジノ建設」のため、マ
カオでディーラー修行をすることに。一方、各国マフィアの進出で歌舞伎町に不穏な空気
が……。そして悠也に執着する中華マフィアの若きボスが出現して⸺!?
¥200

27日発売

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集 天羽希純
天羽希純／門嶋淳矢［撮影］

銭湯で大はしゃぎ！

¥200

アイドルとしては「READY TO KISS」メンバーとして、ソロではグラビア誌やDVDで人気を
見せつける天羽希純は、下町育ちで銭湯めぐりが趣味。久しぶりに足を運んだ銭湯でC.5
カップの “適乳” が弾けた！ 「どの水着も好きですが、とくに黒いワンピース型のものがお
気に入り。今までと違う大人っぽい雰囲気が出せました」。ちょっぴり上品な衣装で神社で
優雅に散歩したり、大好きなチーズドッグを頬張ったり、素で楽しむ写真も必見！

FLASHデジタル写真集 山岸奈津美
山岸奈津美／田中智久［撮影］

RESORT STYLE

¥1200

NMB48の1期生だった山岸奈津美が、ミスFLASH2019グランプリ受賞をきっかけにグラビ
ア活動を本格的にスタート。撮影で訪れたのはインドネシアのバリ島。「初めて行ったので
すが、開放的な気持ちで撮影に臨めました。グランプリを獲ったころは水着に抵抗もありま
したが、女のコのファッションの一つじゃないかって考えるように。自分の体型にも自信が
つきました」。猫のコスプレや大人っぽいドレス姿など、新たな魅力も詰まった一冊。

FLASHデジタル写真集 夢見るぅ
夢見るぅ／惠原祐二［撮影］

Iカップ “隊長” の出撃

¥1200

『家、ついて行ってイイですか？』に出演し、Iカップの爆乳美女と話題になった夢見るぅ。
もともとは、「隊長」という名で活動。SNSにえちえちな自撮り写真や動画を投稿しており、
現在、フォロワー数17万人超えのスーパー一般人の彼女がついにグラビア界に出撃！「自
撮り以外のIカップ」をテーマに、さまざまな角度からIカップを余すことなく撮影。るぅ隊長、
初陣でそんなに見せちゃってイイんですか？…。
FLASHデジタル写真集R

¥1200

高嶋めいみ 整形アイドル“明治”の天然ボディ

高嶋めいみ／門嶋淳矢［撮影］

「人生で１番頑張ったことが整形だから堂々と言いたい」。整形のビフォーアフター写真を
SNSへアップし、日本一成功した美容整形コスプレアイドルと話題の「明治」。目元や鼻、
顎など…その総額700万円以上！ この度、高嶋めいみと改名して、「お尻はよく褒められ
ます。顔がブスなぶんカラダだけは恵まれてきたのかな（笑）」。顔以外のパーツは整形し
ておらず、その天然ボディを大胆露出した。
¥1200

17日発売

光文社新書

つつまし酒

懐と心にやさしい46の飲み方

パリッコ

人生は辛い。未来への不安は消えない。世の中って甘くない。けれども、そんな日々の中
にだって「幸せ」は存在する。いつでもどこでも、美味しいお酒とつまみがあればいい
⸺。混迷極まる令和の飲酒シーンに、颯爽と登場した酒場ライター・パリッコが、「お酒
にまつわる、自分だけのつつましくも幸せな時間」を丹念に紡いだエッセイ集。朝読めば、
会社に行きたくなくなる！ 夕方読めば、早く会社を出たくなる！ 危険な一冊。

20日発売

4334044476 ¥900

ジャーロ

Giallo No. 70

●長編新連載！：青柳碧人「スカイツリーの花嫁花婿」、前川 裕「クリーピー・ゲイズ」
●強力連作・連載陣！：笠井 潔、近藤史恵、坂木 司、西澤保彦、東川篤哉、イクタケマ
コト ●スペシャル・ゲスト：阿津川辰海 ●
〈全9作完結記念特集〉「桜川東子シリーズ」
の謎を解く！鯨 統一郎ロング・インタビュー ●新人発掘企画「カッパ・ツー」【受賞者育
成計画】座談会（受賞者／犬飼ねこそぎ 選考委員／石持浅海・東川篤哉）

27日発売

¥500

光文社新書 四六判翻訳書 ノンフィクション

美を見極める力
古美術に学ぶ

白洲信哉

目利きになる⸺いまブームの日本美術。最良の入門書にして「特異な美」の深みへとい
ざなう一冊。／小林秀雄は著書の中で、「骨董はいじるものである。美術は鑑賞するもの
である」と書いた。この「いじる」、つまり「使う」ということが、日本美術の大きな特徴
だと僕は思う。茶碗は、お抹茶を飲むための道具であり、仏像は、手を合わせて祈る対
象なのである。

この指がISから街を守った
クルド人スナイパーの手記

4334044492 ¥1200

アザド・クディ［著］／上野元美［訳］

2011年に勃発したシリア内戦が拡大し、ISが故郷に迫る中、クルド人青年は自らも同胞た
ちの抵抗運動に加わるため10年ぶりに帰還。狙撃の腕を買われ、小数精鋭のスナイパー
班の一員として掃討作戦を展開する。最新兵器で重武装した12,000の殺人鬼たちに対する
のは、40年前の銃を持った2,000の志願兵。敵を一人ずつ仕留めるしか道はない。街奪還
までの死闘を、少数民族の歴史とともに綴る。

日本が「世界一」を守り抜く戦略

4334962351 ¥1710

パトリック・ニュウエル［編著］

2030年、私たちはいかに人口減少社会の課題を克服し、テクノロジーを活用し、創造的
破壊を起こせるか。世界をリードし続ける日本となれるのか⸺。講演イベント「TED」
をアメリカ本国以外で最初に実施し、「TEDxTokyo」として日本に定着させた著者が、
TEDスピーカーや、自身も教鞭をとるシンギュラリティ大学の教授、研究者、経営者らへ
の質問を通して考えた、日本の未来予想図。
433495118X ¥1500

27日発売

文芸書

女童

赤松利市

めのわらわ

ヒステリックな母親がもたらすストレスは、大西恵子の精神を蝕んだ。苦痛から逃れるため
薬物摂取に至り、彼女は壊れるばかり。父親の浩平は娘のために決意した。「どっかに逃
げよう」15歳の恵子は父と共に神戸へ。慈愛に満ちた日々が心を癒す。平穏な生活の合
間、完治を期して訪れたクリニック。だが、そこで暴かれる本音と醜悪な思惑が幸福な生
活に影を落とす。話題の著者が描く、愛への飢餓と陰惨に満ちた人間ドラマ！

竜になれ、馬になれ

4334913237
¥1300

尾﨑英子

小学6年生の橘玻璃は、小児脱毛症を患っている。慣れないウィッグはかゆみと違和感、
不安でいっぱいだ。将棋部に属するハルは「Hu・cafe」という将棋の指せるカフェを見つ
け、店主の夕子さんの人柄に惹かれるようになる。女流棋士として活躍していた夕子さん
は、訳あって引退し、カフェを開いたという……。大人への階段を上り始めた少女が、悩
みや苦しみを受け止めてゆく様をみずみずしく描く成長小説。

おとぎカンパニー 日本昔ばなし編

田丸雅智

4334913245
¥1500

桃太郎も浦島太郎も花咲か爺さんも…… !? 誰もが知っている日本昔ばなしを、ユーモア
たっぷりの現代ショートショートに奇跡のアレンジ!! 緊張の入社当日、はじめて挨拶した
上司は生まれたときから一寸、つまり三センチほどしかなく…… !? 「一寸上司（一寸法
師）」や、
「わらしべエージェンシー（わらしべ長者）」、
「鬼の救い（こぶとり爺さん）」など、
現代ショートショートの旗手による珠玉の全12編を収録!!

地棲魚
ち せ い ぎ ょ

4334913253
¥1100

嶺里俊介

行方不明だった叔父・赤石を訪ねた日、自動車内でムカデに襲われ死にかけた片桐が戻
ると、自宅が放火され、留守番をしていた友人・貫井の妻と娘が惨殺されていた⸺。さ
らに恐るべき『敵』は奇怪な力で大量の死者を出しながら、片桐を狙う。彼に逆転の方法
はあるのか!? 第19回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した著者が満を持して放つ伝
奇ホラー・サスペンス力作長編。

友喰い 県警対自衛隊〈最高機密〉
トップシークレット

安達瑶

4334913261
¥1500

日本海に面した小さな町の貨物岸壁に死体が漂着する。亡くなったのは海上自衛隊で掃海
艇に乗る一等海尉！ 刑事の溝口は自殺として形だけの捜査を命じられるが、死因に疑問
を抱く。やがて、その一等海尉と古参の部下との確執に辿り着くが、機密を盾にした自衛
隊側に阻まれる。美しい未亡人の謎の行動にも翻弄される溝口は、閉じられた空間での真
相に迫れるのか⸺。

サマワの悪魔 県警対自衛隊2

安達瑶

4334767982
¥650

防衛省からの事情聴取を受けに上京していた刑事・溝口の携帯に女からSOSが。彼女は、
一等海尉の夫を「謀殺」され行方不明になっていた謎の未亡人。駆けつけた溝口を待って
いたのは胸を切り開かれて死亡している彼女と、もう一人の男の死体！ 男は自衛官だっ
た。現場に残された謎の血文字と、男の経歴から浮かび上がってきたのは!? サスペンス
×エロスの傑作第2弾。
4334773672
¥600

悪漢記者

安達瑶

週刊誌の編集部で働いていた佐久間はある記事が原因で他部署に異動になった。3年ぶり
に編集部に戻る前日、ネタ元の全国紙記者と会っているところを暴力団員に襲われた佐久
間は、そのネタを手土産に復帰する。若い女性の連続殺人事件と自分が編集部を追われ
ることになった記事はどうつながるのか!? かつて「バズーカ」と業界で恐れられた男は
真実に迫れるのか⸺。

鄙の聖域 悪漢記者
ひな

4334776450
¥650

安達瑶

「不倫」「呪われた土地」「オカルト」……。埼玉県の山間部、熊代町で起こった一家六人
殺傷事件。「週刊超真相」の編集者・佐久間は、事件を煽情的な記事に仕立て上げた。
すると、編集部に一本の電話が。「本当のことが知りたい」。大怪我を負いながら唯一生き
残った長女からの訴えだった。佐久間は、記者と共に現場に向かう！ 凶行の裏側に隠さ
れた驚愕の真相とは!?

隠密旗本

4334779042
¥700

福原俊彦

世は元禄。公儀の手先「影廻衆」として密命を果たす旗本高鳥家の三男坊・三郎太は、
ある夜、商人が犬に襲われているところに居合わせた。三郎太は柳生新陰流の豪剣で商
人を救うが、背後に何者かの策謀があることに気づく。不仲の犬小屋奉行・斗真とともに、
謀略を仕掛ける黒幕を追う！ 赤穂浪士も登場する贅沢な一冊。

隠密旗本

荒事役者

福原俊彦

4334774482
¥700

「影廻衆」として公儀の密命を果たす旗本高鳥家の三男坊・三郎太。以前、助けた商人の
世話で歌舞伎見物に森田座を訪れる。舞台で異彩を放つ市川團十郎に感銘を受けた三郎
太だったが、芝居小屋周りで不審な人物を見かける。次第に明らかになってきた、その人
物の正体とは⸺。小納戸に出世した行平斗真とともに、天下を騒がす悪に挑む！ 待望
のシリーズ第二弾。

隠密旗本

本意にあらず

福原俊彦

4334777775
¥700

数々の公儀の密命を果たしてきた旗本集団「影廻衆」。その影廻衆と将軍の寵臣を繋いで
きた連絡役の行平斗真が何者かに殺害された。影廻衆の一人で、斗真の盟友でもある高
鳥三郎太は斗真の仇を追う。その後も襲われる影廻衆。三郎太たちを未曽有の窮地に追
い込む敵の正体とは。そして、その狙いとは⸺。三郎太の怒りの剣が爆発する！ シリー
ズ史上最高傑作の第三弾。

蜜と唾

盛田隆二

4334779123
¥700

亮平が書いたブラック企業体験ルポが雑誌に載った直後、4年ぶりに美帆子から電話がか
かってきた。美帆子はかつて亮平が家庭教師をしていた拓海の母親だ。拓海は中学受験を
前に交通事故で亡くなり、その死はふたりに暗い影を落としている、はずなのだが……。
この電話の2 ヵ月後、亮平の元を刑事が訪ねてくることになる。リアリズムの名手が放つ傑
作犯罪小説。
4334779174
¥850

二刀を継ぐ者 若鷹武芸帖

岡本さとる

「宮本武蔵？ ⸺知りません」。新たに仲間に加わったお光のひょんな言葉から、公儀武
芸帖編纂所頭取の新宮鷹之介たちは二刀流を調べることに。かつて二刀流を極めんとして
道場を開いていた大八に、一同は伝手を求めるが、実はそこに大八の悲しい過去が隠され
ていた。明るい男の陰に、一体何があったのか？ 爽やかな鷹之介が滅びゆく武術を追う
大人気シリーズ第五弾！

逃亡作法 TURD ON THE RUN

東山彰良

433477928X
¥600

脱獄すれば目玉が飛び出す “アイポッパー” というマイクロ・チップが埋め込まれ、逃亡
不可能と言われる囚人収容施設〈キャンプ〉の囚人たちに、千載一遇のチャンスが!? ツ
バメは囚人仲間のミユキ、モモと、なぜかついてきた連続少女暴行殺害犯の川原昇ととも
に、自由を求めて駆け出すが⸺。『流』で直木賞を受賞以後、破竹の勢いの著者、伝
説のデビュー作!!
4334779344
¥900

