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11表示価格は税込です。

注文番号：1859-8814

CD 上方落語『東の旅』通し口演 伊勢参宮神賑 上巻
著：桂文我　発売年月：2021/01　計 266 分

喜六と清八というウマの合う二人の若者が大坂から奈良を通り伊
勢神宮に参拝し、鈴鹿峠を越えて近江・京都をまわり大坂へ戻る
までの道中を描く。
収録演目 :1：東の旅発端 ～奈良名所 ( 約 20 分 ) 2：野辺 ( 約 17 分 ) 
3：煮売屋 ( 約 11 分 ) 4：七度狐 ( 約 32 分 )  5：軽業 ( 約 19 分 )
6：軽業講釈 ( 約 23 分 ) 7：常太夫儀太夫 ( 約 27 分 ) 8：うんつく
酒 ( 約 25 分 ) 9：鯉津栄之助 ( 約 18 分 ) 10：三人旅 ( 約 29 分 )
11：尼買い ( 約 20 分 ) 12：間の山お杉お玉～宮巡り ( 約 22 分 )

5 枚組　3,960 円（税抜 3,600 円）

新着

注文番号：1859-8815

CD 上方落語『東の旅』通し口演 伊勢参宮神賑 下巻
著：桂文我　発売年月：2021/01　計 303 分

喜六と清八というウマの合う二人の若者が大坂から奈良を通り伊
勢神宮に参拝し、鈴鹿峠を越えて近江・京都をまわり大坂へ戻る
までの道中を描く。
収録演目 :13：桑名船 ( 約 19 分 ) 14：軽石屁 ( 約 35 分 ) 
15：高宮川天狗酒盛 ( 約 31 分 ) 16：コレコレ博打 ( 約 24 分 ) 
17：矢橋船 ( 約 28 分 ) 18：宿屋町～こぶ弁慶 ( 約 38 分 ) 
19：走り餅 ( 約 23 分 ) 20：三十石 ( 上）( 約 39 分 ) 
21：三十石 ( 下）( 約 19 分 ) 22：宿屋仇 ( 約 46 分 )

5 枚組　3,960 円（税抜 3,600 円）

新着

注文番号：1859-8822

CD 怖くておもしろい 日本の名作怪談劇場 撰集 梅松
著：城谷歩　発売年月：2021/02　計 116 分

奥ゆかしく情緒豊かな、知っておきたい、聴いておきたい日本の
原風景である古典名作怪談。
ただ怖いだけじゃない、みんなが知っているあの話を、実話怪談 
百語りの名手 城谷歩の語りと、効果音、BGMでドラマチックに
聴かせるオーディオ劇場。
収録内容：「鬼女紅葉」（長野県伝説）(34 分 )　
「茨木童子」（昔話）(24 分 )
「安達ヶ原の鬼婆」（福島県伝承）(30 分 )
「山鬼妖艶」（遠野民話） (29 分 )

2 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

新着

怪　談

大河ドラマ「晴天を衝け」、新紙幣１万円札の

渋沢栄一渋沢栄一を知ろう！

既刊

5,500 円（税抜 5,000 円）

5,500 円（税抜 5,000 円）

5,500 円（税抜 5,000 円）

5,500 円（税抜 5,000 円）

3,300 円（税抜 3,000 円）

2 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

2 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）



1表示価格は税込です。

　注文番号：1900-3453 録音時間：459 分
　発売年月：2021/3/15 7 枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う 1
著：深山鈴　朗読：藤川卓士 /井上遥乃 /有村祐希

動物を使役するビーストテイマーのレインは勇者パー
ティーの一員として最善を尽くしてたにも関わらず突
然クビを言い渡されてしまう。（kotop-3453）

注文番号：1900-3454
発売年月：2021/3/15

神達に拾われた男 1
著：Roy　朗読：大森ゆき

日本のブラック企業に務める主人公の竹林竜馬 ( ﾀｹﾊﾞ
ﾔｼﾘｮｳﾏ）39 歳は、なんとも不運な死に方で一生を終
えようとしていたが 3 人の神達によって異世界に転
生することになる。（kotop-3454）

録音時間：473 分
7枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

灰色の巨人（少年探偵シリーズ）
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

デパートの宝石展で真珠を並べて三重の塔にした「真
珠の宝塔」が出品されるも、真珠職人に化けた怪人が
盗んでしまう・・・。（kotop-3387）

注文番号：1900-3387
発売年月：2020/9/1

録音時間：268 分
4枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

ファンタジー

注文番号：1900-3373
発売年月：2020/9/1

妖怪博士　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」で爆発死したと思われていた怪人二十
面相の復讐劇！　あやしい老人を追いかけると奇妙な
洋館にたどり着いた少年探偵団の相川泰二君はあるも
のを発見する・・・。（kotop-3373）

録音時間：441 分
7枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3260
発売年月：2019/7/31

青銅の魔人　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第５弾！　月の光をあびてふ
りかえった大男は世にも気味の悪いお面をつけ、体の
中からは巨人が歯ぎしりをかむような不気味な音をた
てていました・・（kotop-3260）

録音時間：274 分
4枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3261
発売年月：2019/7/31

虎の牙　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第６弾！   小林少年の目の前
で勇一君と魔法博士は消え失せてしまいました。その
後東京中の警察がさがしても見つかりません。明智探
偵は病床にあり頼れません。（kotop-3261）

録音時間：336 分
5枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3290
発売年月：2019/8/31

鉄塔の怪人　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第10弾！  高橋家に「鉄塔王国」
からの使いだという男が訪れ、一千万円寄付しろ、さ
もなくば息子の賢二君を攫って王国の兵隊にすると言
うのです。はなから信じず断るとおそろしいことが起
こり始めました（kotop-3290）

録音時間：306 分
5枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3336
発売年月：2020/3/20

海底の魔術師　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第 13 弾！沈没船と共に沈
んだ金塊を巡って海底に潜む鉄の怪物達との戦い！

（kotop-3336）

録音時間：258 分
4枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

ミステリー・サスペンス　江戸川乱歩

少年探偵シリーズ

ミステリー・
サスペンス

江戸川乱歩
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注文番号：1900-3388
発売年月：2020/10/1

炎の色　特別長編（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

隠し子の存在を知り唖然とする平蔵だったが、その ” お園 ” という平蔵の妹が土地の顔役に目をつけられているので、助けてやって
もらえないかというものだった・・・。（kotop-3388）

録音時間：308 分
4枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3389
発売年月：2020/10/1

誘拐　特別長編（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

相川の虎次郎という盗賊を見かけた松永弥四郎は虎次郎を捕まえ役宅へ連れ帰るも何も吐かない。江戸には盗みのために入ったので
はないと言うが・・・。（kotop-3389）

録音時間：94分
2枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

池波正太郎　鬼平犯科帳より
著：池波正太郎

池波正太郎　
鬼平犯科帳
シリーズ

注文番号：1900-3140
発売年月：2019/3/31

少年探偵団　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第２弾！　出没する黒い魔物、
さらわれた女の子、それらはなんと、篠崎一君がおと
うさまから打ち明けられた恐ろしい宝石の話と関係し
ているようです‥（kotop-3140）

録音時間：324 分
5枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3141
発売年月：2019/3/31

透明怪人　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第７弾！　こんどの敵は空気
のようにすきとおった、全く目に見えない怪人物です。
空気がものをいうのです。空気が笑うのです。影だけ
がギラギラと動くのです‥（kotop-3141）

録音時間：304 分
5枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3228
発売年月：2019/3/31

宇宙怪人　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第９弾！　アメリカからはじ
まって、世界じゅうにあらわれていた空とぶ円盤が、
銀座通りの上空に現れ、しかも丹沢山中に墜落したと
いうのです‥（kotop-3228）

録音時間：292 分
4枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3227
発売年月：2019/3/31

怪奇四十面相　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第８弾！　世間をアッと驚か
せたことに、なにかふしぎな手段によって、つかまっ
て拘置所内にいる二十面相から、新聞社に犯行予告が
届けられたのです‥（kotop-3227）

録音時間：294 分
4枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3107
発売年月：2018/05/10

怪人二十面相　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第一弾。かの怪人二十面相と
名探偵・明智小五郎とが火花を散らす。小林少年をは
じめ探偵団員の知恵と勇気。嗚呼、この世に少年探偵
団在りし幸せよ（kotop-3107）

録音時間：331 分
5枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3113
発売年月：2018/06/05

大金塊　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第四弾。まだ六年生の宮瀬不
二夫君をおそった奇妙な出来事「これは名探偵の明智
小五郎さんにでもたのまなくちゃ、解決できないよう
な事件だね。」さてさて‥（kotop-3113）

録音時間：293 分
4枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3392
発売年月：2020/10/1

乳房（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

「鬼平犯科帳」番外編！書籍「鬼平犯科帳」の一巻よりも前の、長谷川平蔵が ” 火付盗賊改方 ” の頭になっていない頃～頭になるまで
の話が描かれています。（kotop-3392）

録音時間：506 分
7枚組　12,100 円（税抜 11,000 円）
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注文番号：1900-3390
発売年月：2020/10/1

ふたり五郎蔵（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

火付盗賊改方に密偵の五郎蔵と同じく五郎蔵という名
の新しい髪結いが入った。平蔵は五郎蔵の様子がおか
しいことに気が付き探ってみると・・・。（kotop-3390）

録音時間：103 分
2枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3391
発売年月：2020/10/1

女密偵女賊（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

荒神のお夏を取り逃がしたおまさが口合人・佐沼の久
七のところに情報を聞きに行くと、押切の駒太郎を見
たというが・・・。（kotop-3391）

録音時間：60分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2249
発売年月：2015/06/15

女密偵女賊（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

女密偵のおまさは、渋谷川近くの茶店で縁台にかけているお糸を見かけ
た。お糸は独りばたらきの女盗賊で、以前何度か一緒にお盗めをしたこ
とがあった。おまさは、人待ち顔のお糸と話しながら好きな人を待って
いるのではと感じた。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2249）

録音時間：67分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2250
発売年月：2015/06/15

ふたり五郎蔵（鬼平犯科帳より )
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

盗賊改方の役宅に、五郎蔵という名の「まわりの髪結い」が出入りするようになった。
腕も良くまじめな五郎蔵は与力・同心達に重宝にされた。ある日、髪結い五郎蔵の
女房が行方不明になり、続いて五郎蔵も姿を消した。密偵大滝の五郎蔵の情報を元
に平蔵は思い切った手段で悪と戦う。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2250）

録音時間：123 分
2枚組　6,600 円（税抜 6,000 円）

注文番号：1900-2195
発売年月：2015/06/15

唖の十蔵（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

火付盗賊改方の小野十蔵はあまりに無口なために、その姓をもじって、同僚から「唖の十蔵」
などと呼ばれているがその働きは抜群のものであった。天明七年九月、盗賊改方の長官が替
わった。新任の長官は長谷川平蔵宣以、ときに四十二歳、小肥りのおだやかな顔貌で、笑う
と右の頬にふかい笑くぼがうまれたという。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2195）

録音時間：74分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2199
発売年月：2015/06/15

暗剣白梅香（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

会津屋敷の切れ目の掘割りに小さな橋がかかってい、平蔵が、これをわ
たりかけたときであった。背後から、突風のように肉薄して来る殺気を
感じた。････「火付盗賊改メ、長谷川平蔵と知ってのことか……そうだ
ろうな、そうらしい」―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2199）

録音時間：65分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2200
発売年月：2015/06/15

座頭と猿（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

あさぐろいが、二十の女の凝脂に照りかえった乳一房から腋のあた
リヘかけ、紫色の斑点がいくつも浮き出して見える。これは、まさ
に彦の市以外の男の唇が、彼女の肌を吸った痕なのである。（畜生め、
ほかに男を……）―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2200）

録音時間：64分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3393
発売年月：2020/10/1

唖の十蔵（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

前任の火付盗賊改方の配下である小野十蔵は、野槌の弥平につ
ながる手がかりを、〔豆岩〕の岩五郎から受け、野槌の弥平を
追っていたが、やっとみつけた手がかりが死んでしまう。さ
らに殺したのは女房のおふじであるとわかった。（kotop-3393）

録音時間：68分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3394
発売年月：2020/10/1

暗剣白梅香（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

三の松平十から長谷川平蔵の殺しを依頼された金子半
四郎は、仇持ちであった。しかし、仇は見つけること
は出来ずに、金で人を殺すところまで身を落としてい
た・・・。（kotop-3394）

録音時間：55分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3395
発売年月：2020/10/1

座頭と猿（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

蛇の半十郎の手下である座頭の彦の市はおそのという
女を囲っていたが、おそのが他所に男をつくり会って
いることを知る。嫉妬に狂った彦の市は相手の素性を
調べ上げ殺そうと計画する・・・。（kotop-3395）

録音時間：58分
1枚組 3,300 円（税抜 3,000 円）

リニューアル版発売について

　横浜録音図書原盤、朗読者「神谷尚武」で発売中の鬼平犯科帳シリーズを

　同内容でことのは出版原盤、朗読者「三好翼」に リニューアル！
既刊作品、リニューアル作品からお選びいただけます。
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注文番号：1900-3397
発売年月：2020/11/30

蛇の眼（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

蛇の平十郎は医師の千賀道栄の家に目を付けた。前の
田沼時代に、金を貯め込んでおり、そこから金を盗る
つもりで押し込みに入ったが・・・。（kotop-3397）

録音時間：98分
2枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3398
発売年月：2020/11/30

谷中・いろは茶屋（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

同心の木村忠吾はある晩、役宅を抜け出しいろは茶
屋のお松に会いに行こうとすると、怪しい人間を見
かけてしまい、忠吾はその人物の見張りを行う＿。

（kotop-3398）

録音時間：48分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3399
発売年月：2020/11/30

女掏摸お富（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

お富はかつての掏摸仲間の岸根の七五三造に脅されて
いたため、掏摸をして百両を作ろうとするが回数を重
ねるごとに・・・。（kotop-3399）

録音時間：57分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3400
発売年月：2020/11/30

妖盗葵小僧（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

〔鶴や〕に来た客の話から平蔵は、粂八と二人きりで
捜査を始めるも ” 葵小僧 ” の足取りはようとしてつか
めず、火付盗賊改方の評判が落ち、平蔵は憔悴してい
く＿＿＿。（kotop-3400）

録音時間：134 分
2枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2202
発売年月：2015/06/15

蛇の眼（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

その客のことを、平蔵は忘れることにし、はこばれて来た貝柱の〔かき揚げ〕を浮
かせたそばをやりはじめ、（む……うまい）否応なしに舌へ来る味覚と同時に、また
も、（あの男、どうも、くさい ･･･）箸を置き、連子窓の隙間から源兵衛橋を南へわたっ
て行く、いまの客の後姿を注視した。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2202）

録音時間：110 分
2枚組　6,600 円（税抜 6,000 円）

注文番号：1900-2203
発売年月：2015/06/15

谷中・いろは茶屋（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

二十四歳の独身であるし、これほどまで妓へ打ちこんでいるのだから、ここまで
行きづまってくると、彼がいま口走った「こうなれば押しこみ強盗でも……」と
いう気持になるのもむりはないところだが、さすがに〔忠さん〕そこまでは落ち
きれぬところがある。―鬼平犯科帳より―（時代小説）忠吾初登場。（kotop-2203）

録音時間：54分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2204
発売年月：2015/06/15

女掏摸お富（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

長谷川平蔵が〔その女〕をはじめて見たのは……あの組下同心。木村
忠吾が、まだ谷中いろは茶屋の娼婦お松のもとへ通いつめていたころ
のことだ。……「私は観音さまの御境内でやられました。まさか女の
掏摸とはねえ……」―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2204）

録音時間：64分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2205
発売年月：2015/06/15

妖盗葵小僧（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

巧みな声色を遣って押し込み、金品ばかりか娘や若い女房など
を次々に犯すという押し込みが頻発する。手がかりも少なく
人々の恐怖は募るばかりだった。―鬼平犯科帳より―（時代小
説）（kotop-2205）

録音時間：143 分
2枚組　6,600 円（税抜 6,000 円）

注文番号：1900-2201
発売年月：2015/06/15

むかしの女（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

若かりし日、平蔵をヒモとしていたおろく。････「年をとっても、む
かしは仙台堀のおろくとよばれて男ごろしの異名をとったおれだ。何
をやってもすかさねえわさ」････ おろくは、おもんを助手にして新し
い仕事をやりはじめた。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2201）

録音時間：65分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3396
発売年月：2020/11/30

むかしの女（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

長谷川平蔵が本所で暴れ回っていた頃に付き合っ
ていた女の ” おろく ” が平蔵の前に現れた・・・。

（kotop-3396）

録音時間：60分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）
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注文番号：1900-3415
発売年月：2020/12/20

深川・千鳥橋（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

大工として働きながら、働き先の間取りを盗賊に高く
売り飛ばしている間取りの万三について話した大滝の
五郎蔵を破牢という形で急遽、密偵として働かせるこ
とにするが＿。（kotop-3415）

録音時間：54分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3416
発売年月：2020/12/20

乞食坊主（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

二人は録之助を殺すことに失敗し、羽沢の嘉兵衛に殺
害を依頼する。そして、録之助をおそったのがまた同
門の男で…（kotop-3416）

録音時間：53分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3417
発売年月：2020/12/20

大川の隠居（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

風邪を引いた平蔵が寝込んでいる所に盗っ人が忍び込
み、大切にしていた亡き父親の形見である煙管を盗ら
れてしまう。病み上がりに出かけた先で乗った舟の船
頭が同じ煙管を持っていて＿。（kotop-3417）

録音時間：53分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3413
発売年月：2020/12/20

盗法秘伝（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

ある日平蔵は火付盗賊改方を解任されてしまうが、裏
では平蔵たちを一休みさせるという意味合いがあっ
た。この機会に父の墓参りに行こうと木村忠吾を連れ
て京へと旅だったが＿。（kotop-3413）

録音時間：62分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3414
発売年月：2020/12/20

血闘（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

女密偵のおまさが捕まって廃屋に押し込められてしま
い、応援を頼んでいるのだが、いつまで経ってもやっ
てこない。おまさを救いたいと平蔵はジリジリするが
＿。（kotop-3414）

録音時間：56分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2573
発売年月：2016/03/01

血闘（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

密偵のおまさはここに連れ込まれているに相違ない、なんとし
ても助け出したい平蔵だったが、いくら待っても応援が来ない。

（時代小説）（kotop-2573）

録音時間：59分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2208
発売年月：2015/06/15

深川・千鳥橋（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

大滝の五郎蔵は、脱獄というかたちをとって娑婆へでた。平蔵
の密偵として働き始め、盗賊仲間から「間取りの万三」と呼ば
れている大工を追い始めた。―鬼平犯科帳より―（時代小説）

（kotop-2208）

録音時間：59分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2209
発売年月：2015/06/15

乞食坊主（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

押し込みの繋ぎをつけていた惣介と鍋蔵は、縁の下にいた乞
食坊主に密談を聞かれてしまう。この乞食坊主は、かつて平
蔵とは遊び仲間の井関録之助だった。―鬼平犯科帳より―（時
代小説）（kotop-2209）

録音時間：58分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2212
発売年月：2015/06/15

大川の隠居（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

風邪で寝込んだ平蔵の寝間から愛用の銀煙管が盗まれた。不覚
を取った平蔵が鮮やかな逆転を見せる。平蔵と老船頭のかけひ
きが楽しい。愛読者人気ナンバーワンの作品。―鬼平犯科帳よ
り―（時代小説）（kotop-2212）

録音時間：57分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2251
発売年月：2015/06/15

盗法秘伝（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

長谷川平蔵は旅の途中で知り合った老盗賊に見込れ「わしの手
助けをしてくれませぬか」と声をかけられる。お前さんしだい
で盗みばたらきの秘伝を伝授しようというのだ。―鬼平犯科帳
より―（時代小説）（kotop-2251）

録音時間：64分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3401
発売年月：2020/11/30

密偵（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

密偵のぬのやの弥市の前に乙坂の庄五郎が現れ、縄ぬ
けの源七が弥市を狙っていると聞く。すぐに佐嶋忠介
に報告をするがこの後庄五郎が現れ、盗みを助けてく
れないかといいだす＿＿＿。（kotop-3401）

録音時間：60分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2206
発売年月：2015/06/15

密偵（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

「それよりも青坊主の……いや、いけねえ。いまのお前は坊主あたまではねえのに、
こんなむかしの異名よばわりをしちまった。いいかい、弥市どん。お前、気をつ
けねえよ」「え‥‥‥！」「縄ぬけの源七どんが、江戸へ帰って来たぜ」―鬼平犯
科帳より―……いまの弥市が火盗改メの〔密偵〕である。（時代小説）（kotop-2206）

録音時間：68分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）
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注文番号：1900-3419
発売年月：2020/12/20

寒月六間堀（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

息子の敵討ちのために旅に出た老人に出会った平蔵。
平蔵は御法度を知りつつも、老人のために助太刀をす
る。（kotop-3419）

録音時間：62分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3421
発売年月：2020/1/15

流星（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

平蔵の配下の妻が白昼殺され、緊迫する火付盗賊改
方であったが、今度は押し込みが起きた。平蔵達は
激怒するが敵が何者なのかわからないでいた＿＿。

（kotop-3421）

録音時間：121 分
2枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3422
発売年月：2020/1/15

鯉肝のお里（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

鯉肝のお里と異名をとる女賊を見張れと大滝の五郎蔵
とおまさに命ずる。しかし、見張っているあいだに男
と女の関係になってしまった＿＿＿。（kotop-3422）

録音時間：61分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3423
発売年月：2020/1/15

本門寺暮雪（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

細井彦右衛門の所にお見舞いをしに出かけた平蔵は途
中で井関録之助と出会うが、いつになく真剣な顔をし
ていた。理由を聞くと、やたらに剣のたつ〔凄い奴〕
が目の前にいるのだという＿。（kotop-3423）

録音時間：69分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3424
発売年月：2020/1/15

消えた男（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

佐嶋忠介は元火盗改方同心の高松繁太郎と久しぶりに
あった。この高松繁太郎とは、火盗改方を辞める直前
まで追っていたのが蛇骨の半九郎という盗賊であった
が＿。（kotop-3424）

録音時間：71分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2215
発売年月：2015/06/15

流星（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

長谷川平蔵配下の与力・同心の家族が次々惨殺される事件が起
きた。「これは、おれを相手にしているのだ。おれのもっとも痛
いところを衝いてきた。」必死の探索にもかかわらず、手がかり
はつかめなかった。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2215）

録音時間：132 分
2枚組　6,600 円（税抜 6,000 円）

注文番号：1900-2216
発売年月：2015/06/15

鯉肝のお里（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

密偵おまさは、飯屋の入れ込みで、町女房風の客と飯屋の
女房の喧嘩に遭遇する。飯屋の女房を突きたおし、「勘定だ」
と一両たたきつけて飛び出した様子を見て密かにその後を
つけ始める。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2216）

録音時間：65分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2217
発売年月：2015/06/15

本門寺暮雪（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

かつての剣友、井関録之助をつけ狙う「凄い奴」と刃を交えた
平蔵は、（ああ……これでは、こやつの太刀を到底受けきれまい。
俺もこれが最後か……）とまで追い詰められたが。―鬼平犯科
帳より―（時代小説）（kotop-2217）

録音時間：72分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2218
発売年月：2015/06/15

消えた男（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

市中巡回中の佐嶋忠介は、８年前まで盗賊改方・同心を勤めてい
た部下の高松繁太郎に出会った。役目を捨てて突然姿を消した繁
太郎が語った真相とは。繁太郎は平蔵のすすめで密偵となり抜群
の働きを示すが。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2218）

録音時間：74分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2214
発売年月：2015/06/15

寒月六間堀（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

旅の老武士が笠をぬぎ捨て、懐から出した革紐を襷にまわしか
け、震える手でよれよれの鉢巻をしめ、大刀を引き抜くのを、
石灯篭の陰から平蔵は注視した。―鬼平犯科帳より―（時代小
説）（kotop-2214）

録音時間：68分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3418
発売年月：2020/12/20

盗賊人相書（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

東玉庵というそば屋に強盗が入ったが、厠に逃げてい
たおよしは犯人をしっかりと見ていた。木村忠吾は、
そのおよしを連れて似顔絵を描くために石田竹仙のと
ころに行くが＿。（kotop-3418）

録音時間：50分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2213
発売年月：2015/06/15

盗賊人相書（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

盗賊が押し入った蕎麦屋でただ１人助かった小女の証言で、盗
賊の似顔絵を描いた石田竹仙は、達者な筆運びで絵を仕上げた
が、なぜか描き終えたときには、疲れきって口もきかぬように
なってしまった。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2213）

録音時間：55分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）
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注文番号：1900-3426
発売年月：2020/1/15

土蜘蛛の金五郎（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

三ノ輪の外れの飯やは値段が安く、更には乞食からは
銭をとらないという噂を聞き平蔵は潜入するが＿＿
＿。（kotop-3426）

録音時間：60分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3427
発売年月：2020/1/15

穴（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

平野屋源助は隣家に忍び込んで、知られずに金を盗ん
だ後、しばらくたってから金を戻し、驚かせるのが趣
味だったが＿＿＿。（kotop-3427）

録音時間：60分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3428
発売年月：2020/1/15

泣き味噌屋（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

川村弥助は非常な臆病者であったため同僚からは軽く
見られていた。その川村の妻女が殺され殺した相手を
必死で捜索していると、やがて犯人らしい人物が浮か
び上がったが＿。（kotop-3428）

録音時間：74分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3429
発売年月：2020/1/15

密告（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

盗賊が押し込むとの密告があった為、平蔵らは出張っ
た。この様な密告は度々あったが、今まで本当に起こっ
たことはない。しかし、今回のは本物であったが一体
誰が密告をしたのか＿＿＿。（kotop-3429）

録音時間：70分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2220
発売年月：2015/06/15

土蜘蛛の金五郎（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

三ノ輪のはずれに［どんぶりや］という飯屋ができた。飯は食
い放題、汁に魚に、こうこがついて七文だと大評判。平蔵は食
い詰め浪人の風体で、［どんぶりや］に通いはじめる。―鬼平
犯科帳より―（時代小説）（kotop-2220）

録音時間：64分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2221
発売年月：2015/06/15

穴（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

十年前に、一味の者に引退金（ひきがね）を与え、お盗めから
きっぱりと足を洗った老盗人が、昔を忘れられず悪戯心で三百
両を盗み、又、人知れず返しに行く。―鬼平犯科帳より―（時
代小説）（kotop-2221）

録音時間：64分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2456
発売年月：2015/11/24

泣き味噌屋（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

雷鳴にも縮み上がる弱虫の同心が愛する妻を殺害され、自ら望
んで召し捕りの人数に加わった。必死の思いで敵に立ち向かう
が ･･･（時代小説）（kotop-2456）

録音時間：77分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2223
発売年月：2015/06/15

密告（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

「はせ川へいぞうさまへ」たどたどしい文字で書かれたその手
紙は押込みを知らせる密告だった。平蔵はすぐさま手配りをす
るがそこで出会った人は昔懐かしい知り人だった。―鬼平犯科
帳より―（時代小説）（kotop-2223）

録音時間：76分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-3425
発売年月：2020/1/15

お熊と茂平（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

〔笹や〕のお熊の茶友達である茂平が突然死んだ。そ
の死の間際にお熊に頼んだことが 2 つあったが＿＿
＿。（kotop-3425）

録音時間：64分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1900-2219
発売年月：2015/06/15

お熊と茂平（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：神谷尚武

お熊の茶店の真前にある弥勒寺で働く下男茂平は、お熊に誘われて
お茶や饅頭を食べる仲だった。ある朝、茂平が急病で倒れ、お熊は
茂平からいまわの際の頼みを聞く。託された胴巻きにはずっしりと
金が入っていた。―鬼平犯科帳より―（時代小説）（kotop-2219）

録音時間：68分
1枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）
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注文番号：1859-8781

CD こども講談 一
著：旭堂南湖　発売年月：2020/11　計 66 分

内容紹介「ご挨拶～張り扇（拍子木）の叩き方教室～」(5 分 )「西
行鼓ヶ滝」(13 分 )「こども力士チンチクリン 」(12 分 )「那須与
一 扇の的」(11 分 )「豊臣秀吉の短歌 」(9 分 )「三方ヶ原の戦い 」(5
分 )「真田幸村出陣」(5 分 )「赤穂義士討入 」(7 分 )

1 枚組　1,980 円（税抜 1,800 円）

注文番号：1859-8794

CD 英雄ベオウルフ物語 巨人と竜の戦い
著：でじじ　発売年月：2020/12　計 180 分

物語は若き英雄ベオウルフが隣国の窮地を救う為に海を渡って駆
けつけ、巨人グレンデルと戦うお話と、王となり年老いたベオウ
ルフがドラゴンに戦いを挑む話と大きく 2 つにわかれており、常
に人々の為に戦うベオウルフの勇敢さと正義感は、物語を聴く人
の心をも熱くさせるでしょう。今も輝きの衰えない、波瀾万丈の
英雄物語をお楽しみください。

3 枚組　1,980 円（税抜 1,800 円）注文番号：1859-8811

CD こども聖書
著：鈴木秀子　発売年月：2021/01　計 101 分

世界一読まれた本を、世界一わかりやすく ! 著書累計 100 万部超
の人気シスターによる決定版　長年にわたって、世界中の多くの
人に読み継がれてきた「聖書」を、「こども訳」で「超訳」! 著書
累計 100 万部以上の人気シスターが、子どもたちに向けて、や
さしく解説しました。

2 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1859-8825

CD こども講談 二
著：旭堂南湖　発売年月：2021/02　計 90 分

内容紹介「めちゃくちゃ茶道」(13 分 )「宮本武蔵 vs 狐」(2 分 )「物
を無くさない方法」(3 分 )「寿限無より長い名前」(2 分 )「上杉
謙信と武田信玄」(15 分 )「羅生門の鬼」(10 分 )「おもしろい殿様」
(13 分 )「天狗の正体 誰やねん」(15 分 )「三方ヶ原の戦い パート
2」(2 分 )「本能寺の変」(13 分 )

2 枚組　2,640 円（税抜 2,400 円）

注文番号：1859-8756

CD ハワイ神話
著：でじじ　発売年月：2020/10　計 131 分

南島の神話に分類されるハワイ神話は、また他の地域とは違った
特色があります。大元はポリネシア神話で、ハワイの伝説や歴史
物語と古代のハワイの人々の格言から構成されているのですが、
その中に日本神話のような国生みがあったり、火山の存在が大き
かったりと、大陸の神話とは一風変わった進化を遂げているのが
特徴です。

2 枚組　1,980 円（税抜 1,800 円）

子 ど も 向 け

注文番号：1859-8830

CD アイヌ神話
著：でじじ　発売年月：2021/03　計 126 分

世界の神話を収めた「世界の神話」シリーズ。アイヌとは、北海
道・樺太・千島列島およびカムチャツカ半島南部にまたがる地域
に居住していた民族であり、アイヌにはユーカラと呼ばれる口承
文芸が伝承されていました。

2 枚組　1,980 円（税抜 1,800 円）

ビジネス実用

注文番号：1859-8779

CD 2歳から12歳の脳がグングン育つ！論理の力
著：出口汪　発売年月：2020/11　計 191 分

■脳は 6 歳までに 80% 発達し、12 歳頃に完成する■言語を使う
事で脳は育てられる ! ■漢字は読み取り中心に言語として習得す
べき、幼児でも小 6 の漢字が読める ! ■漢字が読めることは「読
解力」につながる■早期の過度な外国語教育は逆効果

3 枚組　2,860 円（税抜 2,600 円） 注文番号：1859-8812

CD 子どもの頭がグンと良くなる！国語の力
著：出口汪　発売年月：2021/01　計 187 分

子どもが「考える力」「話す力」「書く力」を身につける方法や、
人生で役立つ「3 つの論理」など、親子で一緒に学べる正しい学
習方法をあますところなく掲載しました。巻末には、子どもの書
く力をグンと伸ばす「伝えるノート」も収録。設樂みな子さんが
描くマンガと共に、ワンランク上の子育て術を楽しく学びましょ
う。

3 枚組　2,860 円（税抜 2,600 円）
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注文番号：1859-8734

CD 呼吸で心を整える
著：倉橋龍哉　発売年月：2020/09　計 246 分

どこでも誰でも簡単にできる「5 つの呼吸」を取り上げています。
（1）ゆるめる呼吸：緊張感を和らげる（2）数える呼吸：集中力
が高まる（3）歩く呼吸：イヤな気持ちをリセットする（4）声
を出す呼吸：頭の中に浮かんだ雑念を吐き出す（5）鎮める呼吸：
イライラや怒りを鎮める　呼吸と心が深く関連しているメカニズ
ムを説き明かしながら、それぞれの情動に合わせた呼吸法をわか
りやすく解説しています。

4 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1859-8797

CD GIG WORK
著：長倉顕太　発売年月：2021/01　計 233 分

【内容紹介】【★ 10 年間 1000 万部 ! ベストセラーを連発してき
たカリスマ編集者の働き方論 !】【★シゴト、人間関係、SNS、副
業、転職、アウトプット、インプット、選択肢がふえる ! 】【★
組織に殺されず、死ぬまで「時間」も「お金」も自由になる ! ず
るい働き方 ! 】

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8747

CD これからの農業は組織で勝つ
著：藤野直人・スター農業Ｈ
発売年月：2020/09　計 208 分
内容紹介「モノ・商品」以上に、「ヒト・組織」に着目せよ！こ
れからの農家には、高い品質と求められる量を提供できる「組織
力」が欠かせない。職種別の採用順、パート、外国人、日本人社
員それぞれの採用法、農場長クラスまでの育成法などを解説。

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8813

CD ヤバいよ スピーチ5分前！
著：鳥谷朝代　発売年月：2021/01　計 26 分

手軽に実践的コツが学べちゃう。ヤバいよ！ 5 分前！ シリーズ
仕事でもプライベートでも、めちゃくちゃ緊張する「スピーチ」
の機会。大事な場面でバッチリキメたい。でもどうしても緊張し
てしまう……。ご安心ください！「直前 5 分」で無理なくできて、
しっかり効果が出るテクニック「だけ」、プロがしっかり教えま
す！

1 枚組　1,980 円（税抜 1,800 円）注文番号：1859-8735

CD 一番伝わる説明の順番
著：田中耕比古　発売年月：2020/09　計 288 分

【■説明上手な人ほど、「伝える情報の順番」を意識する 】
本書は、戦略コンサルタントが教える

「相手の頭の中を整理しながら伝える技術」です。
「プレゼンテーションがうまくない」
「何を言っているのかわからない」
「いいたいことはわかるけど、わかりにくい」
「いつも聞き直される」
その悩み、実は情報の順番を変えるだけで解消されます。

5 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8753

CD 松下幸之助から未来のリーダーたちへ
著：佐藤悌二郎　発売年月：2020/09　計 209 分

「責任を果たす」「熱意をもつ」「衆知を集める」「人を育てる」「先
頭に立つ」「みずからを高める」……偉大なる指導者の要諦、人
を活かす 60 の叡智　時代を超えて語り継がれる松下幸之助から
指導者へのメッセージを PHP 総合研究所が保管している 3 千本
以上のテープ、3 万点近くの膨大な文献、講演録から抜粋し、理
解を深める解説文を加えることで偉大なるリーダー思想の真髄に
迫る。

3 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

注文番号：1859-8766

CD 世界中の億万長者がたどりつく「心」の授業
著：奈美バーデン／河合克仁
発売年月：2020/10　計 328 分
どれだけの富を得ても、大成功をおさめても、素晴らしい家庭を
持ったとしても、 自分の心と向き合わない限り、私たちは穏やか
に生きられない。世界的企業の CEO、ウォール街の大物投資家、
アラブの王族などが集まるインドの教室――。そこで学ぶのは、
怒り、悲しみ、プライド、恐れ、焦りを消し去り、「美しい心」
をつくる方法。心を理解することから、すべては始まる。

5 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8829

CD 政治のキホンが2時間で全部頭に入る
著：馬屋原吉博　発売年月：2021/03　計 267 分

「政治」コンプレックスがこの 1 冊で解消されます !
テレビのニュースを見ても、新聞を読んでも、
わかっているようで実はよくわかっていない……
言葉は知っていても、意味するところがわからない……
あなたの「わからない」を「わかった」に変化させてくれます。

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8776

CD 本気で稼ぐ！これからの農業ビジネス
著：藤野直人　発売年月：2020/11　計 246 分

「中規模流通」の具体的な販路やアプローチするためのツール、「中
規模流通」に対応するための商品作りや供給体制の確立、連携を
図るべきプレーヤー、次なる展開など、農業所得 1000 万円を作
りだす新しい農業ビジネスの仕組みを提案。

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8764

CD 膨大な仕事を一瞬でさばく 瞬間集中脳
著：茂木健一郎　発売年月：2020/10　計 208 分

◎結果を出している◎仕事が速い◎人生が充実している　こんな
人たちの共通点は、たった一瞬の「瞬間集中力」だった !「長時
間集中できない」「集中できなくて時間が経つのが遅い」「集中が
切れたら、戻るまでに時間がかかる」などの集中に対する悩みも
すべて解決 ! 脳が持つ「飽きっぽい特性」を活かした「瞬間集中」
で、瞬時に最高のパフォーマンスを発揮できます !

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）
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注文番号：1859-8770

CD 桂文我 上方落語全集 第二巻【上】
著：桂文我　発売年月：2021/01　計 263 分

約 15 年間、大阪玉造 さんくすホールで、毎月開催されている「猫
間川寄席」。ワッハホールでの、四代目桂文我の口演を収録した
落語集。 書籍版「桂文我 上方落語全集」 に掲載したネタを、ラ
イブ公演の録音で楽しみ、文字の落語と、実際 の口演との違い
を再確認していただければ幸いです。
収録演目 : 四四十六 ( 約 29 分 )　秋刀魚芝居 ( 約 17 分 )
京の茶漬 ( 約 24 分 )　能狂言 ( 約 24 分 )　馬子茶屋 ( 約 23 分 )　
佐々木裁き (約25分 )　包丁間男 (約47分 )　　蛸芝居 (約40分 )　
短気息子 ( 約 32 分 )

3,960 円（税抜 3,600 円） 注文番号：1859-8771

CD 桂文我 上方落語全集 第二巻【下】
著：桂文我　発売年月：2021/01　計 218 分

約 15 年間、大阪玉造 さんくすホールで、毎月開催されている「猫
間川寄席」。ワッハホールでの、四代目桂文我の口演を収録した
落語集。 書籍版「桂文我 上方落語全集」 に掲載したネタを、ラ
イブ公演の録音で楽しみ、文字の落語と、実際 の口演との違い
を再確認していただければ幸いです。

収録演目 : 雑穀八 ( 約 39 分 )　青菜 ( 約 32 分 )
強欲五右衛門 ( 約 37 分 )　住吉駕籠 ( 約 33 分 )
厄払い ( 約 35 分 )　紺田屋 ( 約 42 分 )

4 枚組　3,960 円（税抜 3,600 円）

注文番号：1859-8562

CD 三遊亭遊馬 其ノ三　ライブ落語
著：三遊亭遊馬　発売年月：2018/09　計 86 分

寄席ではお目にかかれない番組構成
滑稽長唄が加わって華やかな歌劇のような演出の「あたま山」など
遊馬らしい快演三席を収録。
遊馬曰く「『けちべえ一代記』としてお楽しみいただければと思
います。」
文化庁芸術祭大賞受賞の本格派、三遊亭遊馬の魅力が詰まった 2
枚組の CD です。
収録演目 : 一席目 あたま山（長唄入り）、味噌蔵（61 分 56 秒）
二席目 片棒（24 分 53 秒）

2 枚組　4,400 円（税抜 4,000 円） 注文番号：1859-8787

CD 三遊亭遊馬 其ノ四　ライブ落語
著：三遊亭遊馬　発売年月：2020/12　計 97 分

夏の代表的な噺の「青菜」と私が寄席の主任を勤める時
初日に演る確率の高い「井戸の茶碗」
そして、五代目三遊亭圓楽師匠が得意にされていた「浜野矩随」
を収録。
荒削りの遊馬落語をどうぞお楽しみください。
収録演目 : 一席目 青菜（26 分 51 秒）
二席目 井戸の茶碗（33 分 21 秒）
三席目 浜野矩随（37 分 27 秒）

2 枚組　4,400 円（税抜 4,000 円）

落　語

注文番号：1859-8788

CD 三遊亭遊馬 其ノ五　ライブ落語
著：三遊亭遊馬　発売年月：2020/12　計 104 分

仏教学部卒だから !? 実はお念仏には興味がありまして。
取り敢えず落語の中でやってみた一席目の「小言念仏」は邪心だらけです。
二席目は新作は演らないのですがお客様から原作を渡され後は頼むと無茶振りされて
どこかで聞いたような甚五郎伝の「眠り猫」。三席目は人生成り行きに任せて
その場その場での一生懸命が運が良くなる秘訣かな !? という「御神酒徳利」を収録。
遊馬の邪心だらけの念仏の声と遊馬初の新作 !??  と運の良い人の三席目をお楽しみください。
収録演目 : 一席目 小言念仏（21 分 08 秒） 二席目 眠り猫（36 分 07 秒）
三席目 御神酒徳利（46 分 56 秒） 2 枚組　4,400 円（税抜 4,000 円）

注文番号：1859-8795

CD 1日 1ほめで幸運を引き寄せる 自分をほめる習慣
著：原邦雄　発売年月：2020/12　計 188 分

◆「自分をほめる習慣」は、次のような人に役立ちます ! □新
しい挑戦をするために、「行動」したい□「自分ってダメなんだ
……」と思ってしまう自分を変えて「自信」をつけたい□泉のよ
うに「アイデア」をどんどん生み出したい□どんどん幸せが積み
重なる「幸運体質」になりたい□マイナス思考をプラス思考に変
えて、「やる気」を出したい

3 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8773

CD 「心の闇」をパワーに変える心理術
著：内藤誼人　発売年月：2020/11　計 193 分

ネガティブな感情がもたらすメリットを徹底紹介。不安、怒り、
嫉妬…「黒い感情」は武器になる ! 仕事、人間関係に自信がみな
ぎり、エネルギッシュに活躍する方法が満載 !!

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8793

CD 「人見知り」として生きていくと決めたら読む本
著：午堂登紀雄　発売年月：2020/12　計 209 分

【内容紹介】人見知りをするような内向的な人は、洞察力も鋭く、
豊かな感性と能力に恵まれている。すぐに自分を責めたり、人と
比べて落ち込むなど、「こうすべき」「これが正しい」という思い
込みを捨て、本来の能力を開花させながら人生を楽しむ方法を著
者の実体験を交えて本音でお伝えしていく。

4 枚組　3,080 円（税抜 2,800 円）

注文番号：1859-8765

CD 仏教「超」入門
著：白取春彦　発売年月：2020/10　計 252 分

◎人生における八つの苦しみ◎五つにの戒めを守る◎耳なし芳一
の耳はなぜ消えなかったのか◎色即是空が意味するもの◎心を覆
う五つの煩悩◎「死後はあるか」という問いへのブッダの答え◎
愛が憎しみに変わるとき◎人の口から出る言葉の重さ◎無常だか
ら悲しいのだろうか◎座禅に興味をもつ現代人【コラム】知って
いるようで知らない仏教用語（1）～（10）

5 枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）



2 表示価格は税込です。

注文番号：1900-3388
発売年月：2020/10/1

炎の色　特別長編（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

隠し子の存在を知り唖然とする平蔵だったが、その ” お園 ” という平蔵の妹が土地の顔役に目をつけられているので、助けてやって
もらえないかというものだった・・・。（kotop-3388）

録音時間：308 分
4枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3389
発売年月：2020/10/1

誘拐　特別長編（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

相川の虎次郎という盗賊を見かけた松永弥四郎は虎次郎を捕まえ役宅へ連れ帰るも何も吐かない。江戸には盗みのために入ったので
はないと言うが・・・。（kotop-3389）

録音時間：94分
2枚組　3,300 円（税抜 3,000 円）

池波正太郎　鬼平犯科帳より
著：池波正太郎

池波正太郎　
鬼平犯科帳
シリーズ

注文番号：1900-3140
発売年月：2019/3/31

少年探偵団　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第２弾！　出没する黒い魔物、
さらわれた女の子、それらはなんと、篠崎一君がおと
うさまから打ち明けられた恐ろしい宝石の話と関係し
ているようです‥（kotop-3140）

録音時間：324 分
5枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3141
発売年月：2019/3/31

透明怪人　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第７弾！　こんどの敵は空気
のようにすきとおった、全く目に見えない怪人物です。
空気がものをいうのです。空気が笑うのです。影だけ
がギラギラと動くのです‥（kotop-3141）

録音時間：304 分
5枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3228
発売年月：2019/3/31

宇宙怪人　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第９弾！　アメリカからはじ
まって、世界じゅうにあらわれていた空とぶ円盤が、
銀座通りの上空に現れ、しかも丹沢山中に墜落したと
いうのです‥（kotop-3228）

録音時間：292 分
4枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3227
発売年月：2019/3/31

怪奇四十面相　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第８弾！　世間をアッと驚か
せたことに、なにかふしぎな手段によって、つかまっ
て拘置所内にいる二十面相から、新聞社に犯行予告が
届けられたのです‥（kotop-3227）

録音時間：294 分
4枚組 5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3107
発売年月：2018/05/10

怪人二十面相　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第一弾。かの怪人二十面相と
名探偵・明智小五郎とが火花を散らす。小林少年をは
じめ探偵団員の知恵と勇気。嗚呼、この世に少年探偵
団在りし幸せよ（kotop-3107）

録音時間：331 分
5枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3113
発売年月：2018/06/05

大金塊　少年探偵シリーズ
著：江戸川乱歩　朗読：村上麻衣

「少年探偵団」シリーズ第四弾。まだ六年生の宮瀬不
二夫君をおそった奇妙な出来事「これは名探偵の明智
小五郎さんにでもたのまなくちゃ、解決できないよう
な事件だね。」さてさて‥（kotop-3113）

録音時間：293 分
4枚組　5,500 円（税抜 5,000 円）

注文番号：1900-3392
発売年月：2020/10/1

乳房（鬼平犯科帳より）
著：池波正太郎　朗読：三好翼

「鬼平犯科帳」番外編！書籍「鬼平犯科帳」の一巻よりも前の、長谷川平蔵が ” 火付盗賊改方 ” の頭になっていない頃～頭になるまで
の話が描かれています。（kotop-3392）

録音時間：506 分
7枚組　12,100 円（税抜 11,000 円）
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