
ISBN　978-4-408-　
著者名 書名 本体 ＮＯ 在庫 ISBNコード 注文数 著者名 書名 本体 ＮＯ 在庫 ISBNコード 注文数

赤川次郎 毛並みのいい花嫁 495 あ　１　１ 55009-1 梓林太郎 長崎・有田殺人窯変 620 あ　３　７ 55231-6

赤川次郎 花嫁は夜汽車に消える 495 あ　１　２ 55036-7 梓林太郎 旭川・大雪　白い殺人者 602 あ　３　８ 55265-1

赤川次郎
ＭとＮ探偵局
悪魔を追い詰めろ！

552 あ　１　３ 55050-3 梓林太郎
スーパーあずさ殺人車窓
山岳刑事・道原伝吉

722 あ　３　９ 55296-5

赤川次郎 花嫁たちの深夜会議 495 あ　１　４ 55077-0 梓林太郎 姫路・城崎温泉殺人怪道 620 あ　３　10 55326-9

赤川次郎
ＭとＮ探偵局
夜に向って撃て

552 あ　１　５ 55108-1 梓林太郎
爆裂火口
東京・上高地殺人ルート

722 あ　３　11 55374-0

赤川次郎 許されざる花嫁 495 あ　１　６ 55127-2 梓林太郎
函館殺人坂
私立探偵・小仏太郎

620 あ　３　12 55395-5

赤川次郎 売り出された花嫁 500 あ　１　７ 55170-8 梓林太郎 反逆の山 722 あ　３　13 55492-1

赤川次郎 死者におくる入院案内 593 あ　１　８ 55196-8 梓林太郎
遠州浜松殺人奏曲
私立探偵・小仏太郎

700 あ　３　14 55593-5

赤川次郎 崖っぷちの花嫁 528 あ　１　９ 55230-9 梓林太郎
天城越え殺人事件
私立探偵・小仏太郎

720 あ　３　15 55652-9

赤川次郎 恋愛届を忘れずに 593 あ　１ 10 55264-4 梓林太郎
津軽龍飛崎殺人紀行
私立探偵・小仏太郎

750 あ　３　16 55721-2

赤川次郎 花嫁は墓地に住む 556 あ　１　11 55295-8 蒼井上鷹 最初に探偵が死んだ 648 あ　４　１ 55042-8

赤川次郎 忙しい花嫁 639 あ　１　12 55324-5 蒼井上鷹
動物珈琲店（ペットカフェ）
ブレーメンの事件簿

620 あ　４　３ 55229-3

赤川次郎 四次元の花嫁 556 あ　１　13 55371-9 碧野　圭
銀盤のトレース
age15 転機

600 あ　５　１ 55057-2

赤川次郎 哀しい殺し屋の歌 593 あ　１　14 ◎ 55394-8 碧野　圭
銀盤のトレース
age16 飛翔

600 あ　５　２ 55064-0

赤川次郎 演じられた花嫁 593 あ　１　15 55412-9 碧野　圭 情事の終わり 600 あ　５　３ ○ 55083-1

赤川次郎 明日に手紙を 722 あ　１　16 55445-7 碧野　圭 全部抱きしめて 619 あ　５　４ 55141-8

赤川次郎 綱わたりの花嫁 593 あ　１　17 55479-2 碧野　圭 辞めない理由 593 あ　５　５ 55187-6

赤川次郎 幽霊はテニスがお好き 670 あ　１　18 55549-2 碧野　圭 スケートボーイズ 574 あ　５　６ 55391-7

赤川次郎 花嫁をガードせよ！ 620 あ　１　19 55591-1 朝比奈あすか 闘う女 639 あ　７　１ 55217-0

赤川次郎 忘れられた花嫁 700 あ　1  20 55629-1 安達　瑶 悪徳（ブラック）探偵 593 あ　８　１ ◎ 55232-3

赤川次郎 花嫁は迷路をめぐる 670 あ　1  21 55661-1 安達　瑶
悪徳（ブラック）探偵
お礼がしたいの

593 あ　８　２ ◎ 55297-2

赤川次郎 花嫁は歌わない 660 あ　1  22 55701-4 安達　瑶
悪徳（ブラック）探偵
忖度（そんたく）したいの

593 あ　８　3 ◎ 55372-6

赤川次郎 花嫁は三度ベルを鳴らす 670 あ　1  23 55730-4 安達　瑶
悪徳（ブラック）探偵
お泊りしたいの

667 あ　８　4 ◎ 55428-0

赤川次郎 逃げこんだ花嫁 690 あ　1  24 12/6 55772-4 安達　瑶
悪徳（ブラック）探偵
ドッキリしたいの

676 あ　８　5 ◎ 55493-8

明野照葉 25時のイヴたち 686 あ　２　１ 55017-6 安達　瑶 悪女列車 720 あ　８　6 55594-2

明野照葉 感染夢 648 あ　２　２ 55037-4 安達　瑶 紳士と淑女の出張食堂 720 あ　８　7 55662-8

明野照葉 家族トランプ 600 あ　２　３ 55109-8 安達　瑶 悪徳令嬢 700 あ　８　8 55745-8

明野照葉 浸蝕 593 あ　２　４ 55241-5 相場英雄 フェイクマネー　偽金 741 あ　９　１ 55263-7

梓林太郎 松島・作並殺人回路 619 あ　３　１ 55024-4 相場英雄 復讐の血 593 あ　９　２ 55325-2

梓林太郎 十和田・奥入瀬殺人回流 619 あ　３　２ 55070-1 相場英雄 ファンクション７ 830 あ　９　３ 55651-2

梓林太郎 信州安曇野　殺意の追跡 619 あ　３　３ 55114-2 姉小路祐 偽装法廷 593 あ　10　1 55273-6

梓林太郎 秋山郷　殺人秘境 619 あ　３　４ 55149-4 藍川京 散華 593 あ　11　１ 55294-1

梓林太郎 高尾山　魔界の殺人 593 あ　３　５ 55171-5

梓林太郎 富士五湖　氷穴の殺人 593 あ　３　６ 55197-5
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あさのあつこ 花や咲く咲く 593 あ 12 1 ○ 55312-2 五十嵐貴久 マーダーハウス 740 い　３　６ 55722-9

あさのあつこ
風を繡（ぬ）う　　針と剣
縫箔屋事件帖

685 あ 12 2 ○ 55491-4 五木寛之 スペインの墓標 619 い  4  1 55031-2

あさのあつこ
風を結（ゆ）う
針と剣　　縫箔屋事件帖

740 あ 12 3 55773-1 五木寛之
生かされる命をみつめて
＜自分を愛する＞編

556 い  4  2 55253-8

阿川大樹 終電の神様 593 あ 13 1 ◎ 55347-4 五木寛之
生かされる命をみつめて
＜見えない風＞編

556 い  4  3 55254-5

阿川大樹
終電の神様
始発のアフターファイブ

611 あ 13 2 ◎ 55437-2 五木寛之 ゆるやかな生き方 602 い  4  4 55303-0

阿川大樹
終電の神様
台風の夜に

700 あ 13 3 ◎ 55592-8 乾　ルカ あの日にかえりたい 571 い ６ 1 55128-9

阿川大樹
終電の神様
殺し屋の夜

700 あ 13 4 ◎ 55744-1 乾　ルカ 森に願いを 667 い ６ 2 55410-5

相澤りょう ねこあつめの家 648 あ 14 1 55346-7 石持浅海 攪乱者 619 い 7  1 55150-0

有栖川有栖 幻想運河 685 あ 15  1 55348-1 石持浅海 煽動者 667 い 7  2 55243-9

有栖川有栖 ジュリエットの悲鳴 648 あ 15  2 55357-3 伊園　旬
怪盗はショールームで
お待ちかね

556 い  8  1 55172-2

青柳碧人 彩菊あやかし算法帖 620 あ 16  1 55370-2 伊兼源太郎
密告はうたう
警視庁監察ファイル

685 い 9  1 55470-9

青柳碧人
彩菊あやかし算法帖
からくり寺の怪

720 あ 16  2 55604-8 伊兼源太郎
ブラックリスト
警視庁監察ファイル

720 い 13  2 55673-4

天祢涼 探偵ファミリーズ 648 あ 17　1 55373-3 伊東　潤 敗者烈伝 741 い 14  1 55536-2

アル・ゴア 不都合な真実 1,000 あ 18　1 ◎ 55393-1 井上ひさし 野球盲導犬チビの告白 1,000 い  15 1 55615-4

彩瀬まる 桜の下で待っている 593 あ 19　1 ◎ 55402-0 伊吹有喜 彼方の友へ 850 い 16  1 55616-1

安東能明 女形警部 667 あ 20　1 55469-3 岩城裕明
呪いのカルテ
たそがれ心霊クリニック

650 い　19　1 55676-5

安倍夜郎 酒の友　めしの友 680 あ 21  1 55550-8 内田康夫
名探偵浅見光彦の
食いしん坊紀行

724 う  1  1 55000-8

朝倉かすみ ぼくとおれ 670 あ 22 1 55561-4 内田康夫 砂冥宮 600 う　１　２ 55051-0

秋吉理香子 婚活中毒 650 あ 23 4 ◎ 55605-5 内田康夫 風の盆幻想 590 う　１　３ ○ 55129-6

安生　正 襲撃犯 780 あ 24　1 55606-2 内田康夫 浅見光彦からの手紙 593 う　１　４ 55198-2

天野千尋 ミセス・ノイズィ 680 あ  25  １ 55630-7 内田康夫 しまなみ幻想 620 う　１　５ 55298-9

我孫子武丸 監禁探偵 780 あ  27  １ 新 55756-4 牛山隆信 秘湯めぐりと秘境駅 780 う　４　１ 55459-4

池井戸　潤 空飛ぶタイヤ 1,000 い 11  1 ◎ 55272-9 浦賀和宏 カインの子どもたち 648 う　５　１ 55460-0

池井戸　潤 不祥事 639 い 11  2 ○ 55283-5 植田文博 ９９の羊と２００００の殺人 676 う　６　１ 55494-5

池井戸　潤 仇敵 593 い 11  3 ◎ 55284-2
宇佐美まこ
と

少女たちは夜歩く 740 う　7　1 55677-2

伊坂幸太郎・
中島京子他

Re-born はじまりの一歩 619 い  1  1 55018-3 江上　剛 銀行支店長、走る 694 え　１　１ ◎ 55219-4

伊坂幸太郎 砂漠 722 い　12 1 ◎ 55382-5 江上　剛 退職歓奨 630 え　１　２ ◎ 55255-2

伊坂幸太郎 フーガはユーガ 720 い　12 2 ◎ 55688-8 江上　剛 銀行支店長、追う 694 え　１　３ 55338-2

井上篤夫 志高く  孫正義正伝　新版　 741 い 2  2 55215-6 江上　剛 銀行支店長、泣く 800 え　１　４ 55664-2

五十嵐貴久 年下の男の子 686 い 3  1 ◎ 55030-5 恩田　陸 いのちのパレード 629 お　１　１ 55001-5

五十嵐貴久 ウエディング・ベル 593 い 3  2 ○ 55163-0
太田忠司・
大矢博子編

探偵・藤森涼子の事件簿 648 お　２　１ 55078-7

五十嵐貴久 可愛いベイビー 685 い 3  3 55349-8 太田忠司 偽花 593 お　２　２ 55205-7

五十嵐貴久 学園天国 722 い 3  4 55403-7 越智月子 不惑ガール 620 お　４　１ 55396-2

五十嵐貴久 あの子が結婚するなんて 700 い 3  5 55581-2 おかざき登
占い居酒屋べんてん
看板娘の開運調査

639 お　５　１ 55461-7
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沖田正午 お家あげます 648 お　６　１ 55462-4
窪　美澄
ほか

あのころの、 552 く　２　１ 55072-5

沖田正午 おれは百歳、あたしも百歳 700 お　６　２ 55562-1 黒田研二 クレイジー・クレーマー 619 く　３　１ 55073-2

小野寺史宜 人生は並盛で 667 お　７　１ 55463-1 熊谷達也
オヤジ・エイジ・
ロックンロール

686 く　５　１ 55102-9

小野寺史宜 タクジョ！ 740 お　７　2 新 55759-5 熊谷達也
ティーンズ・エッジ・
ロックンロール

648 く　５　２ 55384-9

大山誠一郎 アリバイ崩し承ります 680 お　８　１ ◎ 55548-5 草凪優 堕落男 593 く　６　１ 55190-6

大林宣彦 ぼくの映画人生 950 お　10　1 55603-1 草凪優 悪い女 593 く　６　２ 55258-3

岡崎琢磨
下北沢インディーズ
ライブハウスの名探偵

700 お　12　1 新 55758-8 草凪優 愚妻 639 く　６　３ 55328-3

風野真知雄 東海道五十三次殺人事件
歴史探偵・月村弘平の事件簿

600 か　１　２ 55101-2 草凪優 欲望狂い咲きストリート 593 く　６　４ 55359-7

風野真知雄 信長・曹操殺人事件
歴史探偵・月村弘平の事件簿

574 か　1　４ 55188-3 草凪優 地獄のセックスギャング 630 く　６　５ 55446-4

風野真知雄 「おくのほそ道」殺人事件
歴史探偵・月村弘平の事件簿

620 か　1　6 55327-6 草凪優 黒闇（くろやみ） 815 く　６　６ 55480-8

風野真知雄 坂本龍馬殺人事件
歴史探偵・月村弘平の事件簿

620 か　1　7 55411-2 草凪　優
知らない女が僕の部屋で
死んでいた

680 く　６　７ 55595-9

風野真知雄 東京駅の歴史殺人事件
歴史探偵・月村弘平の事件簿

676 か　1　8 55495-2 草凪　優 アンダーグラウンド・ガールズ 800 く　６　8 55641-3

風野真知雄 葛飾北斎殺人事件
歴史探偵・月村弘平の事件簿

700 か　1　9 55632-1 草凪　優 冬華と千夏 800 く　６　9 55679-6

川端康成 乙女の港 762 か　２　１ ○ 55053-4 草凪　優 私を抱くと死ぬらしい 750 く　６　10 55712-0

伽古屋圭市 からくり探偵・百栗柿三郎 593 か　４　１ ◎ 55206-4 草凪　優 初情 750 く　６　11 3/1 55786-1

伽古屋圭市
からくり探偵・百栗柿三郎
櫻の中の記憶

593 か　４　2 55274-3 黒野伸一 本日は遺言日和 593 く　７　１ 55266-8

伽古屋圭市
ねんねこ書房謎解き帖
文豪の尋ね人

648 か　４　3 55427-3 倉知　淳
豆腐の角に頭ぶつけて
死んでしまえ事件

740 く　9　1 55642-0

門井慶喜 竹島 787 か　５　１ 55234-7 倉阪鬼一郎 24時間走の幻影 740 く　４　10 55690-1

加藤実秋 さくらだもん！ 556 か　６　１ 55257-6 今野　敏 デビュー 600 こ　２　７ ◎ 55135-7

加藤実秋
桜田門のさくらちゃん
警視庁窓際捜査班

556 か　６　２ 55285-9 今野　敏 殺人ライセンス 648 こ　２　８ ◎ 55157-9

紙吹みつ葉 柴公園 704 か　９　１ 55455-6 今野　敏 叛撃 593 こ　２　９ ◎ 55267-5

北　杜夫 マンボウ家族航海記 600 き　２　１ 55054-1 今野　敏 襲撃 639 こ　２　１０ ◎ 55329-0

北　杜夫 マンボウ最後の名推理 533 き　２　３ 55142-5 今野　敏 マル暴甘糟 694 こ　２　１１ ◎ 55385-6

北　杜夫 マンボウ最後の家族旅行 574 き　２　４ 55189-0 今野　敏 男たちのワイングラス 667 こ　２　１２ ◎ 55419-8

北上秋彦 現場痕 630 き　３　１ 55235-4 今野　敏 マル暴総監 741 こ　２　１３ ◎ 55496-9

北大路公子
流されるにもホドがある
キミコ流行漂流記

620 き　４　１ 55358-0 今野　敏 潜入捜査　<新装版> 720 こ　２　14 ◎ 55643-7

北川恵海
真夜中のメンター
死を忘れるなかれ

680 き　6　1 55689-5 今野　敏 排除　潜入捜査　<新装版> 720 こ　２　15 ◎ 55656-7

鯨統一郎 幕末時そば伝 619 く　１　１ 55058-9 今野　敏 処断　潜入捜査　<新装版> 720 こ　２　16 ◎ 55665-9

鯨統一郎 邪馬台国殺人紀行　 619 く　１　２ ○ 55111-1 今野　敏 罪責　潜入捜査　<新装版> 720 こ　２　17 ◎ 55680-2

鯨統一郎 大阪城殺人紀行 630 く　１　３ ○ 55236-1 今野　敏 臨界　潜入捜査　<新装版> 720 こ　２　18 ◎ 55692-5

鯨統一郎 歴女美人探偵アルキメデス 648 く　１　４ ○ 55375-7 今野　敏 終極　潜入捜査　<新装版> 720 こ　２　19 ◎ 55703-8

鯨統一郎 戦国武将殺人紀行 759 く　１　５ 55438-9
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近藤史恵
モップの魔女は
呪文を知ってる

619 こ　３　１ ○ 55060-2 佐川光晴 鉄道少年 620 さ 6 1 55352-8

近藤史恵 演じられた白い夜 514 こ　３　２ ○ 55103-6 佐川光晴 駒音高く 700 さ 6 2 55644-4

近藤史恵
モップの精と
二匹のアルマジロ

600 こ　３　３ ○ 55115-9 桜井真琴 ある日、お母さんが美少女に 680 さ　７　１ 55583-6

近藤史恵 天使はモップを持って 667 こ　３　４ ○ 55447-1 西條奈加 永田町小町バトル 820 さ 8 1 55666-6

近藤史恵 モップの精は深夜に現れる 648 こ　３　５ ○ 55464-8 下村敦史 ヴィクトリアン・ホテル 780 し　10　１ ◎ 3/1 55788-5

近藤史恵 モップの精は旅に出る 648 こ　３　６ ○ 55472-3 周木律 不死症（アンデッド） 648 し　２　１ ◎ 55299-6

坂井希久子 秘めやかな蜜の味 514 さ　２　１ 55086-2 周木律 幻屍症　インビジブル 649 し　２　２ ○ 55360-3

坂井希久子 恋するあずさ号 593 さ　２　２ 55221-7 周木律 土葬症　ザ・グレイヴ 667 し　２　３ ○ 55481-5

佐藤青南 白バイガール 593 さ　４　１ 55276-7 小路幸也 モーニング　Mourning 619 し　１　１ ○ 55020-6

佐藤青南
白バイガール
幽霊ライダーを追え！

648 さ　４　２ 55339-9 小路幸也
コーヒーブルース
Ｃｏｆｆｅｅ　ｂｌｕｅｓ

685 し　１　２ ◎ 55208-8

佐藤青南
白バイガール
駅伝クライシス

593 さ　４　３ 55392-4 小路幸也
ビタースイートワルツ
Bittersweet　Waltz

639 し　２　１ ◎ 55305-4

佐藤青南
白バイガール
最高速アタックの罠

685 さ　４　４ 55473-0 小路幸也
スローバラード
Ｓlow　baｌｌａｄ

750 し　１　４ ◎ 55564-5

佐藤青南
白バイガール
爆走！五輪大作戦

680 さ　４　５ 55584-3 朱川湊人 遊星小説 593 し　３　１ 55315-3

佐藤青南
白バイガール
フルスロットル

740 さ　４　６ 55657-4 朱川湊人
私の幽霊
ニーチェ女史の異界手帖

694 し　３　２ 55540-9

沢里裕二 処女刑事 593 さ　３　１ ◎ 55207-1 嶋中　潤 死刑狂騒曲 685 し　４　１ 55448-8

沢里裕二
処女刑事
六本木vs歌舞伎町

593 さ　３　2 ○ 55277-4 嶋中　潤
オーバー・エベレスト
陰謀の氷壁

650 し　４　２ 55539-3

沢里裕二
処女刑事
大阪バイブレーション

593 さ　３　3 ○ 55314-6 真藤順丈 七日じゃ映画は撮れません 1,204 し　５　１ 55449-5

沢里裕二
処女刑事
横浜セクシーゾーン

593 さ　３　4 ○ 55353-5 渋沢栄一 富と幸せを生む知恵 593 し　６　１ ◎ 55457-0

沢里裕二
極道刑事(クロデカ）
新宿アンダーワールド

593 さ　３　5 ○ 55386-3 渋沢秀雄 父　渋沢栄一 820 し　7　1　 55634-5

沢里裕二
処女刑事
札幌ピンクアウト

602 さ　３　6 ○ 55404-4 白井智之 お前の彼女は二階で茹で死に 770 し　9　1 55748-9

沢里裕二
極道刑事(クロデカ）
東京ノワール

630 さ　３　7 ○ 55440-2 椙本孝思 スパイダー・ウェブ 694 す　１　１ 55245-3

沢里裕二
処女刑事
東京大開脚

639 さ　３　8 ○ 55465-5 椙本孝思 読んではいけない殺人事件 741 す　１　２ 55441-9

沢里裕二
極道刑事(クロデカ）
ミッドナイトシャッフル

648 さ　３　9 ○ 55538-6 谷村志穂 暗闇のリラ 600 た　１　２ 55158-6

沢里裕二 処女刑事
性活安全課vs世界犯罪連合

650 さ　３　10 ○ 55563-8 高橋克彦 たまゆらり 533 た　３　１ 55039-8

沢里裕二 湘南桃色ハニー 680 さ　３　11 ○ 55608-6
高橋克彦
荒俣宏

荒俣宏･高橋克彦の
岩手ふしぎ旅

600 た　３　２ 55093-0

沢里裕二
極道刑事
キングメーカーの野望

680 さ　３　1２ ○ 55618-5 瀧羽麻子 はれのち、ブーケ 600 た　４　１ 55104-3

沢里裕二
アケマン
警視庁ＬＳＰ　明田真子

680 さ　３　1３ ○ 55658-1 瀧羽麻子 ぱりぱり 593 た　４　２ 55362-7

沢里裕二 桃色選挙 700 さ　３　14 ○ 55681-9 大門剛明 ぞろりん　がったん 552 た　５　１ 55130-2

沢里裕二 処女総理 700 さ　３　15 ○ 55693-2 大門剛明 鍵師ギドウ 648 た　５　２ 55340-5

沢里裕二
処女刑事
琉球リベンジャー

700 さ　３　11 55732-8 田中啓文 こなもん屋うま子 619 た　６　１ 55136-4

沢里裕二
極道刑事
地獄のロシアンルーレット

730 さ　３　17 新 55760-1 田中啓文
こなもん屋うま子
大阪グルメ総選挙

593 た　６　２ 55191-3

桜木紫乃 星々たち 593 さ　5 1 ○ 55313-9
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田中啓文 漫才刑事（デカ） 639 た　６　３ 55321-4 堂場瞬一 チーム２ 694 と　１　13 ◎ 55259-0

田中啓文 力士探偵シャーロック山 722 た　６　４ 55442-6 堂場瞬一 独走 741 と　１　14 ◎ 55330-6

田中啓文 文豪宮本武蔵 700 た　６　５ 55596-6 堂場瞬一 ルール 694 と　１　15 ◎ 55387-0

橘　真児 童貞島 593 た　７　１ 55222-4 堂場瞬一 １９３４年の地図 800 と　１　16 ◎ 55620-8

平　安寿子
こんなわたしで、
ごめんなさい

593 た　８　１ 55287-3 堂場瞬一 ザ・ウォール 800 と　１　17 55714-4

平　安寿子 愛にもいろいろありまして 593 た　８　２ 55361-0 土橋章宏
金の殿
時をかける大名・徳川宗春

648 と　4　1 55341-2

田丸雅智 ふしぎの旅人 648 た　10　1 55541-6 鳴海　章 オマワリの掟 743 な　２　１ 55067-1

知念実希人 仮面病棟 593 ち　１　１ ◎ 55199-9 鳴海　章
マリアの骨
浅草機動捜査隊

648 な　２　２ ○ 55087-9

知念実希人 時限病棟 593 ち　１　２ ◎ 55316-0 鳴海　章 月下天誅　浅草機動捜査隊 648 な　２　３ ○ 55106-7

知念実希人 リアルフェイス 667 ち　１　３ ◎ 55420-4 鳴海　章 刑事の柩　浅草機動捜査隊 648 な　２　４ ○ 55137-1

知念実希人 レゾンデートル 759 ち　１　４ ◎ 55474-7 鳴海　章 刑事小町　浅草機動捜査隊 639 な　２　５ ○ 55164-7

知念実希人 誘拐遊戯 720 ち　１　５ ◎ 55542-3 鳴海　章 失踪　浅草機動捜査隊 639 な　２　６ ○ 55200-2

知念実希人 崩れる脳を抱きしめて 700 ち　１　６ ◎ 55619-2 鳴海　章 カタギ　浅草機動捜査隊 639 な　２　７ ○ 55224-8

千早　茜 桜の首飾り 593 ち　２　１ 55209-5 鳴海　章 刑事道　浅草機動捜査隊 639 な　２　８ ○ 55269-9

柄刀　一 システィーナ・スカル 848 つ　1　３ 55152-4 鳴海　章 鎮魂　浅草機動捜査隊 648 な　２　９ ○ 55331-3

津本　陽
深淵の色は
佐川幸義伝

770 つ 2 6 55723-6 鳴海　章 流転　浅草機動捜査隊 676 な　２　１０ ○ 55406-8

津村記久子 枕元の本棚 676 つ　３　１ 55543-0 鳴海　章 情夜　浅草機動捜査隊 704 な　２　１１ ○ 55482-2

辻　真先 夜明け前の殺人 760 つ　５　１ 55713-7 鳴海　章
相勤者（パートナー）
浅草機動捜査隊

720 な　２　12 ○ 55621-5

辻　真先 殺人の多い料理店 700 つ　５　2 55749-6 七尾与史 歯科女探偵 685 な　４　１ 55376-4

辻　真先 赤い鳥、死んだ。 760 つ　５　3 3/1 55789-2 中山七里 嗤う淑女 694 な　5　１ ◎ 55398-6

堂場瞬一 水を打つ（上） 648 と　１　１ ○ 55002-2 中山七里 ふたたび嗤う淑女 740 な　5　２ ◎ 55682-6

堂場瞬一 水を打つ（下） 648 と　１　２ ○ 55012-1 名取佐和子 逃がし屋トナカイ 648 な　6　１ ○ 55421-1

堂場瞬一 チーム 686 と　１　３ ◎ 55023-7 西村京太郎
十津川警部
鳴門の愛と死

552 に　１　１ 55013-8

堂場瞬一 ミス・ジャッジ 686 と　１　４ ○ 55034-3 西村京太郎 伊豆急「リゾート21」の証人 552 に　１　２ 55028-2

堂場瞬一 大延長 686 と　１　５ ◎ 55040-4 西村京太郎 母の国から来た殺人者 600 に　１　３ 55055-8

堂場瞬一 焔　The Flame 686 と　１　６ ○ 55046-6 西村京太郎
十津川警部
あの日、東海道で

600 に　１　４ 55068-8

堂場瞬一 ラストダンス 686 と　１　７ ○ 55081-7 西村京太郎
十津川警部捜査行
殺意を運ぶリゾート特急

619 に　１　５ 55096-1

堂場瞬一 BOSS 648 と　１　８ ○ 55116-6 西村京太郎
十津川警部
赤と白のメロディ

600 に　１　６ 55113-5

堂場瞬一 ２０（ニジュウ） 648 と　１　９ ○ 55143-2 西村京太郎 帰らざる街、小樽よ 600 に　１　７ 55138-8

堂場瞬一 ヒート 694 と　１　１０ ○ 55173-9 西村京太郎
十津川警部
西武新宿線の死角

600 に　１　８ ○ 55159-3

堂場瞬一
10　‐ten-
俺たちのキックオフ

694 と　１　１１ ◎ 55239-2 西村京太郎
十津川警部捜査行
東海道殺人エクスプレス

620 に　１　９ 55183-8

堂場瞬一 キング 759 と　１　12 ◎ 55246-0
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西村京太郎
十津川警部
わが屍に旗を立てよ

602 に　１　10 55212-5 新津きよみ 夫以外 593 に　５　１ ○ 55289-7

西村京太郎 私が愛した高山本線 602 に　１　11 55248-4 新津きよみ 妻の罪状 720 に　５　2 55696-3

西村京太郎
十津川警部　東北新幹線
「はやぶさ」の客

602 に　１　12 55278-1 新津きよみ なまえは語る 730 に　５　3 55775-5

西村京太郎
十津川警部捜査行
北国の愛、北国の死

620 に　１　13 55306-1 西村　健 バスを待つ男 700 に　７　１ 55588-1

西村京太郎
十津川警部捜査行
日本縦断殺意の軌跡

648 に　１　14 55342-9 西村　健 バスへ誘う男 800 に　７　２ 3/1 55790-8

西村京太郎
十津川警部捜査行
伊豆箱根事件簿

667 に　１　15 55363-4 西川　司 異邦の仔
バイトで行ったイラクで地獄を見た

780 に　８　１ 55627-7

西村京太郎
十津川警部捜査行
八月十四日夜の殺人

593 に　１　16 55377-1 似鳥　鶏 名探偵誕生 740 に　9　1 55683-3

西村京太郎
十津川警部捜査行
阿蘇・鹿児島殺意の車窓

667 に　１　17 55415-0 貫井徳郎 微笑む人 620 ぬ　１　１ ◎ 55261-3

西村京太郎
十津川警部
北陸新幹線殺人事件

602 に　１　18 55422-8 貫井徳郎 プリズム 720 ぬ　１　2 55733-5

西村京太郎
十津川警部捜査行
北の欲望　南の殺意

667 に　１　19 55430-3 貫井徳郎 追憶のかけら　現代語版 1,150 ぬ　１　3 55742-7

西村京太郎
十津川警部捜査行
車窓に流れる殺意の風景

667 に　１　20 55483-9 貫井徳郎 罪と祈り 870 ぬ　１　4 新 55743-4

西村京太郎 若狭・城崎殺人ルート 648 に　１　21 55544-7 野沢　尚
野沢尚の　ミステリードラ
マは眠らない

593 の　１　１ 55166-1

西村京太郎
札沼線の愛と死
新十津川町を行く

680 に　１　22 55587-4 春口裕子 隣に棲む女 600 は　１　１ ◎ 55041-1

西村京太郎
二つ（ダブル）の
首相暗殺計画

700 に　１　23 55622-2 春口裕子 悪母 685 は　1　2 ○ 55485-3

西村京太郎
十津川警部捜
愛と幻影の谷川特急

760 に　１　23 55645-1 花房観音 寂花の雫 533 は　２　１ 55088-6

西村京太郎
十津川警部
出雲伝説と木次線

700 に　１　25 55697-0 花房観音 萌えいづる 533 は　２　２ 55139-5

西村京太郎
十津川警部捜査行
東海特急殺しのダイヤ

780 に　１　26 55724-3 花房観音 半乳捕物帳 593 は　２　３ 55400-6

西村京太郎 十津川警部
怒りと悲しみのしなの鉄道

730 に　１　27 新 55761-8 花房観音 紫の女 630 は　２　４ 55452-5

西澤保彦 腕貫探偵 600 に　２　１ ◎ 55062-6 花房観音 好色入道 740 は　2　5 55557-7

西澤保彦 腕貫探偵、残業中 600 に　２　２ ◎ 55082-4 花房観音 秘めゆり 680 は　２　６ 55598-0

西澤保彦
モラトリアム･シアター
produced by 腕貫探偵

600 に　２　３ ○ 55095-4 花房観音 ごりょうの森 690 は　２　７ 55725-0

西澤保彦 必然という名の偶然 600 に　２　４ ○ 55117-3 原　宏一 大仏男 619 は　３　１ 55118-0

西澤保彦 笑う怪獣 593 に　２　５ ○ 55165-4 原　宏一 穴 546 は　３　２ 55174-6

西澤保彦
小説家 森奈津子の
華麗なる事件簿

694 に　２　６ 55225-5 原田マハ 星がひとつほしいとの祈り 600 は　４　１ ◎ 55145-6

西澤保彦
小説家 森奈津子の
妖艶なる事件簿

759 に　２　７ 55237-8 原田マハ 総理の夫  新版 800 は　４　3 ◎ 55628-4

西澤保彦 探偵が腕貫を外すとき 593 に　２　８ 55300-9 葉月奏太 ももいろ女教師 593 は　６　１ 55202-6

西澤保彦 帰ってきた腕貫探偵 670 に　2　9 55555-3 葉月奏太 昼下がりの人妻喫茶 593 は　６　２ 55271-2

西澤保彦
逢魔が刻
腕貫探偵リブート

700 に　2　10 55776-2 葉月奏太
ぼくの管理人さん
さくら荘満開恋歌

593 は　６　３ 55332-0

二階堂黎人 東尋坊マジック 750 に　３　１ 55201-9 葉月奏太 女医さんに逢いたい 593 は　６　４ 55399-3

西川美和
映画にまつわるｘについ
て

593 に　４　１ 55247-7 葉月奏太 しっぽり商店街 593 は　６　５ 55423-5

西川美和 映画にまつわるｘについて２ 700 に　４　１ 55614-7 葉月奏太 未亡人酒場 630 は　６　６ 55451-8

葉月奏太
いけない人妻
復讐代行屋・矢島香澄

630 は　６　７ 55484-6
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葉月奏太 人妻合宿免許 630 は　6　8 55556-0 真梨幸子 ６月31日の同窓会 676 ま　２　１　 ◎ 55466-2

葉月奏太
盗撮コネクション
復讐代行屋・矢島香澄

680 は　６　9 55610-9 前川　裕 文豪芥川教授の殺人講座 700 ま　３　１ 55590-4

葉月奏太
癒しの湯
若女将のおもてなし

680 は　６  10 55636-9 前田司郎 園児の血 700 ま　4　１ 55637-6

葉月奏太
寝取られた婚約者
復讐代行屋・矢島香澄

680 は　６  11 55670-3 宮下奈都 よろこびの歌 533 み　２　１ 55099-2

葉月奏太
癒しの湯
仲居さんのおもいやり

680 は　６  12 55704-5 宮下奈都 終わらない歌 593 み　２　２ 55262-0

葉月奏太 酒とバイクと愛しき女（ひと） 680 は　６  13 55750-2 宮下奈都
はじめからその話を
すればよかった

630 み　２　３ 55293-4

葉月奏太
癒しの湯
未亡人女将のお気づか
い

720 は　６  14 55777-6 宮下奈都
緑の庭で寝ころんで
完全版

750 み　２　４ 55624-6

早見　俊 覆面刑事 貫太郎 667 は　７　１ 55249-1
三浦雄一郎・三浦
敬三・三浦豪太 三浦家のDNA 533 み　３　１ 55125-8

早見　俊 女忍び　明智光秀くノ一帖 720 は　７　2 55684-0 南　英男 刑事くずれ 593 み　7　1 55279-8

畑野智美 運転、見合わせ中 667 は　８　１ 55355-9 南　英男 裏捜査 648 み　7　2 55307-8

原田ひ香 三人屋 620 は　９　１ ○ 55407-5 南　英男
切断魔
警視庁特命捜査官

648 み　7　3 55337-5

原田ひ香 サンドの女　　三人屋 680 は　９　2 ○ 55646-8 南　英男 特命警部 667 み　7　4 55343-6

馳　星周 神（カムイ）の涙 830 は　10　1 ○ 55635-2 南　英男 特命警部　醜悪 667 み　7　5 55356-6

羽田圭介 ５時過ぎランチ 690 は　12　1 55698-7 南　英男 特命警部　狙撃 667 み　7　6 55364-1

東野圭吾 白銀ジャック 648 ひ　１　１ ◎ 55004-6 南　英男 特命警部　札束 667 み　7　7 55378-8

東野圭吾 疾風ロンド 648 ひ　１　２ ◎ 55148-7 南　英男 報復の犬 694 み　7　8 55409-9

東野圭吾 雪煙チェイス 648 ひ　１　３ ◎ 55323-8 南　英男 探偵刑事 685 み　7　9 55431-0

東野圭吾 恋のゴンドラ 667 ひ　１　４ ◎ 55545-4 南　英男 捜査魂 685 み　7　10 55467-9

東川篤哉 放課後はミステリーとともに 619 ひ　４　１ ○ 55146-3 南　英男 強奪　捜査魂 685 み　7　11 55476-1

東川篤哉
探偵部への挑戦状放課後は
ミステリーとともに 620 ひ　４　2 55319-1 南　英男 首謀者　捜査魂 685 み　7　12 55486-0

東山彰良 ファミリー・レストラン 593 ひ　６　１ ○ 55203-3 南　英男 飼育者　強請屋稼業 800 み　7　13 55546-1

福田和代 走れ病院 620 ふ　４　１ 55193-7 南　英男 盗聴　強請屋稼業 800 み　7　14 55566-9

藤岡陽子 むかえびと 667 ふ　6　1 55416-7 南　英男 強欲　強請屋稼業 800 み　7　15 55589-8

藤田宜永 彼女の恐喝 880 ふ　7　1 55647-5 南　英男 脅迫　強請屋稼業 800 み　7　16 55611-6

誉田哲也 主よ、永遠の休息を 648 ほ　１　１ ○ 55097-8 南　英男 警視庁極秘指令 780 み　7　17 55638-3

本多静六 私の財産告白 600 ほ　２　１ 55122-7 南　英男
謀殺遊戯
警視庁極秘指令

780 み　7　18 55648-2

本多静六 私の生活流儀 600 ほ　２　２ 55123-4 南　英男
偽装連鎖
警視庁極秘指令

780 み　7　19 55672-7

本多静六 人生計画の立て方 600 ほ　２　３ 55124-1 南　英男
罠の女
警視庁極秘指令

780 み　7　20 55685-7

穂高明 夜明けのカノープス 546 ほ　３　１ 55389-4 南　英男 裁き屋稼業 780 み　7　21 55706-9

本城雅人 代理人　善場圭一の事件簿 720 ほ　4　１ 55599-7 南　英男 残虐　裁き屋稼業 780 み　7　22 55716-8

保坂祐希 人斬り美沙の人事査定帳 700 ほ　3　1 55751-9 南　英男 邪欲　裁き屋稼業 780 み　7　23 55726-7
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南　英男 毒蜜　決定版 840 み　7　24 55734-2 森村誠一 純愛の証明 552 も　１　１ 55006-0

南　英男 毒蜜　残忍犯　決定版 780 み　7　25 55752-6 森村誠一 ビジョンの条件 619 も　１　２ 55029-9

南　英男 毒蜜　人狩り　決定版 780 み　7　26 55763-2 森村誠一 月光の刺客 619 も　１　３ 55160-9

南　英男 毒蜜　天敵　決定版 780 み　7　27 55779-3 森村誠一 砂漠の駅(ステーション） 620 も　１　４ 55251-4

南　英男 禁断捜査 760 み　7　28 3/1 55791-5 森村誠一
美しき幻影
遥かなる墓標のもとに

593 も　１　５ 55366-5

南　綾子 わたしの好きなおじさん 571 み　４　１ 55132-6 木宮条太郎 水族館ガール 639 も　４　１ ◎ 55176-0

皆川博子 薔薇忌 593 み　５　１ 55175-3 木宮条太郎 水族館ガール２ 620 も　４　２ ◎ 55240-8

水沢秋生 運び屋 593 み　６　１ 55204-0 木宮条太郎 水族館ガール３ 620 も　４　３ ◎ 55302-3

三角ともえ はだかのパン屋さん 593 み　７　１ 55311-5 木宮条太郎 水族館ガール４ 648 も　４　４ ◎ 55369-6

水生大海 ランチ探偵 593 み　９　1 55320-7 木宮条太郎 水族館ガール５ 639 も　４　５ ◎ 55426-6

水生大海
ランチ探偵
容疑者のレシピ

593 み　９　2 55333-7 木宮条太郎 水族館ガール６ 667 も　４　６ ◎ 55487-7

水生大海
ランチ探偵
彼女は謎に恋をする

720 み　９　3 55715-1 木宮条太郎 水族館ガール７ 680 も　４　７ ◎ 55601-7

三浦しおん ぐるぐる♡博物館 680 み　10　１ 55623-9 木宮条太郎 水族館ガール８ 700 も　４　8 ◎ 55674-1

武良布枝 ゲゲゲの女房 600 む　１　１ 55049-7 木宮条太郎 水族館ガール９ 720 も　４　9 ◎ 55738-0

睦月影郎 淫ら上司 593 む　２　１ 55186-9 守屋弘太郎 戦飯（いくさめし） 593 も　5　1 55282-8

睦月影郎 姫の秘めごと 593 む　２　２ 55216-3 森沢明夫
かたつむりがやってくる
たまちゃんのおつかい便 778 も　６　１ 55478-5

睦月影郎 淫ら病棟 593 む　２　３ 55250-7 モノカキ・アエル くちぶえカルテット 700 も　９　１ 55625-3

睦月影郎 時を駆ける処女 593 む　２　４ 55290-3 山木美里
ホタル探偵の
京都はみだし事件簿

593 や　６　１ 55301-6

睦月影郎 淫ら歯医者 593 む　２　５ 55308-5 山本幸久 ある日、アヒルバス 724 や　２　１ ◎ 55008-4

睦月影郎 性春時代 593 む　２　６ 55365-8 山本幸久 芸者でＧＯ！ 667 や　２　２ 55367-2

睦月影郎 ママは元アイドル 593 む　２　７ 55390-0 山本幸久 あっぱれアヒルバス 722 や　２　３ 55498-3

睦月影郎 性春時代　昭和最後の楽園 593 む　２　８ 55417-4 椰月美智子 かっこうの親　もずの子ども 620 や　３　１ 55194-4

睦月影郎 湘南の妻たちへ 611 む　２　９ 55432-7 山下貴光 ガレキノシタ 602 や　４　１ 55213-2

睦月影郎 快楽デパート 611 む　２　１０ 55477-8 矢月秀作 いかさま 602 や　５　１ 55292-7

睦月影郎 美女アスリート淫ら合宿 611 む　２　１１ 55497-6 山口恵以子 工場のおばちゃん 667 や　６　１ 55424-2

睦月影郎 昭和好色一代男　再び性春 620 む　２　１２ 55600-0 唯川　恵 男の見極め術　２１章 463 ゆ　１　１ 55226-2

睦月影郎 みだら女剣士 650 む　２　１３ 55612-3 柚木麻子 王妃の帰還 556 ゆ　２　１ ○ 55227-9

睦月影郎 淫魔女メモリー 680 む　２　14 55671-0 吉村達也 伊香保温泉殺人事件 686 よ　１　２ 55089-3

睦月影郎 淫ら新入社員 680 む　２　15 55699-4 吉村達也 瀬戸内－道後殺人事件 648 よ　１　４ 55120-3

睦月影郎 母娘と性春 700 む　２　16 55727-4 吉村達也 八甲田山殺人事件 648 よ　１　５ 55140-1

睦月影郎 美人教師の秘蜜 700 む　２　16 55764-9 吉村達也 「人間失格」殺人事件 648 よ　１　６ 55153-1
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吉村達也 黒川温泉殺人事件 639 よ　１　７ 55169-2

吉村達也 青荷温泉殺人事件 648 よ　１　８ 55185-2
大崎梢
近藤史恵･他

エール！　１ 600 ん　１　１ 55098-5

吉村達也 白川郷　濡髪家の殺人 759 よ　１　９ 55425-9
坂木司
初野晴・他

エール！　２ 600 ん　１　２ 55121-0

吉村達也
原爆ドーム
０磁場の殺人

741 よ　１　１０ 55433-4
伊坂幸太郎
原田マハ・他

エール！　３ 600 ん　１　３ 55147-0

吉村達也 血洗島の惨劇 840 よ　１　１1 55649-9
五木寛之
城山三郎・他

永遠の夏 880 ん　２　５ 55214-9

吉村達也 鬼死骸村の殺人 760 よ　１　１2 55736-6
織田作之助
七北数人

夫婦善哉・怖るべき女 600 ん　３　１ 55154-8

寄藤文平
藤田紘一郞

ウンココロ 552 よ　２　１ 55016-9
坂口安吾
七北数人

堕落論・特攻隊に捧ぐ 600 ん　３　２ 55155-5

吉川トリコ 14歳の周波数 552 よ　３　１ 55119-7
太宰 治
七北数人

桜桃・雪の夜の話 600 ん　３　３ 55156-2

吉川トリコ うたかたの彼 593 よ　３　２ 55270-5
桜木紫乃
花房観音・他

果てる 556 ん　４　１ 55195-1

米田　京 ブラインド探偵（アイ） 593 よ　４　１ 55228-6 末國善己 編 文豪エロティカル 593 ん　４　２ 55380-1

吉田恭敬 凶眼の魔女 787 よ　５　１ 55444-0
泡坂妻夫
折原一・他

ＴＨＥ 密室 620 ん　５　１ 55322-1

連城三紀彦 顔のない肖像画 620 れ　１　１ 55310-8
あさのあつこ・
他

マウンドの神様 593 ん　６　１　 55368-9

渡辺房男 命の値段 619 わ　１　１ 55161-6 アミの会（仮） アンソロジー　初恋 740 ん　８　１ 55558-4

渡波みずき 翡翠の色の、君だけの夏。 648 わ　２　１ 55435-8 アミの会（仮） 迷　　まよう 760 ん　８　2 55708-3

アミの会（仮） 惑　　まどう 760 ん　８　3 55717-5

星新一
森茉莉ほか

猫は神さまの贈り物
<小説編>

760 ん　９　１ 55626-0

谷崎潤一郎
ほか

猫は神さまの贈り物
<エッセイ編>

680 ん　９　2 55639-0

香川まさひと
木村直巳

監察医　朝顔　－決意編－ 1,000 ん　７　１　 55489-1

香川まさひと
木村直巳

監察医　朝顔　－宿命編－ 1,000 ん　８　１　 55490-7

筒井康隆・原作 筒井漫画瀆本　壱 780 ん　７　３　 55501-0

筒井康隆・原作 筒井漫画瀆本ふたたび 780 ん　７　５　 55547-8

渡辺保裕
今野敏

任俠学園 800 ん　７　４　 55535-5
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蒼山 螢 後宮の宝石案内人 690 あ　26　１ 55720-5
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！14
日本國有鉄道公安隊

639 55401-3

蒼山 螢 後宮の炎王 720 あ　26　2 55771-7
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！15
日本國有鉄道公安隊

639 55436-5

いぬじゅん 今、きみの瞳に映るのは。 720 い　18　１ 55653-6
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！16
日本國有鉄道公安隊

639 55456-3

いぬじゅん 北上症候群 690 い　18　2 55711-3
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！17
日本國有鉄道公安隊

639 55488-4

沖田　円 雲雀坂の魔法使い 720 い　18　１ 55654-3
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！18
日本國有鉄道公安隊

650 55559-1

菊川あすか 君がくれた最後のピース 690 き　5　1 55678-9
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！19
日本國有鉄道公安隊

650 55602-4

加藤　元 カスタード 690 か　10　1 55702-1
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！20
日本國有鉄道公安隊

650 55640-6

加藤　元 ロータス 730 か　10　2 55765-5
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！ Exp
警四☆トロピカル戦線！

700 55675-8

貴嶋　啓 後宮の屍姫 680 き　7　1 新 55766-3
豊田　巧
バーニア600

RAIL　ＷＡＲＳ！ Exp
人型重機は國鉄の夢を見るか？

700 55739-7

小鳥居ほたる あなたは世界に愛されている 700 こ　7　1 55691-8
豊田　巧
ｄａｉｔｏ

RAIL　ＷＡＲＳ！　A　１
東京駅は燃えているか！

700 55650-5

こがらし輪
音

さよなら、無慈悲な僕の女王。 760 こ　8　1 3/1 55787-8
豊田　巧
daito

RAIL　ＷＡＲＳ！　A　２
美女と散弾銃

700 55709-0

櫻いいよ きみに「ただいま」を言わせて 720 さ 9 1 55667-3

櫻井千姫 １６歳の遺書 700 さ 10 1 55668-0
すかいふぁーむ
ｅｐｉｎａ　みつなり都 竜に育てられた最強 700 55700-7

櫻井千姫 ひとりぼっちの殺人鬼 750 さ 10 2 55747-2
すかいふぁーむ
ｅｐｉｎａ　みつなり都 竜に育てられた最強② 700 55767-0

汐見夏衛 臆病な僕らは今日も震えながら 690 し　８　１ 55694-9 すかいふぁーむ
片桐

異世界でテイムした最強の使い魔
は、幼馴染の美少女でした 700 55740-3

谷山走太 負けるための甲子園 720 た　11　1 55659-8
アルト
KU

元悪役令嬢は二度目の人生を
慎ましく生きたい！ 700 55718-2

辻堂ゆめ 初恋部
恋はできぬが謎を解く

690 つ　4　1 55669-7
日之影ソラ
海鼠

前世聖女だった私は
薬師になりました

700 55719-9

遊歩新夢 三日後に死ぬ君へ 700 ゆ　3　1 55686-4
日之影ソラ
海鼠

前世聖女だった私は
薬師になりました②

700 55770-7

遊歩新夢 星になりたかった君と 700 ゆ　3　2 55735-9
岸本和葉
桑島黎音

転生魔王の勇者学園無双 700 55728-1

岸本和葉
桑島黎音

転生魔王の勇者学園無
双②

700 3/28 55795-3

八茶橋らっく
ひげ猫

転生竜騎の英雄譚 700 55729-8

雨音　恵
Ｒｅ岳

俺の前では
乙女で可愛い姫宮さん

680 55741-0

冬月光輝
黒埼

お菓子な悪役令嬢は没落後に
甘党の王子に絡まれるようになりました 700 55753-3

沢野いずみ
ゆき哉

負けヒロインに転生したら
聖女になりました

740 55754-0

琴子
ＴＳＵＢＡＳＡ

裏切られた悪徳王女、
幼女になって冷血皇帝に拾われる 700 55755-7

四葉夕ト
春野薫久

悪役令嬢は織田信長に
憑依される

700 55769-4

美原風香
眠介

夢見の公爵令嬢は
婚約破棄をご所望です

700 2/28 55782-3

高野ケイ
ゆーにっと

転生したら破滅フラグ満
載の悪徳豚貴族！！

700 3/28 55794-6
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荒山　徹 徳川家康　トクチョンカガン 857 あ　６　１ 55090-9 倉阪鬼一郎
しあわせ重ね
人情料理わん屋

667 く　４　６ 55537-9

荒山　徹 禿鷹の城 787 あ　６　２ 55242-2 倉阪鬼一郎
夢あかり
人情料理わん屋

680 く　４　７ 55582-9

あさのあつこ
風繡（ぬ）う
針と剣　　縫箔屋事件帖

685 あ 12 2 ○ 55491-4 倉阪鬼一郎
きずな水
人情料理わん屋

680 く　４　８ 55617-8

あさのあつこ
風を結（ゆ）う
針と剣　　縫箔屋事件帖

740 あ 12 3 55773-1 倉阪鬼一郎
お助け椀
人情料理わん屋

700 く　４　９ 55655-0

荒崎一海 闇を斬る　龍尾一閃 820 あ 28 1 3/1 55783-0 倉阪鬼一郎
開運わん市
新・人情料理わん屋

700 く　４　10 55731-1

岩井三四二 霧の城 639 い　９　１ 55178-4 倉阪鬼一郎
えん結び
新・人情料理わん屋

720 く　４　11 12/6 55774-8

井川香四郎 菖蒲侍 593 い　１０　１ 55218-7 車　浮代 落語怪談　えんま寄席 620 く　８　１ 55429-7

井川香四郎 ふろしき同心 593 い　１０　２ 55233-0 近衛龍春 奥州戦国に相馬奔（はし）る 880 こ　6　1 55633-8

井川香四郎
桃太郎姫
もんなか紋三捕物帳

620 い　１０　３ 55304-7 近衛龍春 武士道　　鍋島直茂 860 こ　6　2 55746-5

井川香四郎
桃太郎姫七変化
もんなか紋三捕物帳

667 い　１０　４ 55381-8 田牧大和
恋糸ほぐし
花簪職人四季覚

750 た　９　１ 55450-1

井川香四郎
桃太郎姫   恋泥棒
もんなか紋三捕物帳

667 い　１０　５ 55458-7 田牧大和
かっぱ先生ないしょ話
お江戸手習塾控帳

680 た　9　2 55553-9

井川香四郎 桃太郎姫暴れ大奥 680 い　10　6 55551-5 田中啓文 文豪宮本武蔵 700 た　６　５ 55596-6

井川香四郎 桃太郎姫　望郷はるか 680 い　10　7 55607-9 津本　陽 鉄砲無頼伝 722 つ 2 1 55397-9

井川香四郎 桃太郎姫　百万石の陰謀 690 い　10　8 55663-5 津本　陽 信長の傭兵 667 つ 2 2 55405-1

井川香四郎
歌麿の娘
浮世絵おたふく三姉妹

700 い　10　9 55757-1 津本　陽 鬼の冠　武田惣角伝 667 つ 2 3 55413-6

泉ゆたか
猫まくら
眠り医者ぐっすり庵

700 い　17　１ 55631-4 津本　陽 戦国業師列伝 670 つ 2 4 55585-0

泉ゆたか
朝の茶柱
眠り医者ぐっすり庵

700 い　17　2 55710-6
津本　陽
二木謙一

信長・秀吉・家康　　天下人の夢 720 つ 2 5 55597-3

泉ゆたか
春告げ桜
眠り医者ぐっすり庵

750 い  17  3 3/1 55784-7 出久根達郎 将軍家の秘宝 620 て　１　２ 55180-7

宇江佐真理 おはぐろとんぼ 600 う　２　１ ○ 55032-9 鳥羽　亮
残照の辻
剣客旗本奮闘記

552 と　２　１ ○ 55003-9

宇江佐真理
酒田さ行ぐさげ
日本橋人情横丁

593 う　２　２ ○ 55179-1 鳥羽　亮
茜色の橋
剣客旗本奮闘記

552 と　２　２ ○ 55047-3

宇江佐真理
為吉
北町奉行所ものがたり

620 う　２　３ ○ 55383-2 鳥羽　亮
蒼天の坂
剣客旗本奮闘記

552 と　２　３ ○ 55076-3

太田満明 光秀夢幻 780 お　9　1 55552-2 鳥羽　亮
遠雷の夕
剣客旗本奮闘記

552 と　２　４ ○ 55094-7

風野真知雄
月の光のために　大奥同心・

村雨広の純心　新装版
750 か　１　10 ○ 2/1 55785-4 鳥羽　亮

怨み河岸
剣客旗本奮闘記

552 と　２　５ ○ 55144-9

風野真知雄
消えた将軍　大奥同心・
村雨広の純心　新装版

730 か　１　11 ○ 3/1 55792-2 鳥羽　亮
稲妻を斬る
剣客旗本奮闘記

556 と　２　６ ○ 55182-1

風野真知雄
江戸城仰天　大奥同心・
村雨広の純心　新装版

730 か　１　12 ○ 4/5 55793-9 鳥羽　亮
霞を斬る
剣客旗本奮闘記

556 と　２　７ ○ 55192-0

梶よう子
商い同心
千客万来事件帖

620 か　７　１ 55275-0 鳥羽　亮
白狐を斬る
剣客旗本奮闘記

556 と　２　８ ○ 55223-1

河冶和香 どぜう屋助七 685 か　８　１ 55350-4 鳥羽　亮
怨霊を斬る
剣客旗本奮闘記

556 と　２　９ ○ 55260-6

菊地秀行 真田十忍抄 787 き　１　５ 55244-6 鳥羽　亮
妖剣跳（おど）る
剣客旗本奮闘記

556 と　２　10 ○ 55288-0

鯨統一郎 幕末時そば伝 619 く　１　１ ○ 55058-9 鳥羽　亮
くらまし奇剣
剣客旗本奮闘記

556 と　２　11 ○ 55317-7

倉阪鬼一郎
大江戸隠密おもかげ堂
笑う七福神

546 く　４　２ 55220-0 鳥羽　亮
三狼鬼剣
剣客旗本奮闘記

556 と　２　12 ○ 55354-2

倉阪鬼一郎
大江戸隠密おもかげ堂
からくり成敗

593 く　４　３ 55286-6 鳥羽　亮 剣客旗本春秋譚 593 と　２　13 ○ 55414-3

倉阪鬼一郎
大江戸隠密おもかげ堂
料理まんだら

620 く　４　４ 55351-1 鳥羽　亮
剣客旗本春秋譚
武士にあらず

593 と　２　14 ○ 55443-3

倉阪鬼一郎 人情料理わん屋 667 く　４　５ 55471-6
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鳥羽　亮
剣客旗本春秋譚
剣友とともに

593 と　２　15 ○ 55475-4 吉田雄亮 俠盗組鬼退治 620 よ　5　1 55344-3

鳥羽　亮
剣客旗本春秋譚
虎狼斬り

630 と　２　16 ○ 55586-7 吉田雄亮 俠盗組鬼退治　烈火 639 よ　5　2 55418-1

東郷　隆 我餓狼と化す 600 と　３　３ 55080-0 吉田雄亮 俠盗組鬼退治　天下祭 667 よ　5　3 55454-9

東郷　隆 九重の雲　闘将 桐野利秋 907 と　３　４ 55181-4 吉田雄亮 草同心江戸鏡 685 よ　5　4 55499-0

東郷　隆 初陣物語 648 と　３　５ 55268-2 吉田雄亮
騙し花
草同心江戸鏡

690 よ　5　5 55567-6

土橋章宏
金の殿
時をかける大名・徳川宗春

648 と　4　1 55341-2 吉田雄亮
雷神
草同心江戸鏡

700 よ　5　6 55613-0

中村彰彦 完本　保科肥後守お耳帖 914 な　１　１ 55048-0 吉田雄亮
北町奉行所前腰掛け茶
屋

700 よ　5　7 55660-4

中村彰彦 真田三代風雲録（上） 741 な　１　２ ◎ 55210-1 吉田雄亮
北町奉行所前腰掛け茶
屋　　　片時雨

700 よ　5　8 55687-1

中村彰彦 真田三代風雲録（下） 741 な　１　３ ◎ 55211-8 吉田雄亮
北町奉行所前腰掛け茶
屋　　　朝月夜

700 よ　5　9 55707-6

中得一美 嫁の家出 700 な　７　１ ○ 55565-2 吉田雄亮
北町奉行所前腰掛け茶
屋　　　　　　　夕影草

720 よ　5　10 55737-3

中得一美 嫁の甲斐性 700 な　７　2 ○ 55695-6 吉田雄亮
北町奉行所前腰掛け
茶屋　　　　　　　迷い恋

730 よ　5　11 55780-9

中島　要 御徒（おかち）の女 700 な　8　2 55609-3 渡辺房男
大久保利通
わが維新、いまだ成らず

648 わ　1　2 55434-1

仁木英之 鉄舟の剣 　 幕末三舟青雲録 740 に　6　1 55554-6

葉室　麟
刀伊入寇
藤原隆家の闘い

639 は　５　１ ◎ 55167-8
池波正太郎
隆慶一郎・他

軍師の生きざま 686 ん　２　１ ○ 55133-3

葉室　麟 草雲雀　（くさひばり） 694 は　５　２ ◎ 55453-2
司馬遼太郎
松本清張・他

軍師の死にざま 686 ん　２　２ ○ 55134-0

早見　俊 徳川家康　枕合戦記　自立編 720 は　７　3 55762-5
山田風太郎
吉川英治・他

軍師は死なず 648 ん　２　３ ○ 55162-3

幡　大介
幕末愚連隊
叛逆の戊辰戦争

685 は　10　１ 55408-2

火坂雅志 上杉かぶき衆 648 ひ　３　１ 55056-5
司馬遼太郎
松本清張・他

決戦！大坂の陣 741 ん　２　４ ○ 55177-7

平谷美樹
蘭学探偵　岩永淳庵
海坊主と河童

593 ひ　５　１ 55184-5
火坂雅志
松本清張・他

決闘！ 関ヶ原 741 ん　２　６ ○ 55252-1

平谷美樹
蘭学探偵 岩永淳庵
幽霊と若侍

620 ひ　５　２ 55238-5
池波正太郎
森村誠一・他

血闘！　新選組 741 ん　２　７ ○ 55281-1

平谷美樹 柳は萌ゆる 980 ひ　５　3 55705-2
浅田次郎
火坂雅志・他

動乱！　江戸城 741 ん　２　８ ○ 55500-3

藤沢周平 初つばめ 619 ふ　2　1 ○ 55063-3

遠藤崇寿
遠藤展子

藤沢周平
「人はどう生きるか」

850 ふ　2　2 55778-6 末國善己 編 龍馬の生きざま 648 ん　２　８ ○ 55345-0

村木　嵐 火狐　八丁堀捕物始末 593 む  3  1 55280-4

森　詠
走れ！半兵衛
風神剣始末

593 も　６　１ 55291-0

森　詠
走れ！半兵衛（二）
双龍剣異聞

593 も　６　２ 55309-2

森　詠
走れ！半兵衛（三）
吉野桜鬼剣

620 も　６　３ 55334-4

森　詠
走れ！半兵衛（四）
遠野魔斬剣

620 も　６　４ 55379-5

諸星　崇 猫忍（上） 648 も 7 １ 55335-1

諸星　崇 猫忍（下） 639 も 7 ２ 55336-8

谷津矢車 曽呂利 694 や８１ 55468-6
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