➃ＳＦ・ミステリー

SA-001 横溝正史 角川文庫緑
三〇四+『金田一耕助のモノロー
グ』 初版90冊
129,600円

SA-002 探偵小説昔話 新版横溝
正史全集18

SA-003 探偵小説五十年

3,240円

3,780円

イタミ ヤケ シミ 札貼り跡 頁折れ
一部にヌレ跡 ムレあり

横溝正史 講談社 S50年第一刷
函カバーにキズあり

横溝正史 講談社 S52年第一刷
帯付 帯シミ・小ヤブレ カバー背ヤ
ケあり

横溝正史 角川書店 S51年再版 カ
バーイタミ箇所あり カバー見返し・
中ページに紫のシミあり

SA-005 真説 金田一耕助

SA-006 横溝正史の世界

SA-007 横溝正史読本

SA-008 オーデュボンの祈り

3,240円

3,240円

3,240円

横溝正史 毎日新聞社 S52年発行
カバー上端汚れ・背あせ

横溝正史 徳間書店 S51年初版 カ
バーキズあり

小林信彦 編 角川書店 1976年初
版カバースレ汚れ

伊坂幸太郎 新潮社 2000年12月
初版 帯付 帯背色あせ カバー若
干スレキズあり

SA-009 ジュナの冒険 8冊揃い

SA-010 海外SFノヴェルズ プリ
ズマティカ

SA-011 琥珀の魔女

SA-012 十億年の宴 一兆年の
宴 2冊セット

14,040円

4,320円

SA-004 恐ろしき四月馬鹿

5,400円

3,456円

3,780円

ｴﾗﾘｰ・ｸｲｰﾝ 早川書房 S53～54
背ヤケ イタミ 2巻5巻地にシミ

ディレイニー 早川書房 S58初版
カバー、帯イタミ シミ 見返し札貼
り跡

マインホルト 創土社 84年初版 函
イタミ 見返し札貼り跡欠け

オールディス 東京創元社 『十億
～』80年初版 ヤケ 奥付に蔵書
印 『一兆～』92年初版 帯イタミ

SA-013 惑星から来た伊達男1
『第三帝国の女豹』・2『虎の尾を
踏め！』

SA-014 トクマ・ノベルズ 外宇宙
の女王

SA-015 フタバ・ノベルス 鳥人大
戦争

SA-016 ウィアード・テールズ（5巻
+別巻）6冊揃い

4,860円
ﾊﾝﾀｰ・ｱﾀﾞﾑｽ ダンディ社 1）S51初
版 帯イタミ 帯袖折れ跡 2）S51
初版 帯スレ

3,780円
チャンドラー 徳間書店 53年初版
天ヨゴレ・シミ

3,780円
アンダーソン 双葉社 56年初版
天・小口シミ

6,480円

18,360円
国書刊行会 1-5巻S59,60 1刷 別
巻S63 1刷 ヤケ・シミ 1）角イタミ
3）スレ 5）角イタミ

SA-017 ジャガーバックス てって
い追跡・推理 空飛ぶ円盤

3,456円

SA-018 ジャガーバックス SFクイ
ズ 名探偵宇宙に挑戦

5,400円

SA-019 レムの宇宙カタログ

3,780円

SA-020 クフ王のピラミッド SF傑
作短編集6

5,400円

星野ひとし 立風書房 74年初版
カバーイタミ・ヤケ 頁フチヤケ

梶龍雄 立風書房 74年3刷 ヤヤ背
ヤケ

ｽﾀﾆｽﾜﾌ・ﾚﾑ 大和書房 81年初版
経年ヤケ シミ少

豊田有恒 三省堂 S52第1刷 カ
バースレキズ カバー端部少しイタ
ミ

SA-021 遠隔催眠術 SF傑作短
編集9

SA-022 両棲人間 少年少女SF文
学全集8

SA-023 生きていた火星人 少年
少女世界SF文学全集2

SA-024 宇宙怪人ザロ博士の秘
密 少年少女SF文学全集18

12,960円

3,780円

斎藤晴輝 三省堂 S52第1刷 カ
バー背・端部分若干ヤケ カバース
レキズあり

ベリャーエフ あかね書房 73年第6
刷 函スレキズ 本体スレキズあり

シルヴァーバーグ あかね書房 77
年12刷 函なし 本体スレキズあり
ページ小口シミあり

2,700円

ハミルトン あかね書房 1973年第2
刷 函イタミ・キズ多・背あせ 本体
小口シミ

2,700円

SA-025 夜明けの惑星 ジュニア
版・世界のSF

SA-026 透明人間 少年少女世界
恐怖小説4

SA-027 宇宙アトム戦争 SF名作
シリーズ3

SA-028 冬眠200年 SF名作シリー
ズ21

1,620円

5,400円

2,160円

パイパー 集英社 S44年初 函スレ
キズ・シワ 本体ページシミあり

ウェルズ 朝日ソノラマ S47年発行
カバー上端イタミあり

ハミルトン 偕成社 S44年発行 経
年ヤケ、シミ、カバー上端角少し破
れ下小口カケ

ウェルズ 偕成社 S44年発行 カ
バー端イタミ カバーややヤケ

SA-029 暗黒星の恐怖 SF名作シ
リーズ24

SA-030 宇宙船スカイラーク号
エスエフ世界の名作15

SA-031 海底パトロール エスエフ
世界の名作22

SA-032 月は地獄だ！ 少年少女
SFアポロシリーズ4

3,240円
キャンベル 偕成社 S45年発行 背
ややヤケ カバースレキズ・カバー
に薄い折れ跡あり

8,640円
スミス 岩崎書店 S42年発行 函ス
レキズ・端イタミ多 本体と中ペー
ジシミあり

3,240円

6,480円

8,640円

クラーク 岩崎書店 S43年第3刷 函
背上端破れとテープ跡・端イタミ

キャンベル 岩崎書店 1969年発行
カバー若干スレ汚れ

SA-033 空中列車地球号 少年少
女世界科学冒険全集

5,400円

SA-034 深海冒険号 少年少女世
界科学冒険全集

1,944円

SA-035 なぞのロボット星 少年少
女世界科学名作全集

2,700円

SA-036 金星のなぞ 少年少女世
界科学名作全集

3,240円

アップルトン 講談社 S32年発行 カ
バー上端欠け大・背上下端ヤブレ
ページ小口シミ・経年ヤケ

ブレイン 講談社 S31年発行 カ
バー上端ヤブレ ページ小口経年
ヤケ・シミあり

カポン 講談社 S36年発行 函スレ
キズ・汚れ・イタミ 本体スレ汚れ
あり

ムーア 講談社 S36年発行 函スレ
キズ・端イタミ 本体スレキズ・イタミ
あり

SA-037 少年火星探検隊 世界の
科学名作1

SA-038 星雲からきた少年 世界
の科学名作2

SA-039 地球さいごの日 世界の
科学名作3

SA-040 宇宙探検220日 世界の
科学名作4

1,620円

1,296円

1,080円

1,620円

イーラム 講談社 S40 函スレ 小口
シミ

ジョーンズ 講談社 S40 函天・小口
イタミ 本体角イタミ・シミ・記名・目
録チェックあり

ワイリー 講談社 S40 函欠け イタ
ミ・ヤケ

マルチノフ 講談社 S43 31刷 函イ
タミ・スレ 本体小口シミ小

SA-041 見えない生物バイトン 世
界の科学名作5

SA-042 赤い惑星の少年 世界の
科学名作6

SA-043 ロボット国ソラリア 世界
の科学名作7

SA-044 海底5万マイル 世界の科
学名作8

1,296円

1,296円

ラッセル 講談社 S44 30刷 函イタ
ミ・スレ・ヤケ・小口キレ 本体背に
キズ シミ・ヤケ・書込消し跡

ハインライン 講談社 S40 函フチイ
タミ小 本体シミ 背シワ

アシモフ 講談社 S40 函地小口イ
タミ 本体キズ・シミ・ワレ

1,296円

アダモフ 講談社 S40 函イタミ・背
ヨゴレ 本体シミ

SA-045 百万年後の世界 世界の
科学名作9

SA-046 宇宙戦争 世界の科学名
作10

SA-047 狂った世界 世界の科学
名作11

SA-048 ロボット星のなぞ 世界の
科学名作12

1,296円

1,296円

1,620円

ハミルトン 講談社 S40 函イタミ・ヤ
ケ 本体頁にキズ・穴多 シミ

ハインライン 講談社 S40 函ヤケ
本体シミ・小口にイタミ・キズ215頁
小口に欠け 通読に支障なし

ベリャーエフ 講談社 S40 函ヤケ・
地角にキズ 本体小口シミ

1,620円

1,296円
カポン 講談社 S40 函イタミ・ヤケ
本体シミ・記名

SA-049 未来への旅 世界の科学
名作13

1,620円
ハインライン 講談社 S40 函イタミ
本体表紙イタミ 小口シミ

SA-050 ハンス月世界へいく 世界
の科学名作14

1,620円
ガイル 講談社 S40 函イタミ・ヤケ
小口シミ

SA-051 宇宙英雄ペリー・ローダ
ン 1～507巻(362のみ欠)+ハンド
ブック１・２ 508冊一括

SA-052 ハヤカワミステリマガジン
1～400号（17冊欠け）+別冊クイー
ンマガジン4冊 冊一括

86,400円

75,600円

362巻欠け、セット前半にイタミ・ヤ
ケなど

欠け（18,22,50,81～85,88～90,116
～120,123） 60,115ヤブレ・欠け・
裏表紙キズ 141歪み 341～350
ムレ

