
タイトル 著者 出版社 出版年月 税込価
名探偵は誰だ 芦辺拓 光文社 Apr-22 ¥2,090
帝都探偵大戦(文庫Ｍあ９－８) 芦辺拓 東京創元社 Jan-22 ¥968
大鞠家殺人事件 芦辺拓 東京創元社 Oct-21 ¥2,090
名探偵総登場　芦辺拓と１３の謎 芦辺拓 行舟文化 Dec-20 ¥1,760
鶴屋南北の殺人(ミステリ－・リ－グ) 芦辺拓 原書房 Jun-20 ¥2,090
おじさんのトランク幻燈小劇場 芦辺拓 光文社 Jul-19 ¥1,760
楽譜と旅する男(文庫あ３６－８) 芦辺拓 光文社 Jun-19 ¥726
新・二都物語 芦辺拓 文藝春秋 Oct-18 ¥2,200
名探偵・森江春策(文庫Ｍあ９－７) 芦辺拓 東京創元社 Aug-17 ¥1,056
スチ－ムオペラ蒸気都市探偵譚(文庫Ｍあ９－６) 芦辺拓 東京創元社 Apr-16 ¥946
金田一耕助、パノラマ島へ行く(文庫よ５－２０３) 芦辺拓 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Feb-16 ¥704
奇譚を売る店(文庫あ３６－６) 芦辺拓 光文社 Dec-15 ¥726
殺人喜劇の１３人(文庫Ｍあ９－５) 芦辺拓 東京創元社 Jan-15 ¥1,100
金田一耕助ＶＳ明智小五郎ふたたび(文庫よ５－２０２) 芦辺拓 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Sep-14 ¥616
金田一耕助ＶＳ明智小五郎(文庫よ５－２０１) 芦辺拓 角川書店 Mar-13 ¥733
大公女殿下に捧げる密室 芦辺拓 祥伝社 Mar-12 ¥1,870

タイトル 著者 出版社 出版年月 税込価
米澤屋書店 米澤穂信 文藝春秋 Nov-21 ¥1,870
黒牢城 米澤穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Jun-21 ¥1,760
本と鍵の季節(文庫よ２６－２) 米澤穂信 集英社 Jun-21 ¥792
巴里マカロンの謎(文庫Ｍよ１－１１) 米澤穂信 東京創元社 Jan-20 ¥682
Ｉの悲劇 米澤穂信 文藝春秋 Sep-19 ¥1,650
いまさら翼といわれても(文庫よ２３－６) 米澤穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Jun-19 ¥748
王とサ－カス(文庫Ｍよ１－１０) 米澤穂信 東京創元社 Aug-18 ¥946
真実の１０メ－トル手前(文庫Ｍよ１－９) 米澤穂信 東京創元社 Mar-18 ¥748
米澤穂信と古典部 米澤穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Oct-17 ¥1,210
満願(文庫よ３３－４) 米澤穂信 新潮社 Aug-17 ¥781
さよなら妖精新装版 米澤穂信 東京創元社 Oct-16 ¥1,870
リカ－シブル(文庫よ３３－３) 米澤穂信 新潮社 Jul-15 ¥825
世界堂書店(文庫よ２９－２) 米澤穂信 文藝春秋 May-14 ¥869
折れた竜骨下(文庫Ｍよ１－８) 米澤穂信 東京創元社 Jul-13 ¥682
折れた竜骨上(文庫Ｍよ１－７) 米澤穂信 東京創元社 Jul-13 ¥682
ふたりの距離の概算(文庫よ２３－５) 米澤穂信 角川書店 Jun-12 ¥607
追想五断章(文庫) 米澤穂信 集英社 Apr-12 ¥715
儚い羊たちの祝宴(文庫よ３３－２) 米澤穂信 新潮社 Jul-11 ¥693
遠まわりする雛(文庫よ２３－４) 米澤穂信 角川書店 Jul-10 ¥691
インシテミル(文庫よ２９－１) 米澤穂信 文藝春秋 Jun-10 ¥880
ボトルネック(文庫よ３３－１) 米澤穂信 新潮社 Oct-09 ¥649
秋期限定栗きんとん事件下(文庫「Ｍ」よ１－６) 米澤穂信 東京創元社 Mar-09 ¥638
秋期限定栗きんとん事件上(文庫「Ｍ」よ１－５) 米澤穂信 東京創元社 Feb-09 ¥638
クドリャフカの順番(文庫よ２３－３) 米澤穂信 角川書店 May-08 ¥704
犬はどこだ(文庫「Ｍ」よ１－４) 米澤穂信 東京創元社 Feb-08 ¥814
さよなら妖精(文庫「Ｍ」よ１－３) 米澤穂信 東京創元社 Jun-06 ¥817
夏期限定トロピカルパフェ事件(文庫「Ｍ」よ１－２) 米澤穂信 東京創元社 Apr-06 ¥628
春期限定いちごタルト事件(文庫「Ｍ」よ１－１) 米澤穂信 東京創元社 Dec-04 ¥638
愚者のエンドロ－ル(文庫よ２３－２) 米澤穂信 角川書店 Aug-02 ¥616
氷菓(文庫よ２３－１) 米澤穂信 角川書店 Nov-01 ¥572

タイトル 著者 出版社 出版年月 税込価
短編ミステリの二百年６(文庫Ｍン７－６) 小森収 東京創元社 Dec-21 ¥1,540
短編ミステリの二百年５(文庫Ｍン７－５) 小森収 東京創元社 Jun-21 ¥1,540
短編ミステリの二百年４(文庫Ｍン７－４) 小森収 東京創元社 Dec-20 ¥1,540
短編ミステリの二百年３(文庫Ｍン７－３) 小森収 東京創元社 Aug-20 ¥1,540
短編ミステリの二百年２(文庫Ｍン７－２) 小森収 東京創元社 Mar-20 ¥1,540
短編ミステリの二百年１(文庫Ｍン７－１) 小森収 東京創元社 Oct-19 ¥1,430
本の窓から小森収ミステリ評論集 小森収 論創社 Aug-15 ¥2,640



タイトル 著者 出版社 出版年月 税込価
スクイッド荘の殺人 東川篤哉 光文社 Apr-22 ¥1,870
かがやき荘西荻探偵局２(文庫ひ４４－２) 東川篤哉 新潮社 Mar-22 ¥737
探偵少女アリサの事件簿　さらば南武線 東川篤哉 幻冬舎 Nov-21 ¥1,540
居酒屋「一服亭」の四季 東川篤哉 講談社 Sep-21 ¥1,705
野球が好きすぎて 東川篤哉 実業之日本社 Jun-21 ¥1,760
新謎解きはディナ－のあとで 東川篤哉 小学館 Apr-21 ¥1,760
谷根千ミステリ散歩中途半端な逆さま問題 東川篤哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Oct-20 ¥1,650
探偵少女アリサの事件簿　今回は泣かずにやってます(文庫ひ２１－１) 東川篤哉 幻冬舎 Oct-20 ¥737
君に読ませたいミステリがあるんだ 東川篤哉 実業之日本社 Jul-20 ¥1,650
ライオンは仔猫に夢中平塚おんな探偵の事件簿　３(文庫ひ１４－３) 東川篤哉 祥伝社 Apr-20 ¥748
探偵さえいなければ(文庫ひ１２－１１) 東川篤哉 光文社 Jan-20 ¥682
謎解きはディナ－のあとで　ベスト版(小学館文庫ひ１１－４) 東川篤哉 小学館 Dec-19 ¥605
魔法使いと最後の事件 東川篤哉 文藝春秋 Nov-19 ¥1,540
さらば愛しき魔法使い(文庫ひ２３－４) 東川篤哉 文藝春秋 Oct-19 ¥726
伊勢佐木町探偵ブル－ス 東川篤哉 祥伝社 Aug-19 ¥1,540
ハッピ－アワ－は終わらないかがやき荘西荻探偵局 東川篤哉 新潮社 Jun-19 ¥1,540
かがやき荘西荻探偵局(文庫ひ４４－１) 東川篤哉 新潮社 May-19 ¥781
ライオンの歌が聞こえる平塚おんな探偵の事件簿　２(文庫ひ１４－２) 東川篤哉 祥伝社 Jul-18 ¥715
魔法使いと刑事たちの夏(文庫ひ２３－３) 東川篤哉 文藝春秋 May-17 ¥693
純喫茶「一服堂」の四季(文庫ひ５８－１) 東川篤哉 講談社 Apr-17 ¥726
探偵少女アリサの事件簿　溝ノ口より愛をこめて(文庫ひ２１－１) 東川篤哉 幻冬舎 Oct-16 ¥660
探偵部への挑戦状放課後はミステリ－とともに(実業之日本社文庫ひ４－２) 東川篤哉 実業之日本社 Oct-16 ¥682
ライオンの棲む街平塚おんな探偵の事件簿１(文庫ひ１４－１) 東川篤哉 祥伝社 Sep-16 ¥737
私の嫌いな探偵(文庫ひ１２－１０) 東川篤哉 光文社 Dec-15 ¥616
魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？(文庫ひ２３－２) 東川篤哉 文藝春秋 Apr-15 ¥693
謎解きはディナ－のあとで３(小学館文庫ひ１１－３) 東川篤哉 小学館 Jan-15 ¥748
はやく名探偵になりたい(文庫ひ１２－９) 東川篤哉 光文社 Jan-14 ¥638
謎解きはディナ－のあとで２(小学館文庫ひ１１－２) 東川篤哉 小学館 Nov-13 ¥722
放課後はミステリ－とともに(実業之日本社文庫ひ４－１) 東川篤哉 実業之日本社 Oct-13 ¥680
殺意は必ず三度ある長編推理小説(文庫ひ１２－８) 東川篤哉 光文社 Aug-13 ¥649
謎解きはディナ－のあとで(文庫) 東川篤哉 小学館 Oct-12 ¥701
ここに死体を捨てないでください！長編推理小説(文庫ひ１２－７) 東川篤哉 光文社 Sep-12 ¥712
中途半端な密室(文庫ひ１２－６) 東川篤哉 光文社 Feb-12 ¥523
交換殺人には向かない夜長編推理小説(文庫ひ１２－５) 東川篤哉 光文社 Sep-10 ¥712
学ばない探偵たちの学園長編推理小説(文庫ひ１２－４) 東川篤哉 光文社 May-09 ¥628
館島(文庫「Ｍ」ひ４－１) 東川篤哉 東京創元社 Jul-08 ¥858
完全犯罪に猫は何匹必要か？長編推理小説(文庫ひ１２－３) 東川篤哉 光文社 Feb-08 ¥858
密室に向かって撃て！長編推理小説(文庫ひ１２－２) 東川篤哉 光文社 Jun-07 ¥649
密室の鍵貸します長編推理小説(文庫ひ１２－１) 東川篤哉 光文社 Feb-06 ¥726

タイトル 著者 出版社 出版年月 税込価
ナゾトキ・ジパング 青柳碧人 小学館 2022/6/24 ¥1,650
むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳碧人 双葉社 Oct-21 ¥1,485
むかしむかしあるところに、死体がありました。(文庫あ６６－０１) 青柳碧人 双葉社 Sep-21 ¥704
スカイツリ－の花嫁花婿 青柳碧人 光文社 May-21 ¥1,870
未来を、１１秒だけ(文庫あ６６－２) 青柳碧人 光文社 May-21 ¥748
二人の推理は夢見がち(文庫あ６６－１) 青柳碧人 光文社 Apr-21 ¥748
霊視刑事夕雨子２(文庫あ１１８－１６)雨空の鎮魂歌 青柳碧人 講談社 Feb-21 ¥748
天使のアイディア(文庫あ４０－２) 青柳碧人 祥伝社 Oct-20 ¥880
猫河原家の人びと花嫁は名探偵(文庫ｎｅｘあ８０－６) 青柳碧人 新潮社 Oct-20 ¥693
彩菊あやかし算法帖からくり寺の怪(実業之日本社文庫あ１６－２) 青柳碧人 実業之日本社 Aug-20 ¥792
赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 双葉社 Aug-20 ¥1,485
霊視刑事夕雨子誰かがそこにいる１(文庫あ１１８－１５) 青柳碧人 講談社 Jul-20 ¥748
猫河原家の人びと探偵一家、ハワイ謎解きリゾ－ト(文庫ｎｅｘあ８０－５) 青柳碧人 新潮社 Jul-19 ¥649
国語、数学、理科、漂流(文庫あ６７－４) 青柳碧人 文藝春秋 Jul-19 ¥803
悪魔のトリック(文庫あ４０－１) 青柳碧人 祥伝社 May-19 ¥748
浜村渚の計算ノ－ト９さつめ(文庫あ１１８－１４)恋人たちの必勝法 青柳碧人 講談社 Apr-19 ¥682
むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人 双葉社 Apr-19 ¥1,430



家庭教師は知っている(文庫あ８７－１) 青柳碧人 集英社 Mar-19 ¥682
浜村渚の計算ノ－ト８と１／２さつめ(文庫あ１１８－１３)つるかめ家の一族 青柳碧人 講談社 Jul-18 ¥704
猫河原家の人びと一家全員、名探偵(文庫ｎｅｘあ８０－４) 青柳碧人 新潮社 Jul-18 ¥649
晴れ時々、食品サンプルほしがり探偵ユリオ(文庫Ｍあ１８－２) 青柳碧人 東京創元社 Jul-18 ¥902
上手な犬の壊しかた玩具都市弁護士(講談社タイガアＤ０２) 青柳碧人 講談社 Jan-18 ¥792
浜村渚の計算ノ－ト８さつめ(文庫あ１１８－１２)虚数じかけの夏みかん 青柳碧人 講談社 Oct-17 ¥682
彩菊あやかし算法帖(実業之日本社文庫あ１６－１) 青柳碧人 実業之日本社 Aug-17 ¥682
ウサギの天使が呼んでいるほしがり探偵ユリオ(文庫Ｍあ１８－１) 青柳碧人 東京創元社 May-17 ¥770
浜村渚の計算ノ－ト７さつめ(文庫あ１１８－１１)悪魔とポタ－ジュス－プ 青柳碧人 講談社 Feb-17 ¥770
国語、数学、理科、誘拐(文庫あ６７－２) 青柳碧人 文藝春秋 Mar-16 ¥737
玩具都市弁護士(講談社タイガアＤ０１) 青柳碧人 講談社 Feb-16 ¥792
浜村渚の計算ノ－ト６さつめ(文庫あ１１８－１０)パピルスよ、永遠に 青柳碧人 講談社 Aug-15 ¥770
判決はＣＭのあとでストロベリ－・マ－キュリ－殺人事件(文庫あ６１－１０) 青柳碧人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Sep-14 ¥660
朧月市役所妖怪課号泣箱女(文庫あ６１－２) 青柳碧人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Jul-14 ¥572
浜村渚の計算ノ－ト５さつめ(文庫あ１１８－７)鳴くよウグイス、平面上 青柳碧人 講談社 Mar-14 ¥792
浜村渚の計算ノ－ト４さつめ(文庫あ１１８－６)方程式は歌声に乗って 青柳碧人 講談社 Apr-13 ¥792
ヘンたて２(文庫ＪＡア７－２)サンタクロ－スは煙突を使わない 青柳碧人 早川書房 Feb-13 ¥726
浜村渚の計算ノ－ト３と１／２さつめ(文庫あ１１８－４)ふえるま島の最終定理 青柳碧人 講談社 Jul-12 ¥792
浜村渚の計算ノ－ト３さつめ(文庫あ１１８－３)水色コンパスと恋する幾何学 青柳碧人 講談社 Jun-12 ¥770
ヘンたて幹館大学ヘンな建物研究会(文庫ＪＡア７－１) 青柳碧人 早川書房 Jun-12 ¥770
浜村渚の計算ノ－ト２さつめ(文庫あ１１８－２)ふしぎの国の期末テスト 青柳碧人 講談社 Jan-12 ¥726
浜村渚の計算ノ－ト(文庫あ１１８－１) 青柳碧人 講談社 Jun-11 ¥704

※在庫は余裕をもってご用意しておりますが、万一品切の際はご容赦ください。


