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四六判上製／726頁

〈新パパイラスの舟〉と21の短篇

定価（本体価格3200円+税）
2008年10月刊

小鷹信光 著

ISBN978-4-8460-0778-2

四六判上製／320頁

最後の証人�上

定価（本体価格1800円+税）
2009年2月刊

金聖鍾 著／祖田律男 訳

定価（本体価格1800円+税）
2009年2月刊

金聖鍾 著／祖田律男 訳

空白の一章

定価（本体価格2800円+税）

�̶̶バーナビー主任警部

2010年9月刊

キャロライン・グレアム 著／宮脇裕子 訳

ISBN978-4-8460-1056-0

四六判上製／504頁
定価（本体価格3000円+税）
2013年9月刊

ヴォルフガング・ヘルンドルフ 著／高橋文子 訳

ISBN978-4-8460-1257-1

論創海外ミステリ1

四六判上製／303頁

トフ氏と黒衣の女

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶トフ氏の事件簿1

2004年11月刊

ジョン・クリーシー 著／田中政 訳

ISBN978-4-8460-0515-3

論創海外ミステリ2

四六判上製／198頁

片目の追跡者

定価（本体価格1600円+税）
2004年11月刊

モリス・ハーシュマン 著／三浦亜紀 訳

ISBN978-4-8460-0516-0

論創海外ミステリ3

四六判上製／240頁

二人で泥棒を

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶ラッフルズとバニー1

2004年12月刊

E・W・ホーナング 著／藤松忠夫 訳

ISBN978-4-8460-0513-9

論創海外ミステリ4

四六判上製／352頁

フレンチ警部と漂う死体

定価（本体価格2000円+税）
2004年12月刊

F・W・クロフツ 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-0517-7

論創海外ミステリ5

四六判上製／306頁

ハリウッドで二度吊せ！

定価（本体価格1800円+税）
2004年12月刊

リチャード・S・プラザ 著／三浦彊子 訳

冊

1973年、韓国で起きた2つの殺人事件。孤高の刑事が辿り
着いたのは朝鮮半島の悲劇の歴史だった……。「憂愁の文
学」と評される感涙必至の韓国ミステリー。

ISBN978-4-8460-0891-8

四六判上製／536頁

砂

冊

主人公の刑事は、連鎖殺人事件の背後にひそむ戦争の傷痕
を粘り強く追跡していく。その過程で彼は深く巨大な悲劇
の根源に無力感を覚え、虚無にとらわれてしまう。韓国ミ
ステリー史上、最高傑作。50万部突破のベストセラー、つ
いに邦訳。

ISBN978-4-8460-0890-1

四六判上製／354頁

最後の証人�下

こんなテーマで短篇アンソロジーを編むとしたらどんな作
品を収録しようか……。「ミステリマガジン」連載の “架
空アンソロジー・エッセイ” に、特別ボーナスとしてテー
マごとに短篇小説を併録。

ISBN978-4-8460-0518-4

冊

アマチュア作家サークルのメンバー、ジェラルド・ハド
リーが自宅で惨殺された。捜査が進展するにつれ、被害者
ジェラルドの素性を誰も知らないことが判明し……。ロン
ドン郊外の架空の州ミッドサマーを舞台に、バーナビー主
任警部と相棒のトロイ刑事が錯綜する人間関係に挑む。
冊

北アフリカで起きる謎に満ちた事件と記憶をなくした男。
緻密かつ巧妙な伏線、謎解きの爽快感、そして意外な結末
! 物語の断片が一つになった時、失われた世界の全体像
が現れる。2012年ライプツィヒ書籍賞受賞作。
冊

貴族探偵トフと黒いドレスの殺し屋アーマ。ロンドンの闇
に浮かび上がる二人の因縁とは。J・J・マリック名義のギ
デオン警視シリーズで知られるクリーシーのもうひとつの
代表作〈トフ氏の事件簿〉初登場。
冊

横領事件の調査中に姿を消した相棒の行方を追うスティー
ヴ・クレイン探偵。彼に突きつけられる無情な結末とは?
ニヒルなキャラクターと乾いた描写が魅力の緊張感あふれ
るハードボイルド・ミステリ。
冊

青年貴族ラッフルズが、スポーツマンシップにのっとり、
大胆不敵に挑む盗みの事件簿。「アルセーヌ・ルパン」に
先駆け描かれた、「泥棒紳士」の短編集第１弾。

冊

イギリス大富豪の一族を襲った謎の殺人事件。フレンチ警
部、地中海へ行く。30作を超えるシリーズの中で未訳と
なっていた長編が待望の邦訳 !

冊

銀髪の私立探偵シェル・スコットは、きな臭いショー・ビ
ジネス界を探る中、数々の危険と引き替えに真実を掴む。
悪党どもをいぶり出すため、スコットは映画の都で奇想天
外な罠をかける !
冊
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論創海外ミステリ6

四六判上製／225頁

またまた二人で泥棒を

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶ラッフルズとバニー2

2005年1月刊

E・W・ホーナング 著／藤松忠夫 訳

ISBN978-4-8460-0520-7

論創海外ミステリ7

四六判上製／371頁

検屍官の領分

定価（本体価格2000円+税）
2005年1月刊

マージェリー・アリンガム 著／佐々木愛 訳

ISBN978-4-8460-0521-4

論創海外ミステリ8

四六判上製／227頁

訣別の弔鐘

定価（本体価格1800円+税）
2004年12月刊

ジョン・ウェルカム 著／岩佐薫子 訳

ISBN978-4-8460-0519-1

論創海外ミステリ9

四六判上製／377頁

死を呼ぶスカーフ

定価（本体価格2000円+税）
2005年1月刊

ミニオン・G・エバハート 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-0522-1

論創海外ミステリ10

四六判上製／278頁

最後に二人で泥棒を

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶ラッフルズとバニー3

2005年3月刊

E・W・ホーナング 著／藤松忠夫 訳

ISBN978-4-8460-0526-9

論創海外ミステリ11

四六判上製／345頁

死の会計

定価（本体価格2000円+税）
2005年2月刊

エマ・レイサン 著／西山百々子 訳

ISBN978-4-8460-0524-5

論創海外ミステリ12

四六判上製／356頁

忌まわしき絆

定価（本体価格1800円+税）
2005年2月刊

L・P・デイビス 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-0523-8

論創海外ミステリ13

四六判上製／360頁

裁かれる花園

定価（本体価格2000円+税）
2005年2月刊

ジョセフィン・テイ 著／中島なすか 訳

ISBN978-4-8460-0525-2

論創海外ミステリ14

四六判上製／338頁

断崖は見ていた

定価（本体価格2000円+税）
2005年3月刊

ジョセフィン・ベル 著／上杉真理 訳

ISBN978-4-8460-0527-6

論創海外ミステリ15

四六判上製／278頁

贖罪の終止符

定価（本体価格1800円+税）
2005年3月刊

サイモン・トロイ 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-0528-3

ラッフルズと別れてから数年、バニーが受け取った電報は
再会へのパスポートだった。アルセーヌ・ルパンに先駆け
る「泥棒紳士」シリーズの第２弾。新たに綴られた八つの
事件簿を収録する。
冊

政府の極秘任務に従事していたキャンピオンを自宅で待ち
受けていたのは女の死体を抱えて階段を上がってくる年老
いた男女だった ! 黄金時代の四大女性探偵作家のひとり
アリンガムの傑作、ここに登場。
冊

死んだはずの男が書いた原稿、その作者は恋人を奪った敬
愛する上官だった。原稿と男の生死の謎を追って元諜報部
員のアマチュア騎手はフランスへ渡る。翻弄する姿なき友
の影と蠢く政治的陰謀の罠が交差する冒険サスペンス。
冊

ファッションモデルのイーデン・ショーは、幼なじみの結
婚式のために故郷セントルイスへ向かう。再び浮上する幼
なじみとの確執、将来の夫となる男の存在。それぞれの思
惑が交錯する極上のロマンティック・サスペンス。
冊

卓越したセンスと類い稀なる強運に恵まれた、泥棒紳士
ラッフルズと相棒バニー。数々の修羅場をくぐり抜け、英
国中にその名を轟かせた二人の最後の事件簿……。大好評
「泥棒紳士」シリーズの最終巻が満を持して登場 !
冊

コンピューターの販売会社に査察が入った。指揮するのは
株主抗議委員会から依託されたベテラン会計士。凄腕の会
計士と狼狽えるコンピューター会社幹部達の間に軋轢が生
じ、遂に事件が! シルバー・ダガー賞受賞作。
冊

小学校で起こった謎の死亡事故。鍵を握る少年ロドニーは
姿を消し、その常識を遙かに超えた能力に翻弄されながら
も教師達は真相に迫るべく行動する。少年の生い立ちに隠
された衝撃の秘密とは? 戦慄のホラー・サスペンス
冊

女子体育大学で講演をおこなうことになった作家のルー
シー・ピムは、ある学生を襲った事件から、花園に響く奇
妙な不協和音に気づいた。日常に潜む狂気を丹念に抉るテ
イの技量が発揮されたミステリ、五十余年の時を経て登場。
冊

富豪一家を襲った連続怪死事件! 不可解な事故死を遂げた
人々は、果たして殺されたのか。『ロンドン港の殺人』以
来、約半世紀ぶりとなるベルの長編邦訳。

冊

村の名士ビューレイ医師が睡眠薬を飲み過ぎ、死を遂げた。
被害者の周りには怪しい人物ばかり。そんな中、舞台は
ガーンジー島にある私塾学校に移り、新たな事件が展開す
る。人間の悲しき性が描かれた心理サスペンス。
冊
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論創海外ミステリ16

四六判上製／185頁

ジェニー･ブライス事件

定価（本体価格1600円+税）
2005年4月刊

M・R・ラインハート 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-0530-6

論創海外ミステリ17

四六判上製／259頁

謀殺の火

定価（本体価格1800円+税）
2005年4月刊

S・H・コーディア 著／伊藤星江 訳

ISBN978-4-8460-0634-1

論創海外ミステリ18

四六判上製／296頁

アレン警部登場

定価（本体価格1800円+税）
2005年4月刊

ナイオ・マーシュ 著／岩佐薫子 訳

ISBN978-4-8460-0635-8

論創海外ミステリ19

四六判上製／326頁

歌う砂

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶グラント警部最後の事件

2005年6月刊

ジョセフィン・テイ 著／鹽野佐和子 訳

ISBN978-4-8460-0514-6

論創海外ミステリ20

四六判上製／339頁

殺人者の街角

定価（本体価格1800円+税）
2005年6月刊

マージェリー・アリンガム 著／佐々木愛 訳

ISBN978-4-8460-0529-0

論創海外ミステリ21

四六判上製／408頁

ブレイディング・コレクション

定価（本体価格2000円+税）
2005年6月刊

パトリシア・ウェントワース 著／中島なすか 訳

ISBN978-4-8460-0636-5

論創海外ミステリ22

四六判上製／412頁

醜聞の館

定価（本体価格2000円+税）
2005年7月刊

リン・ブロック 著／田中政 訳

ISBN978-4-8460-0638-9

論創海外ミステリ23

四六判上製／241頁

歪められた男

定価（本体価格1800円+税）
2005年7月刊

ビル・S・バリンジャー 著／矢田智佳子 訳

ISBN978-4-8460-0637-2

論創海外ミステリ24

四六判上製／366頁

ドアをあける女

定価（本体価格1800円+税）
2005年7月刊

メイベル・シーリー 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-0639-6

論創海外ミステリ25

四六判上製／389頁

陶人形の幻影

定価（本体価格2000円+税）
2005年9月刊

マージェリー・アリンガム 著／佐々木愛 訳

ISBN978-4-8460-0640-2

洪水の中に渦巻く人間模様。初老の女性主人公が若い姪を
助けながら犯人探しに挑む、稀代のストーリーテラーが描
く傑作サスペンス !

冊

９人の犠牲者を出した山火事。６年後、その原因を究明し
ようと一人の男が朽ち果てた村を訪れる。渓谷に蔓延する
狂気とは ? オーストラリアの大自然を背景に展開される
緻密な推理の本格ミステリ。
冊

パーティの余興だった「殺人ゲーム」で本当に人が殺され
た ! 一見警官らしからぬロデリック・アレン警部は謎を
解き明かせるのか。黄金時代に活躍した四大女性作家のひ
とり、ナイオ・マーシュのデビュー作が遂に邦訳。
冊

事故死と断定された青年の書き残した詩。偶然それを目に
した静養中のグラント警部は一人で捜査を開始した。英国
ミステリ界の至宝、ジョセフィン・テイの遺作が待望の邦
訳。
冊

寂れた博物館、荒れ果てた屑鉄置場。人々から置き去りに
されたロンドンの街角を背景に冷酷な殺人者が追いつめら
れる。英国黄金時代の四大女性探偵作家のひとり、アリン
ガムのシルバー・ダガー賞受賞作品を初の完訳。
冊

射殺死体となって発見された所有者は自らの運命を予期し
ていた? 忌まわしき遺産〈プレイディング・コレクショ
ン〉が招く殺人。

冊

元首相の邸宅から私信とフィルムが盗み出された。調査を
依頼されたゴア大佐が垣間見た一族の素顔とは ? ヴァ
ン・ダインや江戸川乱歩が高く評価しながら日本未紹介
だった作家リン・ブロックを本邦初紹介。
冊

事故で意識を失った男に施された整形手術。その歪んだマ
スクに影を落とす、ある機関の思惑。「歯と爪」や「煙で
描いた肖像画」で知られるビル・S・バリンジャーの鬼気
迫るスパイ・サスペンス。
冊

小さな町で起きた殺人事件。被害者の従姉妹キャシーは事
件に巻き込まれ、彼女を含む10人に容疑の目が向けられ
る。ドラマチックに展開される謎、主人公の揺れ動く心の
襞を巧みに描写したロマンス・ミステリ。
冊

駆け落ちした男女を待ち受ける謎の数々。ルーク警視と
キャンピオン探偵は複雑に絡み合う運命の紐を解くことが
できるのか? 過去の犯罪と出生の秘密を名匠アリンガム
が丹念に紡ぎだした長編サスペンス。
冊
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論創海外ミステリ26

四六判上製／259頁

藪に棲む悪魔

定価（本体価格1800円+税）
2005年9月刊

マシュー・ヘッド 著／中島なすか 訳

ISBN978-4-8460-0641-9

論創海外ミステリ27

四六判上製／368頁

アプルビイズ・エンド

定価（本体価格2000円+税）
2005年9月刊

マイケル・イネス 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-0642-6

論創海外ミステリ28

四六判上製／377頁

ヴィンテージ・マーダー

定価（本体価格2000円+税）
2005年10月刊

ナイオ・マーシュ 著／岩佐薫子 訳

ISBN978-4-8460-0643-3

論創海外ミステリ29

四六判上製／346頁

溶ける男

定価（本体価格2000円+税）
2005年10月刊

ヴィクター・カニング 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-0644-0

論創海外ミステリ30

四六判上製／368頁

アルファベット・ヒックス

定価（本体価格2000円+税）
2005年10月刊

レックス・スタウト 著／加藤由紀 訳

ISBN978-4-8460-0645-7

論創海外ミステリ31

四六判上製／288頁

死の信託

定価（本体価格2000円+税）
2005年11月刊

エマ・レイサン 著／中島なすか 訳

ISBN978-4-8460-0646-4

論創海外ミステリ32

四六判上製／288頁

ドリームタイム・ランド

定価（本体価格2000円+税）
2005年11月刊

S・H・コーティア 著／伊藤星江 訳

ISBN978-4-8460-0647-1

論創海外ミステリ33

四六判上製／216頁

いつ死んだのか

定価（本体価格2000円+税）
2005年11月刊

シリル・ヘアー 著／矢田智佳子 訳

ISBN978-4-8460-0648-8

論創海外ミステリ34

四六判上製／264頁

判事とペテン師

定価（本体価格2000円+税）
2005年12月刊

ヘンリー・セシル 著／中村美穂 訳

ISBN978-4-8460-0649-5

論創海外ミステリ35

四六判上製／296頁

ローリング邸の殺人

定価（本体価格2000円+税）
2005年12月刊

ロジャー・スカーレット 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-0650-1

ベルギー領コンゴを訪れた若き植物学者。彼を見舞う数々
の奇妙な出来事。薮から覗く悪魔とは ? アフリカの土着
文化の中で白き異邦人たちの閉塞感が浮き彫りにされてい
く。アフリカを舞台にしたミステリの先駆的シリーズ。
冊

〈新本格派〉の巨匠イネスが贈る芸術一家の謎。アプルビ
イとジュディス、運命の出逢いが明かされる！ 英国流
ユーモア怪奇ミステリの未訳長編、ついに刊行。

冊

楽屋から抜け出すことができたのはだれだ ? 船上での窃
盗、電車での殺人未遂、舞台上の変死。休暇中のアレン警
部に事件が次々とふりかかる。該博な演劇の知識を存分に
発揮した、劇場ミステリの逸品。
冊

ある大富豪より盗難車の捜索を依頼された私立探偵カー
ヴァー。単純かと思われた仕事は、政権をも揺るがす秘密
と度重なる生命の危険をはらんでいた ! スパイ小説に定
評のあるカニングが描く、ハードボイルドの香り漂う冒険
小説。
冊

元弁護士のタクシー運転手、アルファベット・ヒックス。
偶然乗せた女の、産業スパイの濡れ衣を晴らしてほしいと
いう依頼は殺人事件へと発展する。 “ネロ・ウルフ” シリー
ズで名高い大家スタウトの、隠れた名シリーズ登場。
冊

私が死んだらこの信託預金を彼らに譲渡してほしい。請け
負った銀行は彼の死が近いことを知るが、相続人のひとり
が行方不明だった……。副頭取のサッチャーを探偵役に据
え、ユーモアを交えてウォール街での事件を描いたレイサ
ンのデビュー作。
冊

舞台は豪州、先住民アボリジニの神話を体験できるテーマ
パーク『ドリームタイム・ランド』。謎多きアニミズムに
絡み、関係者が次々と殺されてゆく。被害者の従兄である
青年と、アクの強い警部が謎に迫る。
冊

故郷に帰ってきた男は、忌まわしい記憶の地へと足を運ぶ。
そこには死体が、少年のころ見たときと同じように死体が
あった……。死の順序をめぐり争われるのは一族の遺産。
舞台はついに法廷へ。法曹ミステリの名手ヘアーが遺した
最後の作品、ついに登場。
冊

謹厳な判事と敬虔な牧師。尊敬すべき二人の共通点は、な
んと “競馬” だった！ 自身も法廷弁護士、そして判事とい
う職歴を持つ法廷ミステリの名手セシルが、法知識をふん
だんに盛り込みながらもユーモラスに綴る、判事とペテン
師の親子二代記。
冊

乱歩もその巧妙な手法に魅せられた、アメリカの本格推理
作家スカーレット。とある屋敷にて病死する主。その裏で
ほくそ笑むのは誰だ ? 未亡人、義姉、主治医、執事、そ
して親友を名乗る男……。それぞれの横顔が疑惑の影に覆
われる。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ36

四六判上製／276頁

看護婦への墓碑銘

定価（本体価格2000円+税）
2005年12月刊

アン・ホッキング 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-0651-8

論創海外ミステリ37

四六判上製／328頁

同窓会にて死す

定価（本体価格2000円+税）
2006年1月刊

クリフォード・ウィッティング 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-0652-5

論創海外ミステリ38

四六判上製／242頁

トフ氏に敬礼

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶トフ氏の事件簿

2006年1月刊

ジョン・クリーシー 著／佐々木愛 訳

ISBN978-4-8460-0653-2

論創海外ミステリ39

四六判上製／272頁

つきまとう死

定価（本体価格2000円+税）
2006年1月刊

アントニー・ギルバート 著／佐竹寿美子 訳

ISBN978-4-8460-0654-9

論創海外ミステリ40

四六判上製／256頁

灼熱のテロリズム

定価（本体価格2000円+税）
2006年2月刊

ヒュー・ペンティコースト 著／ 後藤健治 訳

ISBN978-4-8460-0655-6

論創海外ミステリ41

四六判上製／240頁

溺愛

定価（本体価格2000円+税）
2006年2月刊

シーリア・フレムリン 著／上杉真理 訳

ISBN978-4-8460-0656-3

論創海外ミステリ42

四六判上製／328頁

愚者は怖れず

定価（本体価格2000円+税）
2006年2月刊

マイケル・ギルバート 著／ 横井敬子 訳

ISBN978-4-8460-0657-0

論創海外ミステリ43

四六判上製／320頁

列のなかの男

定価（本体価格2000円+税）
2006年3月刊

ジョセフィン・テイ 著／中島なすか 訳

ISBN978-4-8460-0658-7

論創海外ミステリ44

四六判上製／248頁

死のバースデイ

定価（本体価格2000円+税）
2006年3月刊

ラング・ルイス 著／青柳伸子 訳

ISBN978-4-8460-0659-4

論創海外ミステリ45

四六判上製／328頁

レディ・モリーの事件簿

定価（本体価格2000円+税）
2006年3月刊

バロネス・オルツィ 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-0660-0

恐喝 ― 。心身の健康を期待して赴いた病院は、患者たち
に苦痛と絶望を与える場所だった。優秀な看護婦の変死の
裏に潜む、幾つもの業と憎悪。不可解な事件の捜査に、ロ
ンドン警視庁の腕利き警視が乗り出す ! 英国本格ミステ
リ。
冊

年に一度の同窓会―肩書きこそ違えど、みな伝統校メレ
ワース学院の卒業生である。クリケットOB戦やダンス・
パーティーなど華やかな催しが続くなか、ひとりの卒業生
が凶弾に倒れた……。シリーズ探偵チャールトン警部が事
件に迫る！ 第一級の本格ミステリ。
冊

旅行を計画中のトフ氏を訪れた美人秘書。姿を消した雇い
主を見つけ出して欲しいと依頼するのだが―。マンション
に横たわる死体、悪意に満ちた策略、旧知の警部との確執。
捜索に乗り出すトフ氏を、数々のトラブルが見舞う。
冊

毒を盛られた父親、事故死した夫。その女の赴くところ、
必ず誰かの命が危険にさらされる。莫大な財産を握る老婆
と、老婆を快く思わない親族に、死を招く女が絡んだとき、
再び悲劇が起こる。
冊

過激派黒人運動団体からの脅迫状でニューヨークは大混乱
に！ 往年のベテラン作家による、息詰まるタイムリミッ
ト・サスペンス。本邦初紹介となる「ピーター・スタイル
ス」シリーズの代表作、刊行。
冊

平穏な家庭を守る主婦クレアの心は、彼らの闖入によって
無惨に掻き乱されたる。徐々に変化する人間の感情を、研
ぎ澄まされた感性で描いたサスペンス。ルース・レンデル
と並び称される、MWA賞作家フレムリン、満を持して登場。
冊

身の回りで起こる数々のトラブルに首を突っ込む推理作家
志望のパブリックスクール校長が辿り着いた恐るべき事実
とは? 英国ミステリ界の巨匠、マイケル・ギルバートが
戦後社会のひずみを描破した社会派スリラーの逸品。
冊

評判のミュージカルの最終公演、若い男が殺された。グラ
ント警部は犯人逮捕のため、ロンドンからスコットランド
へ、またロンドンへと英国本土を飛び回る……。ミステリ
史上に輝く傑作『時の娘』で名を残し、夭折したテイのデ
ビュー作にして、グラント警部初登場作品。
冊

脚本家ヴィクトリアの再婚相手が毒殺死体で発見され、毒
殺死を題材とする新作脚本を書いた彼女に疑惑の目が向け
られた。古典50傑にも選ばれた、本邦初紹介作家の傑作本
格ミステリ。
冊

スコットランド・ヤードのエリート達をも凌ぐレディ・モ
リーの行動力と観察眼が難事件の陰に葬られんとする真実
を白日の元にさらけだす。ミステリ史上初の女性警察官探
偵レディ・モリーの活躍を描いた短編集、待望の完訳 !
“ホームズのライヴァルたち” 第１弾。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ46

四六判上製／280頁

悪魔の栄光

定価（本体価格2000円+税）
2006年5月刊

ジョン・エヴァンズ 著／佐々木愛 訳

ISBN978-4-8460-0661-7

論創海外ミステリ47

四六判上製／400頁

エヴィー

定価（本体価格2500円+税）
2006年4月刊

ヴェラ・キャスパリ 著／文月なな 訳

ISBN978-4-8460-0662-4

論創海外ミステリ48

四六判上製／296頁

ママ、死体を発見す

定価（本体価格2000円+税）
2006年4月刊

クレイグ・ライス 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-0663-1

論創海外ミステリ49

四六判上製／272頁

フォーチュン氏を呼べ

定価（本体価格2000円+税）

美しき未亡人や謎の怪人が入り乱れる争奪戦に巻き込まれ
るシカゴの私立探偵ポール・パイン。正統派ハードボイル
ドの名手ジョン・エヴァンズによる『栄光』シリーズの第
二作。半世紀の時を経てついにヴェールを脱ぐ。
冊

ミステリの古典『ローラ殺人事件』の著者キャスパリが、
揺れ動く若い女性の内面を巧みに描写し、生き生きとした
タッチで魅力溢れる人物に描いたサスペンス。著者代表作
のひとつ、本邦初訳。
冊

元ストリッパーでいまはブロードウェイ女優のジプシー・
ローズ・リー。楽しいはずの新婚旅行がドタバタの大騒動
となってしまい……。人気ミステリ作家のクレイグ・ライ
スがジプシー・ローズ・リー名義で発表したとされるシ
リーズの２作目が待望の邦訳。
冊

英米探偵小説黄金時代の名探偵レジー・フォーチュン氏の
若かりし姿と名推理。『クイーンの定員』にも選ばれた第
１短編集を全訳した、"ホームズのライヴァルたち" 第２弾。

2006年5月刊

H・C・ベイリー 著／文月なな 訳

ISBN978-4-8460-0664-8

論創海外ミステリ50

四六判上製／304頁

封印の島

定価（本体価格2000円+税）
2006年6月刊

ピーター・ディキンスン 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-0665-5

論創海外ミステリ51

四六判上製／328頁

死の舞踏

定価（本体価格2000円+税）
2006年6月刊

ヘレン・マクロイ 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-0666-2

論創海外ミステリ52

四六判上製／384頁

停まった足音

定価（本体価格2500円+税）
2006年7月刊

A・フィールディング 著／岩佐薫子 訳

ISBN978-4-8460-0667-9

論創海外ミステリ53

四六判上製／242頁

自分を殺した男

定価（本体価格2000円+税）
2006年7月刊

ジュリアン・シモンズ 著／伊藤星江 訳

ISBN978-4-8460-0736-2

論創海外ミステリ54

四六判上製／288頁

マンアライヴ

定価（本体価格2000円+税）
2006年9月刊

G・K・チェスタトン 著／つずみ綾 訳

ISBN978-4-8460-0737-9

論創海外ミステリ55

四六判上製／288頁

絞首人の一ダース

定価（本体価格2000円+税）
2006年9月刊

デイヴィッド・アリグザンダー 著／定木大介 訳

ISBN978-4-8460-0738-6

冊

ピブル警視が向かった先はスコットランドの西の海に浮か
ぶ孤島クラムジー島。そこには永遠の都の建設に盲進する
教団があった……。二年連続でCWAゴールド・ダガー賞を
受賞した逸材によるピブル警視シリーズの異色作。本邦初
訳。
冊

12月、雪のニューヨーク。その夜、一体の異様な死体が発
見された。雪のなかに埋まっていた若い女性の死体は、な
んと熱かったのである!精神科医ベイジル・ウィリング博士
が捜査に乗り出す。マクロイのデビュー作にして、傑作本
格。
冊

屋敷の一室で女主人の遺体が発見された。傍らには被害者
の指紋がついたリボルバー。争った形跡はなし。事故か自
殺か、あるいは殺人か。浮かび上がる意外な真相……。
ヴァン・ダインが称賛した『停まった足音』、待望の邦訳。
冊

ミステリ界の巨匠ジュリアン・シモンズによる、ユーモア
と皮肉たっぷりの犯罪小説。評論家H・R・F・キーティン
グがミステリ・ベスト100に選び、称賛してやまなかった
名品。
冊

私設法廷で裁かれるイノセント・スミスとは何者なのか。
大家G・K・チェスタトンによる諧謔と逆説を堪能できる初
邦訳の長編ミステリに加え、評論２編を収録。

冊

人間の本質を突く視線、多彩なアイデア、見事な構成、余
韻の残る結末。スタンリー・エリンが絶賛した珠玉の短編
集 ! 『このミステリーがすごい 2007年版』海外編、第
９位にランクイン。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ56

四六判上製／256頁

闇に葬れ

定価（本体価格2000円+税）
2006年10月刊

ジョン・ブラックバーン 著／立樹真理子 訳

ISBN978-4-8460-0739-3

論創海外ミステリ57

四六判上製／336頁

六つの奇妙なもの

定価（本体価格2000円+税）
2006年10月刊

ダムの底へ沈もうとしている納骨室に響く哄笑の恐怖。
クーンツと並び称されるブラックバーンによる伝奇ミステ
リの傑作。

冊

証人の見ている前で被害者にコップを手渡した人物が犯人
でないとすれば、毒を入れることができた者は誰もいな
い……。夭折した作家が贈る第一級の異色本格ミステリ。

クリストファー・セント・ジョン・スプリッグ 著／水野恵 訳 ISBN978-4-8460-0740-9

論創海外ミステリ58

四六判上製／496頁

戯曲アルセーヌ・ルパン

定価（本体価格2500円+税）
2006年11月刊

モーリス・ルブラン 著／小高美保 訳

ISBN978-4-8460-0741-6

論創海外ミステリ59

四六判上製／320頁

失われた時間

定価（本体価格2000円+税）
2006年11月刊

クリストファー・ブッシュ 著／青柳伸子 訳

ISBN978-4-8460-0742-3

論創海外ミステリ60

四六判上製／320頁

幻を追う男

定価（本体価格2000円+税）
2006年12月刊

ジョン・ディクスン・カー 著／森英俊 訳

ISBN978-4-8460-0743-0

論創海外ミステリ61

四六判上製／400頁

シャーロック・ホームズの栄冠

定価（本体価格2500円+税）
2007年2月刊

北原尚彦 編訳

ISBN978-4-8460-0744-7

論創海外ミステリ62

四六判上製／272頁

少年探偵ロビンの冒険

定価（本体価格1800円+税）
2007年2月刊

F・W・クロフツ 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-0745-4

論創海外ミステリ63

四六判上製／312頁

ハーレー街の死

定価（本体価格2000円+税）
2007年3月刊

ジョン・ロード 著／加藤由紀 訳

ISBN978-4-8460-0746-1

論創海外ミステリ64

四六判上製／320頁

ミステリ・リーグ傑作選 上

定価（本体価格2500円+税）
2007年5月刊

エラリー・クイーンほか 著／飯城勇三 編

ISBN978-4-8460-0747-8

論創海外ミステリ65

四六判上製／408頁

ミステリ・リーグ傑作選�下

定価（本体価格2500円+税）
2007年6月刊

エラリー・クイーンほか 著／飯城勇三 編

ISBN978-4-8460-0748-5

冊

強盗紳士アルセーヌ・ルパンの活躍する戯曲三本が世界で
初めて一冊にまとまった! 「戯曲アルセーヌ・ルパン」
（初完訳）、「アルセーヌ・ルパンの帰還」（新訳）、
「アルセーヌ・ルパンの冒険」（初邦訳）を収録。
冊

失われた10分間の謎とは ? 『完全殺人事件』や『100％
アリバイ』で有名なクリストファー・ブッシュによる、深
い余韻を残す探偵と少女の物語。

冊

フェル博士登場のオリジナル版「あずまやの悪魔」ほか、
初邦訳を含むラジオドラマ３本を収録。ジョン・ディクス
ン・カー生誕100周年記念の〈シナリオ・コレクション〉
第２弾。
冊

錚々たる作家陣によるシャーロック・ホームズのパロディ
&パスティーシュ集。正統派パスティーシュの語られざる
事件「疲労した船長の事件」、奇天烈パロディ「第二の収
穫」など全24編を収録する。
冊

英国黄金時代の巨匠クロフツが残した唯一のジュニア・ミ
ステリ。鉄道にまつわる謎やフレンチ警部の登場などファ
ン必読の１冊。初版本に収録された挿絵を完全復刻し、
〈ヴィンテージ・ジュヴナイル〉第１弾として刊行。
冊

事故でも自殺でも他殺でもない「第四の可能性」とは
……!? 数学者探偵プリーストリー博士登場。本格派の雄
ジョン・ロード、最高傑作ついに邦訳なる !

冊

1933年にエラリー・クイーンが創刊させ、わずか四号で廃
刊となった幻の雑誌の傑作選。当時の挿絵とともに伝説の
探偵小説専門誌が蘇る ! クイーンの名エッセイも初完訳。

冊

別々の場所で発見された二つの遺体は同じ方法で殺害され
ていた……。 “幻” の作家による、ミッシング・リンク・
テーマと密室殺人の合わせ技が光る長編「角のあるライオ
ン」。 “伝説” の雑誌「ミステリ・リーグ」の傑作選。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ66

四六判上製／256頁

この男危険につき

定価（本体価格1800円+税）
2007年7月刊

ピーター・チェイニー 著／美藤健哉 訳

ISBN978-4-8460-0749-2

論創海外ミステリ67

四六判上製／272頁

ファイロ･ヴァンスの犯罪事件簿

定価（本体価格2000円+税）
2007年8月刊

S・S・ヴァン・ダイン 著／小森健太朗 訳

ISBN978-4-8460-0750-8

論創海外ミステリ68

四六判上製／312頁

ジョン･ディクスン･カーを読んだ男

定価（本体価格2000円+税）
2007年9月刊

ウィリアム・ブリテン 著／森英俊 訳

ISBN978-4-8460-0751-5

論創海外ミステリ69

四六判上製／296頁

ぶち猫

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶コックリル警部の事件簿

2007年10月刊

クリスチアナ・ブランド 著／深町眞理子 訳

ISBN978-4-8460-0752-2

論創海外ミステリ70

四六判上製／224頁

パーフェクト・アリバイ

定価（本体価格1800円+税）
2007年11月刊

A・A・ミルン 著／青柳伸子 訳

ISBN978-4-8460-0753-9

論創海外ミステリ71

四六判上製／328頁

ノヴェンバー・ジョーの事件簿

定価（本体価格2000円+税）
2007年11月刊

ヘスキス・プリチャード 著／安岡恵子 訳

ISBN978-4-8460-0754-6

論創海外ミステリ72

四六判上製／272頁

ビーコン街の殺人

定価（本体価格2000円+税）
2007年12月刊

ロジャー・スカーレット 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-0755-3

論創海外ミステリ73

四六判上製／472頁

灰色の女

定価（本体価格2800円+税）
2008年2月刊

A・M・ウィリアムスン 著／中島賢二 訳

ISBN978-4-8460-0756-0

論創海外ミステリ74

四六判上製／280頁

刈りたての干草の香り

定価（本体価格2100円+税）
2008年2月刊

ジョン・ブラックバーン 著／霜島義明 訳

ISBN978-4-8460-0757-7

論創海外ミステリ75

四六判上製／416頁

ナポレオンの剃刀の冒険

定価（本体価格2500円+税）

�̶̶聴取者への挑戦 1

2008年3月刊

エラリー・クイーン 著／飯城勇三 訳

ISBN978-4-8460-0758-4

おれの名前はレミー・コーション。悪党の間ではちょっと
した有名人だ。裏切りが裏切りを呼ぶ、ド派手なアクショ
ンとスリル満点のストーリー。フランスをはじめ各国で人
気を博したイギリス・ハードボイルドの歴史的作品。
冊

「ヴァン・ダインの登場によってアメリカ探偵小説は一夜
にして成年に達した」評論家ヘイクラフトをしてこう言わ
しめた往年の巨匠ヴァン・ダイン。名探偵ファイロ・ヴァ
ンスが語る犯罪実話９編に加え、書誌データ等、詳しい資
料を併録。
冊

巨匠J・D・カーに憧れ、自ら密室殺人を企てる青年。 ク
イーン顔負けの論理で謎を解く老人。 身に覚えのない手紙
を受け取ったアメリカ在住のワトスン。 ミステリへの深い
愛情とあざやかな謎解き、 溢れるユーモアで贈る “〜を読
んだ〜” シリーズ全11編。
冊

生前未発表だった幻のシナリオ、本邦初訳の短編、極上の
ショート・ショート、ブランド自らコックリル警部につい
て語ったエッセイ等、バラエティに富んだ「ケントの鬼」
ことコックリル警部ものの作品集。クリスチアナ・ブラン
ドの生誕百周年を記念して贈る。
冊

邸宅ヘロン・プレイスの主人が自殺に偽装されて殺害され
た。犯人はそこに泊まる二人の客。警察は捜査の末、自殺
と断定するも、探偵小説好きの女性スーザンが疑問を抱く。
完全犯罪と思われた事件の行方は……。A・A・ミルンによ
る倒叙ミステリ戯曲。
冊

カナダの森林地帯で鹿狩りのガイドをつとめる青年ノヴェ
ンバー・ジョー。森が生んだ申し子と言われるほど狩猟に
長けた彼は、地方警察に協力する名探偵でもあった。大自
然のなかで起こる九つの事件にジョーが挑む。
冊

ビーコン街の屋敷で殺人事件が発生。現場には婦人がお
り、その傍らには銃が……。簡単に解決すると思われた事
件の真相とは? 江戸川乱歩らによって戦前から紹介され
ていた本格派スカーレットのデビュー作を初完訳。旧邦題
「密室二重殺人事件」。
冊

アモリー家に伝わる由緒ある屋敷の時計塔に現れる謎の美
女。彼女との出会いが奇怪な出来事の幕開けだった……。
黒岩涙香が翻案し、その後、江戸川乱歩がリライトした傑
作『幽霊塔』の原作をついに邦訳。
冊

軍隊によって焼き払われ、住人は収容所に入れられた村。
そこで起る怪事の調査に英国情報局のカーク将軍が乗り出
した。稀代のストーリーテラーによる本格ミステリ+モン
スター・パニック。「B級怪奇映画ネタなのに仕上がりは
名匠級」と評される著者のデビュー作、本邦初訳。
冊

巧みなトリックとエラリーの名推理を堪能できる表題作を
始め、国名シリーズを彷佛させる傑作シナリオ８編を収録。
全編 “聴取者への挑戦状” つき ! ラジオ版「エラリー・ク
イーンの冒険」のエピソードリストを併録。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ76

四六判上製／322頁

サーズビイ君奮闘す

定価（本体価格2000円+税）
2008年5月刊

ヘンリー・セシル 著／澄木柚 訳

ISBN978-4-8460-0784-3

論創海外ミステリ77

四六判上製／351頁

ポッターマック氏の失策

定価（本体価格2200円+税）
2008年5月刊

オースティン・フリーマン 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-0785-0

論創海外ミステリ78

四六判上製／314頁

赤き死の香り

定価（本体価格2000円+税）
2008年6月刊

ジョナサン・ラティマー 著／稲見佳代子 訳

ISBN978-4-8460-0786-7

論創海外ミステリ79

四六判上製／270頁

タナスグ湖の怪物

定価（本体価格2000円+税）
2008年7月刊

グラディス・ミッチェル 著／白須清美 訳

ISBN978-4-8460-0787-4

論創海外ミステリ80

四六判上製／377頁

八一三号車室にて

定価（本体価格2200円+税）
2008年9月刊

アーサー・ポージス 著／森英俊 訳

ISBN978-4-8460-0788-1

論創海外ミステリ81

四六判上製／356頁

知りすぎた男

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶ホーン・フィッシャーの事件簿

2008年9月刊

G・K・チェスタトン 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-0789-8

論創海外ミステリ82

四六判上製／384頁

チャーリー･チャン最後の事件

定価（本体価格2200円+税）
2008年11月刊

E・D・ビガーズ 著／文月なな 訳

ISBN978-4-8460-0790-4

論創海外ミステリ83

四六判上製／256頁

壊れた偶像

定価（本体価格2000円+税）
2009年3月刊

ジョン・ブラックバーン 著／松本真一 訳

ISBN978-4-8460-0791-1

論創海外ミステリ84

四六判上製／416頁

死せる案山子の冒険

定価（本体価格2500円+税）

�̶̶聴取者への挑戦 2

2009年3月刊

エラリー・クイーン� 原案／飯城勇三� 訳

ISBN978-4-8460-0892-5

論創海外ミステリ85

四六判上製／312頁

非実体主義殺人事件

定価（本体価格2000円+税）
2009年5月刊

ジュリアン・シモンズ 著／多田昌子 訳

ISBN978-4-8460-0897-0

新米の法廷弁護士ロジャー・サーズビイ。事務所に入った
その日から法廷に連れて行かれて、判事に対してトンチン
カンな受け答え。この先どうなることやら……。主人公
サーズビイを取り巻くユーモラスな登場人物が印象的な英
国法廷ミステリ。
冊

英国の田舎に住む紳士ポッターマック氏。彼の生活は執拗
なゆすりに耐える日々だった。意を決した彼は、綿密な計
画のもとに犯人を殺害する。倒叙ミステリの創始者フリー
マンによる、緊迫感あふれる名品。
冊

富豪一族に相次いで起こる変死事件。現場に残されたクチ
ナシの香りを追って、酒と女に弱い私立探偵ビル・クレイ
ンが謎に挑む。古典的名作『モルグの女』のジョナサン・
ラティマーによる、ハードボイルド+本格ミステリの秀作。
ビル・クレイン・シリーズ最終作。
冊

ハンフリー一行は恐竜らしき生物が目撃された湖へ調査に
赴いた。巨大動物らしき影や、水面の妖しい波紋を目撃す
るなか、メンバーの一人が変死する。恐竜+本格ミステリ
という奇抜な設定を、ミッチェル女史が淡々と綴る異色作。
冊

未解決の宝石失踪事件の謎を、走る列車内で鮮やかに解く
老人。彼の正体とは……。傑作パスティーシュである表題
作をはじめ、本格ものからサスペンス、ホラー、奇妙な味
までバラエティに富んだ全26編を収録。短編のスペシャリ
スト、アーサー・ポージス初の傑作集。
冊

巨匠G・K・チェスタトンが、国内政治や国際関係を背景と
した事件に与する人間を鋭く描く。さまざまなことを知り
すぎているゆえに苦悩するホーン・フィッシャーと、相棒
役である新進政治記者のハロルド・マーチ。彼らの推理譚
８編と、ノンシリーズ２編を収録。
冊

サンフランシスコの屋敷で、オペラ歌手である美しい女性
と四人の男が一堂に会した。四人の男は全員がその女性の
別れた夫。それぞれの思惑が交錯するなか、突然その女性
が殺害される。中国系アメリカ人チャーリー・チャン最後
の事件、ついに邦訳。
冊

売春婦と見られる女性の死体が町外れの川で発見された。
どうやらロシアの女スパイらしい。英国外務省情報局長
カーク将軍が捜査に当たるのだが……。警察小説+オカル
トスリラー、異色作家による怪作。
冊

本格ミステリ・ファン必読のラジオドラマ版「エラリー・
クイーンの冒険」シナリオ集第２弾。「国名シリーズ」と
「ライツヴィルもの」両者の要素を備えた表第作を含む７
編に加え、法月綸太郎による解説を収録。「シナリオ・コ
レクション」第５弾。
冊

非実体主義とは、そこに存在しないものに価値を見出す。
奇妙な芸術集団の展示会で事件は起きた。死体が彫刻の中
から発見されたのである……。英国ミステリ界の巨匠ジュ
リアン・シモンズが、章ごとに語り手が入れ替わる趣向を
凝らした作品。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ86

四六判上製／312頁

メリリーの痕跡

定価（本体価格2000円+税）
2009年6月刊

ハーバート・ブリーン 著／上杉真理 訳

ISBN978-4-8460-0899-4

論創海外ミステリ87

四六判上製／248頁

忙しい死体

定価（本体価格2000円+税）
2009年8月刊

ドナルド・E・ウェストレイク 著／木村浩美 訳

ISBN978-4-8460-0903-8

論創海外ミステリ88

四六判上製／360頁

警官の証言

定価（本体価格2200円+税）
2009年12月刊

ルーパート・ペニー 著／熊井ひろ美 訳

ISBN978-4-8460-0911-3

論創海外ミステリ89

四六判上製／432頁

ミステリの女王の冒険

定価（本体価格2600円+税）

�̶̶視聴者への挑戦

2010年2月刊

エラリー・クイーン 著／飯城勇三 訳

ISBN978-4-8460-0914-4

論創海外ミステリ90

四六判上製／312頁

リュジュ・アンフェルマンとラ・クロデュック

定価（本体価格2000円+税）
2010年3月刊

ピエール・シニアック 著／小高美保 訳

ISBN978-4-8460-0918-2

論創海外ミステリ91

四六判上製／360頁

悪魔パズル

定価（本体価格2200円+税）
2010年5月刊

パトリック・クェンティン 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1044-7

論創海外ミステリ92

四六判上製／288頁

不可能犯罪課の事件簿

定価（本体価格2000円+税）
2010年6月刊

ジェイムズ・ヤッフェ 著／上杉真理 訳

ISBN978-4-8460-1049-2

論創海外ミステリ93

四六判上製／304頁

新幹線大爆破

定価（本体価格2000円+税）
2010年7月刊

ジョゼフ・ランス、加藤阿礼 著／駒月雅子 訳

ISBN978-4-8460-1052-2

論創海外ミステリ94

四六判上製／368頁

ストラング先生の謎解き講義

定価（本体価格2200円+税）
2010年8月刊

ウィリアム・ブリテン 著／森英俊 編訳

ISBN978-4-8460-1054-6

論創海外ミステリ95

四六判上製／432頁

四十面相クリークの事件簿

定価（本体価格2600円+税）
2011年5月刊

トマス・W・ハンシュー 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-1067-6

雑誌記者ウィリアム・ディーコンは女優メリリー・ムーア
を警護するため、豪華客船モンマルトル号に乗り込んだ。
彼女は、自分には予知能力があり、緑色の顔の男が首を
吊っている夢を見たと言う。登場人物がユーモアたっぷり
に描かれる都会派ミステリ。
冊

25万ドル相当のヘロインを身につけたまま埋められたらし
いギャングの死体が埋葬された墓を掘り返したところ、問
題の死体は墓から忽然と消えていた ! ウェストレイク初
訳長編のユーモアミステリ。
冊

競売会で競り落とした１冊の古書から、ある屋敷に財宝が
隠されていることが明らかになった。ほどなく財宝の一部
と見られる宝石が見つかったが、その直後に少佐は密室で
殺害される……。緻密に計算された密室トリックの英国本
格ミステリ。
冊

『エラリー・クイーン』は、『刑事コロンボ』のコンビ、
R・レヴィンソンとW・リンクが製作総指揮を務めた本格
ミステリドラマである。本書はそのシナリオのうち、未制
作シナリオの表題作ほか、シリーズガイド、全23話のエピ
ソードガイドを併録したファン必携の１冊。
冊

宿無し一文無しのルンペン、リュジュ・アンフェルマン。
性別不詳の巨人、ラ・クロデュック。奇妙な二人が、修道
院に閉じこめられているラ・クロデュックの娘を助けに行
くことになり……。『ウサギ料理は殺しの味』の著者シニ
アックによる奇天烈放浪記。
冊

ふと目覚めると、見知らぬ部屋のベッドに寝ている。自分
の名前も、ここがどこかも、目の前の美女が誰かもわから
ない。幾重にも張りめぐらされた陰謀。ピーター・ダルー
ス、絶体絶命の脱出劇。“パズル・シリーズ” 第５作、待望
の邦訳。
冊

ニューヨーク市警殺人捜査局不可能犯罪課。不可能犯罪を
専門に扱うその課の主、ポール・ドーンが歴史上の謎を見
事に解く。本国版EQMM掲載時にエラリー・クイーンが寄
せたコメントを全編に収録。ヤッフェの才気とクイーンの
名編集長ぶりをご堪能あれ。
冊

東京発博多行きの新幹線 “ひかり109号” には、時速80キロ
以下になる爆発する爆弾が仕掛けられていた。はたして、
博多に到着するまでに爆発を回避できるのか……。鉄道パ
ニック映画の大傑作『新幹線大爆破』（主演・高倉健）の
英国版ノベライズを逆輸入。
冊

オルダーショット高校の老教師にして素人探偵のストラン
グ先生の事件簿。「ジョン・ディクスン・カーを読んだ
男」のブリテンが贈る、エラリー・クイーン顔負けの緻密
な推理が展開される “名探偵ストラング先生” シリーズ傑作
集、全14編。
冊

元怪盗、現在は名探偵。顔を自由に変えることができる怪
人にして、謎の経歴を持つ紳士、四十面相ハミルトン・ク
リーク。J.D.カーが愛読し、江戸川乱歩が「怪人二十面
相」のモデルにしたと言われるクリーク譚の第一作品集を
初完訳。「ホームズのライヴァルたち」第５弾。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ96

四六判上製／336頁

ワンダーランドの悪意

定価（本体価格2000円+税）
2011年11月刊

ニコラス・ブレイク 著／白須清美 訳

ISBN978-4-8460-1108-6

論創海外ミステリ97

四六判上製／408頁

エラリー・クイーンの災難

定価（本体価格2600円+税）
2012年5月刊

エドワード・D・ホック 著／飯城勇三 編訳

ISBN978-4-8460-1145-1

論創海外ミステリ98

四六判上製／360頁

巡礼者パズル

定価（本体価格2200円+税）
2012年9月刊

パトリック・クェンティン 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1173-4

論創海外ミステリ99

A5判並製／248頁

法螺吹き友の会

定価（本体価格2000円+税）
2012年10月刊

G・K・チェスタトン 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-1180-2

論創海外ミステリ100

四六判上製／280頁

アフリカの百万長者

定価（本体価格2000円+税）
2012年11月刊

グラント・アレン 著／松下祥子 訳

ISBN978-4-8460-1187-1

論創海外ミステリ101

四六判上製／352頁

ケープコッドの悲劇

定価（本体価格2200円+税）
2013年1月刊

P・A・テイラー 著／清水裕子 訳

ISBN978-4-8460-1206-9

論創海外ミステリ102

四六判上製／304頁

ラッフルズ・ホームズの冒険

定価（本体価格2000円+税）
2013年2月刊

J・K・バングズ 著／平山雄一 訳

ISBN978-4-8460-1215-1

論創海外ミステリ103

四六判上製／320頁

列車に御用心

定価（本体価格2000円+税）
2013年3月刊

エドマンド・クリスピン 著／冨田ひろみ 訳

ISBN978-4-8460-1229-8

論創海外ミステリ104

四六判上製／304頁

ソープ・ヘイズルの事件簿

定価（本体価格2000円+税）

「諸君、マッド・ハッターに気をつけろ ! 」ダンスホール
に響き渡ったこの声が奇妙な事件の幕開けだった。『不思
議の国のアリス』の登場人物いかれ帽子屋を名乗る犯人の
正体とは、そしてその目的とは。英国ミステリ界の巨匠ニ
コラス・ブレイクの初訳長編。
冊

世界初のエラリー・クイーン贋作 & パロディ集。 ホック
が、ネヴィンズが、ポージスが、ブリーンが、ロースン
が、名探偵にしてミステリ作家にして編集者である “エラ
リー・クイーン” に挑む。
冊

従軍で精神を病んだダルースは一時的に妻アイリスと離れ
ることを決意。それが功を奏して復調したダルースは、妻
のいるメキシコへと発った。愛する者のために奮戦する彼
を待っている結末とは。本格ミステリ・ファン待望の “パ
ズル・シリーズ” 最後の未訳作、ついに登場。
冊

帽子の代わりにキャベツをかぶる元大佐、テムズ川に火を
放つ弁護士……。「法螺吹き友の会」に集うは奇人変人ば
かり。英国文壇の巨匠が贈る連作長編に単行本初収録のブ
ラウン神父ものを含む３短編を併録。
冊

変幻自在の顔をもつ怪盗クレイ大佐の標的は「アフリカの
百万長者」こと大富豪チャールズ・ヴァンドリフト。世界
世界を舞台にした二人の対決の幕が開く!「クイーンの定
員」に選ばれた名短編集を “ホームズのライヴァルたち” シ
リーズ第６弾として刊行。
冊

避暑地で殺された有名作家ケープコッドのシャーロック初
登場。クイーンや乱歩の名作リストに選ばれたテイラー女
史の代表作、待望の邦訳！

冊

父は名探偵、祖父は大怪盗。サラブレッド探偵ラッフル
ズ・ホームズ、現わる。霊界が舞台の〈シャイロック・
ホームズ〉シリーズ10編も併録。名探偵ホームズ氏、死後
の世界でも大活躍！
冊

人間消失、アリバイ偽装、密室の謎に、名探偵フェン教授
が難事件に挑む。「クイーンの定員」にも選ばれたロジカ
ルな謎解き輝く傑作短編集。

冊

英国発の鉄道ミステリ譚、珠玉の短編集、待望の全訳。イ
ギリスの鉄道最盛期を鮮やかに描写する〈ホームズのライ
ヴァルたち〉第７弾。

2013年4月刊

V・L・ホワイトチャーチ 著／小池滋・白須清美 訳

ISBN978-4-8460-1236-6

論創海外ミステリ105

四六判上製／384頁

百年祭の殺人

定価（本体価格2400円+税）
2013年5月刊

マックス・アフォード 著／定木大介 訳

ISBN978-4-8460-1238-0

冊

巧妙なトリックと鮮烈なロジック。〝オーストラリアの
J・D・カー〟が贈る密室ファン必読の書。ブラックバーン
教授、連続猟奇殺人に挑む。

冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ106

四六判上製／392頁

黒い駱駝

定価（本体価格2400円+税）
2013年6月刊

E・D・ビガーズ 著／林たみお 訳

ISBN978-4-8460-1245-8

論創海外ミステリ107

四六判上製／352頁

短刀を忍ばせ微笑む者

定価（本体価格2200円+税）
2013年7月刊

ニコラス・ブレイク 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-1250-2

論創海外ミステリ108

四六判上製／456頁

刑事コロンボ 13の事件簿

定価（本体価格2800円+税）

�̶̶黒衣のリハーサル

2013年8月刊

ウィリアム・リンク 著／町田暁雄 訳

ISBN978-4-8460-1255-7

論創海外ミステリ109

四六判上製／256頁

殺人者の湿地

定価（本体価格2000円+税）

黒い駱駝に魅入られたのは誰だ ! チャーリー・チャンの
大いなる苦悩。横溝正史が「コノ辺ノウマサ感動ノ至リナ
リ」と謎解き場面を絶賛の探偵小説、待望の完訳。

冊

不穏な社会情勢に暗躍する秘密結社の謎。ストレンジウェ
イズ夫人、潜入捜査に乗り出す。華麗なるヒロインの活躍
と冒険を描いたナイジェル・ストレンジウェイズ探偵譚の
異色作。
冊

弁護士、ロス市警の刑事、プロボクサー、映画女優……。
完全犯罪を企てる犯人とトリックを暴くコロンボの対決。
人気TVドラマ「刑事コロンボ」の原作者ウィリアム・リン
クが書き下ろした新たな事件簿。
冊

荒涼たる湿地に消えた美女の謎。サスペンスの名手が仕掛
ける鮮やかな逆転劇。果たして ”彼女” は殺されたのか？

2013年9月刊

アンドリュウ・ガーヴ 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1256-4

論創海外ミステリ110

四六判上製／432頁

警官の騎士道

定価（本体価格2400円+税）
2013年10月刊

ルーパート・ペニー 著／熊井ひろ美 訳

ISBN978-4-8460-1271-7

論創海外ミステリ111

四六判上製／352頁

探偵サミュエル・ジョンソン博士

定価（本体価格2200円+税）
2013年11月刊

リリアン・デ・ラ・トーレ 著／中川みほ子 訳

ISBN978-4-8460-1277-9

論創海外ミステリ112

四六判上製／376頁

命取りの追伸

定価（本体価格2400円+税）
2013年12月刊

ドロシー・ボワーズ 著／松本真一 訳

ISBN978-4-8460-1282-3

論創海外ミステリ113

四六判上製／232頁

霧の中の館

定価（本体価格2000円+税）
2014年1月刊

A・K・グリーン 著／波多野健・梶本ルミ 訳

ISBN978-4-8460-1291-5

論創海外ミステリ114

四六判上製／256頁

レティシア・カーベリーの事件簿

定価（本体価格2000円+税）
2014年1月刊

M・R・ラインハート 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1292-2

論創海外ミステリ115

四六判上製／264頁

ディープエンド

定価（本体価格2000円+税）
2014年2月刊

フレドリック・ブライン 著／圭初幸恵 訳

ISBN978-4-8460-1306-6

冊

事件現場は密室状態。凶器は被害者のコレクション。容疑
者たちにはアリバイが……。サー・レイモンド・エヴェ
レットを殺害した犯人は誰なのか？ 見取り図、タイム
テーブル、そして「読者への挑戦」。秀逸なトリックと緻
密なロジックによる本格ミステリの傑作！
冊

18世紀のイギリスを舞台に文豪サミュエル・ジョンソン博
士が難事件に挑む。史実に基づく描写が高く評価され「ク
イーンの定員」に選出された歴史ミステリの先駆的シリー
ズ。原書全四巻から厳選した日本独自編纂の傑作選！
冊

ロンドン郊外の屋敷で毒殺された老夫人。匿名の手紙に秘
められた謎を追ってダン・パードウ警部が奔走する。「セ
イヤーズの後継者」と絶賛された女流作家、ドロシー・ボ
ワーズのデビュー作を初邦訳！
冊

霧深い静かな夜に古びた館へ集まる人々。陽気な晩餐の裏
で復讐劇の幕が静かに開く。「探偵小説の母」と呼ばれる
A・K・グリーンの傑作中編集。ボーナストラックとして美
少女探偵バイオレット・ストレンジ最後の事件を収録！
冊

かしまし淑女トリオの行く先に事件あり！ レティシア・
カーベリーの活躍を描いたロマンス冒険譚。〈もしも知っ
てさえいたら派〉の創始者が見せる意外な一面。ちょっと
怖く、ちょっと愉快なレディたちの事件簿。
冊

ジェットコースターに轢き殺された少年。不幸な事故か？
巧妙な殺人か？ 過去の死亡事故との関連を探るため、新
聞記者サム・エヴァンズが奔走する。《軽ハードボイル
ド》の名手が描く人間の暗黒面。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ116

四六判上製／248頁

殺意が芽生えるとき

定価（本体価格2000円+税）
2014年2月刊

ロイス・ダンカン 著／藤盛千夏 訳

ISBN978-4-8460-1307-3

論創海外ミステリ117

四六判上製／304頁

コーディネーター

定価（本体価格2200円+税）
2014年3月刊

アンドリュー・ヨーク 著／南沢篤花 訳

ISBN978-4-8460-1308-0

論創海外ミステリ118

四六判上製／376頁

終わりのない事件

定価（本体価格2200円+税）
2014年3月刊

L・A・G・ストロング 著／川口康子 訳

ISBN978-4-8460-1309-7

論創海外ミステリ119

四六判上製／264頁

狂った殺人

定価（本体価格2000円+税）
2014年4月刊

フィリップ・マクドナルド 著／鈴木景子 訳

ISBN978-4-8460-1320-2

論創海外ミステリ120

四六判上製／192頁

ロッポンギで殺されて

定価（本体価格2000円+税）
2014年4月刊

アール・ノーマン 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1321-9

論創海外ミステリ121

四六判上製／248頁

歌うナイチンゲールの秘密

定価（本体価格2000円+税）
2014年5月刊

キャロリン・キーン 著／小笠原由美子 訳

ISBN978-4-8460-1323-3

論創海外ミステリ122

四六判上製／360頁

被告側の証人

定価（本体価格2200円+税）
2014年5月刊

A・E・W・メイスン 著／寺坂由美子 訳

ISBN978-4-8460-1324-0

論創海外ミステリ123

四六判上製／312頁

恐怖の島

定価（本体価格2200円+税）
2014年6月刊

サッパー 著／松下祥子 訳

ISBN978-4-8460-1330-1

論創海外ミステリ124

四六判上製／376頁

被告人、ウィザーズ＆マローン

定価（本体価格2400円+税）
2014年6月刊

スチュアート・パーマー＆クレイグ・ライス 著／宮澤洋司 訳

ISBN978-4-8460-1331-8

論創海外ミステリ125

四六判上製／224頁

運河の追跡

定価（本体価格2000円+税）
2014年7月刊

アンドリュウ・ガーヴ 著／菱山美穂 訳

ISBN978-4-8460-1344-8

愛する子どもたちを襲う危機に立ち上がった母親。果たし
て暴力の臨界点は超えられるのか？ 映画『ラストサ
マー』の原作者にして、ヤングアダルトの巨匠が見せるサ
プライズ・エンディング！
冊

東西冷戦下のデンマークで待ち受ける危険な罠。与えられ
た命令を四面楚歌の敵陣で完遂せよ。ジョナス・ワイルド、
北欧の地に颯爽登場！ 歴史小説家クリストファ・ニコー
ルが別名で書いたスリリングなスパイ小説。
冊

作曲家兼探偵のエリス・マッケイとブラッドストリート警
部、名コンビ再び。相次ぐ失踪事件の謎に立ち向かう！
ジュリアン・シモンズ監修 ＜クライム・クラブ＞復刊作
品。
冊

容疑者は全住民 ! 田園都市を跋扈する殺人鬼〈ザ・ブッ
チャー〉の恐怖。五里霧中の連続殺人事件に挑む警察当局
の奇策とは。ディクスン・カー推奨の傑作長編、待望の邦
訳!
冊

戦後の日本に現れたニューヒーロー。1960年代の六本木を
舞台に元アメリカ兵の私立探偵バーンズ・バニオンが空手
を武器に大活躍。都筑道夫が紹介した幻のシリーズを本邦
初紹介 !
冊

歌うナイチンゲールに秘められた謎を解き明かせ！ 高貴
な老婦人を巡る陰謀に巻き込まれたナンシー・ドルーの活
躍。かつて少年少女だったミステリファンへ贈る珠玉の物
語。世代を超えて読み継がれるナンシー・ドルー物語の未
訳長編。
冊

自然あふれるイギリス郊外とエキゾチックなインドを舞台
に繰り広げられる恋愛ミステリ。古典的名作探偵小説『矢
の家』の作者A・E・W・メイスン本邦初訳長編。

冊

ロンドンの空き家で射殺された青年が残した宝の地図。南
米沖の孤島に埋蔵された宝物を手にするのは誰だ ! 英国
と南米を舞台に展開されるサッパーの長編冒険小説を74年
ぶりに完訳。
冊

ジョン・J・マローン弁護士とヒルデガード・ウィザーズ
教師、夢の共演が遂に実現 ! 「クイーンの定員」に採ら
れた異色の１冊。クレイグ・ライスとスチュアート・パー
マーによるコラボレーション短編集。
冊

連れ去られた娘を助けるべく東奔西走する母親。残された
手掛かりから監禁場所を探し出せるのか。運河に展開する
追跡劇を描いた、アンドリュウ・ガーヴ円熟期の作品が遂
に邦訳！
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ126

四六判上製／320頁

太陽に向かえ

定価（本体価格2200円+税）
2014年7月刊

ジェイムズ・リー・バーク 著／矢口美代子 訳

ISBN978-4-8460-1345-5

論創海外ミステリ127

四六判上製／512頁

魔人

定価（本体価格2800円+税）
2014年7月刊

金来成 著／祖田律男 訳

ISBN978-4-8460-1332-5

論創海外ミステリ128

四六判上製／416頁

鍵のない家

定価（本体価格2400円+税）
2014年8月刊

E・D・ビガーズ 著／林たみお 訳

ISBN978-4-8460-1350-9

論創海外ミステリ129

四六判上製／440頁

怪奇な屋敷

定価（本体価格2400円+税）

日輪の輝きを背に受けて、復讐の牙を研ぎすませ。華やか
な発展を遂げる1960年代アメリカの影に隠れた労働者への
厳しい現実を描く、巨匠ジェイムズ・リー・バークの初期
長編。
冊

1930年代、魔都京城で開かれる華やかな仮装舞踏会。次々
と起こる怪事件に探偵劉不亂が挑む。韓国推理小説の父、
金来成が放つ本格探偵長編。

冊

晴れた空、青い海、そして……殺人！ 常夏の楽園ハワイ
で殺された資産家。彼の過去に隠された秘密を巡って事件
は複雑に入り組む。チャーリー・チャン、初登場作品。
Ｅ・Ｄ・ビガーズの代表作を新訳。
冊

怪盗グレイ・ファントム、侠盗ピカルーンシリーズで人気
を博したハーマン・ランドンの本格密室推理小説

2014年8月刊

ハーマン・ランドン 著／松本真一 訳

ISBN978-4-8460-1351-6

論創海外ミステリ130

四六判上製／360頁

黒い蘭

定価（本体価格2200円+税）

�̶̶ネロ・ウルフの事件簿

2014年9月刊

レックス・スタウト 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-1357-8

論創海外ミステリ131

四六判上製／312頁

傷ついた女神

定価（本体価格2000円+税）
2014年9月刊

ジョルジョ・シェルバネンコ 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1358-5

論創海外ミステリ132

四六判上製／352頁

霧に包まれた骸

定価（本体価格2200円+税）
2014年10月刊

ミルワード・ケネディ 著／西川直子 訳

ISBN978-4-8460-1366-0

論創海外ミステリ133

四六判上製／304頁

死の翌朝

定価（本体価格2000円+税）
2014年10月刊

ニコラス・ブレイク 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1367-7

論創海外ミステリ134

四六判上製／304頁

閉ざされた庭で

定価（本体価格2000円+税）
2014年11月刊

エリザベス・デイリー 著／安達眞弓 訳

ISBN978-4-8460-1369-1

論創海外ミステリ135

四六判上製／368頁

レイナムパーヴァの災厄

定価（本体価格2200円+税）
2014年11月刊

J・J・コニントン 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1370-7

冊

蘭を愛する美食家の名探偵ネロ・ウルフ。奇癖の天才がも
つれた謎を解き明かす。フラワーショーでの殺人事件を解
決し、珍種の蘭を手に入れろ！ 蘭、美食、美女にまつわ
る三つの難事件を収録した日本独自編纂の傑作中編集。
冊

フランス推理小説大賞、翻訳作品部門受賞作家による純国
産イタリア・ミステリ。真夏の太陽道路を疾走するアル
ファロメオ・ジュリエッタ。運転席には長身のブロンドを
なびかせた御曹司。助手席には知り合ったばかりの若い女。
元医師ドゥーカ・ランベルティーが殺人事件に挑む。
冊

濃霧の夜に発見されたパジャマ姿の遺体。複雑怪奇な事件
の絵模様がコーンフォード警部を翻弄する。『新青年』へ
ダイジェスト連載された「死の濃霧」を84年ぶりに完訳！
ミルワード・ケネディの初期長編が装いも新たによみがえ
る。
冊

アメリカ東部の名門私立大学で発生した殺人事件の謎に迫
る私立探偵ストレンジウェイズ。江戸川乱歩に絶賛された
『野獣死すべし』、CWA賞シルバー・ダガー賞受賞作『秘
められた傷』の著者ニコラス・ブレイクによる、ストレン
ジウェイズもの最後の未訳作品、ついに完訳！
冊

暗雲が立ち込める不吉な庭での射殺事件をキッカケに、大
いなる遺産を巡って骨肉相食む血族。アガサ・クリス
ティーから一目置かれた女流作家エリザベス・デイリーの
本領が発揮された長編本格ミステリ!
冊

アルゼンチンから来た三人の男を襲う不可解な死の謎。ク
リントン・ドルフィールド卿が最後の難事件に挑む。犯人
当ての要素を盛り込んだコニントン初期の意欲作、原著発
行から85年目にして初邦訳！
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ136

四六判上製／232頁

墓地の謎を追え

定価（本体価格2000円+税）
2014年12月刊

リチャード・S・プラザー 著／福井久美子 訳

ISBN978-4-8460-1380-6

論創海外ミステリ137

四六判上製／280頁

サンキュー、ミスター・モト

定価（本体価格2000円+税）
2014年12月刊

ジョン・P・マーカンド 著／平山雄一 訳

ISBN978-4-8460-1381-3

論創海外ミステリ138

四六判上製／352頁

グレイストーンズ屋敷殺人事件

定価（本体価格2200円+税）
2015年1月刊

ジョージェット・ヘイヤー 著／中島なすか 訳

ISBN978-4-8460-1382-0

論創海外ミステリ139

四六判上製／288頁

七人目の陪審員

定価（本体価格2000円+税）
2015年1月刊

フランシス・ディドロ 著／松井百合子 訳

ISBN978-4-8460-1391-2

論創海外ミステリ140

四六判上製／200頁

紺碧海岸のメグレ

定価（本体価格2000円+税）
2015年1月刊

ジョルジュ・シムノン 著／佐藤絵里 訳

ISBN978-4-8460-1392-9

論創海外ミステリ141

四六判上製／384頁

いい加減な遺骸

定価（本体価格2400円+税）
2015年2月刊

C・デイリー・キング 著／白須清美 訳

ISBN978-4-8460-1396-7

論創海外ミステリ142

四六判上製／280頁

淑女怪盗ジェーンの冒険

定価（本体価格2000円+税）
2015年2月刊

エドガー・ウォーレス 著／野村茜 訳

ISBN978-4-8460-1397-4

論創海外ミステリ143

四六判上製／256頁

暗闇の鬼ごっこ

定価（本体価格2200円+税）
2015年3月刊

ベイナード・ケンドリック 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1419-3

論創海外ミステリ144

四六判上製／256頁

ハーバード同窓会殺人事件

定価（本体価格2000円+税）
2015年3月刊

ティモシー・フラー 著／清水裕子 訳

ISBN978-4-8460-1418-6

論創海外ミステリ145

四六判上製／296頁

死への疾走

定価（本体価格2200円+税）
2015年4月刊

パトリック・クェンティン 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1416-2

屈強な殺し屋と狡猾な麻薬密売人の死角なき包囲網。銀髪
の私立探偵、八方塞がりの窮地に陥る。あの "プレイボー
イ" が10年ぶりに帰ってきた！ スリルとアクション、謎
解きの醍醐味に溢れた未訳長編。
冊

戦火の大陸を駆け抜ける日本人特務機関員。その男の名は
ミスター・モト。チャーリー・チャンと双璧をなす東洋人
ヒーローの活躍。映画化もされたシリーズ第２長編、待望
の邦訳 ! 人気シリーズの未訳長編を邦訳。
冊

1937年初夏、ロンドン郊外の屋敷で資産家が鈍器によって
撲殺された。難事件に挑むスコットランドヤードの名コン
ビ、ヘミングウェイ巡査部長とハナサイド警視。ロマンス
小説の名手による本格ミステリ！
冊

フランスの平和な街を喧噪の渦に巻き込む殺人事件。事件
を巡って展開される裁判の行方は？ 植草甚一によって紹
介されたディドロの代表作にして、パリ警視庁賞受賞作家
による法廷ミステリの意欲作。
冊

紺碧海岸の酒場でメグレ警視が出会った女性たち。黄昏の
街角に残響する人生の哀歌。長らく邦訳が再刊されなかっ
た「自由酒場」が、79年の時を経て完訳で復刊！

冊

孤島の音楽会で次々と謎の中毒死を遂げる招待客。不可解
な事件にマイケル・ロード警部の推理は閃くのか。鬼才
Ｃ・デイリー・キングが奏でる死の狂想曲。ファン待望の
〈ABC三部作〉邦訳開始！
冊

不敵に現れ、華麗に盗む。淑女怪盗フォー・スクエア・
ジェーンの活躍！ 貧しい農場に暮らす若き三姉妹の愉快
な日常。知られざる中編ユーモア小説を初出誌の挿絵と共
に併録！
冊

戦時中のマンハッタンで元経営者が謎の転落死を遂げた。
盲目のダンカン・マクレーン大尉と２匹の盲導犬が事件の
核心に迫る！ ベイナード・ケンドリック、59年ぶりの邦
訳書。
冊

ゴルフ場で発見されたハーバード大学ＯＢの死体。同大出
身のジュピター・ジョーンズは和気藹々とした同窓会に渦
巻く疑惑を晴らせるのか！ 〈大学図書館の揃えるべき探
偵書目〉に採用されたティモシー・フラーの長編第３作。
冊

妻と別居中のピーターは、マヤ文明の遺跡で謎の美女デボ
ラと出会う。二人は遺跡めぐりに出かけるが、デボラが聖
なる泉に落ちて命を落としてしまう。彼女の死に疑問を抱
いたピーターの身に次々と災難が。〈ピーター・ダルー
ス〉シリーズ最後の未訳長編が遂に完訳！
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ146

四六判上製／304頁

青い玉の秘密

定価（本体価格2200円+税）
2015年4月刊

ドロシー・B・ヒューズ 著／松本真一 訳

ISBN978-4-8460-1420-9

論創海外ミステリ147

四六判上製／304頁

真紅の輪

定価（本体価格2200円+税）
2015年5月刊

エドガー・ウォーレス 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1426-1

論創海外ミステリ148

四六判上製／216頁

ワシントン・スクエアの謎

定価（本体価格2000円+税）
2015年5月刊

ハリー・スティーヴン・キーラー 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-1427-8

論創海外ミステリ149

四六判上製／312頁

友だち殺し

定価（本体価格2200円+税）
2015年6月刊

ラング・ルイス 著／青柳伸子 訳

ISBN978-4-8460-1437-7

論創海外ミステリ150

四六判上製／336頁

仮面の佳人

定価（本体価格2200円+税）
2015年6月刊

ジョンストン・マッカレー 著／藤澤透 訳

ISBN978-4-8460-1438-4

論創海外ミステリ151

四六判上製／256頁

リモート・コントロール

定価（本体価格2000円+税）
2015年7月刊

ハリー・カーマイケル 著／藤森千夏 訳

ISBN978-4-8460-1450-6

論創海外ミステリ152

四六判上製／336頁

だれがダイアナ殺したの？

定価（本体価格2200円+税）
2015年7月刊

ハリントン・ヘクスト 著／鈴木景子 訳

ISBN978-4-8460-1449-0

論創海外ミステリ153

四六判上製／304頁

アンブローズ蒐集家

定価（本体価格2200円+税）
2015年8月刊

フレドリック・ブラウン 著／圭初幸恵 訳

ISBN978-4-8460-1448-3

論創海外ミステリ154

四六判上製／304頁

灰色の魔法

定価（本体価格2200円+税）
2015年8月刊

ハーマン・ランドン 著／中勢津子 訳

ISBN978-4-8460-1454-4

論創海外ミステリ155

四六判上製／360頁

雪の墓標

定価（本体価格2200円+税）
2015年10月刊

マーガレット・ミラー 著／中川美帆子 訳

ISBN978-4-8460-1455-1

誰が敵で、誰が味方か? “世界の富”の秘密が隠された青い
玉を巡る争奪戦に勝利するのは誰だ。スパイ小説とスリ
ラーの醍醐味を融合させた意欲作。ドロシー・Ｂ・ヒュー
ズのデビュー作、75年の時を経て邦訳。
冊

連続殺人でロンドン市民を恐怖の底に陥れている謎の犯罪
集団〈クリムゾン・サークル〉を、超能力探偵イエールと
ロンドン警視庁のパー警部が追う！ SF小説の金字塔、キ
ングコングの原案をてがけたエドガー・ウォーレスによる
痛快娯楽悪党小説！
冊

五セント白銅貨を高額で買い集める男の真意とは？ シカ
ゴへ来た青年が巻き込まれる奇妙な犯罪。甲賀三郎によっ
て紹介された、作者からの【公明正大なる挑戦状】が読者
の知的好奇心を刺激する怪作。
冊

解剖用死体保管室で、失踪中の美人秘書が遺体で発見され
た。医学部長のコールダーはリチャード・タック警部補に
事件の調査を依頼する。フェアで自然なパズルが楽しめる
ファン待望の本格ミステリ！
冊

毒を以て毒を制す “悪の華” 。仮面で素顔を隠した美貌の女
性犯罪者、その正体とは？ 〈快傑ゾロ〉や〈地下鉄サ
ム〉を生み出した往年の人気作家ジョンストン・マッカ
レーが描く軽快な犯罪物語！
冊

壊れた夫婦関係が引き起こした深夜の事故。男女関係とい
う“千古不易の謎”にクイン＆パイパーの名コンビが迫る。
Ｄ・Ｍ・ディヴァインを凌駕する英国の本格派作家にして
新時代の巨匠ハリー・カーマイケル、満を持しての日本初
紹介！
冊

海岸で出会った美貌の娘と美男の開業医。燃え上がる恋の
炎が憎悪の邪炎に変わる時、数奇なる運命の嚆矢が〈コマ
ドリ〉に向かって放たれる。古典的名作『赤毛のレドメイ
ン家』と並ぶ著者の代表作が英国初版本をテキストにした
新訳で登場！
冊

私立探偵エド・ハンターの伯父が消息を絶った。救出に向
かうエドを待ち受けるものとは？ ＳＦ＆ミステリの鬼才、
フレドリック・ブラウンの代表シリーズ〈エド・アンド・
アム・ハンター〉シリーズ最後の未訳作品が遂に登場！
冊

大都会を震撼させる連続怪死事件。嵐の闇夜から始まる義
賊と悪党の壮絶な知恵競べの行方は？ 快男児グレイ・
ファントムの活躍。正義に目覚めた不屈の冒険心が邪悪な
野望を打ち砕く！
冊

クリスマスを目前に控えたアメリカの田舎町で一人の男が
殺された。男女関係のもつれとみられ警察はある女を逮捕
したが事件は意外な展開を見せ始める。

冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ156

四六判上製／288頁

白魔

定価（本体価格2200円+税）
2015年10月刊

ロジャー・スカーレット 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1460-5

論創海外ミステリ157

四六判上製／272頁

ラリーレースの惨劇

定価（本体価格2000円+税）
2015年10月刊

ジョン・ロード 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1461-2

論創海外ミステリ158

四六判上製／328頁

ようこそ、死のパーティーへ

定価（本体価格2200円+税）
2015年10月刊

レックス・スタウト 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-1469-8

論創海外ミステリ159

四六判上製／264頁

虐殺の少年たち

定価（本体価格2000円+税）
2015年11月刊

ジョルジョ・シェルバネンコ 著／荒瀬ゆみこ 訳

ISBN978-4-8460-1483-4

論創海外ミステリ160

四六判上製／288頁

中国銅鑼の謎

定価（本体価格2200円+税）
2015年11月刊

クリストファー・ブッシュ 著／藤盛千夏 訳

ISBN978-4-8460-1476-6

論創海外ミステリ161

四六判上製／272頁

噂のレコード原盤の秘密

定価（本体価格2000円+税）
2015年12月刊

フランク・グルーバー 著／仁賀克雄 訳

ISBN978-4-8460-1492-6

論創海外ミステリ162

四六判上製／248頁

ルーン・レイクの惨劇

定価（本体価格2200円+税）
2015年12月刊

ケネス・デュアン・ウィップル 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1477-3

論創海外ミステリ163

四六判上製／312頁

ウィルソン警視の休日

定価（本体価格2200円+税）
2016年1月刊

G.D.H.＆M・コール 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1470-4

論創海外ミステリ164

四六判上製／296頁

亡者の金

定価（本体価格2200円+税）
2016年1月刊

J・S・フレッチャー 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1493-3

論創海外ミステリ165

四六判上製／288頁

カクテルパーティ

定価（本体価格2000円+税）
2016年2月刊

エリザベス・フェラーズ 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1503-9

発展から取り残された地区に佇む屋敷の下宿人が次々と殺
される。残虐な殺人鬼”白魔”の正体を暴くため、ケイン警
視とアンダーウド弁護士は他人同士が集まる陰気な屋敷に
乗り込んだ。『新青年』に抄訳連載された幻の長編を82年
ぶりに完訳！
冊

全英自動車ラリーに出走した一台の車が不慮の事故を遂げ
た。プリーストリー博士が調査に乗り出した。探偵小説の
黄金時代を味わう。

冊

悪意に満ちた匿名の手紙は死のパーティーへの招待状。神
秘のベールに覆われた不思議な事件にネロ・ウルフが挑む。
美食やアメコミを題材にした三つの難事件を収録した日本
独自編纂の傑作中編集。「ネロ・ウルフの事件簿」第２
弾！
冊

夜間校の教室で女教師が暴行陵辱され瀕死の状態で発見さ
れた。警察は生徒による犯行と断定し11名を逮捕するが
……。元医師で警官のドゥーカが少年犯罪に挑む！

冊

晩餐を控えたビクトリア朝の屋敷に響く荘厳なる銅鑼。そ
の最中、屋敷の主人は撃ち殺された……。 怪事件にルド
ヴィック・トラヴァースの理路整然たる推理が冴える。ク
リストファー・ブッシュ、９年ぶりの邦訳！
冊

探偵役、ジョニーとサムの凸凹コンビが西へ東へ駆けずり
回る！ ニューヨークを舞台にとった痛快ユーモア・ミス
テリ。人気ドラマ「ＭＯＺＵ」の原作者、逢坂剛氏の書き
下ろしエッセイを収録。
冊

夏期休暇に出掛けた10人の男女を見舞う悲劇と惨劇。 “金
田一耕助の生みの親” 横溝正史によって一度だけ邦訳紹介
された幻の作家ケネス・デュアン・ウィップルの知られざ
る長編第１作を初邦訳！
冊

ミステリ史における最も重要な作品集を選定し紹介した
「クイーンの定員」に選ばれた傑作短編集。スコットラン
ドヤードのウィルソン警視が検証を重ね事件の謎に迫る！
全８編を収録。
冊

大金を遺して死んだ怪しげな下宿人。狡猾な策士に翻弄さ
れる青年が命を賭けた謎解きに挑む！ かつて英国読書界
を風靡し、アメリカ大統領にも絶賛された往年の人気作家、
約半世紀ぶりの邦訳書。
冊

ロンドン郊外の小さな村で、溺愛する腹違いの弟キットと
アンティークショップを営むファニー・ライナム。キット
の婚約パーティーに、婚約者、近親者、村人達が集う。翌
日参加者の一人が謎の急死を遂げる。イギリス女流作家の
巨匠、本邦初訳の代表作が今甦る。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ166

四六判上製／280頁

極悪人の肖像

定価（本体価格2200円+税）
2016年2月刊

イーデン・フィルポッツ 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1502-2

論創海外ミステリ167

四六判上製／240頁

ダークライト

定価（本体価格2000円+税）
2016年3月刊

バート・スペイサー 著／菱山美穂 訳

ISBN978-4-8460-1501-5

論創海外ミステリ168

四六判上製／296頁

緯度殺人事件

定価（本体価格2200円+税）
2016年3月刊

ルーファス・キング 著／熊井ひろ美 訳

ISBN978-4-8460-1507-7

論創海外ミステリ169

四六判上製／328頁

厚かましいアリバイ

定価（本体価格2200円+税）
2016年4月刊

C・デイリー・キング 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1512-1

論創海外ミステリ170

四六判上製／272頁

灯火が消える前に

定価（本体価格2200円+税）
2016年4月刊

エリザベス・フェラーズ 著／清水裕子 訳

ISBN978-4-8460-1513-8

論創海外ミステリ171

四六判上製／296頁

嵐の館

定価（本体価格2000円+税）
2016年5月刊

ミニオン・G・エバハート 著／松本真一 訳

ISBN978-4-8460-1523-7

論創海外ミステリ172

四六判上製／344頁

闇と静謐

定価（本体価格2400円+税）
2016年5月刊

マックス・アフォード 著／安達眞弓 訳

ISBN978-4-8460-1524-4

論創海外ミステリ173

四六判上製／320頁

灯火管制

定価（本体価格2200円+税）
2016年6月刊

アントニ・ギルバート 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1537-4

論創海外ミステリ174

四六判上製／256頁

守銭奴の遺産

定価（本体価格2200円+税）
2016年6月刊

イーデン・フィルポッツ 著／木村浩美 訳

ISBN978-4-8460-1538-1

論創海外ミステリ175

四六判上製／312頁

生ける死者に眠りを

定価（本体価格2200円+税）
2016年9月刊

フィリップ・マクドナルド 著／鈴木景子 訳

ISBN978-4-8460-1539-8

稀代の “極亜人” によって語られる犯罪物語。いかにして完
全犯罪は成し遂げられたのか。名のみ知られたフィルポッ
ツの未訳長編、待望の邦訳！ 「プロバビリティーの犯罪
をハッキリと取扱った倒叙探偵小説」（江戸川乱歩・評）
冊

舞台は1940年代のアメリカ。主人公のカーニー・ワイルド
はニュージャージー州で探偵事務所を営んでいる。ある日
行方不明となった宗教団体の伝道者の捜索依頼が舞い込
む。1950年度MWAエドガー賞最優秀処女長編賞候補作
品。
冊

11人の船客を乗せて出航した貨客船。陸上との連絡手段を
絶たれた海上の密室で連続殺人事件の幕が開く……。ルー
ファス・キングが描くサスペンシブルな船上ミステリ。
〈ヴァルクール警部補〉シリーズ第３作、満を持しての完
訳刊行！
冊

洪水で孤立した村。館で起きる密室殺人事件。容疑者全員
にはほぼ完璧なアリバイがあった。エジプト文明をモチー
フにキングが仕掛ける本格推理小説〈ABC三部作〉第２弾、
ついに完訳！
冊

Ｈ・Ｒ・Ｆ・キーティング編「海外ミステリ名作100選」
採択作品！ 殺意と友情の殺人組曲が静かに奏でられる大
戦下の一夜に消えた命の灯火。劇作家の死を巡る灯火管制
の秘密とは……。
冊

カリブ海の孤島に嫁ぎにきた若い娘が結婚式を目前に殺人
事件に巻き込まれた！ アメリカ探偵作家クラブ巨匠賞受
賞作家が描く愛憎渦巻くロマンス・ミステリ。

冊

ミステリドラマの生放送、現実に殺人事件が……。ラジオ
局で発生した停電中の密室殺人に始まる不可思議な事件の
数々にジェフリー・ブラックバーンが挑む！ シリーズ最
高傑作と評される第３作 "The Dead Are Blind" が遂に邦
訳！
冊

ヒットラー率いるドイツ軍の爆撃に怯える戦時下のロンド
ン。弁護士探偵クルックの隣人が突如行方不明に……。
“依頼人はみな無罪” をモットーとする、粗野で横柄だが弱
者に優しい〈悪漢〉弁護士アーサー・クルックの活躍。
冊

難解なジグソーパズルのように入り組む謎！ 殺された守
銭奴の遺産を巡り、遺された人々の思惑が交錯する。『別
冊宝石』に抄訳された「密室の守銭奴」が完訳となって新
装刊。
冊

英米本格黄金時代の巨匠フィリップ・マクドナルド、本邦
初訳の極上サスペンス！ 無残に散った700名の兵士の命、
生き残った上官に届く脅迫状、戦争の傷痕が狂気となって
降りかかる。
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ176

四六判上製／320頁

九つの解決

定価（本体価格2400円+税）
2016年7月刊

J・J・コニントン 著／渕上痩平 訳

ISBN978-4-8460-1540-4

論創海外ミステリ177

四六判上製／224頁

J・G・リーダー氏の心

定価（本体価格2000円+税）
2016年8月刊

エドガー・ウォーレス 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1547-3

論創海外ミステリ178

四六判上製／264頁

エアポート危機一髪

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶ヴィッキー・バーの事件簿

2016年8月刊

ヘレン・ウェルズ 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1548-0

論創海外ミステリ179

四六判上製／320頁

アンジェリーナ・フルードの謎

定価（本体価格2200円+税）
2016年9月刊

オースティン・フリーマン 著／西川直子 訳

ISBN978-4-8460-1549-7

論創海外ミステリ180

四六判上製／336頁

消えたボランド氏

定価（本体価格2400円+税）
2016年9月刊

ノーマン・ベロウ 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1550-3

論創海外ミステリ181

四六判上製／280頁

緑の髪の娘

定価（本体価格2000円+税）
2016年10月刊

スタンリー・ハイランド 著／松下祥子 訳

ISBN978-4-8460-1574-9

論創海外ミステリ182

四六判上製／424頁

ネロ・ウルフの事件簿�アーチー・グッドウィン少佐編 定価（本体価格2400円+税）
2016年10月刊

レックス・スタウト 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-1563-3

論創海外ミステリ183

四六判上製／248頁

盗まれた指

定価（本体価格2000円+税）
2016年11月刊

S・A・ステーマン 著／鳥取絹子 訳

ISBN978-4-8460-1566-4

論創海外ミステリ184

四六判上製／208頁

震える石

定価（本体価格2000円+税）
2016年11月刊

ピエール・ボアロー 著／佐藤絵里 訳

ISBN978-4-8460-1567-1

論創海外ミステリ185

四六判上製／336頁

夜間病棟

定価（本体価格2200円+税）
2017年7月刊

ミニオン・G・エバハート 著／藤盛千夏 訳

ISBN978-4-8460-1562-6

濃霧の夜から始まる死の連鎖。クリントン・ドルフィール
ド本部長が九つの可能性を検討しながら真相に迫る！ 化
学者としての専門知識を縦横無尽に駆使した本格ミステリ
の傑作「九つの鍵」が80年ぶりに完訳で登場。
冊

〈クイーンの定員〉に採られ、ジュリアン・シモンズも絶
賛したファン待望の傑作短編集！ 52歳独身。山高帽に黒
いフロックコート、鼻眼鏡に雨傘姿の名探偵が難事件に挑
む！
冊

空港を巻き込む陰謀に挑むスチュワーデス探偵ヴィッ
キー・バー。夢多き少女たちを夢中にさせた美少女探偵の
事件簿が48年ぶりに邦訳で登場！

冊

シャーロック・ホームズの最も重要なライヴァル、法医学
者にして名探偵のソーンダイク博士が確かな論理性と科学
的知識を駆使し、緻密な調査と冷静な分析に裏打ちされた
推理は圧倒的な説得力ををもって迫る！
冊

不可解な人間消失が連続殺人事件を招き、タイソン警部は
謎の連鎖に翻弄される……。魅力的な謎、創意工夫のト
リック、読者を魅了する演出。ノーマン・ベロウの真骨頂
を示す長編本格ミステリ！
冊

イギリス北部の毛繊維工場で工員の死体が発見された。被
害者は若いイタリア人女性。ラッデン警察ではサグデン警
部の指揮下、クレイブン部長刑事、トードフ刑事らが全力
を挙げて捜査に乗り出した！
冊

アーチー・グッドウィンは陸軍情報部の少佐だった？ あ
のネロ・ウルフがダイエットに挑戦？ 戦時色濃厚な四つ
の難事件を収めた「ネロ・ウルフの事件簿」第３弾！ 特
別付録「ウルフとアーチーの肖像」も収録。
冊

トランブル城に住む伯父アンリ・ド・シャンクレイ、幼い
頃に両親を亡くした娘クレール、美しい家政婦レイモン夫
人、若い大男ジャン・アルマンタン。ベルギーの片田舎の
古城で次々と起こる謎の死。フランス冒険小説大賞受賞作
家によるゴシック・サスペンス恋愛ミステリ！
冊

不吉な密談。密室から消える怪人。そして殺人。ブルター
ニュ地方の古めかしい伯爵邸〈震える石〉を訪れた私立探
偵アンドレ・ブリュネルを悩ませる数々の謎。トマ・ナル
スジャックとのコンビ結成前に書かれたピエール・ボア
ローの長編本格ミステリを初邦訳！
冊

病室で発見された遺体。部屋から消えた物質。次々と起こ
る不可解な出来事。古めかしい病院の〈十八号室〉を舞台
に、医師、看護婦、患者達を翻弄する事件にオリアリー警
部が挑む！ アメリカ探偵作家クラブ巨匠賞受賞作家の長
編デビュー作！
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ186

四六判上製／248頁

誰もがポオを読んでいた

定価（本体価格2200円+税）
2016年12月刊

アメリア・レイノルズ・ロング 著／赤星美樹 訳

ISBN978-4-8460-1585-5

論創海外ミステリ187

四六判上製／320頁

ミドル・テンプルの殺人

定価（本体価格2200円+税）
2017年1月刊

J・S・フレッチャー 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1590-9

論創海外ミステリ188

四六判上製／288頁

ラスキン・テラスの亡霊

定価（本体価格2200円+税）
2017年2月刊

ハリー・カーマイケル 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1598-5

論創海外ミステリ189

四六判上製／256頁

ソニア・ウェイワードの帰還

定価（本体価格2200円+税）
2017年3月刊

マイケル・イネス 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1604-3

論創海外ミステリ190

四六判上製／312頁

殺しのディナーにご招待

定価（本体価格2200円+税）
2017年5月刊

E・C・R・ロラック 著／青柳伸子 訳

ISBN978-4-8460-1622-7

論創海外ミステリ191

四六判上製／296頁

代診医の死

定価（本体価格2200円+税）
2017年7月刊

ジョン・ロード 著／渕上痩平 訳

ISBN978-4-8460-1629-6

論創海外ミステリ192

四六判上製／568頁

鉄路のオベリスト

定価（本体価格4200円+税）

�̶̶鮎川哲也翻訳セレクション

2017年8月刊

日下三蔵 編／鮎川哲也 訳

ISBN978-4-8460-1578-7

論創海外ミステリ193

四六判上製／280頁

霧の島のかがり火

定価（本体価格2200円+税）
2017年8月刊

メアリー・スチュアート 著／木村浩美 訳

ISBN978-4-8460-1630-2

論創海外ミステリ194

四六判上製／216頁

死者はふたたび

定価（本体価格2200円+税）
2017年9月刊

アメリア・レイノルズ・ロング 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1631-9

論創海外ミステリ195

四六判上製／336頁

〈サーカス・クイーン号〉事件

定価（本体価格2400円+税）
2017年9月刊

クリフォード・ナイト 著／藤盛千夏 訳

ISBN978-4-8460-1642-5

Ｅ・Ａ・ポオの作品に見立てた連続殺人事件。盗まれたポ
オの手稿と殺人事件の謎を追う究極のビブリオミステリ！
多数のペンネームで活躍したアメリカンＢ級ミステリの女
王アメリア・レイノルズ・ロングが遂に日本初紹介。
冊

遠い過去の犯罪が呼び起こす新たな犯罪。深夜の殺人に端
を発する難事件に挑む快男児スパルゴの活躍！ 謎とスリ
ルとサスペンスが絡み合うミステリ協奏曲。第28代アメリ
カ合衆国大統領トーマス・ウッドロウ・ウィルソンに絶讃
された歴史的名作が新訳で登場！
冊

不幸な事故か？ それとも巧妙な殺人か？ 謎めいた服毒
死から始まる悲劇の連鎖に翻弄されるクイン＆パイパーの
名コンビ。ハリー・カーマイケル、待望の長編邦訳第２
弾！
冊

海上で急死した妻、その死を隠し通そうとする夫。窮地に
現れた女性は救いの女神か、それとも破滅の使者か……。
軽妙洒脱な会話、ユーモラスな雰囲気、純文学の重厚さ。
巨匠マイケル・イネスの持ち味が存分に発揮された未訳長
編！
冊

配膳台の下から発見された男の死体。主賓が姿を見せない
奇妙なディナーパーティーの秘密とは……。ロンドン警視
庁犯罪捜査課マクドナルド警部を翻弄する奇怪な事件。英
国女流作家Ｅ・Ｃ・Ｒ・ロラックが描くスリルと謎の本格
ミステリ！
冊

資産家の最期を看取った代診医の不可解な死。プリースト
リーの鋭い推理が暴き出す真相とは……。筋金入りの本格
ミステリファン必読。あなたは作者が仕掛ける巧妙なプ
ロットを読み解けるか？
冊

巨匠・鮎川哲也が完訳した鉄道ミステリの傑作『鉄路のオ
ベリスト』、ついに復刊。ファン待望の「鮎川哲也翻訳セ
レクション」！ ボーナストラックとして、鮎川哲也が翻
訳した海外ミステリの短編４作を収録。
冊

霧の島にかがり火が燃えあがるとき、山の恐怖と人の狂気
が牙を剥く！ 神秘的な霧の島に展開する血腥い連続殺人
の謎。児童文学『メアリと魔女の花』の原作者メアリー・
スチュアートによる山岳ミステリ。
冊

その男は本当に死んだのか？ それとも生き返ったのか？
私立探偵レックス・ダヴェンボートを悩ませる『死者』の
謎。複雑に張り巡らされた伏線を鮮やかに回収する、アメ
リア・レイノルズ・ロングの傑作長編ミステリ。
冊

太平洋を航海しながら寄港先で興行を行なう移動サーカス
団〈サーカス・クイーン号〉。団長の不可解な死を皮切り
に、サーカス団員たちは災難に巻き込まれていく。マニラ
から乗船することになったロジャーズ教授が事件解決に乗
り出す。
冊
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論創海外ミステリ196

四六判上製／256頁

素性を明かさぬ死

定価（本体価格2200円+税）
2017年10月刊

マイルズ・バートン 著／圭初幸恵 訳

ISBN978-4-8460-1643-2

論創海外ミステリ197

四六判上製／504頁

ピカデリーパズル

定価（本体価格3200円+税）
2017年10月刊

ファーガス・ヒューム 著／波多野健 編訳

ISBN978-4-8460-1658-6

論創海外ミステリ198

四六判上製／344頁

過去からの声

定価（本体価格3000円+税）
2017年11月刊

マーゴット・ベネット 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1654-8

論創海外ミステリ199

四六判上製／280頁

三つの栓

定価（本体価格2400円+税）
2017年11月刊

ロナルド・A・ノックス 著／中川美帆子 訳

ISBN978-4-8460-1655-5

論創海外ミステリ200

四六判上製／560頁

シャーロック・ホームズの古典事件帖

定価（本体価格4500円+税）
2018年1月刊

アーサー・コナン・ドイル 著／北原尚彦 編

ISBN978-4-8460-1672-2

論創海外ミステリ201

四六判上製／360頁

無音の弾丸

定価（本体価格3000円+税）
2018年1月刊

アーサー・B・リーヴ 著／福井久美子 訳

ISBN978-4-8460-1646-3

論創海外ミステリ202

四六判上製／304頁

血染めの鍵

定価（本体価格2600円+税）
2018年1月刊

エドガー・ウォーレス 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1686-9

論創海外ミステリ203

四六判上製／272頁

盗聴

定価（本体価格2600円+税）
2018年1月刊

ザ・ゴードンズ 著／菱山美穂 訳

ISBN978-4-8460-1687-6

論創海外ミステリ204

四六判上製／280頁

アリバイ

定価（本体価格2400円+税）
2018年2月刊

ハリー・カーマイケル 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1688-3

論創海外ミステリ205

四六判上製／304頁

盗まれたフェルメール

定価（本体価格2800円+税）
2018年2月刊

マイケル・イネス 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1698-2

密室の浴室で発見された若き地主の死を巡る謎。読者の予
想を裏切るアクロバチックな結末が待ち受ける、〈犯罪研
究家メリオン＆アーノルド警部〉シリーズ番外編。検証派
ミステリの雄 ジョン・ロードが別名義で放つ変化球！
冊

エラズビーが外国旅行からロンドンに戻ると、オフシーズ
ンの社交界で舞踏会が催されていた。パーティーからの帰
途、エラズビーは道に迷い、偶然出会った警官にホテルま
で案内されるが、玄関前で何かにつまずいてしまう。それ
は女の死体だった。
冊

親友のサラから、過去につき合っていた男達の誰かから殺
害予告の強迫状を受け取っていると、ナンシーは知らされ
た。考えられる四人の男たちに会ってみてくれと、ナン
シーはサラから頼まれた。
冊

ガス中毒による老人の死。事故に見せかけた自殺か、自殺
に見せかけた他殺か、それとも……。 “三つの栓” の謎を巡
る推理合戦の末に明かされる意外な真相とは？ 「探偵小
説十戒」を提唱したロナルド・Ａ・ノックスによる正統派
ミステリの傑作が新訳で登場！
冊

今なお読み継がれるシャーロック・ホームズ物語。コナ
ン・ドイルが生み出した偉大なる名探偵の事件簿より短編
13話を厳選し、明治・大正時代の翻案・翻訳を原作の重複
なく収録！ 知る人ぞ知る隠れた名訳が新たなテキストで
甦る。
冊

大学教授で探偵のクレイグ・ケネディが科学的知識を駆使
して難事件に挑む！〈クイーンの定員〉第49席に選出され
た傑作短編集が遂に完訳！ 表題作「無音の弾丸」を含む
短編12編を収録。
冊

新聞記者ホランドの前に立ちはだかる堅牢強固な密室殺人
の謎。英国仕込みの探偵小説を多数発表した松本泰（論創
社より『松本泰探偵小説選』１〜３巻が発売）、大正時代
に『秘密探偵雑誌』へ翻訳連載されたエドガー・ウォーレ
スの本格ミステリが新訳でよみがえる！
冊

グレッグ・エヴァンズ警部補は、マネーロンダリングの大
物を追い盗聴室で情報を集めていたある会話から別の犯罪
を匂わすやりとりを掴み捜査に乗り出す！元FBIの作家が
経験を基に描く〈盗聴〉をモチーフにしたリアリティー溢
れるアメリカン・ミステリー！
冊

雑木林で見つかった無残な腐乱死体。犯人は“三人の妻と死
別した男”か？ 鉄壁のアリバイ、顔を潰された死体、見つ
からない動機。作者の仕掛けた巧妙な罠が読者を推理の迷
宮へと誘い込む……。
冊

殺された画家、盗まれた絵画。フェルメールの絵をめぐり
展開するサスペンスとアクション！ スコットランドヤー
ド警視監アプルビイが事件を追う！

冊
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論創海外ミステリ206

四六判上製／408頁

葬儀屋の次の仕事

定価（本体価格3200円+税）
2018年3月刊

ロンドンの寂れた商店街に佇む名家の屋敷。教養ある血筋
を襲う怪事件！ アルバート・キャンピオンが暴く、葬儀
屋の“次の仕事”とは……？

マージェリー・アリンガム 著／井伊順彦／赤星美樹 訳 ISBN978-4-8460-1700-2

論創海外ミステリ207

四六判上製／320頁

間に合わせの埋葬

定価（本体価格2800円+税）
2018年3月刊

C・デイリー・キング 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1706-4

論創海外ミステリ208

四六判上製／424頁

ロードシップ・レーンの館

定価（本体価格3200円+税）
2018年4月刊

A・E・W・メイスン 著／鬼頭玲子 訳

ISBN978-4-8460-1718-7

論創海外ミステリ209

四六判上製／256頁

ムッシュウ・ジョンケルの事件簿

定価（本体価格2400円+税）
2018年4月刊

メルヴィル・デイヴィスン・ポースト 著／熊木信太郎 訳 ISBN978-4-8460-1705-7

論創海外ミステリ210

四六判上製／576頁

十人の小さなインディアン

定価（本体価格4500円+税）
2018年6月刊

アガサ・クリスティ 著／渕上瘦平 訳

ISBN978-4-8460-1722-4

論創海外ミステリ211

四六判上製／208頁

ダイヤルMを廻せ！

定価（本体価格2200円+税）
2018年5月刊

フレデリック・ノット 著／圭初幸恵 訳

ISBN978-4-8460-1725-5

論創海外ミステリ212

四六判上製／336頁

疑惑の銃声

定価（本体価格2800円+税）
2018年7月刊

イザベル・B・マイヤーズ 著／木村浩美 訳

ISBN978-4-8460-1723-1

論創海外ミステリ213

四六判上製／408頁

犯罪コーポレーションの冒険

定価（本体価格3400円+税）
2018年6月刊

エラリー・クイーン 著／飯城勇三 訳

ISBN978-4-8460-1730-9

論創海外ミステリ214

四六判上製／280頁

はらぺこ犬の秘密

定価（本体価格2600円+税）
2018年7月刊

フランク・グルーバー 著／森沢くみ子 訳

ISBN978-4-8460-1741-5

論創海外ミステリ215

四六判上製／248頁

死の実況放送をお茶の間へ

定価（本体価格2400円+税）

冊

ニューヨークの富豪の元に届いた幼児誘拐予告事件を未然
に防ぐため、ＮＹ市警のロード警視はバミューダ行きの船
に乗り込む！ 「いい加減な遺骸」「厚かましいアリバ
イ」に続く〈ABC三部作〉遂に完結！
冊

小さな詐欺事件が国会議員殺害事件へ発展。複雑に入り組
む疑惑の人脈に渦巻く謎また謎。アノー探偵、最後にして
最大の事件！ ロードシップ・レーンの館に隠された秘密
とは……。
冊

アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトも愛読した
作家M・D・ポーストによる短編集が遂に完訳！ プロッ
トの巧みさとサプライズ・エンディング！ パリ警視総監
ムッシュウ・ジョンケルがアメリカ、フランス、イギリス
を舞台に謎に挑む！
冊

英国ミステリの女王が遺したミステリ戯曲から傑作三編を
厳選したクリスティファン待望の作品集！ ボーナスト
ラックとして単行本未収録の短編「ポワロとレガッタの
謎」を収録。解説はアガサ・クリスティ研究家の数藤康雄
氏。
冊

エンタメ演劇ファン、ヒッチコック映画ファン、そして
『刑事コロンボ』ファン必読。傑作〈倒叙ミステリ〉戯曲、
満を持して登場！
三谷幸喜氏の序文を併録！

冊

旧家の離れに轟く銃声が連続殺人の幕開けだった……。素
人探偵ジャーニンガムを嘲笑う姿なき殺人者の恐怖！ 幻
の女流作家が遺した長編ミステリ、84年の時を経て邦訳。

冊

本格、密室、不可能犯罪、サスペンス。クイーン・ファン
待望のラジオドラマ集！ 第18回本格ミステリ大賞評論・
研究部門受賞者飯城勇三氏による日本版オリジナル編纂！

冊

ジョニーとサムの凸凹コンビが遺産相続？！ 突然転がり
込んできたおいしい話に飛びつく二人、果たして大金を手
中に出来るのか！ 懐かしのユーモア・ミステリ再び！

冊

生放送中のＴＶ番組でコメディアンが謎の怪死を遂げる犯
人は業界関係者か？ それとも外部の犯行か？

2018年8月刊

パット・マガー 著／青柳伸子 訳

ISBN978-4-8460-1743-9

冊
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論創海外ミステリ216

四六判上製／280頁

月光殺人事件

定価（本体価格2400円+税）
2018年8月刊

ヴァレンタイン・ウィリアムズ 著／福井久美子 訳

ISBN978-4-8460-1731-6

論創海外ミステリ217

四六判上製／352頁

サンダルウッドは死の香り

定価（本体価格3000円+税）
2018年9月刊

ジョナサン・ラティマー 著／稲見佳代子 訳

ISBN978-4-8460-1751-4

論創海外ミステリ218

四六判上製／224頁

アリントン邸の怪事件

定価（本体価格2200円+税）
2018年9月刊

マイケル・イネス 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-1752-1

論創海外ミステリ219

四六判上製／336頁

十三の謎と十三人の被告

定価（本体価格2800円+税）
2018年10月刊

ジョルジュ・シムノン 著／松井百合子 訳

ISBN978-4-8460-1732-3

論創海外ミステリ220

四六判上製／328頁

名探偵ルパン

定価（本体価格2800円+税）
2018年10月刊

モーリス・ルブラン 著／保篠龍緒 訳

ISBN978-4-8460-1761-3

論創海外ミステリ221

四六判上製／336頁

精神病院の殺人

定価（本体価格2800円+税）
2018年11月刊

ジョナサン・ラティマー 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1772-9

論創海外ミステリ222

四六判上製／376頁

四つの福音書の物語

定価（本体価格3000円+税）
2018年10月刊

F・W・クロフツ 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1773-6

論創海外ミステリ223

四六判上製／448頁

大いなる過失

定価（本体価格3600円+税）
2018年12月刊

M・R・ラインハート 著／服部寿美子 訳

ISBN978-4-8460-1782-8

論創海外ミステリ224

四六判上製／232頁

白仮面

定価（本体価格2200円+税）
2018年12月刊

金来成 著／祖田律男 訳

ISBN978-4-8460-1766-8

論創海外ミステリ225

四六判上製／312頁

ニュー・イン三十一番の謎

定価（本体価格2800円+税）
2019年1月刊

オースティン・フリーマ 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1795-8

森の中の小さな小屋で見つかったキャンプ客の死体。果た
して"月光"は何を見たのか……。トレヴァー刑事の慧眼が
暴く意外な真実！ 『月光殺人事件』が82年ぶりに新訳で
よみがえる。
冊

富豪の元に送られてくる脅迫状、身代金目当ての誘拐事件。
密室で発見された女の死体。酔いどれ探偵ビル・クレイン
が難事件に挑む！

冊

和やかな夕食会の場を戦慄させる連続怪死事件。元ロンド
ン警視庁警視総監ジョン・アプルビイは事件に巻き込まれ、
民間人として犯罪捜査に乗り出すが……。引退した名探偵
の姿を描く、大好評〈ジョン・アプルビイ〉シリーズ中期
の傑作を新訳で復刊。
冊

〈クイーンの定員〉に選出された傑作短編。フロジェ判事
が探偵役の「十三人の被告」と行動派刑事Ｇ７が活躍する
「十三の謎」を収録！ 至高のフレンチ・ミステリ！

冊

「ルパンに作家人生を捧げた大先輩の愛あふれる大暴走！
日本にしかない「バルネ探偵の事件簿」。贋作!? 真作!?
これをずっと読んでみたかった」《「怪盗ルパン伝アバン
チュリエ」作者・森田崇氏 推薦》
冊

精神科の療養所で起こる連続殺人事件！ 犯人は患者か、
病院関係者か？ 酔いどれ探偵ビル・クレイン初登場作。
ラティマーの処女作が本邦初訳で遂に刊行！

冊

大いなる福音、ここに顕現！ 四福音書から紡ぎ出される
壮大な物語を名作ミステリ「樽」の作者フロフツがリライ
トし、聖偉人の謎に満ちた生涯に迫る。「クロフツのミス
テリ作家としてのキャリアがあってこそ成し遂げられた仕
事」（ミステリ評論家・横井司）
冊

館で催されるカクテルパーティーで怪死を遂げる男。連鎖
する死の真相はいかに？ 名作「螺旋階段」の著者ライン
ハートが放つ極上のミステリ。

冊

暗躍する怪盗"白仮面"の脅威、南海の孤島での大冒険、名
探偵・劉不亂が挑む二つの難事件。牧歌的な世界観とスリ
リングな物語展開で読者を魅了する、韓国推理小説の始祖
が描くジュブナイル・ミステリの白眉！
冊

発見された死体と書き換えられた遺言書。遺された財産を
巡る人間模様。シャーロック・ホームズのライヴァルで法
医学者にして名探偵のソーンダイク博士が、科学的知識を
駆使し事件の解決に挑む！
冊
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論創海外ミステリ226

四六判上製／328頁

ネロ・ウルフの災難�女難編

定価（本体価格2800円+税）
2019年1月刊

レックス・スタウト 著／鬼頭玲子 編訳

ISBN978-4-8460-1767-5

論創海外ミステリ227

四六判上製／232頁

絶版殺人事件

定価（本体価格2200円+税）
2019年2月刊

ピエール・ヴェリー 著／佐藤絵里 訳

ISBN978-4-8460-1797-2

論創海外ミステリ228

四六判上製／264頁

クラヴァートンの謎

定価（本体価格2400円+税）
2019年2月刊

ジョン・ロード 著／渕上痩平 訳

ISBN978-4-8460-1790-3

論創海外ミステリ229

四六判上製／408頁

必須の疑念

定価（本体価格3200円+税）
2019年3月刊

コリン・ウィルソン 著／井伊順彦 訳

ISBN978-4-8460-1802-3

論創海外ミステリ230

四六判上製／392頁

楽園事件

定価（本体価格3200円+税）

�̶̶森下雨村翻訳セレクション

2019年3月刊

J・S・フレッチャー 著／森下雨村 訳

ISBN978-4-8460-1792-7

論創海外ミステリ231

四六判上製／280頁

ずれた銃声

定価（本体価格2400円+税）
2019年4月刊

ドリス・マイルズ・ディズニー 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1816-0

論創海外ミステリ232

四六判上製／376頁

銀の墓碑銘

定価（本体価格3000円+税）
2019年3月刊

メアリー・スチュアート 著／木村浩美 訳

ISBN978-4-8460-1803-0

論創海外ミステリ233

四六判上製／256頁

おしゃべり時計の秘密

定価（本体価格2400円+税）
2019年5月刊

フランク・グルーバー 著／白須清美 訳

ISBN978-4-8460-1829-0

論創海外ミステリ234

四六判上製／400頁

十一番目の災い

定価（本体価格3200円+税）
2019年5月刊

ノーマン・ベロウ 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1830-6

論創海外ミステリ235

四六判上製／312頁

世紀の犯罪

定価（本体価格2800円+税）
2019年6月刊

アンソニー・アボット 著／水野恵 訳

ISBN978-4-8460-1844-3

アーチー・グッドウィン、辞職す！ 絶体絶命の美人依頼
者の無実を信じ、迷探偵アーチーの捜査が始まる。女難を
テーマにした日本独自編纂の作品集「ネロ・ウルフの災
難」第一巻。
冊

遺された一通の手紙と一冊の本。停泊中のクルーザーで起
きる殺人事件。事件は謎を深め、徐々に真相に近付いてゆ
く！ 第一回フランス冒険小説大賞受賞作。

冊

急逝したジョン・クラヴァートン氏を巡る不可解な謎。遺
言書の秘密、不気味な降霊術、介護放棄の疑惑……。果た
して彼は“殺された”のか？

冊

ニーチェ、ヒトラー、ハイデガー。哲学と政治が絡み合う
熱い議論、深まる疑念。哲学教授と、かつての教え子との
政治的立場を巡る相剋！ 元教え子は殺人鬼か否か？

冊

転落死した男が隠し持っていた紙片に隠された秘密とは？
『新青年』に懸賞付きで翻訳連載された「楽園事件」が89
年ぶりに再刊。日本探偵小説界隆盛の礎を築いた天性の才
人・森下雨村による名訳が本邦初訳テキストでよみがえ
る！
冊

退役軍人会の葬儀に集まった参列者の目前で突如倒れた老
婆。死因は心臓発作だったが、背中から銃痕が発見された。
誰が老婆を殺したのか？ 州検事局刑事ジム・オニールが事
件に挑む！
冊

パルナッソス山中で殺害された男の足跡を辿った先に待ち
受ける”死の真相”。第二次大戦中に殺された男は何を見つ
けたのか？ アントニイ・バークリー絶賛！ 「現代ギリ
シャをリアルに捉えた傑作。一九六〇年のベスト・エン
ターテインメントの一つだ！」
冊

ジョニーとサムが殺しの容疑をかけられた！災難続きの二
人の運命やいかに！おしゃべり時計をめぐる謎に迷探偵が
挑む。懐かしのユーモア・ミステリ再び。

冊

ナイトクラブ〈グリーン・クカブラ〉の秘密と麻薬密売人
の死。その接点に隠された謎とは？ 〈モンタギュー・ベ
ルモア〉シリーズ第一作、待望の邦訳

冊

ボート上で発見された男女の遺体。事件の真相を追及する
べく、NY市警察本部長のサッチャー・コルトが捜査にのり
だす！ 金田一耕助探偵譚「貸しボート十三号」の原型と
される作品の完訳！
冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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論創海外ミステリ236

四六判上製／368頁

密室殺人

定価（本体価格3200円+税）
2019年6月刊

ルーパート・ペニー 著／熊井ひろ美 訳

ISBN978-4-8460-1768-2

論創海外ミステリ238

四六判上製／312頁

眺海の館

定価（本体価格3000円+税）
2019年7月刊

1941年に刊行されたルーパート・ペニー最後の長
編”Sealed Room Murder”を初邦訳！ 屋敷内での密室殺人
を緻密な検証によって解き明かす、ビール主任警部最後の
事件。
冊

イギリスの文豪ロバート・ルイス・スティーヴンソンが遺
した珠玉の短編を日本独自編纂で一冊にまとめた作品集。
幻想小説集の傑作『新アラビアンナイト』の第２巻を全作
品初の完訳で収め、短編１作と掌編２作を併録する。

ロバート・ルイス・スティーヴンソン 著／井伊順彦 編訳 ISBN978-4-8460-1833-7

論創海外ミステリ238

四六判上製／424頁

キャッスルフォード

定価（本体価格3400円+税）
2019年9月刊

J・J・コニントン 著／板垣節子 訳

ISBN978-4-8460-1853-5

論創海外ミステリ239

四六判上製／280頁

魔女の不在証明

定価（本体価格2500円+税）
2019年8月刊

エリザベス・フェラーズ 著／友田葉子 訳

ISBN978-4-8460-1835-1

論創海外ミステリ240

四六判上製／360頁

至妙の殺人

定価（本体価格3000円+税）

�̶̶妹尾アキ夫翻訳セレクション

2019年11月刊

冊

キャッスルフォード家を巡る財産問題の
渦中で起こる悲劇……。クリントン・ドリフィールド卿が
事件の謎に挑む！

冊

イタリア南部の海辺の町で起こった不可解な殺人事件に巻
き込まれる若きイギリス人の苦悩。嘘つきは誰だ！ 技巧
を凝らした傑作長編ミステリ。

冊

海外ミステリ翻訳の偉人とも言える妹尾アキ夫が遺した膨
大な翻訳よりＬ・Ｊ・ビーストンとステイシー・オーモニ
オアの原作による短編をミステリ評論家の横井司氏が厳選
してまとめました妹尾アキ夫の翻訳セレクション！

L・J・ビーストン、ステイシー・オーモニア 著／妹尾アキ夫 訳 ISBN978-4-8460-1834-4

論創海外ミステリ241

四六判上製／272頁

十二の奇妙な物語

定価（本体価格2600円+税）
2019年9月刊

サッパー 著／金井美子 訳

ISBN978-4-8460-1870-2

論創海外ミステリ242

四六判上製／288頁

サーカス・クイーンの死

定価（本体価格2600円+税）
2019年9月刊

アンソニー・アボット 著／熊木信太郎 訳

ISBN978-4-8460-1869-6

論創海外ミステリ243

四六判上製／432頁

バービカンの秘密

定価（本体価格3600円+税）
2019年11月刊

J・S・フレッチャー 著／中川美帆子 訳

ISBN978-4-8460-1871-9

論創海外ミステリ244

四六判上製／336頁

陰謀の島

定価（本体価格3200円+税）
2019年12月刊

マイケル・イネス 著／福森典子 訳

ISBN978-4-8460-1868-9

論創海外ミステリ245

四六判上製／216頁

ある醜聞

定価（本体価格2000円+税）
2019年12月刊

ベルトン・コッブ 著／菱山美穂 訳

ISBN9784846018757

冊

ミステリ、人間ドラマ、ホラー要素たっぷりの奇妙な体験
談から恋物語まで、妖しく魅力的な、十二の物語が楽しめ
るサッパーの短編集！

冊

4月13日の金曜日、脅迫状に悩まされるサーカス団の興行
中に不可解な墜落死が起こり、続けて密室で人が殺される。
相次ぐ凶事を演出する影なき犯罪者の正体とは？

冊

長編ミステリ『ミドルテンプルの殺人』（1919）が、第28
代アメリカ合衆国大統領トーマス・ウッドロウ・ウィルソ
ンに絶賛された作家、J・S・フレッチャーの短編集。

冊

馬車馬や一軒家の盗難、魔女の暗躍、二重人格の娘。複雑
に絡む因縁の糸を辿るアプルビイ警部が行き着いた南米の
秘密基地では、世界支配の陰謀が着々と、そして確実に進
行していた……。
冊

非業の死を遂げたロンドン警視庁の女性職員。その背後に
は警察内部の醜聞が隠されていた……。事件を追うブライ
アン・アーミテージ警部補は真相を明らかにできるのか？

冊

■ミステリ ≫ 海外ミステリ
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美術修復師ガブリエル・アロン

B6判並製／448頁

報復という名の芸術

定価（本体価格2000円+税）
2005年8月刊

ダニエル・シルヴァ 著／山本光伸 訳

ISBN978-4-8460-0555-9

美術修復師ガブリエル・アロン

B6判並製／392頁

さらば死都ウィーン

定価（本体価格2000円+税）
2005年10月刊

ダニエル・シルヴァ 著／山本光伸 訳

ISBN978-4-8460-0556-6

美術修復師ガブリエル・アロン

B6判並製／400頁

イングリッシュ・アサシン

定価（本体価格2000円+税）
2006年1月刊

ダニエル・シルヴァ 著／山本光伸 訳

ISBN978-4-8460-0557-3

美術修復師ガブリエル・アロン

B6判並製／400頁

告解

定価（本体価格2000円+税）
2006年6月刊

ダニエル・シルヴァ 著／山本光伸 訳

ISBN978-4-8460-0559-7

妻子を失い、過去を捨てた男、ガブリエル・アロン。家族
に手をかけた怨敵を追い、大陸を越えて暗躍する、テロリ
スト殲滅のプロフェッショナル。いま最も注目を浴びてい
る米ミステリ作家のひとり、ダニエル・シルヴァが放つ、
諜報サスペンス・シリーズ第１弾。
冊

ガブリエル・アロンが任務を帯びて赴いた街は、彼にとっ
て禁忌ともいうべきウィーンだった。人類の負の遺産ホロ
コーストの真実を巡り展開される策略とは……。アロンの
暗躍劇を描いた意欲作。待望のシリーズ第２弾。
冊

チューリッヒに赴いたガブリエル・アロンを待ち受けてい
たのは、絵画修復依頼主の亡骸だった……。CWA賞に2年
連続ノミネートした、シリーズの傑作巨編 “ナチス３部作”
の第１作。
冊

ヴェエネツィアで祭壇画修復に従事するガブリエル・アロ
ン。その背後に忍び寄るヴァチカンの暗部ともいえる秘密
組織。全米でベストセラーを記録した話題作, "ナチス３
部作" の第２作がついに邦訳。
冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

