●ハヤカワポケットミステリ （画像なし）
番号
商品
49 魔性の眼 ハヤカワポケットミステリ349
50 ライラック・タイムの死 ハヤカワポケットミステリ358
51 カルディノーの息子 ハヤカワポケットミステリ377
ヴェルフラージュ殺人事件 ハヤカワポケットミステリ
52
402
53 死体が空から降ってくる ハヤカワポケットミステリ414
54 上靴にほれた男 ハヤカワポケットミステリ438
55 お楽しみの埋葬 ハヤカワポケットミステリ527
56 夜の人 ハヤカワポケットミステリ592
57 日曜日は埋葬しない ハヤカワポケットミステリ643
58 逃走と死と ハヤカワ・ポケット・ミステリ649
59 死は深い根をもつ ハヤカワポケットミステリ662
60 笑うきつね ハヤカワポケットミステリ694
61 針の孔 ハヤカワポケットミステリ733
62 紙の臭跡 ハヤカワポケットミステリ742
63 死のとがめ ハヤカワポケットミステリ756
64 殺人の色彩 ハヤカワポケットミステリ809

備考
ボアロー、ナルスジャック S32 表紙フチイタミ
フランシス・クレイン S33 背・角イタミ小
ジョルジュ・シムノン S32 小口印、表紙角折れ

金額
\2,160
\2,160
\1,944

ロイ・ヴィカーズ S33 背角キレ 表紙角折れ・イタミ

\2,160

ジョルジュ・シムノン S33 角、フチイタミ 表紙角折れ
ジョルジュ・シムノン S33 見返し札剥がし跡 フチイタミ・シミ 頁
角折れ有り
エドマンド・クリスピン S34 背・フチイタミ 見返しに他店札
ベルンハルト・ボルゲ S35 角イタミ・スレ 見返しに他店札剥がし
フレッド・カサック S36 角イタミ 小口にインク小
ライオネル・ホワイト S36 表紙キレ 見返し札剥がし跡 角イタミ
19頁角折れ跡
マイクル・ギルバート S36 表紙キレ 角イタミ
フランク・グルーバー S37 表紙イタミ 見返し他店札・書込み シ
トマス・ウォルシュ S37 フチ・角イタミ
ジュリアン・シモンズ S38 フチ・角イタミ・スレ 見返し札剥がし跡
背イタミ・ヤケ シミ
ニコラス・ブレイク S38 表紙イタミ 表紙角折れ跡 シミ 見返し表
題頁小口にキレ小
ジュリアン・シモンズ S38 表紙イタミ・折れ跡 見返し札剥がし跡
シミ
アンドリュウ・ガーヴ S39 表紙イタミ 背ややヨレ フチヤケ
ジュリアン・シモンズ S40 見返し札剥がし跡

\2,700

65 囚人の友 ハヤカワポケットミステリ849
66 月曜日には絞首刑 ハヤカワポケットミステリ885
眠りと死は兄弟〈ビブル警視シリーズ〉 ハヤカワポケッ
67
ピーター・ディキンスン S49 小口シミ小
トミステリ1218
盃のなかのトカゲ〈ビブル警視シリーズ〉 ハヤカワポ
68
ピーター・ディキンスン S50 小口イタミ、シミ微
ケットミステリ1236
●映画ポスター すべて半裁（B２） （画像あり）
番号
商品
1 「江分利満氏の優雅な生活」
2 「侍」
3 「清作の妻」
4 「陸軍中野学校」
5 「鬼婆」
6 「悪党」
7 「充たされた生活」
8 「初恋・地獄篇」
9 「壁の中の秘事(ひめごと)」
10 「胎児が密猟する時」
11 「怪談」青バージョン
12 「怪談」白バージョン
13 「香華(こうげ)」女１人バージョン
14 「香華(こうげ)」女２人バージョン
15 「古都」岩下全身バージョン
16 「古都」岩下半身バージョン
＜映画ロビーカード＞
17 「波濤を越える渡り鳥」11枚
18 「骨まで愛して」８枚揃
19 「海の地図」10枚揃
20 「お吟さま」８枚揃・サイン入り

●映画スチル （画像あり）
番号

商品

21 「青い山脈」５枚
22 「銀嶺の王者」34枚
23 「大いなる愛の彼方に」42枚
24 「次郎長遊侠伝 秋葉の火祭り」８枚
25 「白夜の妖女」11枚
26 「誘惑からの脱出」21枚
27 「白子屋駒子」21枚
28 「愛の渇き」11枚
29 「力道山物語 怒涛の男」４枚

備考
'63年 岡本喜八、小林桂樹 中央縦横にゆるく折れ、端少しシ
ワ・ヤケ
'65年 岡本喜八、三船敏郎 下端ゆるく折れ
'65年 増村保造、若尾文子 中央縦横に折れ、端少しヤケ
'66年 増村保造、市川雷蔵 中央縦横に折れ、下端ゆるく折れ
'64年 新藤兼人、乙羽信子 ゆるい横折れ数本、下カドやや折
'65年 新藤兼人、岸田今日子 下カドやや折れ
'62年 羽仁進、有馬稲子 中央縦横に折れ
'68年 宇野亜喜良画、羽仁進 上端少しシワ
'65年 若松孝二 端少し傷み
'66年 若松孝二
'65年 小林正樹 ゆるい横折れ１本
'65年 小林正樹 中央縦横にゆるく折れ
'64年 木下恵介、岡田茉莉子 ゆるい斜め折れ、端少しシワ
'64年 木下恵介、岡田茉莉子 中央縦横に折れ、ピン跡、端少
し傷み補修
'63年 中村登、岩下志麻 中央縦横に折れ、ピン跡、上端少し
傷み補修
'63年 中村登、岩下志麻 カド折れ、端少しシワ・小破れ
'61年
跡ヨレ
'66年
'59年
'62年
ター付

\3,024
\3,240
\3,888
\2,700
\3,456
\3,780
\2,160
\3,780
\1,620
\2,160
\2,160
\2,700
\3,780
\3,780
\3,240

金額
\8,640
\9,720
\7,560
\8,640
\6,480
\6,480
\5,400
\5,400
\9,720
\8,640
\5,400
\5,400
\6,480
\5,400
\4,320
\4,320

小林旭、浅丘ルリ子 ６枚海外向け、日本版５枚は濡れ
\4,320
渡哲也、浅丘ルリ子 封筒付
石原慎太郎原作、岡田茉莉子 小型ポスター付
田中絹代監督 ２枚に有馬稲子サイン入り、スピードポス

備考
'63年 吉永小百合、浜田光夫 吉永小百合４枚、一部ヤケ、１枚
四隅ハゲ
'60年 鰐淵晴子、トニー・ザイラー
'60年 桑野みゆき 20枚タイトル入り、18枚タイトル無し・裏に書
込、４枚撮影風景
'55年 マキノ雅弘、河津清三郎、北原三枝 一部ピン跡
'57年 月丘夢路 ６枚横長型、ヤケ、ピン跡
'57年 島耕二、若尾文子、根上淳 若尾文子３枚、一部ヤケ、１
枚切抜
'60年 三隅研二、山本富士子 山本富士子16枚、一部ヤケ
'67年 浅丘ルリ子 ヤケ、ピン跡、１枚タイトル印字無し
'55年 力道山

\3,780
\4,320
\5,400

金額
\3,240
\5,400
\4,320
\2,160
\2,700
\2,700
\3,240
\2,160
\2,160

30 「ザ・力道山」10＋２枚
31 「ビルマの竪琴」16枚
32 「秋津温泉」47枚・サイン入り

●ＳＦ・ミステリー （画像あり）
番号

商品

33 死化粧する女
34 黒猫亭事件・本陣殺人事件 角川文庫
35 閑雅な殺人

36 THE LONG GOOD-BYE 洋書

37 WALT DISNEY'S COMICS AND STORIES NO.88

38 WALT DISNEY'S COMICS AND STORIES NO.125
39 WALT DISNEY'S COMICS AND STORIES NO.140

40 盲獣

41 そのとき一発！ お笑い推理作戦
42 危険な標的 ソネ・タツヤ無頼帖 三一新書
43 女豹の博士 河出新書
44 青髯殺人事件 ロマン・ブックス
45 バルスーム バローズの火星幻想 KEY LIBRARY
46 月は地獄だ！ 少年少女ＳＦアポロシリーズ4

47 青白き裸女群像

48 探偵小説 天狗の面 軽文学シリーズ

●スポーツ （画像あり）
番号
商品
69 プロレス＆ボクシング '63年１月号
70 プロレス＆ボクシング '63年２月号
71 プロレス＆ボクシング '63年３月号
72 プロレス＆ボクシング '63年６月号
73 プロレス＆ボクシング '63年９月号
74 プロレス＆ボクシング '63年10月号
75 プロレス＆ボクシング '63年11月号
76 プロレス＆ボクシング '63年12月号
77 国際プロレスパンフ '71ビッグ・サマー・シリーズ

'83年 ２枚は映画ロゴ無く、東京スポーツ新聞社と印字
'56年 市川崑、三国連太郎 ヤケ、ピン跡傷み
'62年 吉田喜重、岡田茉莉子 15枚タイトル入り、29枚タイトル
無し・裏に書込、４枚撮影風景、１枚岡田茉莉子サイン入り

\3,240
\3,780

備考
著者名：甲賀三郎 出版社：東方社
昭和30年発行 カバーフチに欠け２ヶ所 見返しにテープ貼跡
著者名：横溝正史 出版社：角川書店
『黒猫亭』カバー 昭和52年27版 カバーにはりつき跡・キズ
著者名：大坪砂男 出版社：東方社
昭和30年発行 カバーフチスレ・少ヤブレ、見返しはがしキズ 天シ
著者名：レイモンド・チャンドラー 出版社：HAMISH HAMILTON
1953年 2nd Impression カバースレ・背上下フチ欠け 見返しに小
さい書込み
著者名：カール・バークス他 出版社：DELL
1948年 グラッドストーン・ギャンダー初登場号 ページフチに薄い
ヌレシミ、裏表紙ヨゴレ
著者名：カール・バークス他 出版社：DELL
1951年 ジュニア・ウッドチャックス初登場号 少々隅ヨレ
著者名：カール・バークス他 出版社：DELL
1952年 ジャイロ・ギアルース初登場号
著者名：江戸川乱歩 出版社：平凡社
昭和10年発行 函入 函背イタミ強 本体背イタミ、見返し落書、頁
シミあり
著者名：島久平 出版社：久保書店
初版 小口少々シミ
著者名：山下諭一 出版社：三一書房
1964年1版
著者名：橘外男 出版社：河出書房
昭和30年1刷 カバーフチ切れ・欠け・イタミ、スレ、シミ汚れ
著者名：藤澤桓夫 出版社：講談社
昭和34年1刷 表紙色あせ 見返しに貼跡・はがしキズ
著者名：リチャード・A・ルポフ 出版社：東京創元社
1982年初版 カバー色あせ少
著者名：キャンベル/矢野徹訳 出版社：岩崎書店
1969年発行 ヤケ少
著者名：橘外男 出版社：名曲堂
昭和25年発行 パラフィン貼付跡 カバー背・フチスレ、裏表紙下部
ヤブレ
著者名：大下宇陀児 出版社：緑十字出版
昭和21年発行 併録作「三時間の悪魔」 裏表紙に数字印

金額

備考
汚れ、背少傷み・少欠け
汚れ、背と表紙カド欠け
汚れ、裏表紙に贈呈印
折れ、背少傷み、裏表紙カド少欠け
傷み、裏表紙破れ大、パズル頁に書込み
傷み、背欠け、裏表紙欠け大・押印、パズル頁に書込み
傷み、少破れ、背少欠け
傷み、背欠け、裏表紙破れ・少欠け、パズル頁に書込み
付録カレンダー無し。表紙と裏表紙ちぎれてハズレ、裏表紙破
れ・欠け

国際プロレスパンフ '72ビッグ・ウィンター・シリーズ グ
裏表紙にサイン入り。背ちぎれ、破れ、傷み
レート草津サイン入り
極真カラテ年鑑第12号 極真カラテ92 大山倍達サイン
79
表紙をめくったところにサイン入り
入り
80 ON記録の世界
83年初版、読売新聞社 帯無し、背ヤケ、中黄ばみあり
「春季展望号」は'80年のみ無し。「秋季展望号」は'84年のみ無
週刊ベースボール増刊「大学野球」'78～'05年 61冊一
81
し。「春季決算号」は'78・'80年のみ有り。「秋季決算号」は'78～
括
'80年のみ有り。
1951（昭和26）年から2016（平成28）年まで。1951年は大会号と大
82 週刊朝日「甲子園大会号」66年分全69冊一括
会決算号、'78・'81年は地方大会号と大会号、他は大会号の各年
１冊。1990年以前のものはヤケ、シミ、破れ等の劣化あり。
78

\5,940

\16,200
\15,120
\21,600

\12,960

\3,780

\3,240
\3,240

\8,640

\32,400
\5,400
\5,400
\7,560
\8,640
\8,640

\5,400

\12,960

金額
\5,940
\5,400
\5,940
\5,940
\5,400
\5,400
\5,940
\5,400
\5,400
\5,400
\8,640
\7,560
\54,000

\86,400

