
セット名 内容 セット本体金額 注文

Aセット ２０点各３冊　合計６０冊 ¥54,627
セット

Bセット １０点各３冊　合計３０冊 ¥25,389
セット

【番号の間違いにご注意ください！】

978-4-334-78691-5

風俗嬢という生き方
中塩美智子　本体660円

978-4-334-78652-6

少女売買
長谷川まり子　本体800円

番線知
恵
の
森
文
庫

注文数

2

注文数

1

注文書番号
200080-00-04

井村雅代　　　本体700円　　

吉永みち子　　本体724円

978-4-334-78661-8 　注文数

1  読書の腕前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所澤秀樹 978-4-334-78605-2  　注文数
1   あなたが変わるまで、わたしはあきらめない  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井村雅代  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体700円  
 978-4-334-78599-4  　注文数
2          人生を決めた“あの時”  
 978-4-334-78605-2  　注文数
1   あなたが変わるまで、わたしはあきらめない  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井村雅代  

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体700円  
 978-4-334-78599-4  　注文数
2          人生を決めた“あの時”  
                        　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉永みち子  
                                                                    　　　　　　　　　　　　　　     本体724円  
                        　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉永みち子  
                                                                    　　　　　　　　　　　　　　     本体724円  

　所澤秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体720円
978-4-334-78599-4 　注文数

                       　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉永みち子
                                                                   　　　　　　　　　　　　　　     本体724円

2

　　岡崎武志

　　岡崎武志 本体720円

本体740円

ハガキ大のPOPあります！
ご希望の際は右のBOXに
　　を入れてください

※在庫からすぐ
出庫いたします。

978-4-334-78695-3

読書で見つけた　こころに効く「名言・名セリフ」

『読書で見つけた 
こころに効く「名言・名セリフ」』　岡崎武志

●

古典は読み易いミステリー＆サスペンスから始めよう！

水野 勝
辻本達規

番線

B1011

B1012

ご注文締め切り ： ２０１８年８月１７日

（リーフレットイメージ）

光文社古典新訳文庫    フェア

犯人は古典のなかにいる！光文社
古典新訳文庫
12 周年！

（コテンちゃん）

（シンヤクマ）

★今秋の古典新訳フェアは、 これまで以上に “読みやすい新訳” を広くアピールするために、 手に取りやすく読みやすい、

ミステリーとサスペンスのジャンルでセレクトした書目で展開します！古典の世界にはミステリーとサスペンスがいっぱい。

「なぜこんなことが起きたのか？」 「この問題をどう解決するのか？」 謎の探求は古来からの人類共通の興味なのです！

今回のフェアには、 直球ド真ん中の 「ミステリー」 作品から、 どんでん返しの展開がヤバい 「サスペンス」 作品までを

収録しています！そして、 このフェアから古典新訳文庫のイメージ ・ キャラクターの 「シンヤクマ」 （熊です） 「コテンちゃ

ん」 （貂です） とが登場！ＰＯＰやパネルでも大活躍してくれます！ぜひ、 ご参加ください！

※Ａセットご発注の書店様には
切るとＰＯＰとして使えるリー
フレットを 50 部贈呈！
フリーペーパーとして展開に
お役立ていただけます♥

【拡材】　A ・ B セットを
ご発注頂いた書店様に
パネルと書目別の名刺
サイズ POP。
A セットご発注の書店様
には上記のリーフレットも
お送りします！

☆搬入日 ： ２０１８年９月１９日 （予定） 条件 ： 書店様３ヶ月延勘

書名ｺｰﾄﾞ 書名 著者名 本体価格 ISBN 978-4-334- Aセット Bセット

1 751067 カラマーゾフの兄弟１ ドストエフスキー ¥724 75106-7 ● ●
2 751105 黒猫／モルグ街の殺人 ポー ¥540 75110-4 ● ●
3 751687 罪と罰１ ドストエフスキー ¥819 75168-5 ● ●
4 751741 愚者（あほ）が出てくる、城寨が見える マンシェット ¥552 75174-6 ●
5 751911 闇の奥 コンラッド ¥640 75191-3 ● ●
6 751954 ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンスン ¥580 75195-1 ● ●
7 752101 ガラスの鍵 ハメット ¥838 75210-1 ●
8 752675 緋文字 ホーソーン ¥1,200 75267-5 ● ●
9 752748 オペラ座の怪人 ガストン・ルルー ¥1,320 75274-3 ● ●

10 752756 消しゴム ロブ＝グリエ ¥1,276 75275-0 ●
11 752799 絶望 ナボコフ ¥1,040 75279-8 ●
12 752918 赤い橋の殺人 バルバラ ¥920 75291-0 ●
13 752950 郵便配達は二度ベルを鳴らす ケイン ¥880 75295-8 ●
14 753167 書記バートルビー／漂流船 メルヴィル ¥1,000 75316-0 ● ●
15 753264 二都物語　上 ディケンズ ¥900 75326-9 ●
16 753272 二都物語　下 ディケンズ ¥900 75327-6 ●
17 753310 アッシャー家の崩壊／黄金虫 ポー ¥880 75331-3 ●
18 753523 オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティー ¥900 75352-8 ● ●
19 753604 オイディプス王 ソポクレス ¥740 75360-3 ● ●
20 753760 八月の光 フォークナー ¥1,560 75376-4 ●

「本屋でんすけにゃわら版」 の
でんすけのかいぬしさんによる描下しです！


