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概要
メルキオールの惨劇 （ハルキ・ホラー文庫）/平山 夢明（文庫）の最新情報・紙の本の購入はhonto
で。あらすじ、レビュー

メルキオールの惨劇 - 平山夢明 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天
スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
メルキオールの惨劇 独白する（ｒｙ ミサイルマン 他人事 だけ？ 8 ： 名無しは無慈悲な夜の女王
[sage] 投稿日：2010/07/14(水) 08:17:13: >>７ wiki貼るね 沈むもの sinker（徳間書店） メルキ
オールの惨劇（角川春樹事務所） 独白するユニバーサル横メルカトル（光文社） 大江戸怪談草子
井戸端婢子（竹書房） ミサイルマン（光文社） 他人事（集英社） ダイナー (ポプラ社) 「或るろくでな

しの死」はやく出ないかなー. 9 ： 名無しは無慈悲な夜の女王[sage] 投稿日：2010/07/14(水)
19:43:53: 無期延期ってなっていたから、いつ.
読書 #平山夢明 メルキオールの惨劇ピーナッツバターサンドを食べたくなった。 25 0 8 months ago
Download. うむ。#平山夢明. 16 2 3 months ago Download. 今日はカナザワ映画祭に来てます
もちろん明日のムービーりんねこ会にゲストで来てくださる亀井亨監督の『無垢の祈り』を観るた
め！ ものすごいたくさんのお客様でした！ この天候が映画の雰囲気にマッチしすぎててゾクゾクし
てるのは私だけではないはず(笑) 鑑賞終了して…ただただ泣けました…本当に少しでも多くの方に
知ってもらいたい！ 京都.
ぐれぐれこ. (@gregreko). 8 Days 21 Hours Ago. 「メルキオールの惨劇」を年末に読み終えた。 年
始に紹介するのもな…と、思いながらも、面白かったし、読後感も悪くなかったので(笑)。 ホラーな話
かと思いきや、 運命に翻弄された者たちの話だった。 運命に抗うことは難しいのか…。 読んだ後、い
ろいろ考えさせられた。 #平山夢明#メルキオールの惨劇 #読書#読書記録 #読書倶楽部#読書日
記 #危険な読書#本が好き #book#読書女子. 29 Likes 0 Comment. Hashtag Trends.
メルキオールの惨劇の人気イラストやマンガ、小説。1件のイラストが投稿されています。メルキオール
の惨劇の関連に平山夢明、落書きなどがあります。
. の企画・製作と様々な職歴を経て作家となる。1994年にノンフィクション『異常快楽殺人』を発
表、注目を集め、1996年に『ＳＩＮＫＥＲ──沈むもの』で小説家としてもデビュー。2006年には短篇
「独白するユニバーサル横メルカトル」で日本推理作家協会賞を受賞。2007年、同タイトルを冠した
短編集が「このミステリーがすごい！」第１位に選ばれた。『ダイナー』で第28回日本冒険小説協会
大賞と、第13回大藪春彦賞をダブル受賞。他の著書に『メルキオールの惨劇』『ミサイルマン』『他人
事』『或るろくでなしの死』などがある。
人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の調査に赴
く。懲役を終えて、残された二人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その家族の異様さに目
をみはる。いまだに発見されていない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘密、メルキオールの
謎.。そこには、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。ホラー小説の歴史を変え
る傑作。
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)』(平山夢明) のみんなのレビュー・感想ページです(40レ
ビュー)。
平山 夢明（ひらやま ゆめあき、1961年11月17日 - ）は、日本の作家。ホラー小説、実話怪談のほ
か、監修、映画評論（デルモンテ平山名義）、映画監督、ラジオパーソナリティーなど、幅広く活動し
ている。 目次. [非表示]. 1 経歴・人物; 2 作品. 2.1 小説. 2.1.1 小説原案. 2.2 ノンフィクション;
2.3 ブログ本; 2.4 対談本; 2.5 エッセー; 2.6 MOOK; 2.7 参加アンソロジー; 2.8 実話怪談&都市伝
説系怪談; 2.9 実話怪談; 2.10 実話怪談 監修; 2.11 都市伝説系怪談; 2.12 コミック化作品; 2.13
解説. 3 映像化作品. 3.1 DVD; 3.2 劇場.
2015年9月26日 . メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫). 著者平山 夢明; 価格￥
637(2018/01/22 20:04時点); 出版日2000/11/01; 商品ランキング75,100位; 文庫293ページ; ISBN104894567431; ISBN-139784894567436; 出版社角川春樹事務所. 人の不幸をコレクションする
男から依頼を受け、三男の首を切り落とした母親の調査をすることになるのだが・・。 イカれた登場
人物ばっかりだし、グロいシーンも多いのにどんどんこの世界に引き込まれていってしまう実に平山さん
らしい作品。 ただグロいだけでなく、.
平山氏の作品は「独白するユニバーサル横メルカトル」も「ミサイルマン」も「他人事」も短編集で、デ
ビュー作の長編「SINKER 沈むもの」もディスコンという現状、「DINER」と本書が唯一読める長編
(というかページ数的には中編強？)。長々と楽しみにとっておいたが、満を持して読む。 他人の不幸
の蒐集を生き甲斐とするオギー(依頼主)の命を受けて、様々な形であらゆる不幸を採取する主人
公12(トゥエルブ)。シリアルキラーという裏の顔をもつ12が、オギーからの新たな指令で、ある子殺しの
母親に接触するところから物語は.
平山夢明 メルキオールの惨劇のことをもっと知りたければ、世界中の「欲しい」が集まるSumallyへ！
平山夢明のアイテムが他にも13点以上登録されています。

メルキオールの惨劇 (平山夢明/ハルキ・ホラー文庫) ～あらましと感想、軽いネタバレ. 投稿日：
2017年5月27日 更新日： 2017年5月26日. エキセントリックな文章と物語; ケレン味たっぷり; 普通の
悪趣味幻想小説; おススメ度：. 書評サイトとしては反則なのかもしれないが、Amazonのレビューが
高かったので、内容を一切確認せずに購入して読んでみた。結果を言うと失敗であった。この小説
は、道具立ては立派だが、外連味たっぷりの文章と気取った内容、中途半端なスプラッター要素と、
最後までホラーが燻った.
病に倒れた父親を助けたのは.「蝋燭」（福澤徹三）、焼け跡に出るという幽霊の正体は「霊のウワサ
の真相」（小林玄）、昔作った奇妙な鬼の土鈴がある日牙を剥く「土鈴」（黒史郎）、サークルに置
かれた板の異変「眉毛」（我妻俊樹）、子どもと老人、あの世とこの世の境を紡ぐ「童怪」「老怪」
（黒木あるじ）、怪異と日常の新感覚怪談「珍妙なひとたちと怪異談」（伊計翼）、驚愕の独白「あ
る売春婦の話」（花房観音）。新たな書き手として、精神科医でもある春日武彦、映画監督の平
野勝之、放送作家の吉村智樹、小説家の間瀬.
作者, 平山 夢明（ひらやまゆめあき）, 2001/1/10. タイトル, メルキオールの惨劇. 出版社, 角川春樹
事務所／ハルキ・ホラー文庫. サイズ／ページ数, 文庫サイズ／２９３頁. 価格, ５９０円. 久々にホ
ラーだ！！と言うような、本を読みました。 人の不幸をコレクションする依頼を受けた主人公『俺』
は、自分の子供の首を切断した女の調査に赴く。物語は唐突に始まり、意味の無い物ばかりの様
に見える。 文章が際どい感じ。キャラクターが出来ているワリに主人公の人物像が後半になるまで、
余りはっきりとしない。 白痴で料理が.
【中古】 メルキオールの惨劇 / 平山 夢明 / 角川春樹事務所 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽
対応】
. ビデオの企画・製作と様々な職歴を経て作家となる。 1994年にノンフィクション『異常快楽殺人』を
発表、注目を集め、1996年に『SINKER―沈むもの』で小説家としてもデビュー。 2006年には短篇
「独白するユニバーサル横メルカトル」で日本推理作家協会賞を受賞。 2007年、同タイトルを冠し
た短編集が「このミステリーがすごい!」第1位に選ばれた。 犯罪の知識や「怖い話」の実話蒐集を通
して得た実感に裏打ちされた恐怖描写は、他の追随を許さない。 著書に『メルキオールの惨劇』『ミ
サイルマン』『他人事』などがある。
Amazonで平山 夢明のメルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)。アマゾンならポイント還元本が多
数。平山 夢明作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またメルキオールの惨劇 (ハル
キ・ホラー文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
1961年神奈川県生まれ。 週刊誌記者等を経て94年『異常快楽殺人』刊行。 続き長編小説『ＳＩ
ＮＫＥＲ―沈む者』『メルキオールの惨劇』刊行。 2006年「独白するユニバーサル横メルカトル」で第
59回日本推理作家協会賞短編部門受賞、07年版「このミステリーがすごい！」国内部門第一
位。 10年『ダイナー』で第28回日本冒険小説協会大賞、第13回大藪春彦賞受賞。 閉じる.
RENZABURO Copyright © SHUEISHA Inc. All rights reserved. RENZABUROトップへ戻る · こ
の連載についてつぶやく. 閉じる.
2007年6月13日 . も増刷！ その煽りを受けたのか、ついに 『鳥肌口碑』 さらには 『メルキオールの
惨劇』 も増刷かかりました！ ほんとうにほんとうにありがとうございます。m(__)m 特に嬉しいのは『超
怖い話Ａ』に関しては１２刷りというロングランを重ねさせて貰っていることであります。 『超怖い話』シ
リーズに携わる者のひとりとして、このシリーズの質をより高めていかねばと再再度、覚悟を固めた所
存にございまする。 皆々様におかれましてはキチガイ的な暑さに襲われ、錯乱されませぬよう心よりお
祈り申し上げておきまする.
2017年2月19日 . メルキオールの惨劇』の主人公12(トゥエルブ)は人の不幸をコレクションする依頼
人のために、ある人物に接触します。自分の息子の首を落とした母親。彼女はどうしてそんなことを
したのか？事件を追っていくうちに、ある信じられない真相にたどり着きます……。 全くないとは言え
ませんが残酷な描写が他の作品に比べて控えめで、ミステリの雰囲気も漂っているので、入門編に
おすすめです。そして平山夢明の書くセリフの応酬もどこか滑稽でくすっと笑えてきます。 メルキオール
の惨劇 (ハルキ・ホラー文庫).
惨劇に関連した本. メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) 平山 夢明 角川春樹事務所; 黒龍

荘の惨劇 (光文社文庫) 岡田 秀文 光文社; 悪い女～黒い真珠 ：4 (サンゲキコミック) 坂辺周一
STDパブリッシング. >> 「惨劇」を解説文に含む用語の一覧. >> 「惨劇」を含む用語の索引. 惨劇
のページへのリンク.
2011年9月21日 . メルキオールの惨劇. 平山夢明２０００年 殺人事件や事故の遺物…”不幸”をコ
レクトする雇い主の意向により、わが子の首を切り落とした母親と残りの兄２人が住む家へ無理やり
住み込んだ主人公は、マッチョの白痴な長男・朔太郎と次男の利発な白髪少年・礫と問題の母親
と関わるうち、”鬼交家”というものの異常性に取り込まれていく。 大いなる意思と人間。ピーナッツバ
ターを過剰摂取しながら主人公は選択を迫られる 平山夢明さんの本で読んだのは『他人事』と『異
常快楽殺人』だけで、長編小説は今回.
平山夢明 YUMEAKI HIRAYAMA 1961年神奈川県生まれ。94年『異常快楽殺人』で作家デ
ビュー。06年『独白するユニバーサル横メルカトル』が日本推理作家協会賞短編部門、『このミステ
リーがすごい！』国内編第１位を受賞。その他の著書に『SINKER 沈むもの』『メルキオールの惨
劇』『「超」怖い話』シリーズ『東京伝説』シリーズ『いま、殺りにゆきます』シリーズ『鳥肌口碑』『ミサイ
ルマン』『他人事』などがある。 平山夢明ブログ『ある日記』http://blog.livedoor.jp/hirayama6/.
2013年1月14日 . 2, メルキオールの惨劇, 長編, 2000/11 ハルキ・ホラー文庫. 3, 独白するユニバー
サル横メルカトル [1], 短編集, 2006/08 光文社 2009/01 光文社文庫. 4, ミサイルマン, 短編集,
2007/06 光文社 2010/02 光文社文庫. 5, 他人 （ ひと ） 事, 短編集, 2007/10 集英社 2010/08 集
英社文庫. 6, ダイナー [2], 長編, 2009/10 ポプラ社 2012/10 ポプラ文庫. 7, 非道徳教養講座 (1)
??? 2011/01 光文社 2013/01 光文社文庫. 8, どうかと思うが、面白い, エッセイ集? 2011/06 扶桑
社 未文庫化. 9, 或るろくでなしの死.
本/メルキオールの惨劇/平山夢明のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネット
ショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のア
イテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載
中！ポイントやクーポンを使ったお買い物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
2007年2月1日 . なにしろ後家は物入りだ。後家の台所は火の車でなくっちゃ」. 独特の世界観に一
度魅せられてしまえば、あとは一気読みだ。 絶妙としかいいようのない後味の悪いラストにしびれ、目
まいを覚える。 つくづく、この作家のすごさを思い知らされる。 どう昇華していいのかわからない、粘り
着くような余韻を持て余し、. しばしもの思いにふけってみるのも悪くない。 クローネンバーグとか、リン
チあたりに映像化させてみたい気もする、. 不思議な魅力に満ちた作品だったと思う。
Amazon.co.jp→メルキオールの惨劇.
2005年8月4日 . メルキオールの惨劇. 作者: 平山 夢明; 出版社/メーカー: 角川春樹事務所; 発
売日: 2000/11; メディア: 文庫. 8点. ずっとサボりまくってます(^^;)。ちょっと頑張って溜めてしまった読ん
だ本の覚書を書かないと・・。 人の不幸をコレクションする男の依頼を受け、ある家庭に入り込む
「俺」。あまりにも異様なその家庭の状況。依頼された品物を手に入れる為、画策する主人公だ
が、徐々にその家庭の恐ろしい秘密に飲み込まれていく・・・。 どこかで「ホラー漫画を文章にしたよう
な小説」という評を読んだのだが、.
2012年11月11日 . 平山夢明作、【メルキオールの惨劇】とやらです。 人の不幸の痕跡を集める趣
味の悪い老人の依頼を受けた主人公が、かつて自分の子供の首を切り落とした女の調査と、未だ
見つかっていない頭部を手に入れるために、その女の運転する車の前に飛び出して怪我をしてまでし
て潜入。彼女と息子二人としばらく暮らすうちに、息子の一人であり白痴の朔太郎と仲良く雷に打
たれる。 雷の影響で白痴になる以前の人格が蘇った朔太郎は『メルキオール』と名乗り、末子を殺
したのは次男の『バルタザール』で.
2015年12月28日 . 『SINKER 沈むもの』の次が、筆者のオール・タイム・ベスト『メルキオールの惨
劇』（KADOKAWA）。2000年に刊行された同作こそが、07年版「このミステリーがすごい！」第1位
を獲得した『独白するユニバーサル横メルカトル』（光文社）や、「日本冒険小説協会大賞」「大藪
春彦賞」受賞作である10年に刊行された『ダイナー』（ポプラ社）など、近年高く評価されるようになっ
た夢明の原型になっていると思っている（後にたびたび見られる“主人公・俺”スタイルが初めて書かれ
たのも同作）。 『メルキオールの惨劇』.

2007年12月20日 . 最近は読み終えて気分が良くなる小説ばっかりだったのでここで一発変わり種
を。 平山夢明は『独白するユニバーサル横メルカトル』が良かったのでこのメルキオール惨劇を借りて
きた。 この本、面白いかどうか聞かれたら難しいし怖いのとも少し違うと思う。 ただひたすらに気落ち
悪く不安定な気持ちになる。 しかし私にはそういう本が読みたくなる時があるのである意味ニーズに
ジャストミートだった。 万人にオススメは出来ないけれど、たまには割り切れない小説も良いですよ？

PR. author:miki.
2007年9月5日 . 人の不幸をコレクションするのが生きがいだという全身麻痺の元医者「マギー」の以
来を受け、自分の子どもの首を切断した女の調査へ赴く「１２（トゥエルブ）」。 当たり屋まがいの行
為で入り込んだ女に家には、殺した息子の他に、知的障害のある「朔太郎」と「礫（サザレ）」という２
人の息子がいました。 慰謝料のかわりに、母親に未だに発見されていない頭蓋骨を迫る１２、１２に
ここから逃げるための裏取引をもちかける礫、妙に１２に懐いている朔太郎、そして目覚めた「メルキ
オール」が・・・. 部屋主の感想.
小説「メルキオールの惨劇」 平山夢明. 2007年 06月 28日. 図書館の本がまだあったのだが、なんだ
かちょっと疲れた感じで気合を入れたかったので、 ついフラフラと買ってしまいました。悪趣味な本を。
元気つけようと思って。 しかし、これが意外に・・・と言っては失礼かもだけど、 あの「横メルカトル」に
比べれば、はるかに普通の、読みやすい話だった。 そして、素で、ものすごくおもしろかった。あっという
間にぐんぐん読めたし先が楽しみで。 さらに、想定外に「いい話」だったのも収穫。 まぁ、そうは言って
も「比較的」なので、.
「メルキオールの惨劇」の購入はオンライン書店BOOKFAN ＠Yahoo!店で！:bk-4894567431:メル
キオールの惨劇/平山夢明 - 通販 - Yahoo!ショッピング.
2009年10月26日 . 同じカテゴリー（ここでしか喰えない）の記事. アリガ十々/be marter of life(201008-24 20:06). ラヴソング(2010-08-23 19:56). ﾌﾗﾆｰとｿﾞｰｲｰ(2010-08-22 20:22). ライ麦畑でつかま
えて(2010-08-21 18:40). ﾒﾙｷｵｰﾙの惨劇(2010-08-20 18:50). Don't Look Back in Anger(201008-18 23:04). Posted by キョンキョン at 20:25│Comments(0) │ここでしか喰えない · このBlogのトッ
プへ│前の記事│次の記事.
メルキオールの惨劇 平山夢明. ハルキホラー文庫 2000年11月18日 第一刷. 『ＳＩＮＫＥＲ 沈むも
の』で、脳味噌をぐりぐり引っ掻き回された旅歌は、平山さんの新作を楽しみに待っていました。今年
の初めに一冊上梓される予定だったようだが、未だに出た形跡はない。長編小説…、う～ん…何年
ぶりでしょ。しかも、書き下ろし。ってわけで、期待が過度に先行してしまったようです。 冒頭から異様
な雰囲気に引き込まれた。読点の打ち方がエキセントリックで、これが物語のトーンと見事に合致し
たのだ。読みながら旅歌の意識.
メルキオールの惨劇 - 「いいね！」8件 - 本.
プロフィールにも書いていますが、私の好きな作品とか。 2017年 12月20日 (水) 14:06. 好きな作
品、影響を受けた作品。 漫画 ジョジョの奇妙な冒険 HUNTER×HUNTER ドラゴンボール 古典・
海外 ドストエフスキー「悪霊」「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」 トルストイ「アンナ・カレーニナ」 ロープ
シン「蒼ざめた馬」 古典・日本 埴谷雄高 「死霊」 澁澤龍彦全般 現代作家 京極夏彦「京極堂
シリーズ」 平山夢明 「メルキオールの惨劇」 ラノベ 甲田学人「Ｍｉｓｓｉｎｇ」「断章のグリム」 上遠野
浩平 「ブギー・ポップ・シリーズ」 ウェブ作家.
2017年4月9日 . 人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断し
た女の調査に赴く。懲役を終えて、残された二人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その家
族の異様さに目をみはる。いまだに発見されていない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘
密、メルキオールの謎…。そこには、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。ホ
ラー小説の歴史を変える傑作。
2017年1月2日 . ホラー小説おすすめランキングベスト10！怖くて面白いのはコレだ！ うわー怖い
なー怖いなーだけどページをめくる手が止まらない！夜更かし必至！人気のホラー小説をランキング
形式で紹介します。 ホラー小説の傑作や名作を紹介！まだ読んだことのない小説が見つかるか
も！あまり小説を読まない方でも楽しんで読めるはず！ 詳細はこのあとの本文で！ 参考になった.
153人. 参考にならなかった. 16人. 目次. 110位～7位; 26位～4位; 33位～1位; 4最近読んで面白

かったホラー小説; 5kindle版.
2006年7月13日 . 何だか本屋に行くと、「日本推理作家協会賞受賞」、「独白するユニバーサル横
メルカトル」といった文字がジャケ帶に躍りまくった文庫本がそここに溢れかえり、さながらプチ祭の樣相
を呈している平山氏。 以前ここでも取り上げた和モノ「羊たちの沈黙」ともいえる「SINKER」も勿論
おすすめなんですけど、グロとゲテモノ、キ印にユーモアと、氏の誇るべき持ち味をすべてブチ込んだと
いう點では破綻も少ない本作もまた、キワモノマニアとしては強力に推薦したい作品のひとつでありま
しょう。 あらすじを簡單に.
【定価37％OFF】 中古価格￥398（税込） 【￥239おトク！】 メルキオールの惨劇／平山夢明(著
者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注
文で送料無料。
2006年10月28日 . メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)作者: 平山夢明出版社/メーカー: 角
川春樹事務所発売日: 2000/11/01メディア: 文庫購入: 8人 クリック: 212回この商品を含むブログ
(24件) を見る 人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」こと12は、かつて子供の首を切り
下ろした女を調査する……。…
2017年7月27日 . メルキオールの惨劇/平山夢明著：平山夢明 出版社：角川春樹事務所 発行
年月：2000年11月 シリーズ名等：ハルキ・ホラー文庫 価格： 637 円 レビュ.
あの『メルキオールの惨劇』書いたあと、全然書けなくてね。 春日 低迷期が続いてたね。 平山 すご
い低迷期でしたよね。家族５人で年収180万円とかってさ。バイトの年収だよ。ていうか、バイトのほう
が稼ぐじゃん。で、先生が「部屋を掃除しろ」って。てっきり、なんか、モリモリ元気のわく薬とかをくれる
のかと思って喜んで行ったら、くんないの。 春日 うん。 平山 「汚いでしょう」とか言われて。「ええ、そ
う」とか。で、「それじゃあソージします」って。もうドン詰まりだからあがいても何も出てこない、身動きで
きないダルマ状態だったん.
2010年6月25日 . 平山夢明さんの'00年作品『メルキオールの惨劇』を読みました。 45年の間、保
険外診療医をした後、奇病で首より下が麻痺したオギーの注文で、惨劇の関係物品を買い付ける
仕事をしている俺は、オギーの新たな注文で、末の息子を殺した美和の話を聞くために彼女を元を
訪れます。彼女は白痴で巨大な体躯を持つ長男の朔太郎と、聡明な次男の礫（さざれ）と一緒に
暮らしていましたが、やがて末っ子の澪を６才の時に殺したのは美和ではなく礫だったことが明らかに
なります。落雷に打たれた朔太郎は、.
. 誌のライター、映画・ビデオの企画・製作と様々な職歴を経て作家となる。1994年にノンフィクション
『異常快楽殺人』を発表、注目を集め、1996年に『ＳＩＮＫＥＲ──沈むもの』で小説家としてもデ
ビュー。2006年には短篇「独白するユニバーサル横メルカトル」で日本推理作家協会賞を受賞。
2007年、同タイトルを冠した短編集が「このミステリーがすごい！」第１位に選ばれた。犯罪の知識
や「怖い話」の実話蒐集を通して得た実感に裏打ちされた恐怖描写は、他の追随を許さない。著
書に『メルキオールの惨劇』『ミサイルマン』『.
2008年10月26日 . メルキオールの惨劇」読了。 平山夢明さんの「メルキオールの惨劇」を読みまし
た。 読むのが勿体なくて随分と温めておいた本ですが、平山先生は最近あちこちと連載を抱えてい
るので、今後は作品に飢えることは無いだろうということで、ついに積読山から抜き取りました。 しか
し、読み始めてすぐ『ノロウイルス』にヤラれてしまい、体力が弱っていたときにウイルスにやられてしまっ
たせいか、吐き気の後突然の激しい悪寒に襲われ、高熱で脳味噌がグルグルにされてしまいました。
熱もおさまり、まだ体が.
2010年2月19日 . 作者：平山夢明 メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) (文庫) 人の不幸を
コレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の調査に赴く。懲役を終
えて、残された二人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その家族の異様さに目をみはる。いま
だに発見されていない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘密、メルキオールの謎…。そこに
は、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。ホラー小説の歴史を変える傑作。 メ
ルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー.

Help us improve our Author Pages by updating your bibliography and submitting a new or
current image and biography. › Learn more at Author Central · デブを捨てに. $11.16. Tankobon

Hardcover. 暗くて静かでロックな娘 (集英社文庫). $7.92. Paperback Bunko. 平山夢明恐怖全
集 怪奇心霊編4 (仮) (竹書房文庫. $7.24. Paperback Bunko. メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホ
ラー文庫). $7.99. Paperback Bunko. Ijō Kairaku Satsujin. $7.59. Paperback Bunko. 怖い本〈3〉
(ハルキ・ホラー文庫). $3.79
2016年11月5日 . 人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断
した女の調査に赴く。懲役を終えて、残された二人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その
家族の異様さに目をみはる。いまだに発見されていない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘
密、メルキオールの謎…。そこには、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。ホ
ラー小説の歴史を変える傑作。 残された２人の息子の戦い、メルキオールvsバルタザールに巻き込
まれた「俺」の話、の. 「俺」の一人.
Images on instagram about メルキオールの惨劇. Images and videos in instagram about メルキ
オールの惨劇.
2015年9月10日 . そして、人の不幸をコレクションする男・オギーの依頼で、自分の子どもの首を切
断した女の調査に赴く“俺”物語『メルキオールの惨劇』（2000年）といった作品を生み出してきた平
山夢明だが、時代の先を行き過ぎていたのか、同氏が世に知れ渡ったのは、2006年に刊行された
『独白するユニバーサル横メルカトル』という短編集である。 同作は「日本推理作家協会賞」を受
賞した、タクシー運転手に仕える地図が丁寧な口調で独白する表題作「独白するユニバーサル横
メルカトル」をはじめ、強烈な天才怪物“.
2012年9月23日 . メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)/平山夢明 ￥620Amazon.co.jp 【人の
不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の調査に赴く。 懲
役を終えて、残された二人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その家族の異様さに目をみは
る。 いまだに発見されていない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘密、メルキオールの謎…。
そこには、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。 ホラー小説の歴史を変える傑
作。】 (アマゾンから引用)
人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の調査に赴
く。懲役を終えて、残された二人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その家族の異様さに目
をみはる。いまだに発見されていない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘密、メルキオールの
謎.。そこには、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。ホラー小説の歴史を変え
る傑作。
2018年1月10日 . メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫 あらすじ 人の不幸をコレクションする男
の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の調査に赴く。懲役を終えて、残された二
人の息子と暮らすその女に近づいた「俺」は、その家族の異様さに目をみはる。いまだに発見されて
いない子供の頭蓋骨、二人の息子の隠された秘密、メルキオールの謎…。そこには、もはや後戻り
のきかない闇が黒々と口をあけて待っていた。ホラー小説の歴史を変える傑作。 6.おしまいの日 (中
公文庫) あらすじ 三津子と忠春は.
メルキオールの惨劇』はＭｙヴァイブル。 生理的に嫌な文章を書かせたら日本でも５本の指に入ると
言われる偉大な御方。 夏になると大量に発生する値段も内容も安い怪談（笑）本に 辟易してる
『怖い話ジャンキー』な人は この人の『東京伝説』シリーズを読むのをお勧めします。 近頃は『ダイ
ナー』読んだが平山先生マジパねぇ…… ２日で読んでしもたわ。ちょっと信じられないと思うがページ
捲るごとに話が盛り上がるのよ。 さすがにマンネリ化してきた東京伝説シリーズとかよりも創作系の長
編のほうが好きだ。 トップへ～。
2018年1月9日 . 13 Likes, 1 Comments - ぐれぐれこ (@gregreko) on Instagram: “「メルキオールの
惨劇」を年末に読み終えた。 年始に紹介するのもな…と、思いながらも、面白かったし、読後感も
悪くなかったので(笑)。 ホラーな話かと思いきや、 運命に翻弄された者たちの話だった。…”
メルキオールの惨劇 （ハルキ・ホラー文庫）/平山 夢明（文庫）の最新情報・紙の本の購入はhonto
で。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイントも貯ま
る。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
2000年12月30日（金）読了久々に出会った読まなきゃよかったと思った本。ハルキ・ホラー文庫の第

二弾だそうな。殺人鬼の探偵が殺人鬼の親子を内偵す.
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)の感想・レビュー一覧です。
2013年8月31日 . ブックマークボタン. 【関連する記事】. 深夜食堂×danchu 真夜中のいけないレシ
ピ · 職業としての地下アイドル · メルキオールの惨劇 · 海がきこえる · レイニーキラー. posted by 日
和 at 23:59| Comment(0) | 小説(ひ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする. この記事
へのコメント. コメントを書く. お名前: メールアドレス: ホームページアドレス: コメント: プロフィール. 検
索.
2017年3月10日 . エンターテイメント性に関しては『メルキオールの惨劇』より高く、一度読み始めて
しまえば読む手が止まらなくなるほどだ。「純粋に面白い小説」といってもいい。 他の短編集でおなじ
みの救いのなさもほとんどなく、むしろ「読んでよかった」と思える読後感にさせてくれる。 オオバカナコ
の精神力、ダイナーのオーナー・ボンベロ、次々にやってくる殺し屋の皆さんなど、登場人物たちが魅
力的に描かれているのも楽しいポイント。 平山夢明さんならではの「最高のエンターテイメント」をぜ
ひ目にしていただきたい。
2016年3月20日 . メルキオールの惨劇』 ・『デブを捨てに』 ・『異常快楽殺人』 ・『他人事』 こんなに
たくさん。 みなさま、明日（もう今日か）にでもまたお会いしましょう。 件. 49 ：天使の汗
◇Bs62zTzkEY ：2016/03/21(月)13:13:33 ID:tEB(主) ×: 『二十の悪夢 角川ホラー文庫創刊20
周年記念アンソロジー』より『ドリンカーの20分』。 右腕が無いというハンディキャップを抱えながらも、
便所掃除をしながらなんとか生活している主人公。 貧しいながらも、妻と10歳の娘とそれなりに幸せ
に暮らしていた。 ある日、セレブ達が海辺で開い.
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫), 電子ブックのオンラインダウンロード メルキオールの惨劇
(ハルキ・ホラー文庫) 無料、電子ブックを読む メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) オンライ
ン、オンラインでは、無料で pdf 形式でこの本をダウンロードすることができますし、余分なお金を費
やす必要はありません。下記のダウンロードリンクをクリックして、 メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー
文庫) pdf ファイル epub 無料。
2012年9月30日 . ぼくは、この本読んでこの人いっぺんに好きになってしまった。 無粋を承知で言わ
せてもらうなら、センスがいいのである。ホラーとしてではなく、物語世界を構築するにあたってそのセン
スの良さが光っている。 物語は破綻しているが、魅力ある展開だった。 人の不幸をコレクションする
男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の調査に 赴く。おお、なんという凄まじい
設定！身の毛もよだつとはこのことではないか。これは心してか からねばなるまいてと思ったあなた、
いやいやちょっとお待ち.
IMG_1119.J.. サイズ：1600×1200 容量：478KB. ≫もっと見る · GNフラッグ アイアンマン アベン
ジャーズ アルティメス アルトアイゼン・リーゼ ウィングガンダム ガンダムエクシア ガンプラ キュベレイパピヨ
ン プラモデル ミキシングビルド メルキオールの惨劇 リボーンズタンク レイザー 小林泰三 平山夢明
独白するユニバーサル横メルカトル 玩具修理者 読書感想. プロフィール. 名前:がば性別:男一言:
おはようございます。 検索.
「メルキオールの惨劇」名前と装丁の熊に反応して購入。 「メルキオールの惨劇」名前と装丁の熊に
反応して購入。 内容は一読. 20090810 · W44K · color_b color_k. Trackback http://f.hatena.ne.jp/twitter/20090810223854. 規約違反を通報する · はてなフォトライフ / はじめて
の方へ / はてなブログ.
2015年7月15日 . そうそう、昨日は、本当は『メルキオールの惨劇』についてご紹介しようとしていたん
です。それがいつの間にか民主主義の話になってしまい、大変申し訳なく思っています。ちょっと執筆
の裏話をしますと、書いているあいだ、さくらさんは安保法案可決のことなんか、全然知りませんでし
た。 書き終え、ネットのニュースを徘徊したときに、世間がそ…
2017年3月9日 . 平山夢明の人気おすすめ小説ランキングベスト５は以下の結果でした！ 1位.独
白するユニバーサル横メルカトル 2位.ダイナー 3位.メルキオールの惨劇 4位.ヤギより上、猿より下 5
位.他人事. 平山夢明先生の作品はひたすらグロテスクなものもあれば、ちょっと哲学的だったり常識
について考えさせられたり、怖いだけじゃなく笑いもあったり（ブラックな）、短編集１冊でも十分楽しめ
ます。 刺激の強い小説を求めている方は読まなきゃ損！遊園地でいうと絶叫マシンです。 そうじゃ

ない人も別の世界を覗き見る.
以前には長編『ﾒﾙｷｵｰﾙの惨劇』をこの人の著書だからということで読んでみたが、意味が分からな
くて途中で読むのを止めてしまった。 それなのに、今回また手を出したのは、短編集で14編も入って
いるというお得感からであった。あと、文庫本で600円という手軽な値段だったことも影響する。なんせ
最近は文庫本でも800円以上するものが多くて手が出にくいのだ。逆に600円だと失敗してもまぁ良
いや、という気持ちで普段は読まないｼﾞｬﾝﾙの本などにも挑戦できる。 短編集で、本自体も分厚く
ないので昨夜仕事帰りに購入.
2008年2月19日 . イクシーの書庫のメルキオールの惨劇に関する詳細記事。（Powered by
BIGLOBEウェブリブログ）（メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) ／ 平山 夢明 ／ ハルキ・ホ
ラー文庫 2000）
2009年12月21日 . 光文社刊『異形コレクションシリーズ／魔地図』に寄稿した「独白するユニバー
サル横メルカトル」により、2006年日本推理作家協会賞短編部門賞を受賞。同名タイトルの作品
集にて、2007年度『このミステリーがすごい!』国内部門一位。さらに自らの作品の映像化にも積極
的に意欲をみせ、原作はもとより出演、監督もこなしている。※Wikipediaより抜粋 【作品】 沈むも
の sinkerメルキオールの惨劇独白するユニバーサル横メルカトル大江戸怪談草子 井戸端婢子ミサ
イルマン他人事ダイナー異常快楽殺人.
平山夢明 メルキオールの惨劇. 『平山夢明 メルキオールの惨劇』は、90回の取引実績を持つ
chiprinさんから出品されました。文学/小説/エンタメ・ホビーの商品で、東京都から2~3日で発送さ
れます。 平山夢明 メルキオールの惨劇. prev. next. SOLD. 出品者, chiprin. 90. 0. 0. カテゴリー.
エンタメ・ホビー · 本 · 文学/小説. ブランド. 商品の状態, 未使用に近い. 配送料の負担, 送料込
み(出品者負担). 配送の方法, 普通郵便(定形、定形外). 配送元地域, 東京都. 発送日の目
安, 2~3日で発送. ¥ 500 (税込) 送料込み. 売り切れ.
See Tweets about #メルキオールの惨劇 on Twitter. See what people are saying and join the

conversation.
2017年11月21日 . 平山夢明 「メルキオールの惨劇」. 平山夢明、長編小説第２作にして秀作。 と
はいえ、さすがにまだ第２作目なので、影響を受けた作品のパッチワークに見える所もあるし、魅力
的なキャラクターが数多く登場するものの読ませ続けるパワーは若干弱く、中弛みはしてしまう。 それ
でも最後まで読ませ、そして切なく、少し爽やかですらあるラストまできっちりと持っていく所は素晴らし
い。 著者には短編のイメージがあったんだけど、２作目で早くもキチンと長編小説で秀作といえる作
品になっているのは驚いた。
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) 平山 夢明. 平成12年/2000年11月・角川春樹事務所
文庫 293ページ ￥637[新品] ￥299～[ユーズド]（8件）. 独白するユニバーサル横メルカトル 平山
夢明. 平成18年/2006年8月・光文社 単行本 294ページ ￥1,728[新品] ￥1～[ユーズド]（45件）.
サイコパス解剖学 春日 武彦 / 平山 夢明. 平成29年/2017年12月・洋泉社 単行本（ソフトカ
バー） ￥1,728[新品]. 独白するユニバーサル横メルカトル (光文社文庫) 平山 夢明. 平成21
年/2009年1月・光文社 文庫 318ページ ￥648[新品]
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)の紹介ページです。
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) | | ISBN: 9784894567436 | Kostenloser Versand für

alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
[小説]『メルキオールの惨劇』平山夢明のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ
含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入も
できます。出版社：角川春樹事務所.
「メルキオールの惨劇/平山夢明」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッ
シュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け通
販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
日本文学>> メルキオールの惨劇 / 平山夢明の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・
DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロ
ゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！

メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫). £7.83. Paperback Bunko. 怖い本〈2〉 (ハルキ文庫).
£6.13. Paperback Bunko. Kowai hon. 1. £5.29. Paperback Bunko. 東京伝説―呪われた街の怖
い話 (ハルキ文庫). £6.05. Paperback Bunko. 平山夢明と京極夏彦のバッカみたい、読んでランナ
イ！ £9.65. Tankobon Hardcover. 狂気な作家のつくり方. £9.15. Tankobon Softcover. 怪談実
話 顳顬(こめかみ)草紙 歪み (幽ブックス). £7.38. Tankobon Hardcover. Komekami soshi :

Kushizashi : Kaidan jitsuwa. £6.17
2018年1月6日 . 1994年にノンフィクション『異常快楽殺人』を発表、注目を集め、1996年に『ＳＩＮＫ
ＥＲ──沈むもの』で小説家としてもデビュー。 2006年には短篇「独白するユニバーサル横メルカトル」
で日本推理作家協会賞を受賞。 2007年、同タイトルを冠した短編集が「このミステリーがすご
い！」第１位に選ばれた。 『ダイナー』で第28回日本冒険小説協会大賞と、第13回大藪春彦賞を
ダブル受賞。 他の著書に『メルキオールの惨劇』『ミサイルマン』『他人事』『或るろくでなしの死』など
がある。 ○公式ブログ 〈独白する三.
2015年7月3日 . 作者>平山夢明<内容>人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、
自分の子供の首を切断した女の調査に赴く。懲役を終えて、残された二人の息子と暮らすその女
に近づいた「俺」は、その家族の異様さに目をみはる。いまだに発見されていない子供の頭蓋骨、二
人の息子の隠された秘密、メルキオールの謎…。そこには、もはや後戻りのきかない闇が黒々と口を
あけて待っていた。ホラー小説の歴史を変える傑作。
本/雑誌. メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫). 平山夢明. 637円. ポイント, 1% (6p). 発売日,
2000/11/28 発売. 出荷目安, メーカー在庫見込あり:1-3週間 ※出荷目安について. レビューを書く.
送料について; あと5000円以上で200円分のボーナスポイント. カートに入れる. ブックマークする. メー
ル登録. 仕様. 商品番号, NEOBK-168286. JAN/ISBN, 9784894567436. メディア, 本/雑誌. 販
売, 角川春樹事務所. ページ数, 293. 関連記事. カスタマーレビュー. レビューはありません。レビュー
を書いてみませんか？ レビューを.
Amazon.com で、メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫) の役立つカスタマーレビューとレビュー評
価をご覧ください。ユーザーの皆様からの正直で公平な製品レビューをお読みください。
平山夢明(ひらやまゆめあき) 作品一覧(おすすめランキング順)と新刊情報。平山夢明 おすすめラ
ンキング ミステリ作品：ダイナー,独白するユニバーサル横メルカトル,他人事,メルキオールの惨劇,ミサ
イルマン,いま、殺りにゆきます,異常快楽殺人,デブを捨てに,或るろくでなしの死,暗くて静かでロックな
娘,沈むもの sinker,大江戸怪談草子 井戸端婢子,みんなの少年探偵団2,デブを捨てに,こめかみ
草紙 歪み,こめかみ草紙 串刺し,暗くて静かでロックな娘,或るろくでなしの死,非道徳教養講座,ダ
イナー,他人事,ミサイルマン,独白.
平山夢明/メルキオールの惨劇. 2008.09.26 Friday | category:本. あー、駄目かも。。。と数ページ
読んだ段階で選択ミスを予感した本作だが、一転読み進めていくうちにそのほとんど不気味といって
いいユニークさを持ち合わせる人物と世界の描写にズブズブ沈められた。ちょっぴりダウナー。浮かび
上がれない。 トラックに潰され被害者の腹にペダルが食い込み内臓をえぐり出した自転車、窒息死
した少女の口から取り出されたブロック、人違いで暴走族のリンチに遭い、数人に押さえ込まれた上
で頭部を轢かれた青年の帽子.
メルキオールの惨劇 (ハルキ・ホラー文庫)」を図書館から検索。カーリルは複数の図書館からまとめ
て蔵書検索ができるサービスです。
2008年12月19日 . 三人の息子の母・美和、一番下の６歳の澪を殺した罪で服役し出所してい
た。未だ発見されない少年の頭部を手に入れる為に、自称“12（トウェルブ）”は事故を起こし、まん
まと彼女の家にもぐり込む。 その家の息子二人は度肝を抜く異様さだった…ホラー. 一番驚いたのは
カバーに印刷された作者の写真。普通の人だ～ この本は先日の『不思議ＳＮＳララーボナイト』で
平山氏を拝見する前に手にしていた。それまで、エグい短編を書くホラー小説家をかなり個性的なイ
メージで捉えていたのだが（稀有な才能の.
Authors, 平山, 夢明 <ヒラヤマ, ユメアキ>. Classification, NDC8:913.6. NDC9:913.6. Language,

Japanese. ID, BT00436019. NCID, BA78234160 WCLINK. Vol, ISBN:4894567431 ; PRICE:
¥590. Similar Items. 1 cover 花が咲くとき / 乾ルカ著; 2 cover 川端康成初恋小説集 / 川端康成

著; 3 cover 約束の冬 / 宮本輝著; 4 cover 砕け散るところを見せてあげる / 竹宮ゆゆこ著; 5 cover
道然寺さんの双子探偵 / 岡崎琢磨著; 6 cover 奔馬 / 三島由紀夫著; 7 cover 暁の寺 / 三島由
紀夫著; 8 cover 1/1000000の.
海猫沢めろんを構成する10冊 TOP3. 海猫沢めろんを構成する10冊 NEXT7. 鬱. 花村 万月. メ
ルキオールの惨劇. 平山 夢明. コインロッカー・ベイビーズ 新装版. 村上 龍/村上 竜. 悪童日記. ア
ゴタ クリストフ/堀 茂樹/Kristof Agota. イン・ザ・ペニー・アーケード. 柴田 元幸/Millhauser Steven.
告白と呪詛. 出口 裕弘/Cioran Émile M./シオラン. ヴァリス (1982年) (サンリオSF文庫). フィリップ・
K. ディック. 通報する.
2015年6月14日 . 人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」。 自分の子供の首を切断し
た女の調査に行くのだが… // 高尚で上質なユーモアに包まれたグロ物語。 またしても平山夢明さん
の小説になります。 前.
2017年5月27日 . メルキオールの惨劇 (平山夢明/ハルキ・ホラー文庫) ～さわりと新サイトの紹介,と
にかく怖い話を読みたい方へ。ホラー・サスペンス・ミステリなど、おススメ本を紹介.
読者2人とコメント。おもしろい本のレビューとためし読み、本のアプリStand。
【メルキオールの惨劇】などの古本、中古本の買取や購入は日本最大級のコミック通販サイト ネット
オフをご利用ください。ご自宅で本の買取が依頼できる『本&DVD買取コース』や『ポストにポン買
取』など宅配買取サービスも充実。古本のほかにも中古CD／DVD、中古ゲームなど40万タイトル
／100万点の品揃えで、1600円以上で送料無料！
人の不幸をコレクションする男の依頼を受けた「俺」は、自分の子供の首を切断した女の… Pontaポ
イント使えます！ | メルキオールの惨劇 ハルキ・ホラー文庫 | 平山夢明 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784894567436 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利で
す！
平山夢明著「メルキオールの惨劇」のあらすじを詳し目に教えてください。ネタバレ可ですのでストー
リーを知りたいです。よろしくお願いします。 人の不幸の痕跡を収集する人に依頼された男が、自分
の子供を殺した女の話を収.
ダイナー | ダイナー ポプラ文庫 DINER 1 Blu-ray 2 メルキオールの惨劇 ハルキ ホラー文庫 朝日文
庫 字幕版 特別版 DVD.

