SM-001 AMAZING STORIES
Vol.8No.5

SM-002 AMAZING STORIES
Vol.21No.10

SM-003 AMAZING STORIES
Vol.23No.12

SM-004 AMAZING STORIES
Vol.25No.7

7,860円

5,400円

5,400円

5,400円

Teck Publications 1933.Aug 経年
ヤケ ヤケ シミ スレ 背イタミ 角折
れ ヤブレ 裏表紙頁フチ欠け・シー
ル剥がし跡 目次鉛筆書き込み

Ziff-Davis 1947.Oct. 経年ヤケ キ
バミ スレ シミ フチイタミ

Ziff-Davis 1949.Dec. 経年ヤケ キ
バミ スレ 背・フチイタミ

Ziff-Davis 1951.Jul. 経年ヤケ キ
バミ スレ フチイタミ・表紙天に欠け

SM-005 AMAZING STORIES
Vol.25No.10

SM-006 PLANET stories
Vol.4No.4

SM-007 PLANET stories
Vol.4No.6

SM-008 TOPS in SCIENCE
FICTION Vol.1 No.1

5,400円

11,880円

11,880円

10,800円

Ziff-Davis 1951.Oct. 経年ヤケ 表
紙書込み小 キバミ スレ フチイタミ

Love Romances 1949.Fall 表面筆
圧 背下部キレ小 ヤケ フチイタミ

Love Romances 1950.Spring 表紙
にシミ

Love Romances 1953.Spring 経年
ヤケ スレ キレ フチイタミ

SM-009 少年文庫37 未来の世界

SM-010 ジュニア版・世界のSF ヨ
ン博士の航星日記

SM-011 恐怖劇場 吸血怪奇城

SM-012 少年少女宇宙科学冒険
全集6 人工衛星ケーツ

10,800円

10,800円

10,800円

10,800円

福島正実 少年画報社 昭和41 献
呈署名 ヤケ、イタミ、シミ

スタニスワフ・レム 集英社 昭和48
4版 イタミ スレ ヤケ小

B・ストーカー 秋田書店 昭和50初
版 表題頁記名 目次頁ワレテープ
補修 カバーイタミ・キレ・ヤケ

ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ・ﾍﾞﾘｬｰｴﾌ 岩崎書店 昭
和39 3版 函イタミ・ヤケ・シミ 本体
天・小口に汚れ シミ小

SM-013 暗黒星の恐怖 SF名作シ
リーズ

SM-014 三丁目が戦争です 講談
社の創作童話5

SM-015 完全復刻ゴジラ/ゴジラの
逆襲

SM-016 宇宙船野郎 月へ行く夢
にかけた男たち

3,240円
ｼﾞｮﾝ・Ｗ・ｷｬﾝﾍﾞﾙ 偕成社 昭和45
ヤケ シミ カバーに傷

48,600円
筒井康隆 永井豪 講談社 昭和46
1刷 函ヤケ 背イタミ

3,240円
香山滋 奇想天外社 昭和51初版
ヤケ シミ小

5,400円
野田昌宏 秋田書店 昭和45初版
スレ小 見返し札貼り跡

SM-017 就眠儀式

SM-018 消滅の光輪

4,860円

SM-019 宇宙科学小説シリーズ
（『時間と空間との冒険』『宇宙恐
怖物語』）全2巻

3,780円

8,640円

SM-020 浴槽で発見された手記

5,400円

福島正実 角川文庫 昭和51 福島
正実 略年譜 著作目録付き ヤケ
アセ 表紙反り 略年譜：イタミ・シミ・
角欠け

眉村卓 早川書房 昭和54 毛筆献
呈署名 ヤケ イタミ シミ

ﾏｯｺｰﾏｰｽ、ｸﾞﾙﾌ・ｺﾝｸﾘﾝ編 東京
元々社 昭和32 カバーイタミ キレ
ヤケ シミ

スタニスワフ・レム サンリオSF文庫
1983年 経年ヤケ 天シミ

SM-021 翼人の掟

SM-022 異色作家短篇集18 壜づ
めの女房

SM-023 黒魔術小説傑作選 全7冊
揃い

SM-024 <海と空の大ロマン>気球
旅行の五週間

1,728円

4,320円

4,860円

ｼﾞｮｰｼﾞ・R.R.ﾏｰﾃｨﾝ＆ﾘｻ・ﾀﾄﾙ 神鳥
統夫訳 集英社 1982第1刷 カバー
背キレ ヤケ シミ小

ロアルド・ダール他 早川書房 昭和
40 ビニール 月報欠け 函背ヤケ
奥付日付印 目次チェック

デニス・ホイートリー 国書刊行会
昭和58 ヤケ イタミ １,4-2,5-2帯欠
け函背ヤケ １,２函天インク 4-1,42,5-1函地にインク 4-1帯ヤブレ

ジュール・ヴェルヌ プレジデント社
1979初版 帯・月報付き 見返し札
貼り跡

SM-025 <海と空の大ロマン>洋上
都市

SM-026 <海と空の大ロマン>皇帝
の密使 ﾐﾊｲﾙ・ｽﾄﾛｺﾞﾌ

SM-027 宇宙の騎士たち 武部本
一郎 SFアート傑作集3

SM-028 ヘンゼルとグレーテル

5,400円

4,320円

4,320円

1,728円

3,240円

ジュール・ヴェルヌ プレジデント社
1979初版 帯・月報付き

ジュール・ヴェルヌ プレジデント社
1979初版 帯・月報付き 経年ヤケ
小

武部本一郎 岩崎書店 1981第1刷
カバーにキレ小 背ヤケ

大友克洋 CBS・ソニー出版 1982 5
刷 ヤケ

SM-029 S-Fマガジン 1～632号一
括

SM-030 HPB928 ハニーよ銃をと
れ 写真函

SM-031 HPB935 ハニーと連続殺
人 写真函

SM-032 HPB939 ハニーは闘牛
がお好き 写真カバー

216,000円
早川書房 302、315号欠け 1号
テープ補修跡 ヤケ スレ シミ 背イ
タミ等あり

3,240円

4,320円

4,320円

G・G・フィックリング 早川書房 昭和
41 3版 函イタミ・ヤブレ 表紙コー
ティング一部剥げ

G・G・フィックリング 早川書房 昭和
41 函地コワレ 天ヤブレ

G・G・フィックリング 早川書房 昭和
41 カバーヤケ

SM-033 HPB944 ハニー貸します
写真カバー

SM-034 HPB953 ハニーに死の
接吻 写真カバー

SM-035 HPB1017 ハニー、ナチ
スに挑戦！ 写真カバー

SM-036 首のない女 創元推理文
庫

4,320円

4,104円

4,320円

17,280円

G・G・フィックリング 早川書房 昭和
41 カバーヤケ

G・G・フィックリング 早川書房 昭和
41 カバーヤケ 角イタミ

G・G・フィックリング 早川書房 昭和
43 イタミ

クレイトン・ロースン 東京創元社
1962文庫初版 カバー背イタミ シミ
小 ヤケ

SM-037 女郎ぐも 創元推理文庫

SM-038 科学捜査 あの犯人を追
え

SM-039 推理 消えた人間のなぞ

SM-040 世界ミステリ全集 全18
巻揃

16,200円

1,620円

3,240円

16,200円

ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ｸｪﾝﾃｨﾝ 東京創元社 1962
初版 スレ ヤケ キバミ 見返し札
貼り跡

長岡周一監修 学習研究社 昭和49
9刷 ヤケ シミ

各務三郎編訳 学習研究社 昭和50
初版 ヤケ イタミ 袖にキレ カバー
表キズ小 小口にシミ

早川書房 1972～73発行 2巻13巻
月報欠け 10巻函イタミ 経年ヤケ
キバミ シミ スレ

SM-041 現代推理小説全集 全15
巻揃

SM-042 日影丈吉未刊短篇集成
4冊揃

SM-043 犯罪幻想

SM-044 水の寝棺

37,800円

10,800円

東京創元社 昭32～33 初版 月報
付 経年ヤケ イタミ

日影丈吉 牧神社 1974～75 1刷
函イタミ スレ 『市民～』帯イタミ・札
貼り跡 『華麗～』札貼り跡

江戸川乱歩/棟方志功 東京創元
社 昭和31 毛筆署名入限定
200/1000 函ヤケ シミ イタミ 変色
あり

戸川昌子 講談社 昭和47 1刷 カ
バー袖ヤブレ糊で補修 小口・頁シ
ミ少

SM-045 死化粧する女

SM-046 青い密室

SM-047 爬蟲館事件

SM-048 新吉捕物帖 やまがら綺
談 新大衆文庫

14,040円
甲賀三郎 東方社 昭和30 カバーフ
チに欠け２ヶ所 イタミ 見返しに
テープ貼跡 ヤケ

10,800円
鮎川哲也 雄山閣出版 昭和36 初
版 カバーイタミ ヤブレ テープ補
修 ヤケ 袖糊付け跡

32,400円

12,960円

2,700円

3,780円

海野十三 富国出版社 昭和21初版
裏表紙見返し、トビラ印有り 巻末
遊び紙欠損

岡辰三 淡海堂出版部 昭和17 4版
ヤケ イタミ キレ 地にインク線 23
～30頁に下部角欠け 表題頁ヌレ

SM-049 海外ミステリー作家の顔
INTERNATIONAL版（編者署名
入）・国内版 2冊一括

7,020円
木村二郎編 ヘラルド出版 1979初
版 国内版、カバースレ シミ キズ
INTERNATIONAL版:編者署名入
外観スレ ヨゴレ イタミ キズ

SM-050 乱歩の時代 昭和エロ・
グロ・ナンセンス 別冊太陽 日本の
こころ88

1,620円
平凡社 1995 特別付録「犯罪図
鑑」付き

