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四六判上製／464頁

日本版 シャーロック･ホームズの災難

定価（本体価格1900円+税）
2007年12月刊

柴田錬三郎ほか 著／北原尚彦 編

ISBN978-4-8460-0759-1

四六判並製／392頁

浅見光彦と七人の探偵たち

定価（本体価格2000円+税）
2018年1月刊

内田康夫ほか 著

冊

東京都北区主催の〈北区 内田康夫ミステリー文学賞〉受賞
作家七人によるアンソロジー。七人の探偵が遭遇した七つ
の難事件に加え、浅見光彦が不可解なダイイングメッセー
ジの謎に挑む内田康夫の短編「地下鉄の鏡」も収録！

ISBN978-4-8460-1677-7

四六判並製／420頁

三毛猫ホームズと七匹の仲間たち

ホームズ vs 銭形平次 !? 豪華執筆陣が贈るシャーロッ
ク・ホームズ贋作集。パスティーシュ篇・パロディ篇・ク
ラシック篇・エロティック篇・ショートショート篇・異色
篇・新世紀篇からなる21編。

定価（本体価格2000円+税）

冊

赤川次郎×七人の俊英作家たち。「三毛猫ホームズの殺人
展覧会」ほか、生き物をモチーフにした愉快なミステリ短
編選集！

2019年6月刊

赤川次郎ほか 著

ISBN978-4-8460-1854-2

四六判上製／264頁

細い赤い糸

定価（本体価格2500円+税）

冊

連続殺人を繋げる"赤い糸"の秘密とは？ 日本推理小説文
壇最長の白寿記念出版。日本推理作家協会賞受賞作。

2020年2月刊

飛鳥高 著

ISBN978-4-8460-1885-6

四六判上製／304頁

星降る夜、アルル

定価（本体価格1700円+税）

冊

同窓生の一人が結婚を目前に突如謎の変死を遂げる。調査
を開始する元恋人のジャーナリスト。事件は意外な様相を
見せ展開してゆく！

2019年11月刊

織江耕太郎 著

ISBN978-4-8460-1888-7

四六判上製／272頁

黒魔王

定価（本体価格3000円+税）
2020年9月刊

高木彬光 著

高木彬光生誕100周年記念出版第1弾！ 大前田英策と川島
竜子の馴れ初めを描く長編「黒魔王」が61年ぶりに復刊。
現役のミステリ作家・二階堂黎人も絶賛する、全集未収録
の知られざる名作。

ISBN978-4-8460-1925-9

四六判並製／320頁

棟居刑事と七つの事件簿

冊

定価（本体価格2000円+税）

冊

森村誠一の短編「共存共栄」を含む、公募で募集した新人
作家7名による、ミステリ短編選集。

2020年12月刊

森村誠一ほか 著

ISBN978-4-8460-2006-4

論創ミステリ叢書別巻

A5変判上製／592頁

怪盗対名探偵初期翻案集

定価（本体価格3400円+税）
2012年4月刊

三津木春影・安成貞雄 翻案／北原尚彦 編

ISBN978-4-8460-1137-6

論創ミステリ叢書1

A5変判上製／352頁

平林初之輔探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2500円+税）

冊

ルパン対ホームズの初訳版を100年の時を経て完全復刻。
三津木春影らによって翻案されたルブラン原作「遅かった
シャーロック・ホームズ」「ルパン対ホームズ」「奇巌
城」の3編。
冊

パリで客死する夭折の前衛作家が、社会矛盾の苦界にうご
めく狂気を描く。昭和初期の本格派探偵小説を14編収録。
現代仮名遣いを使用。

2003年10月刊

平林初之輔 著

ISBN978-4-8460-0404-0

論創ミステリ叢書2

A5変判上製／408頁

平林初之輔探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2600円+税）

冊

「本格派」とは何か。爛熟の時代を駆け抜けた先覚者の多
面多彩な軌跡を集大成する第2巻。短編7編に加え、翻訳2
編、評論・随筆34編を収録。

2003年11月刊

平林初之輔 著

ISBN978-4-8460-0405-7

冊
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論創ミステリ叢書3

A5変判上製／376頁

甲賀三郎探偵小説選

定価（本体価格2500円+税）

本格派の愉悦。科学者作家の冷徹なる実験精神が、闇に嵌
まった都市のパズルを解きほぐす。昭和初期発表の短編5
編、評論・随筆11編収録。

2003年12月刊

甲賀三郎 著

ISBN978-4-8460-0407-1

論創ミステリ叢書4

A5変判上製／384頁

松本泰探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2500円+税）

冊

「犯罪もの」の先覚者が復活！ 英国帰りの紳士が描く、
惨劇と人間心理の暗黒。大正12〜15年にかけて発表の短編
を17編収録。

2004年2月刊

松本泰 著

ISBN978-4-8460-0409-5

論創ミステリ叢書5

A5変判上製／406頁

松本泰探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2600円+税）
2004年3月刊

松本泰 著

ISBN978-4-8460-0411-8

論創ミステリ叢書6

A5変判上製／392頁

浜尾四郎探偵小説選

定価（本体価格2500円+税）

冊

探偵趣味を満喫させる好奇のまなざしが都会の影に潜む秘
密の悦楽を断罪する。英国帰りの紳士であり、犯罪物ミス
テリの先駆者である松本泰の集大成。待望久しい犯罪小説
の傑作群が半世紀ぶりによみがえる。
冊

女に翻弄される男たち! 死を呼ぶ三角関係の悦楽と慚愧。
法の限界に苦悩する弁護士作家が、法で裁けぬ愛憎の謎を
活写する。

2004年4月刊

浜尾四郎 著

ISBN978-4-8460-0416-3

論創ミステリ叢書7

A5変判上製／350頁

松本恵子探偵小説選

定価（本体価格2500円+税）

冊

翻訳の先駆者が挑んだミステリの世界。日本最初の女性探
偵小説作家の全貌が初めて明らかに！ ユーモアとウイッ
トの連鎖が生み出す、錯誤と錯誤の綾をあざやかに解く。

2004年5月刊

松本恵子 著

ISBN978-4-8460-0419-4

論創ミステリ叢書8

A5変判上製／390頁

小酒井不木探偵小説選

定価（本体価格2500円+税）
2004年7月刊

小酒井不木 著

ISBN978-4-8460-0422-4

論創ミステリ叢書9

A5変判上製／334頁

久山秀子探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2500円+税）

冊

少年科学探偵シリーズ、初の集大成! 医学者作家が夢を託
した科学と勇気を武器にする謎解きの冒険譚。奇妙奇天烈
なる犯罪の真相が解剖される探偵小説選。諸事情により中
絶した「不思議の煙」を参考作品として収録する。
冊

浅草六区の和製サムは女スリ。軽快なフットワークで下町
を駆け抜けた「隼お秀」の粋な活躍。日本最初の女性キャ
ラクター・ミステリを書いた匿名作家の傑作群。

2004年9月刊

久山秀子 著

ISBN978-4-8460-0423-1

論創ミステリ叢書10

A5変判上製／332頁

久山秀子探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2500円+税）
2004年10月刊

久山秀子 著

ISBN978-4-8460-0425-5

論創ミステリ叢書11

A5変判上製／342頁

橋本五郎探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2500円+税）
2005年1月刊

橋本五郎 著

ISBN978-4-8460-0424-8

論創ミステリ叢書12

A5変判上製／396頁

橋本五郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2600円+税）

冊

ミステリの可能性を拡げる匿名作家の傑作群。時代を駆け
抜けたモダン・ガール隼お秀シリーズに加え珍しい捕物帖
やエッセイを収録し、既刊本『久山秀子探偵小説選Ⅰ』と
合わせて事実上の久山秀子全集が完成した。
冊

江戸川乱歩が「情操」と「文章」を評価した作家の短編を
戦後初集成。モボ・モガの恋の駆け引きを描いたユーモア
とペーソスあふれる作品から、本格推理やスリラーまで、
その多彩な作品を16編を収録する。
冊

四つのペンネームを使い分けた作家による、本格物から捕
物帖までバラエティあふれる作品を戦後初集成した第２弾。
創作のほか、随筆や評論も計14編収める。

2005年7月刊

橋本五郎 著

ISBN978-4-8460-0431-6

冊

■ミステリ ≫ 国内ミステリ

page 3/14

論創ミステリ叢書13

A5変判上製／360頁

徳冨蘆花探偵小説選

定価（本体価格2500円+税）
2006年1月刊

徳冨蘆花 著

ISBN978-4-8460-0426-2

論創ミステリ叢書14

A5変判上製／400頁

山本禾太郎探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2600円+税）

疑獄譚、国際謀略、サスペンス……。名探偵穴栗専作の冒
険と回想！ 小酒井不木絶賛の芸術的探偵小説、戦後初の
刊行。「巣鴨奇談」「身中の虫」等7編のほか、英の作家
アップワードの原作を翻訳した「外交奇譚」から7編を収
録する。
冊

犯罪事実小説の傑作『小笛事件』の作者が、人間心理の闇
を描く。実在の事件を材料とした傑作の数々。『新青年』
時代の作品を初集成。

2006年3月刊

山本禾太郎 著

ISBN978-4-8460-0702-7

論創ミステリ叢書15

A5変判上製／416頁

山本禾太郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2600円+税）

冊

昭和6〜12年の創作を並べ、ノンフィクション・ノベルか
ら怪奇幻想ロマンへの軌跡をたどる。『ぷろふいる』時代
の作品を初集成。

2006年5月刊

山本禾太郎 著

ISBN978-4-8460-0703-4

論創ミステリ叢書16

A5変判上製／480頁

久山秀子探偵小説選 Ⅲ

定価（本体価格2600円+税）

冊

新たに発見された未発表原稿〈梅由兵衛捕物噺〉を刊行。
未刊行の長編少女探偵小説「月光の曲」も併せ収録。

2006年4月刊

久山秀子 著

ISBN978-4-8460-0704-1

論創ミステリ叢書17

A5変判上製／512頁

久山秀子探偵小説選 Ⅳ

定価（本体価格3000円+税）

冊

〈梅由兵衛捕物噺〉14篇に、幻の〈隼もの〉から、戦中に
書かれた秘密日記まで、没後30年目にして未発表原稿総ざ
らえ。未刊行少女探偵小説も併載。

2006年7月刊

久山秀子 著

ISBN978-4-8460-0705-8

論創ミステリ叢書18

A5変判上製／272頁

黒岩涙香探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2500円+税）

冊

本格派の源流。まむしの周六といわれた男、論理の秘鑰で
蒙を啓く。唯一の作品集『涙香集』をまるごと復刻。

2006年8月刊

黒岩涙香 著

ISBN978-4-8460-0706-5

論創ミステリ叢書19

A5変判上製／280頁

黒岩涙香探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2500円+税）

冊

新『涙香集』出来！ 奇絶滑稽、推理冒険、勧善懲悪……
日本探偵小説の祖が織り成す論理と怪奇のアラベスク。

2006年9月刊

黒岩涙香 著

ISBN978-4-8460-0707-2

論創ミステリ叢書20

A5変判上製／392頁

中村美与子探偵小説選

定価（本体価格2800円+税）

冊

大陸を駆ける快男子の活躍。戦前数少ない女性作家による
怪奇冒険探偵ロマン、初集成。

2006年10月刊

中村美与子 著

ISBN978-4-8460-0708-9

論創ミステリ叢書21

A5変判上製／280頁

大庭武年探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2500円+税）

冊

郷警部短編全集。国際都市大連に輻輳する人間関係と殺人
トリック。戦前本格派の真骨頂第１弾。

2006年12月刊

大庭武年 著

ISBN978-4-8460-0709-6

論創ミステリ叢書22

A5変判上製／312頁

大庭武年探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2500円+税）

冊

大連の作家大庭武年を初集成した第２弾。「小盗児市場の
殺人」等、ミステリ７編、後に日活にて市川春代主演で映
画化された「港の抒情詩」等、創作４編。

2007年1月刊

大庭武年 著

ISBN978-4-8460-0710-2

冊
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論創ミステリ叢書23

A5変判上製／392頁

西尾正探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2800円+税）

戦前の怪奇幻想派の初作品集、第１弾！ 異常性格者の性
格が際立つ怪奇小説、野球もの異色本格短篇、探偵小説の
芸術論争をめぐるエッセイ等。

2007年2月刊

西尾正 著

ISBN978-4-8460-0711-9

論創ミステリ叢書24

A5変判上製／416頁

西尾正探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2800円+税）

冊

生誕100年目にして、名手西尾正を初集成した第２弾。
Ⅰ・Ⅱ併せて、怪奇幻想ものにひたすら情熱を傾けた著者
の執念と努力の全貌が明らかに！

2001年3月刊

西尾正 著

ISBN978-4-8460-0712-6

論創ミステリ叢書25

A5変判上製／360頁

戸田巽探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2600円+税）
2007年4月刊

戸田巽 著

ISBN978-4-8460-0713-3

論創ミステリ叢書26

A5変判上製／384頁

戸田巽探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格2600円+税）

冊

猟奇耽異の日常風景。秘密と快楽を求める人々の心理をう
がつミステリー。「第三の証拠」「隣室の殺人」「出世殺
人」など16篇の創作と、「夢の分析」など９篇の評論・随
筆を収録した作品集。
冊

戦後社会の犯罪風景。人心の荒廃が誘う社会派ミステリか
ら軽妙洒脱なスリラーまで。神戸の探偵作家、初の集大成、
ここに完結。

2007年5月刊

戸田巽 著

ISBN978-4-8460-0714-0

論創ミステリ叢書27

A5変判上製／440頁

山下利三郎探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格2800円+税）
2007年6月刊

山下利三郎 著

ISBN978-4-8460-0715-7

論創ミステリ叢書28

A5変判上製／512頁

山下利三郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3000円+税）
2001年7月刊

山下利三郎 著

ISBN978-4-8460-0716-4

論創ミステリ叢書29

A5変判上製／504頁

林不忘探偵小説選

定価（本体価格3000円+税）

冊

下層庶民の苦悩を描くクライム・ストーリー。草創期を代
表する作家の作品集第１弾。乱歩をして「あなどりがた
い」と恐れさせ、大正から昭和にかけて京洛随一の探偵小
説作家として活躍した山下の作品集第１弾。創作22篇を収
録。
冊

『ぷろふいる』時代の創作から黎明期のエッセイまで、京
都の探偵作家、初の集大成完結。乱歩をして「あなどりが
たい」と怖れさせた男、山下利三郎の作品集第２弾。山下
平八郎と改名して後に発表された、確認・入手できた限り
の全創作と、デビュー以来のエッセイなどを収録。
冊

丹下左膳の原作者による時代探偵小説〈釘抜藤吉捕物覚
書〉14篇、〈早耳三次捕物聞書〉４篇を、雑誌初出に基づ
き翻刻。単行本初収録随筆も含む。

2007年8月刊

林不忘 著

ISBN978-4-8460-0717-1

論創ミステリ叢書30

A5変判上製／560頁

牧逸馬探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

めりけんじゃっぷ谷譲次による、もだんクライム・ストー
リー。ユーモアとペーソスあふれる舶来探偵物語。

2007年9月刊

牧逸馬 著

ISBN978-4-8460-0718-8

論創ミステリ叢書31

A5変判上製／376頁

風間光枝探偵日記

定価（本体価格2800円+税）

冊

木々高太郎・海野十三・大下宇陀児、戦前三大家の読切連
作ミステリ、幻の女性探偵シリーズ、初単行本化。海野単
独による続編も収録した決定版。

2007年10月刊

木々高太郎・海野十三・大下宇陀児 著

ISBN978-4-8460-0719-5

論創ミステリ叢書32

A5変判上製／544頁

延原謙探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

初のホームズ・シリーズ個人全訳者による創作探偵小説20
篇を初集成。ホームズ関連のエッセイ三十数篇や。幻の翻
訳「求むる男」も収録。

2007年12月刊

延原謙 著

ISBN978-4-8460-0720-1

冊
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論創ミステリ叢書33

A5変判上製／520頁

森下雨村探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）
2008年2月刊

森下雨村 著

ISBN978-4-8460-0721-8

論創ミステリ叢書34

A5変判上製／416頁

酒井嘉七探偵小説選

定価（本体価格2800円+税）

江戸川乱歩をデビューさせた〈日本探偵小説の父〉の代表
作「丹那殺人事件」が60年ぶりの復刻。大都会を舞台に展
開される単行本未収録のスリラー長編「呪の仮面」も併録
し、さらに随筆を集成した大ボリュームの作品集。
冊

航空ものや長唄ものから未発表原稿まで、酒井嘉七の全創
作を初集成。没後半世紀を経て経歴が判明し、幻の戦前本
格派探偵作家の全貌が明かされる。

2008年4月刊

酒井嘉七 著

ISBN978-4-8460-0722-5

論創ミステリ叢書35

A5変判上製／568頁

横溝正史探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3200円+税）
2008年8月刊

横溝正史 著

ISBN978-4-8460-0723-2

論創ミステリ叢書36

A5変判上製／576頁

横溝正史探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3200円+税）
2008年10月刊

横溝正史 著

ISBN978-4-8460-0733-1

論創ミステリ叢書37

A5変判上製／656頁

横溝正史探偵小説選 Ⅲ

定価（本体価格3400円+税）
2008年12月刊

横溝正史 著

ISBN978-4-8460-0734-8

論創ミステリ叢書38

A5変判上製／464頁

宮野村子探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3000円+税）
2009年3月刊

宮野村子 著

ISBN978-4-8460-0735-5

論創ミステリ叢書39

A5変判上製／480頁

宮野村子探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3000円+税）

冊

2006年に横溝正史の遺品から発見された未発表作品「霧の
夜の出来事」ほか、代作短編「十二時前後」や初期コント
作品「悲しき暗号」などの単行本未収録作品を一挙集成!
横溝正史の翻訳・翻案によるルパン冒険譚も収録する。
冊

昭和４年に刊行された『渦巻く濃霧』を完全復刻し、戦前
に発表された単行本未収録の少年少女小説向けも多数収録。
さらに連作『怪盗X・Y・Z』第４話「おりの中の男」を単
行本初収録する !
冊

新発見の現代ミステリ「地獄の花嫁」、『奇傑左一平』幻
の第六話「怪しき猿人吹矢の巻」ほか、未単行本化作品を
多数収録。時代小説「神変龍巻組」も54年ぶりに復刻。
ホームズ関連を含む貴重なエッセイ25編を併録する。
冊

木々高太郎に師事した文学派の紅一点であり、戦後女流作
家第一号でもあった宮野村子。昭和25年に刊行された単行
本『鯉沼家の悲劇』初版を完全復刻し、戦前から終戦直後
にかけて発表された小説９編と随筆４編を収める。
冊

魂の桎梏を描く迫力の作品群。「令嬢殺人事件」「いたず
ら小僧」「紫苑屋敷の謎」などの探偵小説および随筆を収
録。

2009年4月刊

宮野村子 著

ISBN978-4-8460-0782-9

論創ミステリ叢書40

A5変判上製／528頁

三遊亭円朝探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

『怪談牡丹燈篭』の円朝初のミステリ集成。言文一致に貢
献した近代落語の祖による明治探偵小説の知られざる逸品。

2009年6月刊

三遊亭円朝 著

ISBN978-4-8460-0783-6

論創ミステリ叢書41

A5変判上製／464頁

角田喜久雄探偵小説選

定価（本体価格3000円+税）

冊

もう一人の名探偵、明石良輔シリーズ全短編を初集成。ほ
か学生時代の投稿デビュー作から空中密室まで数少ない戦
前本格８編を収録。

2009年9月刊

角田喜久雄 著

ISBN978-4-8460-0905-2

論創ミステリ叢書42

A5変判上製／352頁

瀬下耽探偵小説選

定価（本体価格2800円+税）

冊

女は恋を食べて生きている、男は恋のために死んでいく―
怪奇美に耽る犯罪の詩人。名作「柘榴病」ほか全作品を集
成。

2009年11月刊

瀬下耽 著

ISBN978-4-8460-0907-6

冊
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論創ミステリ叢書43

A5変判上製／544頁

高木彬光探偵小説選

定価（本体価格3400円+税）

幻の長編『黒魔王』初出版ほか単行本未収録作、ここに集
成。探偵小説とは何ぞや、 本格の鬼 が語る貴重な論考
10編併録。

2010年1月刊

高木彬光 著

ISBN978-4-8460-0910-6

論創ミステリ叢書44

A5変判上製／504頁

狩久探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

才気あふるる奇才による異色の本格ミステリ集。「虎よ、
虎よ、爛爛と―」ほか全13編。

2010年3月刊

狩久 著

ISBN978-4-8460-0913-7

論創ミステリ叢書45

A5変判上製／424頁

大阪圭吉探偵小説選

定価（本体価格3000円+税）

冊

帝都を狙う恐るべきスパイ網 ! 愛国探偵・横川禎介、謀
略を暴く！ 異色スパイ小説。

2010年4月刊

大阪圭吉 著

ISBN978-4-8460-0916-8

論創ミステリ叢書46

A5変判上製／528頁

木々高太郎探偵小説選

定価（本体価格3400円+税）

冊

幻の連作長編「風水渙」全８話完全版を戦後初刊行 !
「知恵の勝利を描いた文学」までの軌跡をたどる傑作集。

2010年6月刊

木々高太郎 著

ISBN978-4-8460-0919-9

論創ミステリ叢書47

A5変判上製／480頁

水谷準探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

横溝正史の生んだ捕物名人がゲスト出演するユーモアと
ペーソス豊かな異色捕物帖。

2010年9月刊

水谷準 著

ISBN978-4-8460-1050-8

論創ミステリ叢書48

A5変判上製／496頁

宮原龍雄探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

幻の戦後本格派、初集成。不可能興味と伝奇ロマン。九州
佐賀発・海賊伝説殺人事件。「ニッポン・海鷹」ほか９
編。

2011年1月刊

宮原龍雄 著

ISBN978-4-8460-1061-4

論創ミステリ叢書49

A5変判上製／480頁

大倉燁子探偵小説選

定価（本体価格3200円+税）

冊

戦前の大物女性作家、遂に刊行。国際諜報、心霊怪奇、ど
んでん返し!幻の第一短編集『踊る影絵』復刻。

2011年4月刊

大倉燁子 著

ISBN978-4-8460-1063-8

論創ミステリ叢書50

A5変判上製／504頁

戦前探偵小説四人集

定価（本体価格3200円+税）
2011年6月刊

羽志主水ほか 著

ISBN978-4-8460-1065-2

論創ミステリ叢書51

A5判上製／360頁

守友恒探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2012年5月刊

守友恒 著

ISBN978-4-8460-1130-7

論創ミステリ叢書52

A5判上製／384頁

大下宇陀児探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2012年6月刊

大下宇陀児 著

ISBN978-4-8460-1148-2

冊

「監獄部屋」の羽志主水、フロイト精神分析の水上呂理、
SFミステリの星田三平、医学ミステリの米田三星。アンソ
ロジー常連作家４人の多彩な作品全31編を収録。巻末には
解題を掲載する。
冊

名探偵黄木陽平の事件簿、初集成。戦前本格派の掉尾を
飾った作家の、「日本探偵小説第三の隆盛期」（江戸川乱
歩）に刊行した長編『幻想殺人事件』が65年ぶりの復刊と
なるほか、短編９編。
冊

江戸川乱歩が「長篇に乏しい日本探偵小説界の最も誇るべ
き作品」と評価した戦前期の代表長編『蛭川博士』が待望
の復刻 !
『キング』および『講談倶楽部』へ発表され
た犯人当て懸賞小説（発表当時）３編を同時収録する。
冊
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論創ミステリ叢書53

A5判上製／384頁

大下宇陀児探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

「感情の探検家」大下宇陀児の真骨頂。戦前期の達成「鉄
の舌」からSF味の「宇宙線の情熱」まで、厳選の作品群を
収録する。甲賀三郎との論争を含む探偵小説論も併録。

2012年7月刊

大下宇陀児 著

ISBN978-4-8460-1159-8

論創ミステリ叢書54

A5判上製／320頁

蒼井雄探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

雄渾な自然描写とアリバイ・トリック。日本のクロフツと
目された戦前本格派の雄による短編を初集成。連作「ソ
ル・グルクハイマー殺人事件」併載。

2012年8月刊

蒼井雄 著

ISBN978-4-8460-1165-9

論創ミステリ叢書55

A5判上製／360頁

妹尾アキ夫探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

ロマンティシズムとリリシズム、戦前探偵小説翻訳の先駆
者による怪奇と幻想、戦慄の創作コレクション。戦前作家
を畏れさせた胡鉄梅名義の匿名月評も完全再録。

2012年9月刊

妹尾アキ夫 著

ISBN978-4-8460-1171-0

論創ミステリ叢書56

A5判上製／352頁

正木不如丘探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

冊

第二の夏目漱石と謳われたディレッタント作家による創作
探偵小説黎明期を彩った作品群。「法医学教室」「赤い
レッテル」ほか全28編。

2012年10月刊

正木不如丘 著

ISBN978-4-8460-1182-6

論創ミステリ叢書57

A5判上製／384頁

正木不如丘探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

富士見高原療養所長として結核治療に生涯を捧げた医学者
作家による探偵小説集・第２弾。長編「血の悪戯」から
「果樹園春秋」まで全12編収録。

2012年11月刊

正木不如丘 著

ISBN978-4-8460-1190-1

論創ミステリ叢書58

A5判上製／400頁

葛山二郎探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2012年12月刊

葛山二郎 著

ISBN978-4-8460-1193-2

論創ミステリ叢書59

A5判上製／360頁

蘭郁二郎探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

冊

名作「赤いペンキを買った女」にはじまる花堂琢磨弁護士
シリーズ、「偽の記憶」に始まる鉄道三部作、戦後の「後
家横丁の事件」まで、錯覚の詩人による全創作を収録した、
葛山二郎全集・全１巻。
冊

若くして異国の空に散った悲劇の作家 海野十三と並び称
される戦前科学小説の雄による科学探偵＆少年探偵シリー
ズを集成。林田葩子名義の全作品も併載。

2013年1月刊

蘭郁二郎 著

ISBN978-4-8460-1199-4

論創ミステリ叢書60

A5判上製／368頁

蘭郁二郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2013年2月刊

蘭郁二郎 著

ISBN978-4-8460-1216-8

論創ミステリ叢書61

A5判上製／392頁

岡村雄輔探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2013年3月刊

岡村雄輔 著

ISBN978-4-8460-1226-7

論創ミステリ叢書62

A5判上製／392頁

岡村雄輔探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

時局下に書き継がれた幻の探偵小説集。犯人当て懸賞小説
「黒い東京地図」、文体模写小説「死後の眼」ほか、デ
ビュー作から遺作までを俯瞰。「蚯蚓語」などのエッセイ
も同時収録。
冊

名探偵・秋水魚太郎の事件簿！ デビュー作「紅鱒館の惨
劇」から「うるっぷ草の秘密」「回廊を歩く女」、そして
第一長編「加里岬の踊子」まで、戦後本格ルネサンス期を
彩った幻の作品群を初集成！
冊

幻の長編『幻女殺人事件』初刊行！ 秀作短編「通り魔」
や名探偵・秋水魚太郎が登場する〈盲魚荘〉二部作など作
風転換後の軌跡を示す作品を精選。

2013年4月刊

岡村雄輔 著

ISBN978-4-8460-1237-3

冊
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論創ミステリ叢書63

A5判上製／376頁

菊池幽芳探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2013年5月刊

菊池幽芳 著

ISBN978-4-8460-1241-0

論創ミステリ叢書64

A5判上製／352頁

水上幻一郎探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

明治期家庭小説の第一人者による翻案探偵小説集。少年時
代の江戸川乱歩を熱狂させた「秘中の秘」が75年ぶりの復
刊!
『大阪毎日新聞』に連載された「探偵叢話」８編を
併録。
冊

名探偵・園田教授シリーズの他、異色の猟奇小説やノン
フィクションも含め、戦前の評論から戦後の創作までを集
大成。水上幻一郎全集・全１巻。

2013年6月刊

水上幻一郎 著

ISBN978-4-8460-1248-9

論創ミステリ叢書65

A5判上製／376頁

吉野賛十探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2013年7月刊

吉野賛十 著

ISBN978-4-8460-1251-9

論創ミステリ叢書66

A5判上製／304頁

北洋探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

盲人教育に半生を捧げた作家のミステリ作品を初集成。実
娘である児童文学者・日野多香子氏による特別エッセイを
併録。実娘である児童文学者・日野多香子氏による特別
エッセイを併録。吉野賛十全集・全１巻。
冊

湯川秀樹門下の原子物理学者による科学とロマンの探偵小
説を初集成。児童向け長編科学読物『アトム君の冒険』を
併録。北洋全集・全１巻。

2013年8月刊

北洋 著

ISBN978-4-8460-1258-8

論創ミステリ叢書67

A5判上製／368頁

光石介太郎探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

乱歩の勧めで文学に転向した男。光石介太郎から青砥一二
郎に至る探偵小説から〈純文学〉への軌跡をたどる。昭和
初期の探偵文壇を垣間見させる貴重な回想録を併載。

2013年9月刊

光石介太郎 著

ISBN978-4-8460-1269-4

論創ミステリ叢書68

A5判上製／392頁

坪田宏探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2013年11月刊

坪田宏 著

ISBN978-4-8460-1276-2

論創ミステリ叢書69

A5判上製／384頁

丘美丈二郎探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2013年12月刊

丘美丈二郎 著

ISBN978-4-8460-1283-0

論創ミステリ叢書70

A5判上製／392頁

丘美丈二郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

デビュー作「茶色の上着」に始まる私立探偵・古田三吉シ
リーズを初集成。「下り終電車」や代表作「勲章」などア
リバイ・トリックもののほか、謎解きと戦後世相を融合さ
せた傑作集。短篇12作を収録。
冊

探偵作家クラブ奨励賞「鉛の小函」初刊行！ デビュー作
「翡翠荘綺談」から怪奇と合理のハイブリッド「佐門谷」
まで、日本SF黎明期に活躍した作家の全作品集、待望の第
１巻！ 評論・随筆十数篇も収録。
冊

映画『地球防衛軍』の原案者、歿後10周年。怪奇探偵小説
「汽車を招く少女」、幻のSF中編「宇宙の警鐘」創作19編。
待望の全作品集、ここに完結。

2013年12月刊

丘美丈二郎 著

ISBN978-4-8460-1298-4

論創ミステリ叢書71

A5判上製／328頁

新羽精之探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

冊

〈奇妙な味〉の異色作家、初の作品集！ 九州在住の地方
作家による奇想ミステリを初めて集成。第１巻にはデ
ビュー作から『宝石』終刊までの作品を収録。

2014年1月刊

新羽精之 著

ISBN978-4-8460-1304-2

論創ミステリ叢書72

A5判上製／344頁

新羽精之探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

ブラック・ユーモアと奇想の到達点！ 切支丹もの『日本
西教記』、古代史＋本格『卑弥呼の裔』ほか、短編十数篇
収録。『宝石』終刊後の軌跡をたどる初作品集、第２弾！

2014年2月刊

新羽精之 著

ISBN978-4-8460-1305-9

冊
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論創ミステリ叢書73

A5判上製／272頁

本田緒生探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

戦前期 名古屋探偵小説界の功労者にして、江戸川乱歩に
「情操派」と評された、山下利三郎と並ぶ創作探偵小説黎
明期の先駆者による初の作品集成、第１巻！

2014年3月刊

本田緒生 著

ISBN978-4-8460-1312-7

論創ミステリ叢書74

A5判上製／288頁

本田緒生探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

ユーモア、ペーソス、モダニズム。アマチュアリズムを貫
いた地方作家の『猟奇』時代の軌跡をたどる。創作探偵小
説の可能性を追究した文学派の作品集、ここに完結！

2014年4月刊

本田緒生 著

ISBN978-4-8460-1313-4

論創ミステリ叢書75

A5判上製／320頁

桜田十九郎探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

極東の俠骨児、世界を股にかけた大活躍！ 時局下の『新
青年』を彩った怪奇とスリルとロマンの国際冒険小説文士
村長による異境ものを初集成！

2014年5月刊

桜田十九郎 著

ISBN978-4-8460-1325-7

論創ミステリ叢書76

A5判上製／432頁

金来成探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

韓国推理小説の父祖。早稲田大学在学中『ぷろふいる』か
らデビュー。江戸川乱歩に私淑した韓国人作家金来成の日
本語作品を初集成。幻の第一長篇『思想の薔薇』収録。

2014年6月刊

金来成 著

ISBN978-4-8460-1333-2

論創ミステリ叢書77

A5判上製／392頁

岡田鯱彦探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2014年7月刊

岡田鯱彦 著

ISBN978-4-8460-1340-0

論創ミステリ叢書78

A5判上製／400頁

岡田鯱彦探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2014年8月刊

岡田鯱彦 著

ISBN978-4-8460-1343-1

論創ミステリ叢書79

A5判上製／376頁

北町一郎探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

冊

鯱先生、不可能犯罪に挑む！ 『薫大将と匂の宮』の作者
による異色ユーモア・ミステリ鯱先生物盗り帳シリーズ」
10作に、幻のデビュー作「天の邪鬼」、入魂の長編「紅い
頸巻」を配した初期傑作選。
冊

手がかり索引付き本格長編「幽溟荘の殺人」、探偵作家ク
ラブ吉例・犯人当て小説「夢魔」、トリッキーな「52番目
の密室」など、中・短編９編。本格ミステリの醍醐味を満
載した作品群。
冊

幻の長編『白日夢』、78年ぶりの復刊。日本初の書下し長
編探偵小説募集において蒼井雄『船富家の惨劇』と競った
雄編の他、デビュー期のミステリ短編を集成。

2014年9月刊

北町一郎 著

ISBN978-4-8460-1361-5

論創ミステリ叢書80

A5判上製／400頁

北町一郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

局長・樽見樽平、法医学者・藤浪博士＆新聞記者・立川、
サンキュウ氏、北野公安委員など、北町ミステリのキャラ
クターを集成。

2014年10月刊

北町一郎 著

ISBN978-4-8460-1365-3

論創ミステリ叢書81

A5判上製／424頁

藤村正太探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2014年11月刊

藤村正太 著

ISBN978-4-8460-1375-2

論創ミステリ叢書82

A5判上製／416頁

藤村正太探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2014年12月刊

藤村正太 著

ISBN978-4-8460-1375-2

冊

江戸川乱歩賞作家・藤村正太が、受賞以前に別名義・川島
郁夫で発表したトリッキーな秀作群を初集成。『黄色の
輪』『接吻物語』『盛装』『虚粧』『謎のヘヤーピン』
『液体癌の恐怖』『その前夜』『武蔵野病棟記』『或る特
攻隊員』など、短篇15篇を集成。
冊

江戸川乱歩賞作家・藤村正太が、受賞以前に別名義・川島
郁夫で発表したトリッキーな秀作群を初集成。本格推理か
ら幻想奇譚、耽奇スリラーまで、初期創作の変遷をたどる
全集２巻、ここに完結。
冊
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論創ミステリ叢書83

A5判上製／332頁

千葉淳平探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2015年1月刊

千葉淳平 著

ISBN978-4-8460-1390-5

論創ミステリ叢書84

A5判上製／356頁

千代有三探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2015年2月刊

千代有三 著

ISBN978-4-8460-1408-7

論創ミステリ叢書85

A5判上製／384頁

千代有三探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2015年3月刊

千代有三 著

ISBN978-4-8460-1409-4

論創ミステリ叢書86

A5判上製／400頁

藤雪夫探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2015年4月刊

藤雪夫 著

ISBN978-4-8460-1422-3

論創ミステリ叢書87

A5判上製／400頁

藤雪夫探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2015年6月刊

藤雪夫 著

ISBN978-4-8460-1423-0

論創ミステリ叢書88

A5判上製／356頁

竹村直伸探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

密室トリックに意欲を見せた作家。休刊直前の雑誌『幻影
城』が予告して幻に終わった特集作家の創作を初集成。週
刊誌連載の異色作〈女シリーズ〉併録。「或る老後」「目
の毒」「砂と新妻」等、短篇二十数篇を収録。
冊

犯人当て小説に意欲的だった作家。20世紀英米文学とミス
テリをめぐる長編エッセイ同時収録。探偵作家クラブ新年
恒例の犯人当てゲーム２年連続優勝者による作品を初集
成！
冊

犯人当て小説に意欲的だった探偵作家・千代有三の作品集
第２弾。『産経新聞』や『早稲田大学新聞』などの新聞へ
発表された短編の他、『探偵倶楽部』『新女苑』などに発
表された中短編を多数収録！
冊

鮎川哲也のライヴァルだった男。実娘・藤桂子との合作長
編『黒水仙』（1984）の原型作品「渦潮」（1950）ほか藤
雪夫単独執筆時代の作品、「指紋」「辰砂」「夕焼けと白
いカクテル」「アリバイ」等を集成。
冊

50年代リアリズム本格の精華。菊地警部の活躍する本格推
理小説から異色の空想科学小説まで、休筆前の単独執筆作
品集、ここに完結。「青蛾」「黒い月」「遠い春」「暗い
冬」「赤い宝石」「星の燃える海」等、短編10篇。
冊

『宝石』三編同時掲載作家の初作品集！ 「わたしは竹村
さんが日本サスペンス派の一人として大成されることを期
待するものである」（江戸川乱歩）

2015年7月刊

竹村直伸 著

ISBN978-4-8460-1445-2

論創ミステリ叢書89

A5判上製／364頁

竹村直伸探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）

冊

日本サスペンス派の初作品集、完結！ 初の連載「危険な
人生相談」からジュブナイル作品まで乱歩に期待された作
家の真価を問う第２弾。

2015年8月刊

竹村直伸 著

ISBN978-4-8460-1446-9

論創ミステリ叢書90

A5判上製／376頁

藤井礼子探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

『大貫進探偵小説選』出来。宝石短篇賞、双葉推理賞を受
賞し男性名義で活躍した福岡在住の「幻の女性作家」初作
品集！

2015年9月刊

藤井礼子 著

ISBN978-4-8460-1452-0

論創ミステリ叢書91

A5判上製／400頁

梅原北明探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）
2015年10月刊

梅原北明 著

ISBN978-4-8460-1478-0

論創ミステリ叢書92

A5判上製／408頁

赤沼三郎探偵小説選

定価（本体価格3600円+税）

冊

大正末期〜昭和初期の性風俗出版界で知られた著者が、地
下潜伏中に別名で書いた冒険小説を集成。吉川英治名義で
発表した「特急「亜細亜」」をはじめとする全８篇の創作
作品ほか、評論・随筆を収録。横井司による解題も掲載。
冊

悪魔黙示録を書いた夢法師 デビュー作「解剖された花
嫁」から『新青年』を経て『宝石』に至る流れを鳥瞰 九
州在住作家戦後初のミステリ作品集！

2015年11月刊

赤沼三郎 著

ISBN978-4-8460-1484-1

冊
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論創ミステリ叢書93

A5判上製／396頁

香住春吾探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

メイ探偵・片目珍作君、乗り出す！ 関西探偵作家クラブ
の重鎮にしてユーモア・ミステリの系譜をつなぐ作家、初
めての作品集！

2015年12月刊

香住春吾 著

ISBN978-4-8460-1494-0

論創ミステリ叢書94

A5判上製／404頁

香住春吾探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2016年1月刊

香住春吾 著

ISBN978-4-8460-1500-8

論創ミステリ叢書95

A5判上製／400頁

飛鳥高探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）

冊

幻の懸賞入選作「片目珍作君」を復刻！ 創作復帰後の大
阪府警《西荻署シリーズ》まで、関西在住の放送作家が書
いたユーモア・ミステリを集成した探偵小説選第２巻！
ボーナストラックとして、『週刊朝日』懸賞実話に入選し
た「ポマードと白粉」も収録。
冊

江戸川乱歩賞最終候補作『疑惑の夜』ほか、単行本初収録
の初期作品とエッセイを厳選した、建築技師の書いた本格
ミステリ集第１弾！

2016年2月刊

飛鳥高 著

ISBN978-4-8460-1510-7

論創ミステリ叢書96

A5判上製／400頁

飛鳥高探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2016年3月刊

飛鳥高 著

ISBN978-4-8460-1511-4

論創ミステリ叢書97

A5判上製／396頁

大河内常平探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2016年4月刊

大河内常平 著

ISBN978-4-8460-1520-6

論創ミステリ叢書98

A5判上製／384頁

大河内常平探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2016年5月刊

大河内常平 著

ISBN978-4-8460-1525-1

論創ミステリ叢書99

A5判上製／484頁

横溝正史探偵小説選 Ⅳ

定価（本体価格3600円+税）
2016年6月刊

横溝正史 著

ISBN978-4-8460-1536-7

論創ミステリ叢書100

A5判上製／488頁

横溝正史探偵小説選 Ⅴ

定価（本体価格3600円+税）
2016年7月刊

横溝正史 著

ISBN978-4-8460-1545-9

論創ミステリ叢書101

A5判上製／388頁

保篠龍緒探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3600円+税）
2016年10月刊

保篠龍緒 著

ISBN978-4-8460-1558-9

論創ミステリ叢書102

A5判上製／368頁

保篠龍緒探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2016年12月刊

保篠龍緒 著

ISBN978-4-8460-1559-6

冊

映画原作「死を運ぶトラック」ほか、昭和30年代に発表さ
れた短編を厳選収録。「彼の作風にはたくまざる社会性が
あり、普通の人間を特異な視角によって描き、またプロッ
トの妙趣、トリックの創意にも独特のものがある」（江戸
川乱歩）
冊

人間愛憎の心理解剖に卓抜な技倆を示す愛欲風俗派の第一
人者として位置づけられ、近年は特異な伝奇作家として人
気を博している大河内常平の作品集第１巻。私立探偵・来
栖谷一平が活躍するアクション物のほか、伝奇ミステリ
「蛙夫人」及び「ムー大陸の笛」を収録。
冊

刀剣研究家としても活躍し、本格ミステリからヤクザ物ま
で幅広い作風で個性豊かな作品を残した大河内常平の作品
集第２巻。デビュー作「地獄からの使者（原題「松葉杖の
音」）や代表作「クレイ少佐の死」など、傑作短編を厳選
収録。
冊

幻のジュニア向け時代小説「しらぬ火秘帖」を雑誌未発表
分を追補して初復刻！ 横溝版「黒門町伝七捕物帳」に加
え、「お役者文七捕物暦」原型版を併禄した巨匠の拾遺集
第４弾！！
冊

日本探偵小説文壇の巨匠・横溝正史の単行本未収録作品だ
けで編まれた拾遺集第５弾！ 単行本未収録の絵物語「探
偵小僧」（挿絵・松野一夫）や新たに見つかった創作探偵
小説「王冠のゆくえ」のほか、未完の長編小説まで網羅。
「論創ミステリ叢書」の記念すべき第100巻。
冊

ルパン冒険譚の翻訳者として知られる保篠龍緒の創作・翻
案を集成した作品集第１弾。長編「妖怪無電」を中心に戦
前戦後の傑作短編を精選して収録。海外の警察制度や海外
探偵作家について言及したエッセイも多数収める。
冊

ルパン冒険譚の翻訳者として知られる保篠龍緒の創作・翻
案を集成した作品集第２弾。暗号物の短編「山又山」をは
じめ、戦前期の傑作を一挙集成。ボーナストラックとして、
未発表の探偵劇用台本「結婚の贈物」及び「保篠龍緒著作
目録」（矢野歩・編）を付す。
冊
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論創ミステリ叢書103

A5判上製／376頁

甲賀三郎探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3600円+税）
2017年1月刊

甲賀三郎 著

ISBN978-4-8460-1568-8

論創ミステリ叢書104

A5判上製／440頁

甲賀三郎探偵小説選 Ⅲ

定価（本体価格3600円+税）
2017年2月刊

甲賀三郎 著

ISBN978-4-8460-1569-5

論創ミステリ叢書105

A5判上製／392頁

飛鳥高探偵小説選 Ⅲ

定価（本体価格3600円+税）
2017年3月刊

飛鳥高 著

ISBN978-4-8460-1602-9

論創ミステリ叢書106

A5判上製／400頁

鮎川哲也探偵小説選

定価（本体価格3800円+税）
2017年7月刊

鮎川哲也 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1603-6

論創ミステリ叢書107

A5判上製／408頁

松本泰探偵小説選 Ⅲ

定価（本体価格3800円+税）
2017年8月刊

松本泰 著／横井司 編

ISBN978-4-8460-1624-1

論創ミステリ叢書108

A5判上製／416頁

岩田賛探偵小説選

定価（本体価格3800円+税）
2017年9月刊

岩田賛 著

ISBN978-4-8460-1641-8

論創ミステリ叢書109

A5判上製／384頁

小酒井不木探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3800円+税）
2017年10月刊

小酒井不木 著／阿部崇 編

ISBN978-4-8460-1644-9

論創ミステリ叢書110

A5判上製／400頁

森下雨村探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格4000円+税）
2017年12月刊

森下雨村 著／湯浅篤志 編

ISBN978-4-8460-1670-8

論創ミステリ叢書111

A5判上製／408頁

森下雨村探偵小説選 Ⅲ

定価（本体価格4000円+税）
2018年1月刊

森下雨村 著／湯浅篤志 編

ISBN978-4-8460-1671-5

論創ミステリ叢書112

A5判上製／544頁

加納一朗探偵小説選

定価（本体価格5000円+税）
2018年3月刊

加納一朗 著

ISBN978-4-8460-1682-1

デビュー作「真珠塔の秘密」から遺稿の脚本「街にある
港」まで戦前期本格派の驍将が書き残した長短編を厳選し、
粗忽者の憎めぬ夜盗〈気早の惣太〉シリーズも全作収録。
甲賀三郎次女・深草淑子氏による特別エッセイ「父・甲賀
三郎の思い出」を併禄。
冊

探偵小説のパズル性を重視した本格至上論者の面目躍如た
る作品群を精選し、さらに怪弁護士・手塚龍太シリーズを
全作収録。稀代の論客が熱弁する探偵小説論『探偵小説講
話』を併録し、最新の書誌研究を反映させた作品リスト
（稲富一毅・編）も付す。
冊

長編『死刑台へどうぞ』を巻頭に置き、探偵小説専門誌以
外に書かれた短編や単行本未収録の最新短編「とられた
鏡」で構成した、本格ミステリを愛する日本推理小説文壇
の最長老・飛鳥高の探偵小説選第３弾！
冊

戦後推理小説文壇の巨匠、鮎川哲也の知られざる作品がよ
みがえる。未完の遺稿「白樺荘事件」、ファン待望の単行
本初収録！ 単行本未収録作品を一挙集成し、別名義で発
表された12作の絵物語も挿絵付きで完全収録。
冊

探偵小説デビュー作「濃霧」から『キング』連載の中編
「嫦蛾の冠」まで、大正時代に書かれた創作探偵小説を６
作収録。探偵小説専門誌を発行し、江戸川乱歩に先駆けて
犯罪小説や探偵小説の分野で健筆を奮った松本泰の作品が
今ここに蘇る。
冊

本格ミステリの創作に意欲を燃やし続け、巨匠・鮎川哲也
をして「技巧派」と言わしめた幻の探偵作家・岩田賛が遺
した極上の作品群がよみがえる。巻末には、別名義作品も
含む「岩田賛著作リスト」を付す。
冊

代表短編「画家の罪？」や「呪はれの家」の他、個性豊か
な名探偵たちの事件簿を厳選集成し、探偵戯曲や貴重な
エッセイ類も網羅。関西探偵小説文壇でリーダーシップを
発揮した医学者作家の全貌を俯瞰する『小酒井不木探偵小
説選』第２弾！
冊

代表作「三十九号室の女」、70年ぶりの復刻！ 誰もが気
軽に読める探偵小説の在り方を説く「軽い文学（ライト・
リテラチウア）」を実践した、森下雨村の探偵小説選第２
弾。巻末には「森下雨村小説リスト」（湯浅篤志・編）を
付す。
冊

『新青年』の名物企画【連続短編】全７作を完全収録！
自身が提唱する「ライト・リテラチウア（軽い文学）」を
実践した戦前・戦後の短編をまとめた森下雨村の探偵小説
選第３弾。雨村の遠縁にあたるＳＦ作家・森下一仁氏の書
下ろしエッセイ「郷里の森下雨村」も収録。
冊

名探偵ホック氏の事件簿、ここに一挙集成！ 日本推理作
家協会賞受賞作「ホック氏の異郷の冒険」の外伝にあたる
書下ろし最新作「宙に光る顔」をボーナストラックとして
収録。
冊

■ミステリ ≫ 国内ミステリ
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論創ミステリ叢書113

A5判上製／440頁

藤原宰太郎探偵小説選

定価（本体価格4000円+税）
2018年5月刊

藤原宰太郎 著

ISBN978-4-8460-1701-9

論創ミステリ叢書114

A5判上製／392頁

飛鳥高探偵小説選 Ⅳ

定価（本体価格4000円+税）
2018年6月刊

飛鳥高 著

ISBN978-4-8460-1719-4

論創ミステリ叢書115

A5判上製／392頁

川野京輔探偵小説選 Ⅰ

定価（本体価格3800円+税）
2018年8月刊

川野京輔 著

ISBN978-4-8460-1737-8

論創ミステリ叢書116

A5判上製／320頁

川野京輔探偵小説選 Ⅱ

定価（本体価格3800円+税）
2018年10月刊

川野京輔 著

ISBN978-4-8460-1738-5

論創ミステリ叢書117

A5判上製／408頁

鮎川哲也探偵小説選Ⅱ

定価（本体価格4000円+税）

短編ミステリの精髄を知り尽くした推理小説研究家による
珠玉の作品集！ 久我京介シリーズの第一長編『密室の死
重奏』が32年ぶりに復刊。短編デビュー作「千にひとつの
偶然」や別名義作品のほか、著者自身の意見を反映させた
作品選択による初の探偵小説セレクション。
冊

日本推理小説文壇の最長老が自ら編んだ初の自選作品集。
断筆前に書かれた最後の長編「青いリボンの誘惑」を巻頭
に置き、昭和20年代から昭和40年代にかけて発表された短
編九作を併録。著者が自作を振り返り、執筆当時の思い出
話や創作裏話を綴った書下ろしの自作解説を収録。
冊

日本推理小説界の重鎮が描く怪奇幽遠なる探偵小説の世
界。デビュー作「復讐」や投稿作家時代の習作など、知ら
れざる初期作品の全貌が明らかに！ 週刊誌連載の連作長
編〈難波京介の事件簿〉及び〈血のマリー〉を完全収録
し、巻末には書下ろしエッセイを収録。
冊

日本推理小説協会名誉会員・川野京輔の探偵小説選第２
弾！ 本書には入手困難な単行本『たそがれの肉体』、
『消えた街』、『妖美館の招待状』、『コールサイン殺人
事件』の収録短編を全てまとめ、ボーナストラックとして
単行本未収録ＳＦ三作を補完しています。
冊

本格ミステリ界の暁将たる鮎川哲也の知られざる少年少女
向けミステリを一挙集成！ 第一巻には北村薫氏の書下ろ
しエッセイを収録。

2019年5月刊

鮎川哲也 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1817-7

論創ミステリ叢書118

A5判上製／384頁

鮎川哲也探偵小説選Ⅲ

定価（本体価格4000円+税）
2019年8月刊

鮎川哲也 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1818-4

論創ミステリ叢書119

A5判上製／368頁

渡辺啓助探偵小説選Ⅰ

定価（本体価格3800円+税）
2019年5月刊

渡辺啓助 著／浜田雄介 編

ISBN978-4-8460-1805-4

論創ミステリ叢書120

A5判上製／440頁

渡辺啓助探偵小説選Ⅱ

定価（本体価格3800円+税）
2019年7月刊

渡辺啓助 著／小松史生子 編

ISBN978-4-8460-1806-1

論創ミステリ叢書121

A5判上製／344頁

延原謙探偵小説選Ⅱ

定価（本体価格3800円+税）
2019年9月刊

延原謙・勝伸枝 著

ISBN9784846017392

論創ミステリ叢書122

A5判上製／440頁

飛鳥高探偵小説選Ⅴ

定価（本体価格4000円+税）
2020年2月刊

飛鳥高 著

ISBN9784846018382

冊

本格ミステリ界の驍将・鮎川哲也の知られざる少年少女向
けミステリ集第二巻。連作「一夫と豪助の事件簿」全作と
単行本未収録短編、麻耶雄嵩氏の書下ろしエッセイを収
録。
冊

彼ははたして〈薔薇と悪魔の詩人〉だったのか。渡辺啓助
の豊饒な物語世界・第一弾！ デビュー直後から終戦間も
ない頃に発表された作品群より、固定された視角からは評
価され得なかった魅力を放つ珠玉の短編を精選し、巻末に
は四女・渡辺東氏の書下ろしエッセイを収める。
冊

前期探偵小説文壇の生き証人として最晩年まで現役を貫き
通した、渡辺啓助の豊饒な物語世界・第二弾！ 地方新聞
連載の知られざる名作「吸血劇場」を70年ぶりに復刻する
他、昭和二十年代に発表された膨大な短編群から作品を精
選集成。四女・渡辺東氏の書下ろしエッセイ併録。
冊

日本で初めてシャーロック・ホームズ物語個人全訳を成し
遂げた延原謙の作品集第２弾！ 巻末には延原夫人にして
閨秀作家でもあった勝伸枝の確認されている全著作を収
録！
冊

〈幻の書下し長編〉とされていた「ガラスの檻」を巻頭に
置き、デビュー直後の短編から断筆直前の中編まで全16作
を収録。御年98歳を迎えた日本推理小説文壇最長老の作
家・飛鳥高の探偵小説集第５弾にして集大成！
冊

■ミステリ ≫ 国内ミステリ
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論創ミステリ叢書123

A5判上製／464頁

甲賀三郎探偵小説選Ⅳ

定価（本体価格4200円+税）
2020年4月刊

甲賀三郎 著／深草淑子 著

ISBN9784846018375

論創ミステリ叢書124

A5判上製／336頁

佐左木俊郎探偵小説選Ⅰ

定価（本体価格4000円+税）

大都会を跋扈する抜山蓋世の大怪盗に挑む大和新聞敏腕記
者の獅子内俊次！ 甲賀三郎の代表長編「姿なき怪盗」を
巻頭に置き、読み応えある同年代の傑作短編をレクション
した〈甲賀三郎探偵小説選〉第四集！
冊

日本初の書下ろし探偵小説叢書を実現させた佐左木俊郎。
農民文学の旗手の知られざる 探偵小説家としての顔 を
明らかにする探偵小説集第1弾！

2020年8月刊

佐左木俊郎 著／竹中英俊 編

ISBN978-4-8460-1926-6

山田風太郎少年小説コレクション1

四六判仮フランス装製／280頁

夜光珠の怪盗

定価（本体価格2400円+税）

冊

宙を舞う髑髏、毒を撒く蝶。少年少女に忍びよる魔の手。
山田風太郎による少年少女向けミステリ全10編が当時の挿
絵を復刻して初の単行本化。

2012年6月刊

山田風太郎 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1154-3

山田風太郎少年小説コレクション2

四六判仮フランス装製／320頁

神変不知火城

定価（本体価格2400円+税）

冊

切支丹を救わんとする少年・天草四郎と老軍師・森宗意軒
の活躍 ! 長編時代小説２編、青春探偵団もの１編を含む
全６編を収録。全て初単行本化。

2012年7月刊

山田風太郎 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1155-0

仁木悦子少年小説コレクション1

四六判仮フランス装製／368頁

灰色の手帳

定価（本体価格2600円+税）
2012年12月刊

仁木悦子 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1202-1

仁木悦子少年小説コレクション2

四六判仮フランス装製／352頁

口笛探偵局

定価（本体価格2600円+税）
2013年2月刊

仁木悦子 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1203-8

仁木悦子少年小説コレクション3

四六判仮フランス装製／496頁

タワーの下の子どもたち

定価（本体価格3000円+税）
2013年5月刊

仁木悦子・大井三重子 著／日下三蔵 編

ISBN978-4-8460-1204-5

冊

ほのぼのしみじみ懐かしのジュニア・ミステリ。ベストセ
ラー『猫は知っていた』でミステリブームを牽引した仁木
悦子のジュニア小説を一挙集成！ 挿絵も復刻！ 巻末
エッセイ＝夏樹静子
冊

誘拐事件の謎に挑むは我らが口笛探偵局！ 初単行本化の
長編「口笛探偵局」と短編11編に加え、エッセイも収めた
ボリュームたっぷりの一冊。挿絵も復刻。巻末エッセイ＝
西村京太郎
冊

僕らの先生がいなくなった！ 昭和39年、東京タワーの足
下で起きた事件に小学生が挑む三丁目のミステリ。大井三
恵子名義の童話も一挙集成！ 教科書に載った名作「めも
あある美術館」や未発表作品を含む全64編。
冊

冊

冊

冊

