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KADOKAWA 1 裏方バディ！ 波真田かもめ 640 KADOK 22 こはる日和とアニマルボイス（５） 加藤えりこ 未定 講談社 9 ヒールをはいた猫（２） 堂島高博/浅井結衣 860 集英社 3 HEART GEAR（４） タカキツヨシ 600 小学館 1 大人はわかってくれない。（１） まいた菜穂 440

KADOKAWA 3 アデライド（１） ＳＵＨＯ/Ｃｈａｅ　Ｈａｂｉｎ 未定 KADOK 22 野人転生（２） 野人/小林嵩人 未定 講談社 10 Fate/Grand Order アンソロジーコミック　STAR ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 未定 集英社 3 男坂（９） 車田正美 480 小学館 1 12歳。（20） まいた菜穂 440

KADOKAWA 3 異世界大家さんの下宿屋事情（１）笑顔になれ 臼土きね/六つ花えいこ 650 KADOK 22 飼育員さんは異世界で動物園造りたいのでモ 川崎命大 未定 講談社 10 乙女男子に恋する乙女（５） 島崎無印 未定 集英社 3 ワンパンマン（22） ＯＮＥ/村田雄介 440 小学館 1 番犬ハニー（ベタハート）（５） 如月ゆきの 440

KADOKAWA 3 聖女になるので二度目の人生は勝手にさせて 小々森鵺/新山サホほか 650 KADOK 22 ちょろいですよ鬼殺さん！（２） いわさきまさかず 未定 講談社 13 シークレット・シンデレラ　～甘い秘密～（３） ぷりぷりろーず 450 集英社 3 双星の陰陽師（22） 助野嘉昭 480 小学館 1 キョーダイなんかじゃいられない！（２） 辻永ひつじ 440

KADOKAWA 3 復讐の毒鼓（２） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 未定 KADOK 22 ラピスリライツ（１） ヒロイチ/Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＰＡＲＡ未定 講談社 13 秘密のチャイハロ（７） 鈴木おさむ/桜倉メグ 450 集英社 3 約束のネバーランド（19） 白井カイウ/出水ぽすか 460 小学館 1 JKおやじ！（３） 加藤みのり 440

KADOKAWA 3 トリアーデ（１） カミムラ晋作/未定 未定 KADOK 22 桜井さんは気づいてほしい（１） あきのそら 未定 講談社 13 秘密のチャイハロ（８） 鈴木おさむ/桜倉メグ 450 集英社 3 僕のヒーローアカデミア（27） 堀越耕平 440 小学館 8 夢の雫、黄金の鳥籠（14） 篠原千絵 454

KADOKAWA 3 私この度、王国騎士団独身寮の家政婦をする 赤羽にな/如月美樹ほか未定 KADOK 22 青空とブロカント（３） コリス 未定 講談社 13 午前0時、キスしに来てよ（12） みきもと凜 450 集英社 3 AGRAVITY BOYS（２） 中村充志 440 小学館 10 新日ファンタジー（２） 小田扉/新日本プロレス 552

KADOKAWA 3 彼女が公爵邸に行った理由（３） Ｗｈａｌｅ/Ｍｉｌｃｈａ 未定 KADOK 22 次はさせてね（８） 榎木りか 未定 講談社 13 きみはかわいい女の子（11） いちのへ瑠美 450 集英社 3 ブラッククローバー（25） 田畠裕基 440 小学館 10 星のカービィ　デデデでプププなものがたり　傑 　ひかわ博一 583

KADOKAWA 3 三大陸英雄記（１） 神谷ユウ/桜木桜ほか 未定 KADOK 27 しにものがかり（１） 荊木吠人 未定 講談社 13 ウソ婚（５） 時名きうい 450 集英社 3 ブラッククローバー外伝　カルテットナイツ（５） 田代弓也/田畠裕基 440 小学館 10 コロコロ創刊伝説（５） のむらしんぼ 583

KADOKAWA 3 マヌケなFPSプレイヤーが異世界へ落ちた場合佐伯淳一/地雷原ほか 未定 KADOK 27 君の横顔しか見れない（２） 十屋つぐみ 未定 講談社 13 わるいこと、ぜんぶ。（３） 青崎未来/榊あおい 450 集英社 3 鬼滅の刃（21） 吾峠呼世晴 440 小学館 10 光の箱 衿沢世衣子 591

KADOKAWA 3 ブスに花束を。（８） 作楽ロク 未定 KADOK 27 滅亡世界で悪の科学者と愛を育まないといけな磐秋ハル 未定 講談社 13 生徒諸君！　Kids（３） 庄司陽子 450 集英社 3 Dr.STONE（16） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 440 小学館 10 舞妓さんちのまかないさん（14） 小山愛子 600

KADOKAWA 3 黒鷺死体宅配便（27） 大塚英志/山崎峰水 未定 KADOK 27 狼ゲーム（１） 紺野ぱる/スタジオわさび未定 講談社 13 星降る王国のニナ（２） リカチ 460 集英社 3 アクタージュ　act-age（12） マツキタツヤ/宇佐崎しろ 440 小学館 10 専業不倫～堕ちていく主夫と主婦～（２） 甘詰留太 630

KADOKAWA 3 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは冥茶/井中だちまほか 640 KADOK 27 被虐のノエル（６） しゃもじ/カナヲ 未定 講談社 13 ホンノウスイッチ（３） ＫＵＪＩＲＡ 450 集英社 3 むとうとさとう（５） 赤塚大将 630 小学館 10 ヒメコウカン　～オタサーの姫がカレシ交換をご大井昌和 630

KADOKAWA 3 ID:INVADED（２）#BRAKE-BROKEN 小玉有起/舞城王太郎ほ 640 KADOK 27 アルネの事件簿（３） 稲空穂/春紫 未定 講談社 13 おちたらおわり（３） すえのぶけいこ 460 集英社 3 奴隷遊戯GUREN（１） ヤマイナナミ/井深みつほ 600 小学館 10 カイカンドウキ（３） 本名ワコウ 630

KADOKAWA 4 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する（２皇ハマオ/月夜涙ほか 620 KADOK 27 魔王様としゅんくん（５） ｍｏｎａｃａ 未定 講談社 13 もっとあなたを好きになる一日 佐倉チカコ 460 集英社 3 奴隷遊戯GUREN（２） ヤマイナナミ/井深みつほ 600 小学館 10 国境のエミーリャ（２） 池田邦彦/津久田重吾 591

KADOKAWA 4 高校事変（１） 松岡圭祐/オオイシヒロト 620 KADOK 27 ごっどちゃんず（２） ユキヲ 未定 講談社 13 ヒロインはじめました。（４） 天倉ふゆ 450 集英社 3 2.5次元の誘惑（５） 橋本悠 600 小学館 10 世界歩いてるとドープな人にカラまれる（２） 五箇野人 1100

KADOKAWA 4 文豪ストレイドッグス　BEAST（１） 星河シワス/朝霧カフカほ 620 KADOK 27 暑がり生徒会長と冷え性ギャルが僕に迫る（１ 吉辺あくろ 未定 講談社 13 あらきくんは飼いならせない（１） カッパラッパラ 460 集英社 3 怪物事変（11） 藍本松 480 小学館 10 ＃世界＃映え殺し＃ツアーズ（２） 五箇野人 591

KADOKAWA 4 文豪ストレイドッグス（19） 朝霧カフカ/春河３５ 620 KADOK 27 映画大好きカーナちゃんNYALLYWOOD STUD  杉谷庄吾【人間プラモ】 未定 講談社 13 ケイ×ヤク　―あぶない相棒―（３） 薫原好江 630 集英社 3 Mr.Clice（９） 秋本治 460 小学館 10 ヌけない聖剣ちゃん（５） くまのきゅう 591

KADOKAWA 6 チェイサーゲーム（４） 松山洋/松島幸太朗 未定 KADOK 27 疲れきった女が死ぬほど癒やされるために。（ 山口えいと 未定 講談社 13 トラップ　～危険な元カレ～（１） ｒｕｕ 630 集英社 3 ド級編隊エグゼロス（10） きただりょうま 480 小学館 10 異世界ワンターンキル姉さん　～姉同伴の異世田口ケンジ 600

KADOKAWA 8 BLUE MOMENT ブルーモーメント（２） 小沢かな/荒木健太郎 未定 KADOK 27 Hush Hush ある日のリスとコヨーテ（２） ＲＯＪＥＲ 未定 講談社 13 はたらく細胞フレンド（４） 黒野カンナ/和泉みおほか 630 集英社 3 魔都精兵のスレイブ（５） タカヒロ/竹村洋平 480 小学館 10 厄災が俺を愛してる（２） 栗田あぐり 591

KADOKAWA 8 暁花薬殿物語（１） 霜月星良/佐々木禎子ほ未定 KADOK 27 アイドルマスター　ミリオンライブ！　Blooming バンダイナムコエンターテ未定 講談社 13 傘寿まり子（13） おざわゆき 610 集英社 3 憂国のモリアーティ（12） コナン・ドイル/竹内良輔ほ 480 小学館 10 転性パンデみっく（10） 冬野なべ 591

KADOKAWA 8 ろんぐらいだぁす！（６）新装版 三宅大志 未定 KADOK 27 最高なあたしの最強なろくでなし攻略法（１） 川上なち助 未定 講談社 13 二階堂幸短編集　ありがとうって言って 二階堂幸 680 集英社 3 ボクとキミの二重探偵（１） 辺天使/津田穂波 480 小学館 10 ケンガンオメガ（６） サンドロビッチ・ヤバ子/だ 591

KADOKAWA 9 羊角のマジョロミ（１） 阿部洋一 未定 KADOK 27 ストーカーズ（３） ハナツカシオリ 未定 講談社 13 千紘くんは、あたし中毒。（３） 伊藤里 450 集英社 3 荒野のコトブキ飛行隊 田岡宗晃/杉江翼ほか 440 小学館 10 灼熱カバディ（14） 武蔵野創 591

KADOKAWA 9 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君（４） 東ふゆ 未定 KADOK 27 推させて！　Myティーチャー（３） 東３８５ 未定 講談社 13 誰かのことを好きなだけ（１） 藤緒あい 680 集英社 3 悪魔のメムメムちゃん（10） 四谷啓太郎 440 小学館 10 あーとかうーしか言えない（４） 近藤笑真 682

KADOKAWA 9 うさみさんは構われたい！（４） 緋原俊介 未定 KADOK 27 ペルソナ5 メメントスミッション（３） アトラス/斉藤ロクロ 未定 講談社 13 構わないでくれ、今日は妊活って気分じゃない 目野真琴 1,000 集英社 3 ヒナちゃんチェンジ（３） 梶川岳 650 小学館 10 ブラックガールズトーク（２） マキノマキ 591

KADOKAWA 9 ギリギリ遮る片桐さん（２） ＴＡＬＩ 未定 KADOK 27 罠ガール（５） 緑山のぶひろ 未定 講談社 13 カネなしアラサー、おふたりさまぐらし　～健康 おののぶし/村田憲昭 1,000 集英社 3 道産子ギャルはなまらめんこい（３） 伊科田海 600 小学館 10 先生で○○しちゃいけません！（２） 武者サブ 591

KADOKAWA 9 宇崎ちゃんは遊びたい！（５） 丈 未定 KADOK 27 愚かな天使は悪魔と踊る（９） アズマサワヨシ 未定 講談社 13 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポー車谷晴子 1,000 集英社 3 お迎えに上がりました。～国土交通省国土政策 　竹林七草/桜井みわほか 650 小学館 10 ガワコス！！（１） 土平ゆの 591

KADOKAWA 9 幼なじみのママじゃイヤ？（１） つみきどう 未定 KADOK 27 ざつ旅-That's Journey-（３） 石坂ケンタ 未定 講談社 13 その別れ話、聞かせてください。 青色イリコ 1,000 集英社 3 昭和オトメ御伽話（５） 桐丘さな 440 小学館 10 泣いたって画になるね（１） 畳ゆか 630

KADOKAWA 9 継母の連れ子が元カノだった（２） 草壁レイ/紙城境介ほか 未定 KADOK 27 ばっかつ！～麦酒喝采～（２） 葉賀ユイ 未定 講談社 13 引きこもり新妻 ウラ 1,000 集英社 3 さっちゃん、僕は。（３） 朝賀庵 630 小学館 10 異世界失格（２） 野田宏/若松卓宏 591

KADOKAWA 9 ライブダンジョン！（５） ことりりょう/ｄｙ冷凍ほか 未定 KADOK 27 妖傀愚連隊（３） スズキ唯知 未定 講談社 13 わたしのお嫁くん（１） 柴なつみ 未定 集英社 17 プレイボール2（９） ちばあきお/コージィ城倉 480 小学館 10 ミンゴ　イタリア人がみんなモテると思うなよ（３ペッペ 591

KADOKAWA 9 軍オタが魔法世界に転生したら、現代兵器で軍止田卓史/明鏡シスイほ 未定 KADOK 27 エステルドバロニア（１） ふじや/百黒雅ほか 未定 講談社 13 アレンとドラン（４） 麻生みこと 450 集英社 17 異世界モンスターブリーダー　～チートはあるけ柑橘ゆすら/とうのきり 未定 小学館 10 こころのナース夜野さん（２） 水谷緑 591

KADOKAWA 9 トリアージX（21） 佐藤ショウジ 未定 KADOK 27 影繰姫譚（４） 浦上ユウ 未定 講談社 13 私の町の千葉くんは。（６） おかもととかさ 450 集英社 17 HANDS（２） 中野ユウスケ 未定 小学館 10 バイオレンスアクション（６） 浅井蓮次/沢田新 630

KADOKAWA 10 賢者の孫（14） 吉岡剛/菊池政治ほか 620 KADOK 27 ドールズフロントライン電撃コミックアンソロジー上海散爆網絡科技有限公 　未定 講談社 15 ビッグシックス（２） 若生わこ/川 640 集英社 17 九龍ジェネリックロマンス（２） 眉月じゅん 未定 小学館 10 おんな鉄道ひとり旅（２） ＹＡＳＣＯＲＮ 591

KADOKAWA 10 賢者の孫SS（１） 吉岡剛/石井たくまほか 620 KADOK 27 不完全で不衛生でふしだら（４） すのはら風香 未定 講談社 15 走れ！　川田くん（１） 伊佐義勇 640 集英社 17 明日ちゃんのセーラー服（７） 博 600 小学館 10 青の花　器の森（５） 小玉ユキ 454

KADOKAWA 10 世話やきキツネの仙狐さん（７） リムコロ 640 KADOK 30 あんさんぶくぶスターズ！！ 電撃ゲーム書籍編集部 未定 講談社 17 DEAR BOYS ACT4（５） 八神ひろき 450 集英社 17 新サクラ大戦　the Comic（３） 広井王子/セガほか 600 小学館 10 めもくらむ　大正キネマ浪漫（６） 赤石路代 454

KADOKAWA 10 コードギアス　反逆のルルーシュ外伝　白の騎 　曽我篤士/高橋びすいほ未定 KADOK 31 笑う門にはクズ来たる 赤根晴 未定 講談社 17 トーキョーバベル（１） 久世蘭/花林ソラ 450 集英社 17 民子とヴィジュアル系と。（１） 河田雄志/行徒 未定 小学館 10 ひと夜婚（６） 刑部真芯 482

KADOKAWA 10 コードギアス　反逆のルルーシュ　Re；（４） 小笠原智史/谷口廣次朗 640 KADOK 31 俺の上司は待てができない あずみつな 未定 講談社 17 ダイヤのA act2（22） 寺嶋裕二 450 集英社 17 こっくりマジョ裁判 ａｍｐｈｉｂｉａｎ/中山敦支 未定 小学館 10 花嫁に配属されました（９） 桃乃みく 482

KADOKAWA 10 紅殻のパンドラ（18） 六道神士/士郎正宗 640 KADOK 31 そうして君に触れるまで ときたほのじ 未定 講談社 17 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿さとうふみや/天樹征丸ほ 450 集英社 17 スーサイドガール（１） 中山敦支 未定 小学館 10 歪んでる私が溺愛されてます（２） 響あい 482

KADOKAWA 10 かっく短編集（仮） みやこかっく 未定 KADOK 31 トレゾア～僕の宝物～ さちも 未定 講談社 17 不滅のあなたへ（13） 大今良時 450 集英社 17 Levius/est レビウス　エスト（８） 中田春彌 630 小学館 10 どうしようもない僕とキスしよう（３） 北川みゆき 454

KADOKAWA 10 カラオケ行こ！ 和山やま 未定 KADOK 31 遺跡発掘師は笑わない　ほうらいの海翡翠（４ 睦月ムンク/桑原水菜 未定 講談社 17 炎炎ノ消防隊（24） 大久保篤 450 集英社 17 王様の仕立て屋　～下町テーラー～（６） 大河原遁 600 小学館 10 18歳、新妻、不倫します。（２） わたなべ志穂 454

KADOKAWA 10 てだれもんら（２） 中野シズカ 未定 KADOK 31 妹に婚約者を譲れと言われました最強の竜に ｈｉ８ｍｕｇｉ/柏てんほか 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（18） 和久井健 450 集英社 17 TOUGH 龍を継ぐ男（17） 猿渡哲也 540 小学館 10 独り身ですが何か？（１） 安タケコ 454

KADOKAWA 10 羽ばたき　Ein Marchen 鳩山郁子 未定 KADOK 31 浅草鬼嫁日記　あやかし夫婦は今世こそ幸せ 藤丸豆ノ介/友麻碧ほか 未定 講談社 17 カッコウの許嫁（２） 吉河美希 450 集英社 17 少年のアビス（１） 峰浪りょう 未定 小学館 10 たーたん（４） 西炯子 454

KADOKAWA 10 バースデイ るぅ１ｍｍ 未定 KADOK 31 ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤く 逆木ルミヲ/恵ノ島すずほ未定 講談社 17 ヒットマン（10） 瀬尾公治 450 集英社 17 バトゥーキ（８） 迫稔雄 540 小学館 10 愛蔵版　機動警察パトレイバー（８） ゆうきまさみ 1800

KADOKAWA 10 ショートショートショートさん（２） タカノンノ 未定 KADOK 31 悪役令嬢になんかなりません。私は『普通』の公ユハズ/明。ほか 未定 講談社 17 XEVEC（２） ｂｏｓｅ/下内遼太 450 集英社 17 DINER ダイナー（11） 平山夢明/河合孝典 540 小学館 17 アサシン　クリード　チャイナ（２） ユービーアイソフト/倉田 600

KADOKAWA 10 妹　分裂 ぱげらった 未定 講談社 17 鉄界の戦士（１） 墨佳遼 660 集英社 17 ストライク・オア・ガター（４） 安藤優 630 小学館 17 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。GX 渡航/ぽんかん⑧ 700

KADOKAWA 15 不本意ですが、竜騎士団が過保護です（１） 木虎こん/乙川れいほか 未定 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 講談社 17 かくしごと（12） 久米田康治 660 集英社 17 金魚妻（７） 黒澤Ｒ 600 小学館 17 BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー　解体！ゴアイダタツヒコ/広江礼威 600

KADOKAWA 15 なかま亜咲新連載（１）（仮） なかま亜咲 未定 講談社 3 先輩が僕を殺りにきてる（１） 助野嘉昭/らふすけっち 450 講談社 17 男子高校生を養いたいお姉さんの話（７） 英貴 620 集英社 17 ブルース（１） 桜木紫乃/もんでんあきこ 未定 小学館 17 MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（20） 満田拓也 454

KADOKAWA 15 九国のジュウシ（１） 西公平 660 講談社 6 GTO パラダイス・ロスト（13） 藤沢とおる 690 講談社 17 新　仮面ライダーSPIRITS（26） 村枝賢一/石ノ森章太郎 660 集英社 17 かがみの孤城（２） 辻村深月/武富智 630 小学館 17 switch（９） 波切敦 454

KADOKAWA 15 煙と蜜（２） 長蔵ヒロコ 未定 講談社 6 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（１） 学慶人 720 講談社 17 宮本サクラが可愛いだけの小説の漫画。（１） 凪庵/鈴木大輔ほか 630 集英社 17 ドラフトキング（５） クロマツテツロウ 600 小学館 17 BE BLUES！～青になれ～（40） 田中モトユキ 454

KADOKAWA 15 極東事変（２） 大上明久利 未定 講談社 6 彼岸島　48日後…（25） 松本光司 690 講談社 17 SHAMAN KING（６） 武井宏之 600 集英社 17 君が肉になっても とこみち 未定 小学館 17 嘘月　―ウソツキ―（３） ミナミ 454

KADOKAWA 15 大上明久利短編集 大上明久利 未定 講談社 6 夫のちんぽが入らない（５） こだま/ゴトウユキコ 660 講談社 17 SHAMAN KING（７） 武井宏之 600 集英社 17 銀河英雄伝説（18） 田中芳樹/藤崎竜 540 小学館 17 魔王城でおやすみ（15） 熊之股鍵次 454

KADOKAWA 15 ハルタ　2020-JULY（76） ハルタ編集部 未定 講談社 6 手品先輩（７） アズ 630 講談社 17 SHAMAN KING（８） 武井宏之 600 集英社 17 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳赤坂アカ 540 小学館 17 よふかしのうた（４） コトヤマ 454

KADOKAWA 15 31番目のお妃様（２） 七輝翼/桃巴ほか 670 講談社 6 寄生列島（１） 江戸川エドガワ 660 講談社 17 女戦士ってモテないんです！（３） タイジロウ 630 集英社 17 かぐや様を語りたい（３） 赤坂アカ/Ｇ３井田 600 小学館 17 あおざくら　防衛大学校物語（17） 二階堂ヒカル 454

KADOKAWA 15 エリートなケダモノに独占されています 後野オカピ 700 講談社 6 首都高SPL（５） 楠みちはる 660 講談社 17 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてし 志水アキ/京極夏彦 630 集英社 17 かぐや様は告らせたい　同人版（４） 赤坂アカ/茶菓山しん太 600 小学館 17 ポンコツちゃん検証中（５） 福地翼 454

KADOKAWA 15 最低なのに好きな人 伊藤にゅうし 700 講談社 6 ギャルと恐竜（４） 森もり子/トミムラコタ 630 講談社 17 しかのこのこのここしたんたん（１） おしおしお 630 集英社 17 【推しの子】（１） 赤坂アカ/横槍メンゴ 未定 小学館 17 猫暮らしのゲーマーさん（４） 灘谷航 454

KADOKAWA 15 妄想処刑人　不治よしこ（４） 粉子すわる/ｃｍｐ．ｗｏｒｋ未定 講談社 7 鉄槌とピエタ（２） 真冬麻里 660 講談社 20 女の子のためのストリップ劇場入門 菜央こりん 680 集英社 17 可愛そうにね、元気くん（５） 古宮海 600 小学館 17 双亡亭壊すべし（18） 藤田和日郎 454

KADOKAWA 15 にじよん～ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールア 　矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 8 ～サラリーマン三国志～三国社 末弘/あしか望 640 講談社 20 めしのあとはやせましょう 小林銅蟲 未定 集英社 20 マイスイートホーム 幸田みう 750 小学館 17 KING GOLF（36） 佐々木健/谷将貴 454

KADOKAWA 17 βの憂鬱 秋芳ぴぃこ 未定 講談社 8 蒼のアインツ（４） 中村尚儁 690 講談社 20 K2（37） 真船一雄 620 集英社 20 さつき待つ マサまさる 750 小学館 17 死に戻り、全てを救うために最強へと至る＠co太田羊羹/ｓｈｉｒｙｕほか 591

KADOKAWA 17 還れぬ鬼との桃日和 晴屋うまこ 未定 講談社 8 バカレイドッグス　Loser（３） 矢樹純/青木優 660 講談社 20 狩猟のユメカ（１） 古部亮 640 集英社 20 全員起立！私立BL学園高等学校　～橘×ミズ晴川シンタ 750 小学館 17 最強職《竜騎士》から初級職《運び屋》＠comic 幸路/あまうい白一ほか 630

KADOKAWA 17 夢の直路を恋惑ふ（上） 越田うめ 未定 講談社 8 パリピ孔明（２） 四葉夕卜/小川亮 660 講談社 20 空電の姫君（２） 冬目景 640 集英社 22 三日月と流れ星（７） 椎名あゆみ 440 小学館 17 100人の英雄を育てた最強預言者は＠comic（ 響眞/あまうい白一ほか 591

KADOKAWA 20 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です弐尉マルコ/ガールズ＆ 未定 講談社 8 アスペル・カノジョ（８） 萩本創八/森田蓮次 690 講談社 20 グラゼニ　～夏之介の青春～（１） 森高夕次/太秦洋介 640 集英社 22 ハコイリのムスメ（10） 池谷理香子 440 小学館 17 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレムづ月見隆士/月夜涙ほか 591

KADOKAWA 20 夜縛◆夜明曲（６） ＲＡＮ 未定 講談社 8 花園君と数さんの不可解な放課後（３） 胡原おみ 660 講談社 20 インハンド（４） 朱戸アオ 640 集英社 22 僕の家においで　Wedding（７） 優木なち 440 小学館 17 邪剣さんはすぐブレる（６） 飛田ニキイチ 591

KADOKAWA 20 幼なじみとトランクス　あの娘はホントに女の子吉原雅彦 未定 講談社 8 てんてんてんかちゃん 大澄剛 640 講談社 20 瑠璃と料理の王様と（12） きくち正太 640 集英社 22 お迎え渋谷くん（６） 蜜野まこと 460 小学館 17 魔王です。女勇者の母親と再婚したので＠com郁橋むいこ/森田季節ほ 591

KADOKAWA 20 魔法使いで引きこもり？（４）～モフモフと学ぶ魔ＹＵＩ/小鳥屋エムほか 未定 講談社 8 Hop Step Sing！　～VRアイドルストーリー～（ 講談社/小玉励ほか 660 講談社 20 ゆるさば。（５） 関口太郎 660 集英社 22 愛したがりのメゾン（３） 里中実華 440 小学館 17 無限コンティニューで目指す最強勇者（１） ｋｔ６０/ミヤウチシンゴ 591

KADOKAWA 20 数字で救う!　弱小国家（２）電卓で戦争する方法えかきびと/紅緒ほか 未定 講談社 8 忍者と極道（２） 近藤信輔 640 講談社 20 バトルスタディーズ（23） なきぼくろ 640 集英社 22 真夜中の執事たち　―メイちゃんの執事　side 宮城理子 未定 小学館 17 Forward！―フォワード！―（２） 吉田雄太 800

KADOKAWA 20 続・この素晴らしい世界に爆焔を！（４） 森野カスミ/暁なつめほか未定 講談社 8 ワンコそばにいる（３） 路田行 660 講談社 20 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（１） 諸星大二郎 760 集英社 22 黒婚　―ブラマリ―（１） 藍川さき 未定 小学館 17 殺し屋は今日もBBAを殺せない。（１） 芳明慧 630

KADOKAWA 20 明日世界滅亡しないかな 屋乃啓人 未定 講談社 8 妻と僕の小規模な育児（２） 福満しげゆき 630 講談社 20 定額制夫のこづかい万歳　月額2万千円の金欠吉本浩二 640 集英社 22 素敵な彼氏（13） 河原和音 440 小学館 27 同・級・生！！（10） 池山田剛 440

KADOKAWA 20 黒焔の戦乙女（３） 梶沖たくま 未定 講談社 8 寄生獣リバーシ（５） 岩明均/太田モアレ 660 講談社 20 AUTOMATON（５） 倉薗紀彦 660 集英社 22 君がトクベツ（４） 幸田もも子 440 小学館 27 目覚めたらキスしてよ（２） 今澤まいこ 440

KADOKAWA 20 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最しのはらしのめ/ぶんころ未定 講談社 8 残像スローモーション じゃのめ 740 講談社 20 カバチ！！！―カバチタレ！3―（28） 田島隆/東風孝広 640 集英社 22 春と恋と君のこと（４） 綾瀬羽美 460 小学館 27 青春ヘビーローテーション（１） 水瀬藍 440

KADOKAWA 20 盾の勇者の成り上がり（16） 藍屋球/アネコユサギほ 未定 講談社 8 黄昏アウトフォーカス　overlap じゃのめ 740 講談社 20 はたらく細胞BABY（２） 福田泰宏/清水茜 640 集英社 22 月のお気に召すまま（４） 木内ラムネ 440 小学館 27 青春ヘビーローテーション（２） 水瀬藍 440

KADOKAWA 20 幼女戦記（19） 東條チカ/カルロ・ゼンほ 未定 講談社 9 らすときす（１） 中島あきら 450 講談社 20 はたらく細胞LADY（１） 原田重光/乙川灯ほか 640 集英社 22 消えた初恋（３） ひねくれ渡/アルコ 440 小学館 27 仁義なき婿取り（１） 佐野愛莉 440

KADOKAWA 20 魔導具師ダリヤはうつむかない　～今日から自釜田/甘岸久弥ほか 未定 講談社 9 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまっ 外池達宏/中山雅史ほか 450 講談社 20 刷ったもんだ！（１） 染谷みのる 640 集英社 22 モーメント　永遠の一瞬（13） 槇村さとる 440 小学館 27 Bite Maker ～王様のΩ～（５） 杉山美和子 440

KADOKAWA 21 ネクストライフ（５） 市倉とかげ/相野仁（ヒー未定 講談社 9 かつて神だった獣たちへ（11） めいびい 450 講談社 20 1122（７） 渡辺ペコ 640 集英社 22 みにあまる彼氏（８） ほしの瑞希 460 小学館 27 1/3 さんぶんのいち（７） 千葉コズエ 440

KADOKAWA 21 理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれます三河ごーすと/マッハダイ未定 講談社 9 UQ HOLDER！（23） 赤松健 450 講談社 20 飛んで火に入る（１） ｔｏｍｅｋｋｏ 640 集英社 22 アクロトリップ（３） 佐和田米 460 小学館 27 僕と魔女についての備忘録（１） 三つ葉優雨 440

KADOKAWA 21 公女殿下の家庭教師（１） 七野りく/無糖党ほか 未定 講談社 9 キスしてくれなきゃ死んじゃう（３） 西木田景志 450 講談社 20 個人差あります（６） 日暮キノコ 650 集英社 22 先輩の透明な感触 姫川恵梨 未定 小学館 27 金色ジャパネスク～横濱華恋譚～（５） 宮坂香帆 440

KADOKAWA 21 ZONE-00（18） 九条キヨ 640 講談社 9 世界か彼女か選べない（８） 内山敦司 450 講談社 20 ミツナリズム（１） 鈴木コイチ 640 集英社 22 HIGH SCORE（19） 津山ちなみ 440 小学館 27 薔薇色ノ約束（７） 宮坂香帆 440

KADOKAWA 21 元・世界1位のサブキャラ育成日記　～廃プレイ前田理想/沢村治太郎ほ未定 講談社 9 放課後の拷問少女（10） ＢＯＫＵ 450 講談社 20 iメンター　すべては遺伝子に支配された（１） 小出もと貴 640 集英社 22 ふたりのポラリス（２） 柚原瑞香 440 小学館 27 なめて、かじって、ときどき愛でて（10） 湯町深 440

KADOKAWA 21 機動戦士ガンダムUC 獅子の帰還 玉越博幸/福井晴敏ほか未定 講談社 9 ヒロインは絶望しました。（３） 千田大輔 450 講談社 20 クッキングパパ（154） うえやまとち 640 集英社 22 神様になれる日まで（２） 熊乃すず 460 小学館 28 ニンジャボックス（２） 山内コウタロウ 454

KADOKAWA 21 すべての人類を破壊する。それらは再生できな横田卓馬/伊瀬勝良 未定 講談社 9 我間乱―修羅―（12） 中丸洋介 450 講談社 20 グラゼニ　～パ・リーグ編～（９） 足立金太郎/森高夕次 640 集英社 22 あの人は昨日と同じ空を見上げてる（２） 宮川匡代 未定 小学館 28 デュエル・マスターズ　キング（１） 松本しげのぶ 454

KADOKAWA 21 はじめてのギャル（11） 植野メグル 未定 講談社 9 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（13） さの隆 450 講談社 20 ドラゴン桜2（11） 三田紀房 640 集英社 22 赤白つるばみ・裏／火星は錆でできていて赤い楠本まき 未定 小学館 28 マジで！！　まじめくん！（10） 土田しんのすけ 454

KADOKAWA 22 千年狐（４）～干宝「捜神記」より～ 張六郎 680 講談社 9 イジらないで、長瀞さん（８） ナナシ 450 講談社 20 マリアージュ～神の雫　最終章～（23） オキモト・シュウ/亜樹直 640 集英社 22 思い、思われ、ふり、ふられ　フィルム＆イラス 咲坂伊緒 2000 小学館 28 妖怪ウォッチ（18） 小西紀行 454

KADOKAWA 22 異世界転移者のマイペース攻略記（１） 山珠彩貴/なんじゃもんじ未定 講談社 9 ブーツレグ（１） ヤスダスズヒト 700 講談社 20 あせとせっけん（８） 山田金鉄 640 小学館 28 リッチ警官　キャッシュ！（２） 黒田さくや 454

KADOKAWA 22 異世界でアイテムコレクター（１） 今泉サルチェンコ/時野洋未定 講談社 9 夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（26） ヤスダスズヒト 680 講談社 20 粉もんロード クマリネ 640 小学館 28 Splatoon（12） ひのでや参吉 609

KADOKAWA 22 オレが私になるまで（３） 佐藤はつき 未定 講談社 9 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（泉乃せん/星屑ぽんぽん 650 講談社 20 おおきく振りかぶって　公式コミックガイド ひぐちアサ 950 小学館 28 あつまれ　どうぶつの森　～無人島Diary～（１ ココナスルンバ/任天堂 609

KADOKAWA 22 異世界で手に入れた生産スキルは最強だった 　満月シオン/遠野九重ほ 未定 講談社 9 転スラ日記　転生したらスライムだった件（４） 伏瀬/柴ほか 630 講談社 20 OL進化論（39） 秋月りす 850 小学館 30 過去になんかできない！！！ 香川まさひと/はしもとみ 636

KADOKAWA 22 同棲生活（３） さつま揚げ 未定 講談社 9 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮 戸野タエ/伏瀬ほか 650 講談社 20 イサック（９） 真刈信二/ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ 660 小学館 30 バトルグラウンドワーカーズ（４） 竹良実 591

KADOKAWA 22 そくオチまゆりちゃん 栖或はじめ 未定 講談社 9 転生したらスライムだった件（15） 川上泰樹/伏瀬ほか 680 講談社 20 トップウGP（７） 藤島康介 660 小学館 30 へんなものみっけ！（５） 早良朋 591

KADOKAWA 22 マギクラフト・マイスター（６） 吉舎和幸/秋ぎつねほか未定 講談社 9 ダンジョン・シェルパ　迷宮道先案内人（１） 刀坂アキラ/加茂セイ 650 講談社 20 宝石の国（11） 市川春子 660 小学館 30 最後の遊覧船（１） すぎむらしんいち 591

KADOKAWA 22 黒の魔王（４） 的場りょう/菱影代理ほか未定 講談社 9 人外姫様、始めました　～FREE LIFE FANTAS  園原アオ/割田コマほか 680 講談社 20 おおきく振りかぶって（33） ひぐちアサ 660 小学館 30 あの月に向かって打て！（２） 寒川一之 591

KADOKAWA 22 魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始め有馬明香/いかぽんほか未定 講談社 9 川島芳子は男になりたい（２） 田中ほさな 650 講談社 22 つげ義春大全（２）犯人は誰だ！！　暁の非常 つげ義春 2600 小学館 30 ぽんこつポン子（６） 矢寺圭太 591

KADOKAWA 22 成長チートでなんでもできるようになったが、無橋本良太/時野洋輔ほか未定 講談社 9 逆装ランデヴー　～女装男子と男装女子の話 次見やをら 650 講談社 22 つげ義春大全（４）ゆうれい船長　不思議な手紙つげ義春 2800 小学館 30 武士スタント逢坂くん！（３） ヨコヤマノブオ 591

KADOKAWA 22 ジョーのグッドニュース 伊田チヨ子 未定 講談社 9 JK無双　終わる世界の救い方（２） 石川カノト/津田夕也ほか 650 講談社 22 少女ファイト（17） 日本橋ヨヲコ/木内亨 630 小学館 30 アオアシ（21） 小林有吾 591

KADOKAWA 22 月華国奇医伝（５） ひむか透留 未定 講談社 9 小学生　半沢直樹くん 池井戸潤/大沖 620 講談社 27 小さいノゾミと大きなユメ（２） 浜弓場双 640 小学館 30 横須賀こずえ（２） 小田扉 591

講談社 9 ヒールをはいた猫（１） 堂島高博/浅井結衣 860 小学館 30 三日月のドラゴン（３） 長尾謙一郎 591

小学館 30 夏目アラタの結婚（３） 乃木坂太郎 591

小学館 30 バイ・スプリング（２） ゆずき暎/林マキ 591

小学館 30 永世乙女の戦い方（３） くずしろ 591

小学館 30 しょうもない僕らの恋愛論（４） 原秀則 591

小学館 30 フォーシームNEXT（２） さだやす圭 591

小学館 30 新黒沢　最強伝説（19） 福本伸行 591

小学館 30 風の大地（78） 坂田信弘/かざま鋭二 591

小学館 30 しっぽの声（７） 夏緑/ちくやまきよしほか 591

小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（４） リチャード・ウー/中村真 591

小学館 31 ヴァンパイアの花嫁 小倉あすか 440

小学館 31 RIRIA ―伝説の家政婦― にしむらともこ 440

小学館 31 ひかりオンステージ！（５） 中原杏 440

小学館 31 同級生と恋する方法（１） 大木真白 440

小学館 31 はろー！　マイベイビー（５） かわだ志乃 440

小学館 31 ショコラの魔法～tricky beans～ みづほ梨乃 440

守   山  店 ℡ 077-582-7560    野  洲  店 ℡ 077-586-3226        

 

守山駅前店  ℡ 077-584-5460     石  部   店  ℡ 0748-76-2520    

 

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671       石山駅前店  ℡ 077-533-7717  
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秋田書店 8 ロロッロ！（７）（完） 桜井のりお 454 宙出版 22 異世界いっちょまえウザ後輩RPGアンソロジーアンソロジー 750 スクウェア 7 アラフォー賢者の異世界生活日記～気ままな 寿安清/招来 600 竹書房 30 気持ちいいって言ってごらん？ 世津 630 双葉社 28 天泣のキルロガー（３）（完） 井上菜摘/菅原敬太 650

秋田書店 8 チキン　「ドロップ」前夜の物語（30） 井口達也/歳脇将幸 454 宙出版 22 異世界でサキュバス系なお姉ちゃんとイチャイアンソロジー 750 スクウェア 7 織田信長という謎の職業が魔法剣士よりチー 森田季節/西梨玖 600 竹書房 30 異世界ちゃんこ　横綱目前に召喚されたんだが林ふみの 660 双葉社 28 リベンジH（12）（完） 仙道ますみ 620

秋田書店 8 逃亡者エリオ（４） 細川雅巳 454 宙出版 22 陰キャなボクのこと好きなヤバイギャルとのニ アンソロジー 750 スクウェア 7 ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がえぞぎんぎつね/阿倍野ち 600 竹書房 30 狂蝕人種（３） 室井まさね 660 双葉社 28 Odds VS！（21） 石渡治 620

秋田書店 8 逃亡者エリオ（５）（完） 細川雅巳 454 宙出版 28 いちゃとろ（ベタハート）マッサージ　～施術なの幸山みう 680 スクウェア 7 八歳から始まる神々の使徒の転生生活（１） えぞぎんぎつね/春夏冬ア 600 竹書房 30 パンツァーガイスト　機甲幽霊（３） 伊賀智輝 880 双葉社 28 BARレモン・ハート（35） 古谷三敏 600

秋田書店 8 もういっぽん！（８） 村岡ユウ 454 宙出版 28 欲情ドクター　オトナの職業図鑑 アンソロジー 680 スクウェア 7 漆黒使いの最強勇者　仲間全員に裏切られた瀬戸メグル/木村有里 600 竹書房 31 ゆき姉ちゃんの官能ごっこ。（３） 須河篤志 660 双葉社 28 復讐の未亡人（６） 黒澤Ｒ 670

秋田書店 8 SHY（４） 実樹ぶきみ 454 宙出版 28 欲情作家　オトナの職業図鑑 アンソロジー 680 スクウェア 7 世界でただ一人の魔物使い　～転職したら魔 筧千里/堂島ノリオ 600 竹書房 31 タナカの異世界成り上がり（２） ぐり/菊野郎 660 双葉社 30 魔王様、リトライ！R（１） 身ノ丈あまる/神埼黒音 620

秋田書店 8 BEASTARS（19） 板垣巴留 454 宙出版 28 欲情会社員　オトナの職業図鑑 アンソロジー 680 スクウェア 7 冒険に、ついてこないでお母さん！　～　超過 茨木野/四志丸 600 大都社 13 ガテン農家と朝まで絶倫H（２） 知葉サナガ 650 双葉社 30 最強陰陽師の異世界転生記（１）～下僕の妖 オカザキトシノリ/小鈴危 620

秋田書店 8 バキ道（６） 板垣恵介 454 宙出版 28 欲情弁護士　オトナの職業図鑑 アンソロジー 680 スクウェア 7 妖怪戦葬（３） 弓咲ミサキックス 600 大都社 13 冷酷課長の脳内はHな妄想ばかり。（１） 黒岬光 650 双葉社 30 エリィ・ゴールデンと悪戯な転換（３）ブスでもデタパ松/四葉夕卜 620

秋田書店 8 蟻の王（11） 塚脇永久/伊藤龍 454 宙出版 28 欲情芸能人　オトナの職業図鑑 アンソロジー 680 スクウェア 7 教会務めの神官ですが、勇者の惨殺死体転送夏川優希/タナカトモ 600 大都社 13 オレだけに抱かれろ（２）～契約結婚で憧れの松本ゆうか 650 双葉社 30 異世界の迷宮都市で治癒魔法使いやってます二世/幼馴じみ 620

秋田書店 8 マジカルパンチ　マジカル抜き（２） 中斉翔/原田靖生 630 笠倉出版 1 インモラルチェリー ワヰ 690 スクウェア 7 マジックユーザー　TRPGで育てた魔法使いは三河宗平/因幡シホ 600 大都社 27 スパダリαのみだらなΩの育て方 高瀬七緒 700 双葉社 30 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～（５） そらの/美紅 620

秋田書店 8 メイカさんは押しころせない（１） 佐藤ショーキ 630 笠倉出版 22 愛は金なり（２） 熊猫 700 スクウェア 7 湯沸かし勇者の復讐譚～水をお湯にすること のんＢ/織 600 大都社 27 メスイキ幼馴染の育て方 いけがみ小５ 700 双葉社 30 モンスターのご主人様（６） 咲良宗一郎/日暮眠都 620

秋田書店 8 声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思矢村いち 630 海王社 10 白藍のケモノ かざみ幸 670 スクウェア 7 転生大聖女、実力を隠して錬金術学科に入学 　白石新/ＣＨＩＨＩＲＯ 600 大都社 27 猫将軍ツナヨシ（１） 篠原烏童 800 文苑堂 31 （成）Milk Splash（ベタハート） ｅｍｉｌｙ 1100

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（７） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 630 海王社 10 ほしの動物園恋物語（２） 小山 690 スクウェア 10 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い 谷川ニコ 545 大都社 27 ざんねん！ねこ旅館（１） 桑田乃梨子 800 文苑堂 31 （成）サグラレ堕メ―快楽堕ち少女― 水原優 1200

秋田書店 8 潮騒の凡（３） 塚脇永久/ナンジョウヨシ 630 海王社 10 マーキングオメガ 藤河るり 690 スクウェア 10 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。（３） 有田イマリ 600 宝島社 4 異世界居酒屋「げん」（５） 碓井ツカサ/蝉川夏哉 690 フロンティ 10 悪役令嬢の取り巻きやめようと思います（３） 不二原理夏/星窓ぽんき 580

秋田書店 8 潮騒の凡（４）（完） 塚脇永久/ナンジョウヨシ 630 海王社 10 押しかけビッチに困っています 藍田 650 スクウェア 10 ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。（12）（完） ｍａｔｏｂａ 600 宝島社 15 生活魔術師達、海底神殿に挑む 川上ちまき/丘野境界ほか 690 フロンティ 15 学くんはかっこよく告白したい 浅井おくた 880

秋田書店 16 約束は図書館の片隅で（４）（完） 藤田麻貴 600 海王社 10 愛とかいいから××貸しな 木下ネリ 670 スクウェア 10 俺の彼女に何かようかい（７）（完） 高津カリノ 600 宝島社 15 転生して田舎でスローライフをおくりたい（５） 小杉繭/錬金王ほか 680 フロンティ 21 僕の中に君がいない 円藤エヌ 673

秋田書店 16 八雲京語り　宮廷に鈴の音ひびく（１） 羽根川牧人/ゆうなぎ 600 キルタイ 17 食卓で恋を 三井ミツ 750 スクウェア 10 俺の彼女に何かようかい　WEB版　赤 高津カリノ 718 ティーア 3 （成）春衡伯爵家の事情 菊月太朗 1018 フロンティ 21 フォークロアのごちそう（１） 吉尾アキラ 673

秋田書店 16 妻という名の奴隷になって（１） 貝原しじみ 600 キルタイ 29 （成）みさかな単行本（仮） みさかな 1000 スクウェア 10 俺の彼女に何かようかい　WEB版　青 高津カリノ 718 ティーア 3 （成）犯してあげる（ベタハート） ぞんだ 1018 フレックス 10 春とみどり（３） 深海紺 700

秋田書店 16 兄弟制度のあるヤンキー学園で、今日も契りを赤いシラフ 639 キルタイ 29 （成）ぱふぇ単行本（仮） ぱふぇ 1000 スクウェア 10 エルフと狩猟士のアイテム工房（４） 葵梅太郎 600 ティーア 10 （成）彼のオチ○ポは三姉妹のモノ たらかん 1018 フレックス 10 怨霊奥様（５） 若狭たけし 650

秋田書店 16 天の神話　地の永遠（14）（完） 赤石路代 454 キルタイ 29 （成）別冊コミックアンリアル　人間牧場編（５） 露々々木もげら/みな本ほ1000 スクウェア 10 スライム転生。　大賢者が養女エルフに抱きし 月夜涙/わらびもちきなこ 600 TOブック 1 忌み子と呼ばれた召喚士＠COMIC（１） コイシ/緑黄色野菜 640 フレックス 15 水曜日のトリップランチ（３） たじまこと 630

秋田書店 16 逃げる少女　～ルウム復活暦1002年～（４）（完紫堂恭子 600 キルタイ 29 （成）同居する粘液 ＤＡＴＥ 1000 スクウェア 10 金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強 天那光汰/梅津葉子 600 TOブック 1 リワールド・フロンティア＠COMIC（２） 荒木佑輔/国広仙戯 640 復刊ドッ 14 武部本一郎　画集（２）〈戦士〉 武部本一郎/大橋博之 ####

秋田書店 16 天上恋歌　～金の皇女と火の薬師～（１） 青木朋 600 キルタイ 31 ポンコツ女神の異世界創世録（３） 金光鉉/林達永 630 スクウェア 10 私の神様（２）（完） 夢野つくし 664 TOブック 15 フェンリル母さんとあったかご飯＠COMIC（２） 佐藤夕子/はらくろ 640 復刊ドッ 22 七色いんこ　《オリジナル版》　大全集（４） 手塚治虫 7500

秋田書店 16 いのちの器（82） 上原きみ子 550 キルタイ 31 JKからやり直すシルバープラン（２） 李惠成/林達永 630 スクウェア 10 乙女ゲー転送、俺がヒロインで救世主！？（１ 武凪知/辻本ユウ 600 TOブック 15 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。＠蕗野冬/ほのぼのる５００ 640 復刊ドッ 22 クイーンエメラルダス　復刻決定版（３） 松本零士 7200

秋田書店 16 ナースのチカラ　～私たちにできること　訪問看広田奈都美 750 キルタイ 31 VRエロゲーやってたら異世界に転生したので 　ＴＡＫＴＯ/仁科朝丸 630 スクウェア 10 幼なじみが過保護すぎてツライ（２） 隈浪さえ/吾田なぐさ 600 徳間書店 13 セントールの悩み（20） 村山慶 720 プランタン 6 年下くんが朝まで離してくれませんっ！（３）（仮岡田衣代 未定

秋田書店 16 プライベート・ドクター　Season6 花田祐実 480 キルタイ 31 女装パンデミック（１） 品川ミクズ 630 スクウェア 10 金貨1枚で変わる冒険者生活（１） 天野ハザマ/月島さと 600 徳間書店 13 ダンジョンでお花摘みなんか許しません！！（ はのみど 900 プランタン 6 上司がムコいり！？　～極上の種馬になってや南国パイン 未定

秋田書店 20 ドルフィン（11） 岩橋健一郎/所十三 630 クロエ出 3 （成）通常セックスがゴム無しで24時間生ハメ放ぶーちゃん 1018 スクウェア 10 白雷の騎士（１） 山内泰延 600 徳間書店 13 夜のナイチンゲール（シロハート）（１） 羽浪由惚 900 プランタン 6 上司がムコいり！？　～極上の種馬になってや南国パイン 未定

秋田書店 20 大巨蟲列島（３） 藤見泰高/廣瀬周 600 幻冬舎コ 21 マガマガヤマ（２） 小池ノクト 630 スクウェア 17 ソウルイーターノット！完全版（１） 大久保篤 1500 徳間書店 13 ZINGNIZE（４） わらいなく 720 プランタン 29 城下の白鳩（仮） 野木薫 未定

秋田書店 20 不安の種＊（２） 中山昌亮 600 幻冬舎コ 21 おいしすぎて深刻なエラーが発生しました。（１高橋すぎな 630 スクウェア 17 ソウルイーターノット！完全版（２） 大久保篤 1500 徳間書店 22 災厄は僕を好きすぎる（８） 神奈木智/二宮悦巳 680 プランタン 29 グレープフルーツムーン（仮） 芹澤知 未定

秋田書店 20 吸血姫美夕　朔（６） 平野俊弘/垣野内成美 690 幻冬舎コ 21 院長選挙（１） 久坂部羊/佐藤修弘 630 スクウェア 21 ラグナクリムゾン（７） 小林大樹 600 徳間書店 22 満員電車と君 小指 640 ブライト出 17 はるざかり　―軍人様に見初められて―（２）（ 伊藤レイヂ 636

秋田書店 20 ハケンの忍者アカバネ（１） みなもと悠 600 幻冬舎コ 21 神の手違いで死んだらチートガン積みで異世 かくろう/石神一威ほか 650 スクウェア 21 お従兄さんの引っ越しの片づけが進まない（５吉辺あくろ 600 徳間書店 22 オメガ高級娼館　ロニー男爵とお月さま 古川ふみ 660 ブライト出 17 捕食対象ひなどりくん みよしあやと 636

秋田書店 20 ちらん―特攻兵の幸福食堂―（２） 魚乃目三太 630 幻冬舎コ 21 精霊達の楽園と理想の異世界生活（４） たむたむ/早見みすずほ 630 スクウェア 21 ご主人様のしかばね（２） 藤近小梅 600 日本文芸 9 ガンニバル（７） 二宮正明 680 ブライト出 17 プレイボーイ・ビースト 桃ノ木みのむし 709

秋田書店 20 ブラック・ジョーク（10） 田口雅之/小池倫太郎 630 幻冬舎コ 21 深海魚があまい初恋に落ちまして。 七微 680 スクウェア 21 ブラトデア（１） 村田真哉/速水時貞 600 日本文芸 9 ギフト±（19） ナガテユカ 680 ふゅーじ 22 真夜中よりの使者 昼夜いす 800

秋田書店 20 零戦少年（２） 葛西りいち 630 幻冬舎コ 21 FANGS（１） ビリー・バリバリー 680 スクウェア 21 勇者名探偵（１） 北欧ゆう 600 日本文芸 18 ミナミの帝王（158） 天王寺大/郷力也 680 ふゅーじ 22 いやらしいヤンキーはいじめられたい（仮） アントニオ 700

秋田書店 20 OUT（19） 井口達也/みずたまこと 650 幻冬舎コ 21 君がいないと終われない 篠崎マイ 630 スクウェア 22 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っている 　 　大森藤ノ/矢樹貴 600 日本文芸 18 天牌（105） 来賀友志/嶺岸信明 680 ふゅーじ 22 ラーメン狼とカレー虎（２） エンボス 700

秋田書店 20 凍牌～ミナゴロシ篇～（７） 志名坂高次 630 幻冬舎コ 30 早乙女くんとQちゃん（４）（完） くるねこ大和 700 スクウェア 22 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っている大森藤ノ/矢町大成 600 日本文芸 18 惨劇海域　～シャークパニック～（１） 佐伊村司 680 ぶんか社 4 デッキひとつで異世界探訪（１） 春夏冬エ/棚架ユウ 630

秋田書店 20 公道ウルフ（１） 野口賢 600 ゴルフダ 1 オーイ！とんぼ（24） かわさき健/古沢優 600 スクウェア 22 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。－ 渡航/佳月玲茅 600 日本文芸 29 アンダープリズン（３） 宮尾行巳 700 ぶんか社 10 胡桃ちのPresents モノズキ散歩、お茶して癒 胡桃ちの 745

秋田書店 20 クロスオーバーレブ！（３） 山口かつみ 630 コスミック 3 和装純情恋愛帖～見合い相手はお着物男子 長谷川ゆう 648 スクウェア 22 ほとめくかかし（１） たつひこ 600 日本文芸 29 SとM（31）（完） 村生ミオ 750 ぶんか社 10 私たちは繁殖している（19） 内田春菊 1000

秋田書店 20 巨蟲山脈（１） 藤見泰高/さざなみ陽輔 630 コスミック 3 和装純情恋愛帖～見合い相手はお着物男子 長谷川ゆう 648 スクウェア 22 ムルシエラゴ（17） よしむらかな 600 日本文芸 29 銀牙伝説ノア（６） 高橋よしひろ 680 ぶんか社 13 すみれ先生は料理したくない 大久保ヒロミ 627

秋田書店 20 お姉ちゃんが僕の魔王を守ってる！（３）（完） 谷澤史紀 630 コアマガ 3 ぼくらのつづき アマミヤ 705 スクウェア 22 MURCIELAGO -ムルシエラゴ-　BYPRODUCT よしむらかな/アラカワシン 600 日本文芸 29 カジノグイ（２） 野﨑花一/吉田史朗 680 ぶんか社 14 新・蒼太の包丁（３） 本庄敬/末田雄一郎 670

秋田書店 20 スキウサギ（４） キューライス 1000 コアマガ 3 午前3時、君は泣く 墨矢ケイ 695 スクウェア 22 ナイツ＆マジック（12） 天酒之瓢/加藤拓弐 600 日本文芸 29 結ばる焼け跡（２） 雨瀬シオリ 680 ぶんか社 16 危険なロイヤルマリッジ　溺愛王子に奪われて小笠原宇紀 648

秋田書店 20 アタマの中のアレを食べたい アサギユメ 1000 コアマガ 22 いちばん側で、好きなだけ 赤星ジェイク 695 スクウェア 22 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜く 海空りく/山田こたろ 600 LINE　Di 　15 君とメリーバッドエンド（１） 時雨さよ 580 ぶんか社 16 危険なロイヤルマリッジ　溺愛王子に奪われて小笠原宇紀 648

秋田書店 27 佐伯さん家のブラックキャット（１） ユウキレイ 600 コアマガ 22 （成）ぐっちょり穴メイト ジョン・Ｋ・ぺー太 1182 スクウェア 22 綺麗にしてもらえますか。（５） はっとりみつる 600 LINE　Di 　15 LIBER ―リベル―　異質犯罪捜査係（１） 倉薗紀彦 870 ぶんか社 17 溺愛幼なじみは私の夫でストーカー！？ 小豆 648

朝日新聞 20 会社員だけど霊能者修行始めました（２） 山本まゆり/寺尾玲子 820 コアマガ 31 （成）ヒミツのミルク えびふらい 1182 スクウェア 27 王室教師ハイネ（15） 赤井ヒガサ 600 LINE　Di 　15 リベンジ・ラブ（１） ちーにょ 800 ぶんか社 17 初恋薄紅色心中　～甘い啼き声は、貴方にだ 愛染マナ 648

朝日新聞 20 加門七海の鬼神伝説 加門七海 1200 コアマガ 31 （成）フラチナ（ベタハート）サポート 神楽もろみ 1182 スクウェア 27 僕はお猫様の下僕です。（２） 北国良人 600 LINE　Di 　15 キミのスキtoボクのスキ（１） 日下部うめか 800 ぶんか社 17 強制除霊師・斎　霊圧の匣 小林薫/斎 627

朝日新聞 20 霊幻怪異始末（４） 永久保貴一/仙翠蒼雲 640 コアマガ 31 （成）孕ませ！～種付けされる人妻たち～ 甲斐ひろゆき 1182 青泉社 27 あかりとシロの心霊夜話（31）事件な女 西尚美 691 LINE　Di 　15 鬼畜島（12） 外薗昌也 590 ぶんか社 17 霊感保険調査員　神鳥谷サキ　投身零地点 ひとみ翔/紫陽 627

朝日新聞 20 ペットの声が聞こえたら保護犬・保護猫奮闘編オノユウリ/塩田妙玄 780 コアミック 20 ハルとアオのお弁当箱（４） まちた 580 彗星社発 17 38℃のキス～真夏の午後、クーラーが壊れた 宮越和草 680 LINE　Di 　15 ホームメイド・スイートホーム（２） 中村ユキチ 620 ぶんか社 17 部長と社畜の恋はもどかしい（２） 志茂 648

朝日新聞 20 或る設計士の忌録 鯛夢 700 コアミック 20 前田慶次　かぶき旅（４） 原哲夫/堀江信彦ほか 620 彗星社発 17 黒ギャルになったから親友とヤってみた。 織島ユポポ 680 LINE　Di 　15 うそつきなテトラ（１） ななのいち 620 ぶんか社 17 絶倫ヤクザの極上愛撫　逃れられない契約結真坂 648

亜紀書房 8 午后のあくび（２） コマツシンヤ 1000 コアミック 20 送魂の少女と葬礼の旅（４） 路那 600 彗星社発 17 巨人族の花嫁（２） ＩＴＫＺ 680 LINE　Di 　15 君の嘘すら愛してる（１） 如月あい 800 ぶんか社 29 30歳、ワケアリ同棲はじめました。 めぐみけい 648

茜新社 28 （成）イケないことかも… チグチミリ 1100 英和出版 10 監督、ネコな俺はダメですか 吹浦ハギ 660 彗星社発 17 私たち、欲しがり適齢期。（３） 金森ケイタ 980 LINE　Di 　15 それは、君が見た青だった（１） 三永ワヲ 800 ぶんか社 29 平安獣婚物語～獣人旦那様は処女花嫁を甘 うめ丸 662

茜新社 28 （成）ぼくたちもっといじりたい（シロハート） タカハシノヲト 1100 三交社 22 兄貴の一番おいしいところ 瑞原ザクロ 709 ブラスト出 17 （成）じみへんっ！！～地味子を変えちゃう純 いぶろー。 1000 LINE　Di 　15 おとぎぶっ殺シアム（１） クロタロウ 660 ぶんか社 29 ヨモギ先生はセックスが知りたい！（１） 横山もよ 648

茜新社 28 （成）JK・REFLE 大嘘 1100 三交社 22 私はおかず先輩に食べられたい。 才手けい 636 ブラスト出 17 （成）なまいきなメス一匹、連行。 背中が尻 1000 Jパブリッ 18 抱きしめてもいいよ 今井ゆうみ 648 芳文社 1 Lv1魔王とワンルーム勇者（３） ｔｏｕｆｕ 650

茜新社 28 （成）キミの羞恥が可愛くて男の娘達のコンビネ七松建司 1400 メディアソ 22 ヤクザ様のおもちゃ（２）（仮） 桐式トキコ 670 アルファ 27 THE NEW GATE（９） 三輪ヨシユキ/風波しのぎ 680 Jパブリッ 18 ほしいのはきみのナカ 柚木ゆー 648 芳文社 6 1等7億円が当たった俺の3日間 常倉三矢 660

一迅社 2 異世界でたわわなおっぱいに埋もれたい！　巨アンソロジー 750 三和出版 31 （成）痴女オネ！ オジィ 1182 アルファ 27 とあるおっさんのVRMMO活動記（７） 六堂秀哉/椎名ほわほわ 680 Jパブリッ 18 ふたりっきりのおいしいお時間 わこなるき 648 芳文社 6 ハニー！ハニー！マリーミー！ 小野アンビ 660

一迅社 2 THE IDOLM@STER MILLION LIVE!　THEATE     ｉｍａ/バンダイナムコエン 815 ジーオー 27 （成）こんな軆でいいのなら　新装版 Ｚトン 1400 アルファ 27 もふもふと異世界でスローライフを目指します 寺田イサザ/カナデ 680 Jパブリッ 22 美味しいキミの作り方 スワン諏訪子 648 芳文社 6 君だけのスターゲイザー とのまろ 680

一迅社 9 どっちも気づかない。（１） 東ふゆ 620 ジーオー 27 （成）女友達（メスダチ）アンソロジー アンソロジー 1000 アルファ 27 異世界転生騒動記（７） ほのじ/高見梁川 680 ハーパー 9 億万長者と無垢な花 藤田和子/サラ・クレイヴ 600 芳文社 7 らいか・デイズ（28） むんこ 690

一迅社 15 お金ありきの関係ですが 櫻井ナナコ 690 ジーオー 31 （成）私色のオトコノコ 江鳥 1000 アルファ 27 素材採取家の異世界旅行記（３） ともぞ/木乃子増緒 680 ハーパー 9 シークを愛した罪 小越なつえ/サンドラ・マー 619 芳文社 7 軍神ちゃんとよばないで（７） 柳原満月 690

一迅社 15 王子様はひめくんと付き合いたい ＧＯ毛力 690 ジーオー 31 （成）ギャルみまみれ ワイズスピーク 1000 アルファ 27 超越者となったおっさんはマイペースに異世界石田総司/神尾優 680 ハーパー 9 乙女の告白（１） サクヤカイシ/エリザベス 600 芳文社 7 新コボちゃん（46） 植田まさし 570

一迅社 17 ささやくように恋を唄う（３） 竹嶋えく 680 ジーオー 31 （成）魔叔父（まおじ） 中華なると 1000 アルファ 27 転生薬師は異世界を巡る（１） マツオカヨシノリ/山川イブ 680 ハーパー 9 乙女の告白（２） サクヤカイシ/エリザベス 600 芳文社 7 となりのフィギュア原型師（１） 丸井まお 690

一迅社 17 ふたごわずらい（１） 桜野いつき 680 主婦と生 31 異世界転生…されてねぇ！（２） 航島カズト/タンサンほか 630 アルファ 27 魔拳のデイドリーマー（７） 村松麻由/西和尚 680 ハーパー 9 億万長者の冷たい求愛 森素子/マクシーン・サリバ 600 芳文社 9 枯れセン（２） 青木渚子 630

一迅社 17 ゆりづくしの教室で（１） しーめ 680 少年画報 1 ねこぱんち　もののけ　鬼の怪 アンソロジー 590 アルファ 30 機械人形は還れない！ 水谷クロ 680 ハーパー 9 恋と惑いの週末 牧あけみ/ヘレン・ブルック 600 芳文社 9 中央線沿線少女（１） ｒｉｏｋａ 630

一迅社 17 うたかた戦争（仮） はにみ 852 少年画報 6 骨髄ドナーやりました！ 水谷さるころ 950 アルファ 30 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。（４） 蓮見ナツメ/しき 680 ハーパー 9 危険な同居人 なかやま衣子/ジェシカ・ス 600 芳文社 16 信長のシェフ（27） 梶川卓郎 620

一迅社 22 鬼塚ちゃんと触田くん（１） 中原開平 650 少年画報 9 ゾンビだらけのこの世界ではセックスしないと生実倉なる 650 アルファ 30 訳あり悪役令嬢は、婚約破棄後の人生を自由冨月一乃/卯月みつび 680 ハーパー 17 愛され注意報～初恋御曹司は婚約者を逃がさ志音新/田崎くるみ 630 芳文社 16 ごほうびごはん（12） こもとも子 620

一迅社 22 カノジョと秘密と恋もよう（１） ＴＯもえ 650 少年画報 9 ゼッタイ良縁！くくり博士はめとらせたい（１） 大沢ういち 650 青林工藝 7 東京アンジュレーション マイケル　オブティン　マダ1200 ハーパー 17 溺愛王子は婚約者に過保護すぎる～愛の証は瑞色あき 630 芳文社 16 社畜と少女の1800日（12） 板場広志 620

一迅社 22 未確認で進行形（11） 荒井チェリー 800 少年画報 13 やんちゃギャルの安城さん（６） 加藤雄一 650 青林工藝 22 わかいひとへ 内田春菊 1200 ハーパー 17 腹黒殿下の策略婚～契約は溺愛のはじまり～Ｌｕｎａ．Ｍ/園内かな 630 芳文社 16 ノーサイドクエスト（１） 好本拓朗 620

一迅社 27 Fate/Grand Order コミックアンソロジー　With アンソロジー 680 少年画報 13 やんちゃギャルの安城さんたち　高1編（２） 加藤雄一/すおしろ 650 東京漫画 20 愛されたがりのサーフェイス 百瀬あん 680 白泉社 3 転生悪女の黒歴史（４） 冬夏アキハル 450 芳文社 16 ブラック芸能事務所ですが何か？（１） ｕｓｉ 620

一迅社 27 アズールレーン　コミックアンソロジー　新シリーアンソロジー 843 少年画報 13 安城さんの学校の保健室の小牧先生（１） 加藤雄一/綾杉つばき 650 アース・ス 10 反逆のソウルイーター～The revenge of the S  東條チカ/玉兎ほか 600 白泉社 3 天啓の皇帝　呪術師の娘 恩多志弦 450 芳文社 27 私を球場に連れてって！（３） スーパーまさら/うみのと 850

一迅社 27 マリエル・クララックの婚約（３） アラスカぱん/桃春花ほか 640 少年画報 13 トーキョーカモフラージュアワー（１） 松本千秋 650 アース・ス 10 転生したらドラゴンの卵だった～イバラのドラゴＲＩＯ/猫子ほか 600 白泉社 3 31☆アイドリーム（７） 種村有菜 450 芳文社 27 星屑テレパス（１） 大熊らすこ 850

一迅社 27 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（１） 大庭そと/山田桐子ほか 640 少年画報 13 ねこぱんち　猫の庭号 アンソロジー 498 アース・ス 10 マンガ家先生と座敷わらし（４）（完） ぬっく 600 白泉社 3 恋と心臓（５） 海道ちとせ 450 芳文社 27 おちこぼれフルーツタルト（５） 浜弓場双 850

一迅社 27 騎士団長　島耕作（２） 弘兼憲史/宮本福助ほか 680 少年画報 13 キジトラ猫の小梅さん（21） ほしのなつみ 690 アース・ス 10 帰ってきた元勇者（１） なるさわ景/にしほか 600 白泉社 3 モフモフでムコムコ（１） みかんばこ 540 ホビージ 27 日本へようこそエルフさん。（３） 青乃下/まきしま鈴木 620

一迅社 27 転生したら悪い国の娘でした。（２） 月煮ゆう 640 少年画報 13 チャコちゃん　めしあがれ！（２） ただりえこ 690 大洋図書 1 なかないひばり ミナヅキアキラ 690 白泉社 3 イシャコイ【i】　―医者の恋わずらい　in/bound林久美子 540 ホビージ 27 TOKYO異世界不動産（２） おおのいも/すずきあきら 620

一迅社 27 ロメロは世界を救わない のがみち 670 少年画報 27 僕×スター（２） 肥谷圭介 650 大洋図書 1 Over Line まつだいお 710 白泉社 3 きみは面倒な婚約者（２） 椎野翠/兎山もなか 580 ホビージ 27 『王の菜園』の騎士と『野菜』のお嬢様（１） 狸田にそ/江本マシメサ 620

一迅社 27 ハイガクラ（13） 高山しのぶ 620 少年画報 27 Bloodyidol 霧巴ころは 650 竹書房 1 闇麻のマミヤ（２） 福本伸行 680 白泉社 3 小説　きみは面倒な婚約者 兎山もなか/椎野翠 1200 マイクロマ 20 奇異太郎少年の妖怪絵日記（12） 影山理一 700

一迅社 27 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジー 780 少年画報 30 カメラ、はじめてもいいですか？（１） しろ 650 竹書房 1 HERO（16） 前田治郎/福本伸行 680 白泉社 20 フルーツバスケット　アニメ1st season 高屋奈 　高屋奈月 990 マイクロマ 22 組長娘と世話係（４） つきや 815

一迅社 27 ドールズフロントライン　人形之歌（２） 上海散爆網絡科技有限公 620 新紀元社中 リビティウム皇国のブタクサ姫 潮里潤 660 竹書房 1 ムダヅモ無き改革プリンセスオブジパング（８）大和田秀樹 650 白泉社 20 なまいきざかり。（19） ミユキ蜜蜂 450 マイクロマ 30 さばかん！　甲斐高校サバゲ部隊（２） 櫛灘ゐるゑ 630

一迅社 27 思春期ちゃんのしつけかた（３） 中田ゆみ 620 新書館 1 秘密には向かない職業（上） 金井桂 690 竹書房 1 キリンジゲート（３） 塚脇永久/渋川難波 650 白泉社 20 野良猫と狼（１） ミユキ蜜蜂 450 マッグガ 10 ふかふかダンジョン攻略記～俺の異世界転生ＫＡＫＥＲＵ 600

一迅社 27 お稲荷JKたまもちゃん！（５） ユウキレイ 620 新書館 1 秘密には向かない職業（下） 金井桂 670 竹書房 1 麻闘伝　ぬえ（２）（完） 志名坂高次 680 白泉社 20 忍恋（５）（完） 鈴木ジュリエッタ 450 マッグガ 10 迷宮ブラックカンパニー（６） 安村洋平 620

一迅社 27 この世に男は俺ひとり！　新世界ハーレムアンアンソロジー 750 新書館 1 事故物件とチョコレート 烏間ル 670 竹書房 7 バ美肉三十路オフパコおにいさん 凪田十子 650 白泉社 20 墜落JKと廃人教師（８） ｓｏｒａ 450 マッグガ 10 GREAT PRETENDER（１） 円井大地/アニメ「ＧＲＥＡ 　600

一迅社 27 お兄ちゃんはおしまい！（４） ねことうふ 680 新書館 下 ファサード（21） 篠原烏童 670 竹書房 7 ハッピーアワーガールズ（１） 揚立しの 660 白泉社 20 あやかし、あまやかし 黒兎ももか 450 マッグガ 10 終末世界の箱入りムスメ（１） みああわ 600

一迅社 29 ひとりじめマイヒーロー（10） ありいめめこ 680 ジュネッ 18 ゆとりとアラフォー 瀧ハジメ 700 竹書房 7 よーじょらいふ！（１） あまー 660 白泉社 20 ぬこづけ！（14） 柚木色 580 マッグガ 14 僕らの地球の歩き方（１） ソライモネ 620

一迅社 31 citrus +（２） サブロウタ 680 ジュネッ 18 （成）もっと、いやらしいマネキン さとみち 1000 竹書房 7 覆面の羊（２） 船木涼介 660 白泉社 20 恋するMOON DOG（４） 山田南平 630 マッグガ 14 映写室のわかばさん（２）（完） 青山克己/神田川あゆ 610

一迅社 31 ゆるゆり資料集 ゆるゆり資料集編纂室 852 新潮社 9 殺彼―サツカレ―（５） 大介/旭 600 竹書房 9 搾り取らないで、女商人さん！！（１） くつがえる 660 白泉社 20 ミセス・マーメイド（３） 高尾滋 630 マッグガ 14 怪しことがたり（３）（完） 白鳥うしお 640

一迅社 31 きみが死ぬまで恋をしたい（３） あおのなち 680 新潮社 9 AV男優はじめました（１） 蛙野エレファンテ 620 竹書房 17 仮免サンタのサンディさん（２）（完） 器械 690 白泉社 29 ペリリュー　―楽園のゲルニカ―（９） 武田一義/平塚柾緒 600 マッグガ 14 剣聖の称号を持つ料理人（１） 海田ゆた/天那光汰ほか 630

インテル 22 Sparkle！！ まちの九々 691 新潮社 9 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる空えぐみ 620 竹書房 17 化け猫さんは恩返しがしたい（１） 梨尾 750 白泉社 29 上野さんは不器用（８） ｔｕｇｅｎｅｋｏ 600 メディアッ 27 （成）メス♀になったらシたいコト ミトヒ。 1100

イースト 14 脱サラ41歳のマンガ家再挑戦王様ランキング 十日草輔 750 新潮社 9 世界が滅んだその後で（１） 洋介犬 620 竹書房 17 鬼桐さんの洗濯（３） ふかさくえみ 820 白泉社 29 ナナとカオル　Last Year（３） 甘詰留太 650 メディアッ 28 （成）ぷにっとこんぷれっくす うさ城まに 1100

イースト 17 悪の秘密結社ネコ ぱんだにあ 800 新潮社 9 傾国の仕立て屋　ローズ・ベルタン（３） 磯見仁月 680 竹書房 17 オーバー・スコール 上田アキ 660 白泉社 29 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まるｏｋａｍａ/細音啓ほか 600 メディアッ 28 （成）気丈なキミのメスの顔股間にそびえ勃つ 七松建司 1100

イースト 17 人馬（５） 墨佳遼 760 新潮社 9 恋せよキモノ乙女（６） 山崎零 700 竹書房 17 ラベルド・タイトロープ・ノット　retie 緋汰しっぷ 660 白泉社 29 魔女は三百路から（６） 松本救助/原田重光 600 楽楽出版 6 （成）ネトラレ性活指導 鷹那優輝 1000

イースト 17 人馬（６） 墨佳遼 760 新潮社 9 「子供を殺してください」という親たち（７） 鈴木マサカズ/押川剛 580 竹書房 20 アザミの城の魔女（３） たらちねジョン 600 白泉社 29 うそつきパラドクス　―社内風紀のみだしかた きづきあきら/サトウナンキ 650 楽楽出版 6 （成）JKビッチギャルにパコられたら俺のEDが トウオウ 1000

イースト 17 カイニスの金の鳥（３） 秦和生 760 新潮社 9 山と食欲と私（12） 信濃川日出雄 520 竹書房 20 つくおき生活　週末まとめて作り置きレシピ（３ 仁茂田あい 600 白泉社 29 俺はロリコンじゃない！（１） 雨蘭 650 リイド社 4 ゴルゴ13（197）震える修験者 さいとう・たかを 630

エンジェ 17 （成）湿楽艶 跳馬遊鹿 1000 実業之日中 祟り神の食卓（４） 水沢クロマル 680 竹書房 20 あるはずさ、胸の奥に、心のパンが。 コモンオム 900 白泉社 29 DKB＋ 佑羽栞 700 リイド社 9 淡河実永は生殺しがつらい 藤谷陽子 760

エンジェ 17 （成）チョコ隷奴 内藤春人 1000 実業之日中 時給900円で家族演ってます（１） 白崎 680 竹書房 21 マフィアのボスがスイーツを作るんですか！？水野まどか 820 白泉社 31 クレッシェンドで進め 宇仁田ゆみ 650 リイド社 9 大家さんのないしょごと 青梅あお 680

エンジェ 17 （成）3.5階の覗き穴 ながしま超助 1000 実業之日中 うずらのじかん（３） マツダユカ/上田恵介 900 竹書房 27 バイオレンス・ファミリー　ママ友はDV一家（上森脇葵 680 白泉社 31 先輩が忍者だった件（２）（完） クサダ 800 リイド社 15 サラウンド（１） 紺津名子 700

オーバー 15 脳兎サミット 井口病院 未定 ジャイブ 1 熱愛プリンス　お兄ちゃんはキミが好き（15） 青月まどか 650 竹書房 27 バイオレンス・ファミリー　ママ友はDV一家（下森脇葵 680 ヒット出版 15 （成）女子小○生妊娠倶楽部 春籠漸 1000 リイド社 17 （成）AV女優の母さんと引きこもりの僕がセック葛籠くずかご 1000

オーバー 15 おじさんが女子●生に悪いことを教える話（２）久川はる 未定 ジャイブ 1 黒龍さまの見習い花嫁（２） 三月ゆか 650 竹書房 27 ねえ、おんなのこにしてあげる マミタ 650 ヒット出版 28 （成）きみのおっぱいをしゃぶりたい 唐辛子ひでゆ 1000 リイド社 20 山怪（２）不死身の白鹿 五十嵐晃/田中康弘 690

オーバー 15 傷あとにくちづけ あまきいお 未定 小学館ク 4 神無き世界のカミサマ活動（２） 朱白あおい/半月板損傷 630 竹書房 27 ケモノな私と酔いませんか？（１） 色意しのぶ 660 ヒット出版 28 （成）美少女公衆肉便器 白 1000 リイド社 27 天保桃色水滸伝（４） 八月薫/粕谷秀夫 650

オーバー 22 異世界保育園を開きました～父性スキルで最Ｎｏｋｋｏ/友橋かめつ 未定 小学館ク 10 軍人流求婚（プロポーズ）100年物の純愛 萩原ケイク 680 竹書房 27 殺戮のクインデッド（１） 葉生田采丸 660 双葉社 9 本橋兄弟（３） ＲＥＮＡ 650 リイド社 29 ウツロボロス 氏賀Ｙ太 1364

オーバー 22 Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異 糸町秋音/鬼ノ城ミヤ 未定 ジーウォ 28 （成）思春期陸嬢 雨砂糖 1000 竹書房 27 いいこいいこってして 櫻井タイキ 650 双葉社 9 カワセミさんの釣りごはん（２） 匡乃下キヨマサ 620 リブレ 10 ハローモーニングスター（２） 倉橋トモ 689

オーバー 22 境界迷宮と異界の魔術師（４） ばう/小野崎えいじ 未定 ジーウォ 28 艶めく声で囁いて 樋木ゆいち 727 竹書房 27 ますたーあっぷ！（１） 仁藤砂雨/湧井想太 640 双葉社 9 異種族っ娘が子種をねだってグイグイくるアン アンソロジー 750 リブレ 10 果ての荒野でバカンスを 赤河左岸 659

オーバー 22 ひとりぼっちの異世界攻略（４） びび/五示正司 未定 祥伝社 8 おじさん、ドル活はじめました！ シバタヒカリ 680 竹書房 27 のみじょし（７） 迂闊 750 双葉社 9 恥ずかしそうな顔でおっぱい見せてもらいたい　アンソロジー 750 リブレ 10 兄が遺した恋のゆくえ 暮 659

オーバー 22 黒の召喚士（７） 天羽銀/迷井豆腐 未定 祥伝社 8 女の園の星（１） 和山やま 680 竹書房 27 日々、君（１） 小池定路 820 双葉社 9 徳川の猿　TOKUGAWA MONKEYS（２） 藤田かくじ 620 リブレ 20 おじいちゃんしなない（２） まどろみ太郎 600

オーバー 22 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェ吉乃そら/ネコ光一 未定 祥伝社 8 国民的アイドルが弟になったら（１） ただまなみ 680 竹書房 27 僕の部屋がダンジョンの休憩所になってしまっ東国不動/たこやきよし 660 双葉社 10 お手数ですが、あなたのミルクをいただけませ森キヨウ 720 リブレ 20 君と出会ってから僕は 吉井ハルアキ 659

オークラ 27 神代部長は飢えている。（２） 黒之響/筑谷たか菜 662 祥伝社 8 国民的アイドルが弟になったら（２） ただまなみ 680 竹書房 27 僕の部屋がダンジョンの休憩所になってしまっ 　東国不動/凪庵 660 双葉社 15 再臨勇者の復讐譚（２） 仁藤楓/羽咲うさぎ 620 リブレ 20 ＃BがLする　4ページアンソロジー～そのとき アンソロジー 720

宙出版 17 こんなのハジメテ（ベタハート）　～モテ男の本 米谷たかね 680 祥伝社 8 にぶんのいち夫婦（４） 黒沢明世/夏川ゆきの 680 竹書房 27 人間牧場（３） 柑橘ゆすら/さおとめあげ 660 双葉社 15 クラスごと集団転移しましたが、一番強い俺は荒井空真/かわち乃梵天 620 道玄坂書 10 シークレット・アカウント 梅星あやめ 682

宙出版 17 腰がくだけるまでイカせてあげる（ベタハート）　志波ひより 680 祥伝社 22 溺愛離婚　夫だった同僚と、今も毎晩セックス 兎山もなか/夜桜左京 680 竹書房 27 メイドインアビス　公式アンソロジー第三層（仮窓口基/つくしあきひとほ 780 双葉社 15 冤罪で処刑された侯爵令嬢は今世ではもふ神あまつわい/雪野みゆ 620 ワニマガ 17 （成）つかこ作品集 つかこ 1000

宙出版 17 新装版　甘噛み幼なじみは溺愛する 白弓サン 694 祥伝社 22 両性花　交わる運命の番（２） キラト瑠香 680 竹書房 27 メイドインアビス（９） つくしあきひと 820 双葉社 17 それでも男は信じません（１） アキヤマ香 690 ワニマガ 17 （成）Pennel作品集 Ｐｅｎｎｅｌ 1000

宙出版 17 新装版　絶対社長命令 片倉みっき 680 スコラマガ 30 （成）0.01mmの誘惑（仮） 亜美寿真 1000 竹書房 27 L△L△L（２）（完） とく村長 820 双葉社 17 それでも男は信じません（２） アキヤマ香 690 ワニマガ 31 （成）みちきんぐ作品集 みちきんぐ 1100

宙出版 20 復讐はCEOへの愛に溶けて 花里ひかり 660 スコラマガ 30 （成）やりまんはめらぶ（仮） アーセナル 1100 竹書房 27 お姉ちゃんが来た（15）（完） 安西理晃 900 双葉社 17 マダム・ジョーカー（24） 名香智子 600 ワニマガ 31 （成）七尾ゆきじ作品集 七尾ゆきじ 1000

宙出版 20 CEOはいつわりの恋人 斉藤ゆかり 660 スクウェア 7 死ぬときはまばゆく（３） 小鳥游ミズキ 600 竹書房 27 6号警備（２）（完） 岡本一文/綺咲慶恭 660 双葉社 17 Perfect Crime（９） 月島綾/梨里緒 600 ワニマガ 31 （成）長頼作品集 長頼 1000

宙出版 20 嘘つきなドクターと甘い恋のレシピ おかざき瞳 660 スクウェア 7 エンドロールバック（２） 貫徹/仲里はるな 600 竹書房 27 一生続けられない仕事　森＆三上編（仮） 山田ユギ 650 双葉社 28 みかづきマーチ（１） 山田はまち 620 ワニマガ 31 （成）けんじ作品集 けんじ 1000

宙出版 20 億万長者と一夜の夢を 桜屋響/多谷ピノ 660 スクウェア 7 うちの奴隷が明るすぎる（１） ぶしやま 600 竹書房 30 そんなに言うなら抱いてやる にやま 670 双葉社 28 鉄人マコちゃん（１） タカミ 650 ワニブッ 22 インゴシマ（８） 田中克樹/天下雌子 620
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朝日新聞出版朝日文庫 7 D-龍虎風 菊地秀行/天野喜孝 780 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 祭火小夜の再会（仮） 秋竹サラダ 未定 講談社 講談社文庫 15 カクレカラクリ　An Automaton in Long Sleep 森博嗣 740

朝日新聞出版朝日文庫 7 ドクターM 海堂尊/久坂部羊ほか 1100 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 ホーンテッド・キャンパス（17） 櫛木理宇/ヤマウチシズ 未定 講談社 講談社文庫 15 潔癖刑事　仮面の哄笑 梶永正史 720

朝日新聞出版朝日文庫 7 黒崎警視のMファイル 六道慧 800 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 モノノケ杜の百鬼夜行 蒼月海里 未定 講談社 講談社文庫 15 雪の王　光の剣 中村ふみ/六七質 650

朝日新聞出版朝日文庫 7 司馬遼太郎の街道（１）東京編 週刊朝日編集部 800 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルドマ 朱月十話/鳴瀬ひろふみ 未定 講談社 講談社文庫 15 スピンクの笑顔 町田康 900

朝日新聞出版朝日文庫 7 司馬遼太郎の街道（２）京都・奈良編 週刊朝日編集部 800 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 女神に騙された俺の異世界ハーレム生活（４） 回復師/Ｎａｒｄａｃｋ 未定 講談社 講談社文庫 15 七月に流れる花／八月は冷たい城 恩田陸 700

朝日新聞出版朝日文庫 7 相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班 900 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 辺境都市の育成者（１）　始まりの雷姫 七野りく/福きつね 未定 講談社 講談社文庫 15 東野圭吾公式ガイド 東野圭吾作家生活３５周年祭640

岩波書店 岩波文庫 14 次郎物語（３） 下村湖人 未定 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 好きすぎるから彼女以上の、妹として愛してくだ 滝沢慧/平つくね 未定 講談社 講談社文庫 15 5分後に意外な結末　ベスト・セレクション　黒の巻桃戸ハル 620

岩波書店 岩波文庫 14 対訳　ランボー詩集　フランス詩人選（１） 中地義和 未定 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 我が弟子が最も強くてカワイイのである（２） 赤石赫々/夜ノみつき 未定 講談社 講談社文庫 15 5分後に意外な結末　ベスト・セレクション　白の巻桃戸ハル 620

岩波書店 岩波現代文庫 14 上方落語ノート（４） 桂米朝 未定 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 公女殿下の家庭教師（６）　慟哭の剣姫と南方戦七野りく/ｃｕｒａ 未定 講談社 講談社文庫 15 竜と流木 篠田節子 740

岩波書店 岩波現代文庫 14 遠い声　管野須賀子 瀬戸内寂聴 未定 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 両手に妹。どっちを選んでくれますか？（２） 恵比須清司/ポップキュン 未定 講談社 講談社文庫 15 歴史劇画　大宰相（９）　鈴木善幸の苦悩 さいとう・たかを/戸川猪佐武 940

岩波書店 岩波現代文庫 14 101年目の孤独　希望の場所を求めて 高橋源一郎 未定 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 ようこそ最強のはたらかない魔王軍へ！（２）　～永松洸志/手島ｎａｒｉ。 未定 講談社 講談社文庫 15 忘れる女、忘れられる女 酒井順子 630

一迅社 メゾン文庫 10 百王警察署何もするな課 小野上明夜/遊上 640 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 オーク英雄物語　忖度列伝 理不尽な孫の手 未定 講談社 講談社文庫 15 身分帳 佐木隆三 840

一迅社 メゾン文庫 10 精霊に愛された姫君　～王族とは関わりたくない藤宮/よー清水 680 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 すまんな、妹のおまえに用はない。　～好きな女鏡遊/なつめえり 未定 講談社 講談社文庫 15 それでも気がつけばチェーン店ばかりでメシを食村瀬秀信 610

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 壁の花令嬢のおかしな結婚　エルフの国に永久柏てん/駒宮十 638 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 拾われ復讐王女の暗殺先生 亜逸/マシマサキ 未定 講談社 講談社文庫 15 霊視刑事　夕雨子（１）　誰かがそこにいる 青柳碧人 680

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（３） 山田桐子/まち 638 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖 　  細音啓/猫鍋蒼 未定 講談社 講談社文庫 15 冴える剣　鶴亀横丁の風来坊（仮） 鳥羽亮 640

一迅社 メリッサ文庫 31 偏食閣下のまかない係 小山内慧夢 660 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 『レベル』があるなら上げるでしょ？　モブキャラに珠城真/八重樫南 未定 講談社 講談社文庫 15 襲来（上） 帚木蓬生 860

イースト・プレスソーニャ文庫 3 妖精王は愛を喰らう（仮） 月城うさぎ/アオイ冬子 680 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 ネクラとヒリアが出会う時 村田天 未定 講談社 講談社文庫 15 襲来（下） 帚木蓬生 820

イースト・プレスソーニャ文庫 3 堕ちた聖職者は花を手折る（仮） 山野辺りり/白崎小夜 700 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 俺がラブコメ彼女を絶対に奪い取るまで。（２） 戸塚陸/昆布わかめ 未定 講談社 講談社文庫 15 忌み地　弐　怪談社奇聞録 福澤徹三/糸柳寿昭 600

イースト・プレス悦文庫 10 ベテラン女子大生（仮） 橘真児 720 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 ロクでなし魔術講師と禁忌教典（17） 羊太郎/三嶋くろね 未定 講談社 講談社文庫 15 水壁　アテルイを継ぐ男 高橋克彦 740

イースト・プレス悦文庫 10 いたずら女神（仮） 睦月影郎 720 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 氷川先生はオタク彼氏がほしい。3時間目 篠宮夕/西沢５ミリ 未定 講談社 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＥＮ 　30 羅生門・鼻・蜘蛛の糸　芥川龍之介短編集　Ras 　  　      芥川龍之介/ジェイ・ルービン 780

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 局地戦闘機「雷電」 渡辺洋二 900 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 堕天の狗神　―SLASHDOG―（４）　ハイスクール  石踏一榮/みやま零ほか 未定 光文社 光文社文庫 8 シンポ教授の生活とミステリー 新保博久 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 特攻の真意 神立尚紀 1080 KADOKAWA メディアワークス文 18 おとなりの晴明さん（７）～陰陽師は水の神と歌う仲町六絵 未定 光文社 光文社文庫 8 卑劣犯　素行調査官 笹本稜平 未定

潮出版社 潮文庫 4 はざまにある部屋 沢村鐵 900 KADOKAWA メディアワークス文 18 ビブリア古書堂の事件手帖II（２）（仮） 三上延 未定 光文社 光文社文庫 8 デッド・オア・アライブ 楡周平 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 俺は星間国家の悪徳領主！（１） 三嶋与夢/高峰ナダレ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 18 星の降る家のローレン 北川恵海 未定 光文社 光文社文庫 8 南風吹く 森谷明子 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 小悪魔だけど恋愛音痴なセンパイが今日も可愛遊歩新夢/ひつじたかこ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 18 平安かさね色草紙（仮） 梅谷百 未定 光文社 光文社文庫 8 うなぎ女子 加藤元 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 追放されたS級鑑定士は最強のギルドを創る（３ 瀬戸夏樹/ふーろ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 18 僕たちにデスゲームが必要な理由 未定 未定 光文社 光文社文庫 8 バッグをザックに持ち替えて 唯川恵 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 本能寺から始める信長との天下統一（３） 常陸之介寛浩/茨乃 未定 KADOKAWA メディアワークス文 18 百鬼夜行とご縁組（３）（仮） マサト真希 未定 光文社 光文社文庫 8 サロメの夢は血の夢 平石貴樹 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 ありふれた職業で世界最強（11） 白米良/たかやＫｉ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 Re：ゼロから始める異世界生活　短編集（６） 長月達平/イセ川ヤスタカほ 620 光文社 光文社文庫 8 ヘッド・ハンター 大藪春彦 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェンネコ光一/Ｎａｒｄａｃｋ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 ラピスリライツ　フルカラー文庫 あさのハジメ/Ｕ３５ 未定 光文社 光文社文庫 8 天涯無限　アルスラーン戦記（16） 田中芳樹 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 22 灰と幻想のグリムガル（16） 十文字青/白井鋭利 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 教え子に脅迫されるのは犯罪ですか？　7時間目さがら総/ももこ 640 光文社 光文社文庫 8 11文字の殺人　新装版 東野圭吾 未定

オークラ出版 プリズム文庫 22 魔術師は竜王子の花嫁になる 釘宮つかさ/やすだしのぐ 682 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 宮本サクラが可愛いだけの小説。（４） 鈴木大輔/ｒｕｒｕｄｏ 未定 光文社 光文社文庫 8 江戸川西口あやかしクリニック（４）恋の百物語（ 藤山素心 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 ラストエンブリオ（８）　追想の問題児 竜ノ湖太郎/ももこ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 異世界、襲来（２）　王の帰還 丈月城/しらび 未定 光文社 光文社文庫 8 火ノ児の剣 中路啓太 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 戦翼のシグルドリーヴァ　Rusalka（下） 長月達平/藤真拓哉ほか 680 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 超高度かわいい諜報戦（２） 方波見咲/ろるあ 未定 光文社 光文社文庫 8 父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 戦闘員、派遣します！（６） 暁なつめ/カカオ・ランタン 640 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 20 ライアー・ライアー（５） 久追遥希/ｋｏｎｏｍｉ（きのこの未定 光文社 光文社文庫 8 密命　隠密船頭（５）（仮） 稲葉稔 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者は消 蓮水涼/まち 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 29 捨て猫勇者を育てよう　～教師に転職した凄腕のいかぽん/有河サトル 未定 光文社 光文社文庫 8 もののけ騒ぎ　九十九字ふしぎ屋　商い中（仮） 霜島けい 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 夏恋シンフォニー　こじらせヒーローと恋のはじめくらゆいあゆ/茶々ごま 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 29 八月のシンデレラナイン（仮） Ａｋａｔｓｕｋｉ 未定 光文社 光文社文庫 8 あしたの花　日本橋牡丹堂　菓子ばなし（６）（仮 中島久枝 未定

KADOKAWA ルビー文庫 1 もふもふ遊郭の初夜花嫁 真崎ひかる/明神翼 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 29 VRエロゲーやってたら異世界に転生したので、美 　仁科朝丸/ＴＡＫＴＯ 未定 光文社 光文社文庫 8 別れの剣　聡四郎巡検譚（６）（仮） 上田秀人 未定

KADOKAWA ルビー文庫 1 アルファ皇子の宮中秘恋 小中大豆/二駒レイム 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 29 俺氏、伝説のオーガ皇帝はじめます 氷上慧一 未定 光文社 光文社古典新訳文 8 ミミズによる腐植土の形成 ダーウィン/渡辺政隆 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 女子高生同士がまた恋に落ちるかもしれない話杜奏みなや/小奈きなこ 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 29 伝説のお姉さんたちと隷属契約 嬉野秋彦/てつぶた 未定 光文社 光文社古典新訳文 8 ミドルマーチ（３） ジョージ・エリオット/廣野由美未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 叛逆せよ！　英雄、転じて邪神騎士（３） 杉原智則/ヨシモト 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 29 MGCMノベライズ（仮） しめさば 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 殿さま忍者（１） 聖龍人 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 はじらいサキュバスがドヤ顔かわいい。（４）～ど 　旭蓑雄/なたーしゃ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 華麗なる誘拐 西村京太郎 850 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 あやかし淫秘帖　尼寺艶戯 睦月影郎 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 地獄に祈れ。天に堕ちろ。（２）東凶聖餐 九岡望/東西 未定 河出書房新社 河出文庫 6 笊ノ目万兵衛門外へ 山田風太郎 900 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 半四郎　艶情斬り（２） 早瀬詠一郎 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 可愛いかがわしいお前だけが僕のことをわかっ 鹿路けりま/にゅむ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 アトリエ・インカーブ物語　アートと福祉で社会を 今中博之 900 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 異戦大坂の陣（３） 中里融司 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなので一日三五十嵐雄策/はねこと 未定 河出書房新社 河出文庫 6 すみなれたからだで 窪美澄 680 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 群狼の機動艦隊（上） 原俊雄 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 乃木坂明日夏の秘密（６） 五十嵐雄策/しゃあ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺佑基 880 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 群狼の機動艦隊（下） 原俊雄 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 新フォーチュン・クエストII（11）ここはまだ旅の途 深沢美潮/迎夏生 未定 河出書房新社 河出文庫 6 この世界を知るための　人類と科学の400万年史レナード・ムロディナウ/水谷 1350 コスミック出版 コスミック文庫 16 鷹狩り　単独捜査 西川司 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 七つの魔剣が支配する（６） 宇野朴人/ミユキルリア 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 47都道府県　初対面でも盛り上がるデータブック博学こだわり倶楽部 800 コスミック出版 コスミック文庫α 21 神様の子守はじめました。（12） 霜月りつ 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 星継ぐ塔と機械の姉妹 佐藤ケイ/ｂｕｎ１５０ 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 天皇家の懐事情（仮） 歴史の謎を探る会 720 コスミック出版 セシル文庫 21 霧の王宮、牡丹の初恋（仮） 樹生かなめ 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 魔王学院の不適合者（７）～史上最強の魔王の始秋/しずまよしのり 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 EYES アイズ　廃物件捜査班 柿本みづほ 730 三交社 艶情文庫 30 兄嫁の蜜（仮） 北山悦史 722

KADOKAWA 電撃文庫 10 創約　とある魔術の禁書目録（２） 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 ボクシング日和 角田光代 600 三交社 艶情文庫 30 あげまん（仮） 庵乃音人 722

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 31番目のお妃様（５） 桃巴/山下ナナオ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 あなたとオムライス　食堂のおばちゃん（８） 山口恵以子 620 集英社 集英社文庫 17 ソルハ 帚木蓬生 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（10） ぷにちゃん/成瀬あけの 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 親子十手捕物帳（４）（仮） 小杉健治 680 集英社 集英社文庫 17 父　Mon Pere 辻仁成 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫ア 15 A3！　ボーイフッドコラージュ トム/リベル・エンタテインメン 770 角川春樹事務所時代小説文庫 15 江戸菓子舗照月堂（８）（仮） 篠綾子 620 集英社 集英社文庫 17 ラブセメタリー 木原音瀬 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 神様の薬草園　夏の花火と白うさぎ 松浦/宮城とおこ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 飛燕の簪　神田職人えにし譚 知野みさき 620 集英社 集英社文庫 17 日蝕えつきる 花村萬月 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 紅茶館に転職したら、裏稼業が祓い屋でした。 未定/ＣＨＲＩＳ 未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 28 弟の娘　姪と伯父の夏休み 屋形宗慶/甚六 718 集英社 集英社文庫 17 対岸のヴェネツィア 内田洋子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 きみに、にゃあと鳴いてやる。わたしが猫になっ 村田天/丹地陽子 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 28 ボクの理想の異世界生活（仮） 市村鉄之助/イチリ 720 集英社 集英社文庫 17 エピデミック 川端裕人 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 龍に恋う　贄の乙女の幸福な身の上 未定/ゆきさめ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 家康（１） 安部龍太郎 未定 集英社 集英社文庫 17 かっぽれ　寄席品川清洲亭（４） 奥山景布子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 うちの社食がマズくて困ってます　総務部推進課　黒崎蒼/田中寛崇 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 おひさま色の愛しいひと 杉原朱紀/六芦かえで 700 集英社 集英社文庫 17 ノン・サラブレッド 島田明宏 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 ぼんくら陰陽師の鬼嫁（６） 秋田みやび/しのとうこ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 ディアレスト 中庭みかな/野ノ宮いと 680 集英社 集英社文庫 17 沖縄興南高校、甲子園春夏連覇後の10年 松永多佳倫 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 恐るべき子供たち ジャン・コクトー/東郷青児 600 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 天使の溺愛ベビーシッター 小中大豆/サマミヤアカザ 630 集英社 集英社文庫 17 アデル　人喰い鬼の庭で レイラ・スリマニ/松本百合子未定

KADOKAWA 角川文庫 16 自閉症の僕が生きていく風景 東田直樹 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界七大魔術師御子柴奈々/梱枝りこ 700 集英社 集英社オレンジ文 17 吸血鬼と呪いの森（仮） 赤川次郎/ひだかなみ 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 アメリカン・ゴッズ（上） ニール・ゲイマン/金原瑞人 未定 講談社 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＥＮ 　9 比類なきジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス 950 集英社 集英社オレンジ文 17 威風堂々惡女（４）（仮） 白洲梓/蔀シャロン 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 アメリカン・ゴッズ（下） ニール・ゲイマン/金原瑞人 未定 講談社 講談社学術文庫 10 ロシア正教の千年 廣岡正久 1110 集英社 集英社オレンジ文 17 わたしのお人形　怪奇短篇集（仮） 瀬川貴次 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 もうひとつの空の飛び方『枕草子』から『ナルニア荻原規子 未定 講談社 講談社学術文庫 10 英国流　旅の作法　グランド・ツアーから庭園文 中島俊郎/桑木野幸司 1110 集英社 集英社オレンジ文 17 赤ちゃんと教授　乳母猫より愛をこめて（仮） 松田志乃ぶ/はしゃ 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 チェス盤の少女 サム・ロイド/大友香奈子 1200 講談社 講談社学術文庫 10 ローマの哲人　セネカの言葉 中野孝次 1000 集英社 集英社オレンジ文 17 海月（くらげ）館水葬夜話（仮） 東堂燦/青藤スイ 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 江戸の御庭番（６）（仮） 藤井邦夫 未定 講談社 講談社学術文庫 10 日本料理文化史　懐石を中心に 熊倉功夫 1150 集英社 集英社文庫コミック 17 PEACE MAKER（５） 皆川亮二 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 お咒い日和　その解説と実際 加門七海 未定 講談社 講談社学術文庫 10 ヨーロッパ世界の誕生　マホメットとシャルルマーアンリ・ピレンヌ/佐々木克己1690 集英社 集英社文庫コミック 17 PEACE MAKER（６） 皆川亮二 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 人生のことはすべて山に学んだ 沢野ひとし 未定 講談社 まんが学術文庫 13 君主論 マキャベリ/中川真ほか 780 集英社 ダッシュエックス文 22 ソロ神官のVRMMO冒険記（６）～どこから見ても原初/へいろー 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 政略結婚 高殿円 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 異世界蹂躙―淫靡な洞窟のその奥で― ウメ種/ぼに～ 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 アノニム 原田マハ 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 魔弾の王と凍漣の雪姫（６） 川口士/美弥月いつか 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 山の霊異記　ケルンは語らず 安曇潤平 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 モンスター娘のお医者さん（８） 折口良乃/Ｚトン 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 地獄の犬たち 深町秋生 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 電波的な彼女　新装版 片山憲太郎/山本ヤマト 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 脳科学捜査官　真田夏希　リスキー・ブラック 鳴神響一 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 電波的な彼女～愚か者の選択～　新装版 片山憲太郎/山本ヤマト 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 大義の末 城山三郎 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 電波的な彼女～幸福ゲーム～　新装版 片山憲太郎/山本ヤマト 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 君を描けば嘘になる 綾崎隼 未定 小学館 小学館文庫 7 時計仕掛けの歪んだ罠 アルネ・ダール/田口俊樹 1100

KADOKAWA 角川文庫 16 何度でも、紙飛行機がとどくまで 大城密 未定 小学館 小学館文庫 7 こちら亀有幽霊相談所…ではありません！ 瑞山いつき 560

KADOKAWA 角川文庫 16 砂上 桜木紫乃 未定 小学館 小学館文庫 7 徒目付　情理の探索　純白の死 青木主水 680

KADOKAWA 角川文庫 16 ほとけの心は妻ごころ 田辺聖子 未定 小学館 小学館文庫 7 突きの鬼一　春雷 鈴木英治 650

KADOKAWA 角川文庫 16 写楽 皆川博子 未定 小学館 小学館文庫 7 あの日、君は何をした まさきとしか 720

KADOKAWA 角川文庫 16 弱虫ペダル 三萩せんや 未定 小学館 小学館コミック文庫 15 ガンバ！Fly high（13） 森末慎二/菊田洋之 864

KADOKAWA 角川文庫 16 もっとヘンな論文 サンキュータツオ 未定 小学館 ガガガ文庫 17 このぬくもりを君と呼ぶんだ 悠木りん 620

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 神さまたちの季節 芳賀日出男 未定 小学館 ガガガ文庫 17 君はヒト、僕は死者。世界はときどきひっくり返る零真似 620

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 世にもふしぎな化け猫騒動 今井秀和 未定 小学館 ガガガ文庫 17 現実でラブコメできないとだれが決めた？ 初鹿野創 620

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 有職装束の魅力　詳説 未定 未定 小学館 ガガガ文庫 17 コワモテの巨人くんはフラグだけはたてるんです十本スイ 660

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 科学と文学 寺田寅彦 未定 小学館 ガガガ文庫 17 僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが育赤城大空 620

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 中国正史倭人・倭国伝全釈 鳥越憲三郎 未定 新紀元社 ポルタ文庫 中 暗い夜に明かりが灯る料理店（仮） 長尾彩子/篠 650

新紀元社 ポルタ文庫 中 託児処の巫師さま　奥宮妖歳時 霜月りつ/藤未都也 650

守   山  店 ℡ 077-582-7560    野  洲  店 ℡ 077-586-3226        

 

守山駅前店  ℡ 077-584-5460     石  部   店  ℡ 0748-76-2520    

 

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671       石山駅前店  ℡ 077-533-7717  

 

   



出版社 文庫名 予定日 チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日 チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日 チェック 書名 著者 予価

新書館 ウィングス文庫 10 ミルナート王国瑞奇譚（下）狼さんは女王陛下を 和泉統子/鳴海ゆき 840 竹書房 竹書房ラブロマン文 29 とろける密会（仮） 桜井真琴 660 双葉社 双葉文庫 16 十津川警部　姨捨駅の証人 西村京太郎 680

新書館 ディアプラス文庫 10 完璧な恋の話 渡海奈穂/梨とりこ 680 竹書房 竹書房怪談文庫 29 「超」怖い話　庚（仮） 松村進吉/深澤夜ほか 650 双葉社 双葉文庫 16 ウチの担任が熱すぎて！ 新堂冬樹 670

新書館 ディアプラス文庫 10 アイドル始めました 久我有加/榊空也 680 竹書房 竹書房怪談文庫 29 恐怖箱　祟目百物語（仮） 加藤一/神沼三平太ほか 650 双葉社 双葉文庫 16 夜警　新装版 赤川次郎 630

新書館 モノクローム・ロマン 10 イングランドを想え Ｋ・Ｊ・チャールズ/スカーレッ 1200 竹書房 竹書房怪談文庫 29 瞬殺怪談　碌（仮） 平山夢明ほか 650 双葉社 双葉文庫 16 後宮の花は偽りに紛れる（仮） 天城智尋 590

新潮社 新潮文庫 29 忍びたちの本能寺 近衛龍春 710 竹書房 竹書房怪談文庫 29 一〇八怪談　鬼姫（仮） 川奈まり子 650 双葉社 双葉文庫 16 居酒屋の女神 霧原一輝 700

新潮社 新潮文庫 29 批評家失格　新編初期論考集 小林秀雄 670 竹書房 竹書房怪談文庫 29 黒木魔奇録　逆さ首（仮） 黒木あるじ 650 双葉社 双葉文庫 16 照れ降れ長屋風聞帖（７）　仇だ桜　〈新装版〉 坂岡真 650

新潮社 新潮文庫 29 百年泥 石井遊佳 460 竹書房 竹書房文庫 30 べストSF2020（仮） 大森望 1200 双葉社 双葉文庫 16 大富豪同心（24）（仮） 幡大介 680

新潮社 新潮文庫 29 枕詞はサッちゃん　照れやな詩人、父・阪田寛夫内藤啓子 590 竹書房 竹書房文庫 30 エレクトス（上）（仮） グザヴィエ・ミュレール/伊藤 850 双葉社 双葉文庫 16 おれは一万石（13）　訣別の旗幟 千野隆司 620

新潮社 新潮文庫 29 カネと共に去りぬ 久坂部羊 630 竹書房 竹書房文庫 30 エレクトス（下）（仮） グザヴィエ・ミュレール/伊藤 850 双葉社 双葉文庫 16 じゃりン子チエ（８） はるき悦巳 800

新潮社 新潮文庫 29 路地の子 上原善広 590 竹書房 ラヴァーズ文庫 31 禁断の凹果実（仮） バーバラ片桐/奈良千春 660 双葉社 モンスター文庫 30 魔性の男を目指します（２） 立花/カット 600

新潮社 新潮文庫 29 深夜特急（３）インド・ネパール 沢木耕太郎 550 竹書房 ラヴァーズ文庫 31 ハニールーム（仮） いおかいつき/國沢智 660 双葉社 モンスター文庫 30 モンスターのご主人様（16） 日暮眠都/ナポ 610

新潮社 新潮文庫 29 深夜特急（４）シルクロード 沢木耕太郎 550 宝島社 宝島社文庫 4 犬の張り子をもつ怪物 藍沢今日 680 双葉社 モンスター文庫 30 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～（11） 美紅/Ｕ３５ 590

新潮社 新潮文庫 29 めぐみ園の夏 高杉良 670 宝島社 宝島社文庫 4 天城一の密室犯罪学教程 天城一/日下三蔵 1180 二見書房 二見サラ文庫 13 恋する弟子の節約術 青谷真未/和遥キナ 650

新潮社 新潮文庫 29 棲月　隠蔽捜査（７） 今野敏 710 筑摩書房 ちくま文庫 13 日常の淵　現代マンガ選集 ササキバラゴウ 800 二見書房 二見サラ文庫 13 大江いずこは何処へ旅に 尼野ゆたか/大宮いお 680

新潮社 新潮文庫 29 鏡館の殺人 月原渉 630 筑摩書房 ちくま文庫 13 それでも生きる　国際協力リアル教室 石井光太 720 二見書房 二見サラ文庫 13 うちの作家は推理ができない なみあと/いつか 650

新潮社 新潮文庫 29 コンビニ兄弟（仮） 町田そのこ 630 筑摩書房 ちくま文庫 13 詩歌の待ち伏せ 北村薫 1100 マドンナメイ マドンナメイト文庫 13 浴衣ハーレム　幼馴染みとその美姉（仮） 竹内けん 705

実業之日本Ｊノベルライト文庫 上 RAIL WARS！（19）日本國有鉄道公安隊 豊田巧/バーニア６００ 650 筑摩書房 ちくま文庫 13 あの俳優たちの戦争 濵田研吾 1100 マドンナメイ マドンナメイト文庫 13 美少女アイドル養成所　恥辱のレッスン（仮） 羽村優希 705

実業之日本実業之日本社文庫中 水族館ガール（７） 木宮条太郎 680 筑摩書房 ちくま文庫 13 森の文学館 和田博文 820 マドンナメイ マドンナメイト文庫 13 教え子（仮） 殿井穂太 705

実業之日本実業之日本社文庫中 ぼくの映画人生 大林宣彦 950 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 大元帥　昭和天皇 山田朗 1400 マドンナメイ マドンナメイト文庫 13 素人告白スペシャル　人妻懺悔録（仮） 素人投稿編集部 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 襲大鳳（上）　羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 記号の知／メディアの知 石田英敬 1700 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ザ・キス・シーフ（原題） Ｌ・Ｊ・シェン/藤堂知春 1180

祥伝社 祥伝社文庫 15 襲大鳳（下）　羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 資本主義と奴隷制 エリック・ウイリアムズ/中山毅 1600 二見書房 シャレード文庫 27 狼皇子の片恋い積もりて 楠田雅紀/金井桂 657

祥伝社 祥伝社文庫 15 壊人　D1警視庁暗殺部 矢月秀作 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 叙任権闘争 オーギュスタン・フリシュ/野 1300 二見書房 シャレード文庫 27 溺愛アルファは運命の花嫁に夢中 秀香穂里/れの子 630

祥伝社 祥伝社文庫 15 庶務行員　多加賀主水の憤怒の鉄拳 江上剛 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 数理のめがね 坪井忠二 1200 二見書房 シャレード文庫 27 ファーターと愛弟子　～寵花は師の手で花開く～はなのみやこ/乃一ミクロ 686

祥伝社 祥伝社文庫 15 秋霧 大倉嵩裕 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 ノーベル賞で見る現代経済学 トーマス・カリアー/小坂恵理 1800 二見書房 二見文庫　官能シ 27 母と娘の研究室（仮） 睦月影郎 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 焼け跡のハイヒール 盛田隆二 未定 中央公論新中公文庫 22 高座のホームズよたび　昭和稲荷町らくご探偵 愛川晶 720 二見書房 二見文庫　官能シ 27 人妻捜査官（仮） 桜井真琴 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 春は始まりのうた　マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也 未定 中央公論新中公文庫 22 踊る星座 青山七恵 700 二見書房 二見時代小説文庫 27 勘十郎まかり通る（３） 早見俊/蓬田やすひろ 658

祥伝社 祥伝社文庫 15 悪謀　強請屋稼業 南英男 未定 中央公論新中公文庫 22 四捨五入殺人事件 井上ひさし 700 二見書房 二見時代小説文庫 27 剣客奉行　柳生久通（４） 藤水名子/はぎのたえこ 658

祥伝社 祥伝社文庫 15 恍惚病棟 山田正紀 未定 中央公論新中公文庫 22 大阪弁ちゃらんぽらん 田辺聖子 800 二見書房 二見時代小説文庫 27 柳橋ものがたり（５） 森真沙子/蓬田やすひろ 658

祥伝社 祥伝社文庫 15 東京崩壊　悪女刑事 沢里裕二 未定 中央公論新中公文庫 22 大阪弁おもしろ草子 田辺聖子 840 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 神様とゆびきり 佐木呉羽 620

祥伝社 祥伝社文庫 15 悲恋歌　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定 中央公論新中公文庫 22 漱石先生 寺田寅彦 900 文藝春秋 文春文庫 8 満月珈琲店の星詠み 望月麻衣/桜田千尋 670

祥伝社 黄金文庫 15 「覇権」で読み解けば世界史がわかる 神野正史 860 中央公論新中公文庫 22 新装版　血烙　刑事・鳴沢了 堂場瞬一 850 文藝春秋 文春文庫 8 鼠異聞（上）新・酔いどれ小籐次（17） 佐伯泰英 730

祥伝社 黄金文庫 15 強運の神様は朝が好き 早川勝 760 中央公論新中公文庫 22 新編　「終戦日記」を読む 野坂昭如 860 文藝春秋 文春文庫 8 鼠異聞（下）新・酔いどれ小籐次（18） 佐伯泰英 730

心交社 ショコラ文庫 10 つがいは目隠し竜に堕ちる 宮緒葵/みずかねりょう 690 中央公論新中公文庫 22 桔梗の覇道　明智光秀（仮） 早見俊 800 文藝春秋 文春文庫 8 ランニング・ワイルド 堂場瞬一 750

スターツ出ベリーズ文庫 10 寵愛の鎖～エリート社長は身ごもり秘書にもう一紅カオル 640 中央公論新中公文庫 22 三島由紀夫石原慎太郎全対話 三島由紀夫/石原慎太郎 860 文藝春秋 文春文庫 8 ミッドナイトスワン 内田英治 690

スターツ出ベリーズ文庫 10 この度強引な俺様社長とほのぼの婚前同居始めきたみまゆ 640 中央公論新中公文庫 22 軍旗はためく下に　増補新版 結城昌治 1000 文藝春秋 文春文庫 8 赤坂ひかるの愛と拳闘 中村航 840

スターツ出ベリーズ文庫 10 弁護士プリンス（仮） 滝井みらん 640 中央公論新中公文庫 22 黒死病　ペストの中世史 ジョン・ケリー/野中邦子 1400 文藝春秋 文春文庫 8 あなたならどうする 井上荒野 720

スターツ出ベリーズ文庫 10 きみとふたりで紡ぐ恋―カリスマデザイナーと秘 宇佐木 640 東京創元社創元推理文庫 13 月蝕の夜の子守歌　大正浪漫　横濱魔女学校（ 白鷺あおい 未定 文藝春秋 文春文庫 8 空に咲く恋 福田和代 740

スターツ出ベリーズ文庫 10 シンデレラパニック！（仮） 田崎くるみ 640 東京創元社創元推理文庫 22 エラリー・クイーンの新冒険【新訳版】 エラリー・クイーン/中村有希未定 文藝春秋 文春文庫 8 ドローン探偵と世界の終わりの館 早坂吝 730

スターツ出ベリーズ文庫 10 辺境伯令嬢は政権奪還の王に一途な愛を注がれ友野紅子 640 東京創元社創元推理文庫 22 密室と奇蹟　ジョン・ディクスン・カー生誕百周年 芦辺拓/加賀美雅之ほか 未定 文藝春秋 文春文庫 8 孤愁ノ春　居眠り磐音（33）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出ベリーズ文庫 10 転生令嬢は小食王子のお食事係（２）（仮） 甘沢林檎 640 東京創元社創元推理文庫 22 雪旅籠 戸田義長 未定 文藝春秋 文春文庫 8 尾張ノ夏　居眠り磐音（34）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出ベリーズ文庫 10 悪役令嬢のネクラ人生計画～キャラ崩壊中の騎朧月あき 640 東京創元社創元推理文庫 30 死んだレモン フィン・ベル/安達眞弓 未定 文藝春秋 文春文庫 8 心では重すぎる（上） 大沢在昌 880

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 22 甘さ可愛さ溺れたい（仮） みゅーな＊＊ 500 東京創元社創元推理文庫 30 マカロンはマカロン 近藤史恵 未定 文藝春秋 文春文庫 8 心では重すぎる（下） 大沢在昌 880

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 22 総長さま、溺愛中につき。（４）（仮） ＊あいら＊ 500 東京創元社創元ＳＦ文庫 30 失われた世界【新訳版】 アーサー・コナン・ドイル/中原未定 文藝春秋 文春文庫 8 殉国　陸軍二等兵比嘉真一 吉村昭 720

スターツ出野いちご文庫 22 智紘先輩のお気に入り。（仮） 水沢ゆな 600 東京創元社創元ＳＦ文庫 30 女総督コーデリア（仮） ロイス・マクマスター・ビジョル未定 文藝春秋 文春文庫 8 うつ病九段　プロ棋士が将棋を失くした一年間 先崎学 600

スターツ出野いちご文庫 22 キミが私を嫌いなワケ（仮） Ｍｉｌｋｙ 600 徳間書店 徳間文庫 9 ひとり夢見る〈新装版〉 赤川次郎 660 文藝春秋 文春文庫 8 清原和博　告白 清原和博 720

スターツ出野いちご文庫 22 監禁学校～死のそよ風～（仮） 西羽咲花月 600 徳間書店 徳間文庫 9 鯖 赤松利市 770 文藝春秋 文春文庫 8 拝啓、本が売れません 額賀澪 630

スターツ出スターツ出版文庫 28 新米パパの双子ごはん（仮） 遠藤遼 600 徳間書店 徳間文庫 9 汝　想いて斬（１） 門田泰明 770 文藝春秋 文春文庫 8 全滅・憤死　インパール（３） 高木俊朗 1350

スターツ出スターツ出版文庫 28 バディ！　犬とアイドル、ときどき事件（仮） 桃城猫緒 600 徳間書店 徳間文庫 9 白椿はなぜ散った 岸田るり子 800 フロンティア ダリア文庫 13 副社長の紳士的な熱愛 名倉和希/逆月酒乱 682

スターツ出スターツ出版文庫 28 ラスト・ゲーム（仮） 高倉かな 600 徳間書店 徳間文庫 9 サムライ　六代目山口組直参　落合勇治の半生山平重樹 700 フロンティア ダリア文庫 13 溺愛彼氏と恋わずらいの小鳥 若月京子/明神翼 682

青春出版社青春文庫 10 図説　神さま仏さまの教えの物語　 今昔物語集小峯和明 1100 徳間書店 徳間文庫 9 円也党、奔る　光秀の忍び 早見俊 670 プランタン出 オパール文庫 4 竜神CEOは花嫁を淫らに愛する（仮） 御堂志生 未定

青春出版社青春文庫 10 大人のマナー「和」の作法便利帳（仮） 知的生活研究所 770 徳間書店 キャラ文庫 28 花降る王子の婚礼（仮） 尾上与一 600 プランタン出 オパール文庫 4 獣の純愛（仮） 佐木ささめ 未定

アルファポアルファポリス文庫 2 訳せない日本語　日本人の言葉と心 大來尚順 680 徳間書店 キャラ文庫 28 友だちだけどキスしてみようか（仮） 川琴ゆい華 600 プランタン出 オパール文庫 4 とろ甘ダーリン　ハイスペックな彼氏に夢のような春日部こみと 未定

アルファポエタニティ文庫 6 僧侶さまの恋わずらい 加地アヤメ 640 徳間書店 キャラ文庫 28 疵物の戀（仮） 沙野風結子 600 プランタン出 ティアラ文庫 17 左遷された辺境伯は新妻が愛くるしい（仮） 柚原テイル 未定

アルファポエタニティ文庫 6 魅惑のハニー・ボイス 倉多楽 640 Jパブリッシカクテルキス文庫 18 未定 義月粧子/駒城ミチヲ 755 プランタン出 ティアラ文庫 17 王女様の旅路　婚約者編（仮） 蒼磨奏 未定

アルファポエタニティ文庫 6 甘すぎる求愛の断り方 橘柚葉 640 ハーパーコヴァニラ文庫 3 お義兄さまとは呼べません！～御曹司と溺愛同玉紀直/なま 640 プランタン出 ティアラ文庫 17 王女様の旅路　愛の行方編（仮） 蒼磨奏 未定

アルファポエタニティ文庫 6 契約彼氏と蜜愛ロマンス 小日向江麻 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 10 世界は恋でいっぱい アネット・ブロードリック/秋田 500 フランス書院美少女文庫 20 双子エルフにめちゃくちゃ愛されてる！（仮） Ｋ．バッジョ 未定

アルファポエタニティ文庫 6 片恋スウィートギミック 綾瀬麻結 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 10 隠された甘い果実 エマ・ダーシー/南あさこ 500 フランス書院美少女文庫 20 私、メイドなのにお嬢様より好きなんですか！？鏡遊 未定

アルファポアルファライト文庫 9 僕のスライムは世界最強（３） 空水城 610 ハーパーコハーレクインＳＰ文 10 燃えるルビー サンドラ・マートン/松村和紀 500 フランス書院美少女文庫 20 引き籠もり魔王が奴隷エルフを買ったら（仮） さかきいちろう 未定

アルファポアルファライト文庫 9 魔法学校の落ちこぼれ（４） 梨香 610 ハーパーコハーレクインＳＰ文 10 夏の気配 ベティ・ニールズ/宮地謙 500 フランス書院フランス書院文庫 28 熟女食堂（仮） 夏川瞬 未定

アルファポアルファライト文庫 9 最強の異世界やりすぎ旅行記（５） 萩場ぬし 610 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 路地裏の伯爵令嬢 ロレイン・ヒース/さとう史緒 945 フランス書院フランス書院文庫 28 孕ませ三重奏【義母、父の秘書、隣家の家庭教 藤崎玲 未定

アルファポアルファライト文庫 9 転生薬師は異世界を巡る（３） 山川イブキ 610 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 オリンポスの咎人（１）　マドックス ジーナ・ショウォルター/村井 900 フランス書院フランス書院文庫 28 とろける下宿　大家母娘と独身熟女（仮） 桜庭春一郎 未定

アルファポアルファライト文庫 9 魔物をお手入れしたら懐かれました（２）もふプニ羽智遊紀 610 ハーパーコハーレクイン文庫 6/26 涙は砂漠に捨てて メレディス・ウェバー/三浦万 627 フランス書院フランス書院文庫 28 人妻【狂気の拷問実験】（仮） 北野剛雲 未定

アルファポレジーナ文庫 9 異世界キッチンからこんにちは（１） 風見くのえ 640 ハーパーコハーレクイン文庫 6/26 裸足の花嫁 リン・グレアム/三好陽子 627 フランス書院フランス書院文庫 28 ご褒美さしあげます【四人の未亡人】（仮） 高宮柚希 未定

アルファポレジーナ文庫 9 異世界でカフェを開店しました。（11） 甘沢林檎 640 ハーパーコハーレクイン文庫 6/26 欺かれた夜 ダイアナ・ハミルトン/井上京 627 フランス書院フランス書院文庫 28 溺れ喪服【未亡人母娘】（仮） 望月薫 未定

アルファポレジーナ文庫 9 王宮書庫のご意見番 安芸とわこ 640 ハーパーコハーレクイン文庫 6/26 不機嫌な秘書 ジェシカ・スティール/大島とも 627 ぶんか社 まんがグリム童話 10 金瓶梅（45） 竹崎真実 636

アルファポレジーナ文庫 9 黒鷹公の姉上（２） 青蔵千草 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 2 闇中【あんちゆう】の星 五代ゆう/天狼プロダクション 680 法藏館 法蔵館文庫 10 評伝　J・Gフレイザー（上）その生涯と業績 ロバート・アッカーマン/小松 1700

アルファポレジーナ文庫 9 熱砂の凶王と眠りたくない王妃さま 小桜けい 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 2 リモートワークの達人 デイヴィッド・ハイネマイヤー 780 法藏館 法蔵館文庫 10 評伝　J・Gフレイザー（下）その生涯と業績 ロバート・アッカーマン/小松 1700

アルファポアルファポリス文庫 22 居残り方治、鵺月夜 鵜狩三善 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 2 神と罌粟【けし】 ティム・ベイカー/鈴木恵 1260 法藏館 法蔵館文庫 10 宗教者ウィトゲンシュタイン 星川啓慈 1000

アルファポアルファポリス文庫 22 金沢あまやどり茶房（仮） 編乃肌（仮） 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 2 深淵の独居者 アルント・エルマー/ペーター 680 ポプラ社 ポプラ文庫 7 浜風屋菓子話　日乃出が走る（３）新装版 中島久枝 700

アルファポアルファポリス文庫 22 八月の魔女 いちい汐 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 2 逆まわりの世界〔改訳版〕 フィリップ・Ｋ・ディック/小尾芙 1200 ポプラ社 ポプラ文庫 7 夏空白花 須賀しのぶ 780

SBクリエイＧＡ文庫 15 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女のふか田さめたろう/ふーみ 670 早川書房 クリスティー文庫 16 メソポタミヤの殺人〔新訳版〕 アガサ・クリスティー/田村義 900 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 7 京都はんなり、かりそめ婚 華藤えれな 680

SBクリエイＧＡ文庫 15 変態奴隷ちゃんと堅物勇者さんと（２） 中村ヒロ/ｓｕｎｅ 630 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 16 もう終わりにしよう。 イアン・リード/坂本あおい 900 ホビージャパＨＪ文庫 1 百錬の覇王の聖約の戦乙女（21） 鷹山誠一/ゆきさん 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子をみかみてれん/雪子 630 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 16 日本SFの臨界点［恋愛篇］ 伴名練 1000 ホビージャパＨＪ文庫 1 紙山さんの紙袋の中には（１） 江ノ島アビス/ｎｅｒｏｐａｓｏ 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 処刑少女の生きる道（バージンロード）（４）　―赤佐藤真登/ニリツ 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 16 日本SFの臨界点［怪奇篇］ 伴名練 1000 ホビージャパＨＪ文庫 1 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界最ハヤケン/Ｎａｇｕ 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 凄くモテる後輩が絡んでくるが、俺は絶対絆されｙｕｋｉ/Ｂ－銀河 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 16 スマイラーとスフィンクス エルンスト・ヴルチェク/ペー 680 ホビージャパＨＪ文庫 1 魔界帰りの劣等能力者（４） たすろう/かる 619

大和書房 だいわ文庫 10 ひとり酒の時間 東海林さだお 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 16 タイムラインの殺人者 アナリー・ニューイッツ/幹遙 1180 ホビージャパＨＪ文庫 1 六畳間の侵略者！？（35） 健速/ポコ 619

大和書房 だいわ文庫 10 1日5分で思考力がアップする！謎ときパズル 北村良子 680 原書房 コージーブックス 6 英国ちいさな村の謎（14）　アガサ・レーズンの幽Ｍ・Ｃ・ビートン/羽田詩津子 940 ホビージャパＨＪ文庫 1 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛手島史詞/ＣＯＭＴＡ 619

大和書房 だいわ文庫 10 1日1分　耳トレ 中川雅文 680 原書房 ライムブックス 6 忘れ得ぬ恋の誓いに コートニー・ミラン/水野麗子 1000 ホビージャパＨＪ文庫 1 勇者は魔王の門番人（ゲートキーパー） 鉄乃蜘蛛/ｐｅｎ助 619

大和書房 だいわ文庫 10 グズを治せば人生はうまくいく　ついつい先延ば斎藤茂太 680 一二三書房ブレイブ文庫 28 嫌われ勇者を演じた俺は、なぜかラスボスに好からいと 760 ホビージャパＨＪ文庫 1 毒舌少女はあまのじゃく（１）～壁越しなら素直に上村夏樹/みれい 619

大和書房 ビジュアルだいわ文 10 見るだけで幸せになる美しすぎる猫 福田豊文/今泉忠明 800 PHP研究所ＰＨＰ文庫 4 「いい加減」なのに毎日トクしている人　「いい人 川北義則 700 マイクロマガ ことのは文庫 20 海辺のカフェで謎解きを　～マーフィーの幸せの悠木シュン/中村至宏 690

竹書房 竹書房文庫 2 桂歌丸　正調まくら語り　芸に厳しく、お客にやさ桂歌丸 800 PHP研究所ＰＨＰ文庫 4 「まさか！」の戦国武将　人気・不人気の意外な 鈴木眞哉 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 全国鉄道おもしろ雑学（仮） 川島令三 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 6 相部屋アパート（仮） 河里一伸 660 PHP研究所ＰＨＰ文庫 4 面白くて眠れなくなる遺伝子 竹内薫/丸山篤史 840 三笠書房 知的生きかた文庫 22 東大式　アイデアのひねり方（仮） 中尾政之 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 13 全裸村へようこそ（仮） 北條拓人 660 PHP研究所ＰＨＰ文庫 9 感情を整える片づけ 種市勝覺 620 三笠書房 知的生きかた文庫 22 「天気」と「気象」の教科書（仮） 筆保弘徳 未定

竹書房 竹書房文庫 16 断頭台／獅子 山村正夫/日下三蔵 1200 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 9 金沢　洋食屋ななかまど物語（仮） 上田聡子 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 世界のトップを10秒で納得させる資料の法則（仮三木雄信 未定

竹書房 竹書房文庫 20 人妻手記～ひと夏の淫らなあやまち～（仮） 愛の体験編集部 650 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 9 美人のつくり方（仮） 椰月美智子 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 美人に見える「空気」のつくり方（仮） 松本千登世 未定

竹書房 竹書房文庫 22 Eeny Meeny Ｍ・Ｊ・アーリッジ/佐田千織 1000 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 9 怪談喫茶ニライカナイ（仮） 蒼月海里 720 三笠書房 王様文庫 30 眠れないほどおもしろいヤバい文豪（仮） 板野博行 未定

竹書房 蜜夢文庫 22 恋の手習い始めます　初心な堅物書道家は奥手西條六花/天路ゆうつづ 750 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 9 はぐれ火盗改　松平左金吾（仮） 麻倉一矢 700 三笠書房 王様文庫 30 「家」でできること100（仮） 博学面白倶楽部 未定

竹書房 蜜夢文庫 22 俺の病気を治してください　イケメンすぎる幼なじ葛餅/逆月酒乱 750 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 9 うちの神様知りませんか？（仮） 市宮早記 700 三笠書房 王様文庫 30 「話がわかりやすい人」は好かれる（仮） 福田健 未定

リイド社 リイド文庫 22 真説　稲川淳二のすご～く恐い話　見つけてくだ稲川淳二 600
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