
2020年 　８月発売　コミック　（発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）
出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 出版社 予定 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価

KADOKAWA 4 ヘルドッグス　地獄の犬たち（１） イイヅカケイタ/深町秋生 680 KADOK 27 みなと商事コインランドリー（１） 缶爪さわ/椿ゆず 未定 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 小学館 3 歩くひと　完全版 谷口ジロー 2500
KADOKAWA 4 復讐の毒鼓（３） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 920 KADOK 27 地獄から君を見ていた（１） 市来ミヤ/まるのみ 未定 講談社 17 くにはちぶ（９） 各務浩章 630 小学館 7 ハイパーダッシュ！四駆郎（３） 武井宏之/徳田ザウルス 583
KADOKAWA 4 勇者、辞めます（４） クオンタム/風都ノリほか 640 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 17 エルフデッキと戦場暮らし（３） 大間九郎/ワタナベタカシ 630 小学館 7 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！　Return Racers！ こしたてつひろ 583
KADOKAWA 4 針子の乙女（１） ゼロキ/雪村ゆにほか 640 KADOK 27 田舎に帰るとやけになついた褐色ポニテショタびみ太 未定 講談社 17 マズ飯エルフと遊牧暮らし（８） 大間九郎/ワタナベタカシ 630 小学館 7 映画ドラえもん　のび太の新恐竜 藤子・Ｆ・不二雄 700
KADOKAWA 4 夢で見たあの子のために（６） 三部けい 640 KADOK 27 SNSの王子様と、シンデレラの靴（２） 萠千子/西ノ原はる 未定 講談社 17 SHAMAN KING（９） 武井宏之 600 小学館 7 結婚するって、本当ですか（１） 若木民喜 591
KADOKAWA 4 グランジェリー（４） 鰤／牙/夜桜エレル 640 KADOK 27 佐原先生と土岐くん（２） 鳥谷コウ 未定 講談社 17 SHAMAN KING（10） 武井宏之 600 小学館 7 ヴィーヴル洋裁店～キヌヨとハリエット～（３） 和田隆志 591
KADOKAWA 4 ゼロスキルの料理番（２） 延野正行/十凪高志ほか 640 KADOK 27 君には届かない。（３） みか 未定 講談社 17 SHAMAN KING（11） 武井宏之 600 小学館 7 二月の勝者　―絶対合格の教室―（９） 高瀬志帆 591
KADOKAWA 4 ラストギアス（４） 高橋脩 640 KADOK 27 これはあくまでフィクションだから！（１） 魚屋ウオ 未定 講談社 17 SHAMAN KING マルコス（１） 武井宏之/ジェット草村 650 小学館 7 君は放課後インソムニア（４） オジロマコト 591
KADOKAWA 4 ぼくのツアーリ（２） 草下シンヤ/姫野ユウマ 680 KADOK 27 となりの吸血鬼さん（７） 甘党 未定 講談社 20 賊軍　土方歳三（１） 赤名修 640 小学館 7 重版出来！（15） 松田奈緒子 591
KADOKAWA 4 ご飯は私を裏切らない ｈｅｉｓｏｋｕ 640 KADOK 27 新米姉妹のふたりごはん（８） 柊ゆたか 未定 講談社 20 侵略ニャッ！（１） 渡辺慎一 640 小学館 7 学ランの中までさわって欲しい（２） 登田好美 454
KADOKAWA 5 女王陛下と呼ばないで（１） 轟斗ソラ/柏てんほか 未定 KADOK 27 死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く 松風水蓮/彩峰舞人ほか未定 講談社 20 西妖記（１） 冬森雪湖/一ノ瀬かおる 640 小学館 7 初恋の世界（８） 西炯子 454
KADOKAWA 5 捨てられた皇妃（４） ｉＮＡ/Ｙｕｎａ 940 KADOK 27 異世界帰りのおっさんは父性スキルでファザコ高橋弘/蘿蔔なずなほか 未定 講談社 20 バーサス魚紳さん！（７） 矢口高雄/立沢克美 640 小学館 7 脱いで触って愛して（７） いいじま凛 482
KADOKAWA 5 ノベル　捨てられた皇妃（１） Ｙｕｎａ 940 KADOK 27 パパと巨乳JKとゲーム実況（２） 糸吉了一 未定 講談社 20 JJM 女子柔道部物語（９） 恵本裕子/小林まこと 640 小学館 7 こんなの、しらない（７） 梨月詩 482
KADOKAWA 5 悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないの秋山シノ/秋桜ヒロロほか 650 KADOK 27 とある科学の一方通行（12） 鎌池和馬/山路新ほか 未定 講談社 20 異世界からの企業進出！？（２）～元社畜が異 　七士七海/鵜山はじめほか 660 小学館 7 オジサンとムスメ（２） 五条うるの 482
KADOKAWA 5 お前みたいなヒロインがいてたまるか！（１） 青葉/白猫ほか 650 KADOK 27 一度だけでも、後悔してます。（２） 宮原都 未定 講談社 20 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカン 岡沢六十四/るれくちぇほ 660 小学館 7 もいちど彼と（１） 宮園いづみ 454
KADOKAWA 5 レディローズは平民になりたい（４） こおりあめ/ひだかなみほ 650 KADOK 27 合格のための！　やさしい三角関係入門（１） 缶乃 未定 講談社 20 かくう生物のラブソング（２） 沼田ぬしを 690 小学館 7 恥ずかしいので、また今夜（３） 深海魚 454
KADOKAWA 5 悪役令嬢の怠惰な溜め息（１） ほしの総明/篠原皐月ほ 650 KADOK 27 缶乃短編集（仮） 缶乃 未定 講談社 20 魔物学校（２） 岩ちん/プレジ和尚 660 小学館 7 30禁（５.５） 畑亜希美 454
KADOKAWA 5 転生魔女は滅びを告げる（３） ｓｏｒａ/柚原テイル 650 KADOK 27 三ツ星カラーズ（８） カツヲ 未定 講談社 20 ハヴ・ア・グレイト・サンデー（４） オノ・ナツメ 640 小学館 7 うしろに何かみえてますが（１） 赤石路代 454
KADOKAWA 5 世紀の悪女（１） ＮＥＯＮ．Ｂ/ＰＩＴＯ 940 KADOK 28 エルリック・サーガ（１）ルビーの玉座／魔剣ス マイケル・ムアコック/ジュ未定 講談社 20 バトルスタディーズ（24） なきぼくろ 640 小学館 7 不埒な蕾（１） 真村ミオ 482
KADOKAWA 5 光と影（１） ひおん/ＲＹＵ 940 KADOK 28 拝む女 高橋葉介 未定 講談社 20 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～土塚理弘 680 小学館 12 ギジン（２） 朝日曼耀/七月鏡一 600
KADOKAWA 7 私のクラスの生徒が、一晩で24人死にました。石川オレオ/日向奈くらら 660 KADOK 28 あんさんぶくぶスターズ！ 電撃Ｇｉｒｌ’ｓＳｔｙｌｅ編集部 900 講談社 20 四ノ宮小唄はまだ死ねない　―BORDER OF T  りいちゅ/大槻涼樹ほか 640 小学館 12 カクカゾク（１） カトウタカヒロ 600
KADOKAWA 7 DOG SIGNAL（４） みやうち沙矢 660 講談社 20 半沢直樹（３） 池井戸潤/フジモトシゲキ 640 小学館 12 マチネとソワレ（８） 大須賀めぐみ 591
KADOKAWA 7 4LDK（２） 蛭塚都 660 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 講談社 20 この会社に好きな人がいます（４） 榎本あかまる 640 小学館 12 からかい上手の高木さん（14） 山本崇一朗 591
KADOKAWA 7 FU 長谷川裕一 660 講談社 5 首を斬らねば分かるまい（３） 門馬司/奏ヨシキ 660 講談社 20 いただきます、のまえとあと（１） 糸川一成 640 小学館 12 からかい上手の（元）高木さん（９） 稲葉光史/山本崇一朗 591
KADOKAWA 7 没落予定なので、鍛冶職人を目指す（７） 石田彩/ＣＫほか 未定 講談社 5 アダマスの魔女たち（４） 今井ユウ 660 講談社 20 ブラックガルド（２） 花田陵 640 小学館 12 からかい上手の（元）高木さん（10） 稲葉光史/山本崇一朗 591
KADOKAWA 7 異世界のんびり農家（６） 剣康之/内藤騎之介ほか未定 講談社 5 サタノファニ（14） 山田恵庸 660 講談社 20 CITY（11） あらゐけいいち 640 小学館 12 くノ一ツバキの胸の内（５） 山本崇一朗 591
KADOKAWA 7 いろはにほエロ！（２） 横山コウヂ 未定 講談社 5 7人のシェイクスピア　NON SANZ DROICT（13 ハロルド作石 660 講談社 20 きのう何食べた？（17） よしながふみ 640 小学館 12 恋に恋するユカリちゃん（５） 寿々ゆうま/山本崇一朗 591
KADOKAWA 7 白魔導師シロップさん（２） ちると 未定 講談社 5 パラレルパラダイス（11） 岡本倫 660 講談社 20 宇宙兄弟（38） 小山宙哉 640 小学館 12 大ダーク（２） 林田球 800
KADOKAWA 7 ゲーム オブ ファミリア-家族戦記-（５） Ｄ．Ｐ．/山口ミコト 未定 講談社 5 不死身の特攻兵（８） 鴻上尚史/東直輝 660 講談社 20 スインギンドラゴンタイガーブギ（１） 灰田高鴻 640 小学館 12 ダンベル何キロ持てる？（10） ＭＡＡＭ/サンドロビッチ・ 591
KADOKAWA 7 四畳半異世界交流記（３） 木曽フミヒロ/山口ミコト 未定 講談社 5 新・信長公記～ノブナガくんと私～（５） 甲斐谷忍 660 講談社 20 ドラゴン桜2（12） 三田紀房 640 小学館 12 うしろの正面　カムイさん（１） コノシロしんこ/えろき 591
KADOKAWA 7 スコップ無双　「スコップ波動砲！」　（　｀・ω・´ 　 　 　福原蓮士/つちせ八十八未定 講談社 5 アルキメデスの大戦（21） 三田紀房 690 講談社 20 OL進化論（40） 秋月りす 850 小学館 12 ミドリノバショ（１） 岡Ｑ 591
KADOKAWA 7 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です（４） 潮里潤/三嶋与夢ほか 未定 講談社 5 センゴク権兵衛（20） 宮下英樹 660 講談社 21 トップウGP（７） 藤島康介 660 小学館 12 ぼっちなエースをリードしたい（１） 水森崇史 591
KADOKAWA 7 万雷のヘカトンケイル（３） 渡辺つよし 未定 講談社 5 ケンシロウによろしく（１） ジャスミン・ギュ 630 講談社 21 十角館の殺人（２） 綾辻行人/清原紘 680 小学館 12 孤島部長（４） 八海つむ 591
KADOKAWA 7 奴隷区　-GANG AGE-（２） 岡田伸一/黒田高祥 未定 講談社 5 GOD OF DOG（１） 木村航 690 講談社 21 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（６） 植芝理一 660 小学館 12 田中と鈴木（１） 太川善之 600
KADOKAWA 7 鈍色のカメレオン（３） 春日井明 700 講談社 5 デスラバ（８） 智弘カイ/カズタカ 620 講談社 21 スキップとローファー（４） 高松美咲 660 小学館 12 十勝ひとりぼっち農園（６） 横山裕二 720
KADOKAWA 7 不揃いの連理（３） みかん氏 820 講談社 5 デスティニーラバーズ（１） 智弘カイ/カズタカ 620 講談社 21 フラジャイル（18） 恵三朗/草水敏 660 小学館 12 愛蔵版　機動警察パトレイバー（９） ゆうきまさみ 1800
KADOKAWA 7 ろんぐらいだぁす！　～ぱぁしゅうたぁず　ろんぐ阿羅本景/三宅大志 未定 講談社 6 よくわからないけれど異世界に転生していたよ内々けやき/あしほか 650 講談社 26 つげ義春大全（６）生きていた幽霊　恐怖の灯 つげ義春 3200 小学館 18 よふかしのうた（４） コトヤマ 454
KADOKAWA 7 性教育120%（２） 田滝ききき/ほとむら 未定 講談社 6 将国のアルタイル（23） カトウコトノ 680 講談社 26 つげ義春大全（10）古本と少女　腹話術師 つげ義春 3000 小学館 18 龍と苺（１） 柳本光晴 454
KADOKAWA 12 村井の恋（４） 島順太 820 講談社 6 無双航路　転生して宇宙戦艦のAIになりました石口十/松屋大好ほか 650 小学館 18 君は008（10） 松江名俊 454
KADOKAWA 12 金曜日はアトリエで（１） 浜田咲良 未定 講談社 6 聖者無双（６） 秋風緋色/ブロッコリーラ 680 出版社 予定 チェック 書名 著者 予価 小学館 18 トニカクカワイイ（12） 畑健二郎 454
KADOKAWA 12 峠鬼（３） 鶴淵けんじ 未定 講談社 6 魔法使い黎明期（２） タツヲ/虎走かけるほか 680 集英社 4 ハイキュー！！（44） 古舘春一 440 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（10） 八木教広 454
KADOKAWA 12 レキヨミ（３） 柴田康平 770 講談社 6 実は俺、最強でした？（３） 高橋愛/澄守彩 680 集英社 4 左ききのエレン（13） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 460 小学館 18 MAO（５） 高橋留美子 454
KADOKAWA 12 ふしぎの国のバード（７） 佐々大河 未定 講談社 6 オレと邪神と魔法使いの女の子（２） 小原ヨシツグ 630 集英社 4 チェンソーマン（８） 藤本タツキ 440 小学館 18 葬送のフリーレン（１） アベツカサ/山田鐘人 454
KADOKAWA 12 ハルタ　2020-AUGUST（77） ハルタ編集部 未定 講談社 6 はたらく細菌（７） 吉田はるゆき/清水茜 630 集英社 4 マッシュル-MASHLE-（２） 甲本一 440 小学館 19 ガンバレッド×シスターズ（２） ミトガワワタル 600
KADOKAWA 12 ヒナまつり（19） 大武政夫 未定 講談社 6 パルノグラフィティ 板垣巴留 800 集英社 4 森林王者モリキング（１） 長谷川智広 440 小学館 19 漆黒のジギィ（２） やまむらはじめ 600
KADOKAWA 12 君の瞳に奪われたい 灰咲きり 700 講談社 6 サメガール（２） 雪本愁二 660 集英社 4 魔女の守人（２） 坂野旭 440 小学館 19 プロミス・シンデレラ（８） 橘オレコ 591
KADOKAWA 12 爪先から躾けて 黒井モリー 700 講談社 7 キミのこと喰べていーい？（１） 熨斗目ナオ 450 集英社 4 呪術廻戦（12） 芥見下々 440 小学館 19 血と灰の女王（11） バコハジメ 591
KADOKAWA 12 麦酒姫朝陽昇作品集（１） 朝陽昇 740 講談社 7 神様はラケットを振らない（１） 志田ゆうすけ/丸山りん 450 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（４） 権平ひつじ 440 小学館 19 ペルソナ5（７） 村崎久都/アトラス 591
KADOKAWA 12 イムリ（26） 三宅乱丈 未定 講談社 7 トモダチゲーム（16） 佐藤友生/山口ミコト 450 集英社 4 ぼくたちは勉強ができない（18） 筒井大志 440 小学館 19 寿エンパイア（３） せきやてつじ 591
KADOKAWA 12 We're バッド・アニマルズ 猪原秀陽 未定 講談社 7 Fate/Grand Order－turas realta－（８） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/カワグ 450 集英社 4 タイムパラドクスゴーストライター（１） 市真ケンジ/伊達恒大 440 小学館 19 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（４） 丸山恭右 800
KADOKAWA 12 王様ランキング（８） 十日草輔 未定 講談社 7 いじめるヤバイ奴（８） 中村なん 450 集英社 4 ヨルの鍵（５） 高村真耶 680 小学館 19 異世界で神様になったので、だいたい何でもで高成利季 800
KADOKAWA 12 呑むならお前らとこんな時（３） ため 未定 講談社 7 絶望集落（１） 蔵石ユウ/白山一也 450 集英社 4 この恋はこれ以上綺麗にならない。（４） 舞城王太郎/百々瀬新 650 小学館 26 クイーンズ・クオリティ（12） 最富キョウスケ 440
KADOKAWA 12 sabasu作品集 ｓａｂａｓｕ 未定 講談社 7 関西弁お姉さんと純真少年（１） ばくや 450 集英社 4 新テニスの王子様（30） 許斐剛 480 小学館 26 その先はプライベートです（２） 後藤みさき 440
KADOKAWA 17 きみと番になれない理由　happiness あさみ青子 未定 講談社 7 チャンドラハース（２） 門司雪 450 集英社 4 D.Gray-man（27） 星野桂 480 小学館 26 ※キスは20歳になってから（２） のの子 440
KADOKAWA 17 トライアングル・ブックエンド 柏木香乃 未定 講談社 7 微妙に優しいいじめっ子（６） もすこ 620 集英社 4 ドラゴンボール超（13） 鳥山明/とよたろう 440 小学館 26 遼河社長はイケない。（２） 文倉咲 454
KADOKAWA 19 夢の直路を恋惑ふ（下） 越田うめ 1000 講談社 7 コドモのクニより（１） 秋山直人 660 集英社 4 Thisコミュニケーション（１） 六内円栄 480 小学館 26 夫婦別生（２） 竹充ヒロ 454
KADOKAWA 20 魔技科の剣士と召喚魔王（14） 孟倫（ＳＤｗｉｎｇ）/三原み 610 講談社 7 十字架のろくにん（１） 中武士竜 620 集英社 4 ミタマセキュ霊ティ（４） 鳩胸つるん 440 小学館 26 茉莉花ちゃんと優しい恋の奴隷（２） 芒其之一/兎山もなか 454
KADOKAWA 20 無職転生～異世界行ったら本気だす～（13） フジカワユカ/理不尽な孫 640 講談社 7 ゲイバーのもちぎさん（２） もちぎ 1,000 集英社 4 姫様”拷問”の時間です（３） 春原ロビンソン/ひらけい 600 小学館 26 パーフェクトスキャンダル（３） 菊乃杏 440
KADOKAWA 20 おでこさんウソつかない（１） 遠藤仁 640 講談社 7 黄昏アウトフォーカス　overlap じゃのめ 740 集英社 4 恋獄の都市（４） 俵京平 600 小学館 26 ハツコイ×アゲイン（６） 華谷艶 440
KADOKAWA 20 乃木坂明日夏の秘密（２） 五十嵐雄策/しゃあほか 610 講談社 7 ハニカムチャッカ（３） 大川ぶくぶ 未定 集英社 4 サマータイムレンダ（11） 田中靖規 600 小学館 26 社内マリッジハニー（６） 藤原えみ 440
KADOKAWA 20 ようこそ実力至上主義の教室へ（10） 一乃ゆゆ/衣笠彰梧ほか 610 講談社 11 メイドさんは食べるだけ（１） 前屋進 640 集英社 4 遠田おと短編集　にくをはぐ 遠田おと 600 小学館 26 ダーリンマニアック（４） 星森ゆきも 440
KADOKAWA 20 異世界宗教へようこそ！（２） 咲竹ちひろ 610 講談社 11 タマロワ　～100％金目当て　資産35億のイケ 山口ミコト/まりお 640 集英社 4 ボーンコレクション（１） 雲母坂盾 440 小学館 26 望外ヘビーラブ（３） 島袋ユミ 440
KADOKAWA 20 喫茶ステラと死神の蝶（１） せせなやう/ゆずソフト 610 講談社 11 ふたりソロキャンプ（７） 出端祐大 640 集英社 4 ようこそ亡霊葬儀屋さん（２） 吉良いと 600 小学館 26 花の散るらん―吉原遊郭恋がたり―（１） 森猫まりり 440
KADOKAWA 20 緋弾のアリアGの血族（２） こよかよしの/赤松中学ほ 610 講談社 11 それは霊のしわざです（１） Ｎｏｉｓｅ 未定 集英社 4 一撃必中！ヒットくん（１） 広瀬かつき 460 小学館 26 メンズ校　新装版（１） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 20 ひまわりさん（11） 菅野マナミ 610 講談社 11 アスペル・カノジョ（８） 萩本創八/森田蓮次 670 集英社 4 爬虫類ちゃんは懐かない（３） 佐々木マサヒト 630 小学館 26 メンズ校　新装版（２） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 20 玉藻の恋 ミト 610 講談社 11 中間管理録トネガワ（10） 福本伸行/萩原天晴ほか 630 集英社 4 終末のハーレム（12） ＬＩＮＫ/宵野コタロー 630 小学館 26 メンズ校　新装版（３） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 20 恋愛ダメ、ゼッタイ（１） 神楽武志/両角潤香 610 講談社 11 満州アヘンスクワッド（１） 鹿子/門馬司 660 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア（５） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 600 小学館 26 メンズ校　新装版（４） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 21 塔子さんは家事ができない。 はるかわ陽 未定 講談社 11 蕗ノ下さんは背が小さい（２） 依澄れい 660 集英社 19 遊び人は賢者に転職できるって知ってました？妹尾尻尾/柚木ゆのほか 630 小学館 26 うちの犬が子ネコ拾いました。（３） 竜山さゆり 780
KADOKAWA 21 オレが私になるまで（３） 佐藤はつき 未定 講談社 11 娘の友達（５） 萩原あさ美 640 集英社 19 明日ちゃんのセーラー服（７） 博 600 小学館 27 ＃こんなブラック・ジャックはイヤだ（５） つのがい/手塚治虫 690
KADOKAWA 21 大国チートなら異世界征服も楽勝ですよ？（４ 八月明久/櫂末高彰ほか未定 講談社 11 カイジ・トネガワ・ハンチョウ　帝愛グループ会社講談社 1,300 集英社 19 オオカミライズ（３） 伊藤悠 600 小学館 28 ポケットモンスター　～サトシとゴウの物語！～五味まちと/田尻智ほか 454
KADOKAWA 21 召喚された賢者は異世界を往く　～最強なのは小林こー/夜州ほか 未定 講談社 12 東京ミュウミュウ　オーレ！（２） 青月まどか/講談社 450 集英社 19 オーライ！（２） 橋本スズヒラ 未定 小学館 28 ベイブレード　バースト（16） 森多ヒロ 454
KADOKAWA 21 異世界の主役は我々だ！（７） 加茂ユウジ/グルッペン・未定 講談社 12 恋のはじまり（１） 蒼井まもる 450 集英社 19 ジュピタリア（１） 梶山昊頌 未定 小学館 28 ケシカスくん　ケイドロ大脱出編 村瀬範行 454
KADOKAWA 21 ヘルドクターくられの科学はすべてを解決する加茂ユウジ/くられほか 未定 講談社 12 となりのオトナくん（１） るかな 450 集英社 19 曝ク者！（２） 波場章史 600 小学館 28 星のカービィ　まんぷくプププ　ファンタジー（６ 武内いぶき 454
KADOKAWA 21 無職転生　～ロキシーだって本気です～（６） 石見翔子/理不尽な孫の未定 講談社 12 センセイは高校生（１） 春木さき 450 集英社 19 只野工業高校の日常（２） 小賀ちさと 600 小学館 28 アルマゲドンにダマされる！！（２） 永井ゆうじ 454
KADOKAWA 21 人間不信の冒険者たちが世界を救うようです 川上真樹/富士伸太ほか未定 講談社 12 嵐士くんの抱きマクラ（１） 渡辺あゆ 450 集英社 19 BORDER66（１） 小森陽一/藤堂裕 未定 小学館 28 なんと！　でんぢゃらすじーさん（８） 曽山一寿 454
KADOKAWA 21 最低皇子たちによる皇位争『譲』戦　～貧乏くじ鹿乃快楽/榎本快晴ほか未定 講談社 12 水晶の響（３） 斉藤倫 460 集英社 19 BORDER66（２） 小森陽一/藤堂裕 未定 小学館 28 ネコサカ！（１） おおばあつし 454
KADOKAWA 21 双子の姉が神子として引き取られて、私は捨て雪/池中織奈ほか 未定 講談社 12 私たちはどうかしている（13） 安藤なつみ 450 集英社 19 怨み屋本舗　WORST（13） 栗原正尚 580 小学館 28 アルプススタンドのはしの方 森マシミ 591
KADOKAWA 21 不死の葬儀師（２） 清宮こう丞 未定 講談社 12 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（７） 丘上あい 500 集英社 19 制裁学園（１） 栗原正尚 未定 小学館 28 ハーラーダービー（１） 水上あきら/森高夕次 591
KADOKAWA 21 便利屋斎藤さん、異世界に行く（３） 一智和智 未定 講談社 12 清少納言と申します（２） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 450 集英社 19 不倫食堂（15） 山口譲司 630 小学館 28 パッカ（２） 今井大輔 591
KADOKAWA 21 いいんちょと不良くん（２） 伊瀬まるの 未定 講談社 12 オオカミの住処（３） 藤末さくら 450 集英社 19 adabana-徒花-（１） ＮＯＮ 未定 小学館 28 結婚アフロ田中（８） のりつけ雅春 591
KADOKAWA 24 Mr.マロウブルー（１） サマミヤアカザ 未定 講談社 12 未完成でも恋がいい（３） 倉地よね 450 集英社 19 Dr.クインチ（４） 鈴川恵康 630 小学館 28 警眼―ケイガン―（４） 早坂ガブ 591
KADOKAWA 24 残月、影横たはる辺（１） 叶輝 未定 講談社 12 モエカレはオレンジ色（10） 玉島ノン 450 集英社 19 DIVER-組対潜入班-（３） 大沢俊太郎 600 小学館 28 リボーンの棋士（７） 鍋倉夫 591
KADOKAWA 25 陰の実力者になりたくて！（４） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 12 ごきげんよう、小春さん（２） 葉月かなえ 450 集英社 19 あをによし、それもよし（３） 石川ローズ 600 小学館 28 エチカの時間（３） 玉井雪雄 591
KADOKAWA 25 機動戦士ガンダム0083 REBELLION（15） 夏元雅人/矢立肇ほか 未定 講談社 12 転生魔女よ、暁を謳え（１） 冬織透真 450 集英社 19 貧々福々ナズナさま！（３） 稲葉そーへー 600 小学館 28 血の轍（９） 押見修造 591
KADOKAWA 25 機動戦士ガンダムF90FF（３） 今ノ夜きよし/イノノブヨシ未定 講談社 12 王子が私をあきらめない！（８） アサダニッキ 450 集英社 19 リビドーズ（７） 笠原真樹 630 小学館 28 南風原カーリングストーンズ（２） なかいま強 591
KADOKAWA 25 ガンダムビルドダイバーリゼ（２） しいたけ元帥/関西リョウ未定 講談社 12 理想のオトコ（６） チカ 680 集英社 19 GANTZ:E（１） 奥浩哉/花月仁 未定 小学館 28 We Tuber（３） 稲井雄人/原田まりるほ 591
KADOKAWA 26 プランダラ（16） 水無月すう 未定 講談社 12 テイコウペンギン　アニメBOOK とりのささみ。/Ｐｌｏｔｔ 850 集英社 19 俺の家が魔力スポットだった件　～住んでいるあまうい白一/ｃｈｉｐｐｉほか 630 小学館 28 正直不動産（９） 大谷アキラ/夏原武ほか 591
KADOKAWA 26 異世界迷宮でハーレムを（６） 氷樹一世/蘇我捨恥（ヒー未定 講談社 12 おひとり様物語（９） 谷川史子 700 集英社 19 不能犯（11） 宮月新/神崎裕也 580 小学館 28 江戸城再建（３） 黒川清作/三浦正幸 591
KADOKAWA 26 御令嬢高嶋清乃は密かに嗜む。（３） みきぽん 未定 講談社 12 おとなになっても（３） 志村貴子 450 集英社 19 失業賢者の成り上がり　～嫌われた才能は世 三河ごーすと/おおみね 未定 小学館 28 トクサツガガガ（20） 丹羽庭 591
KADOKAWA 26 しめるちゃんはつきまといたい（１） 鍋谷やかん 未定 講談社 12 パーフェクトワールド（11） 有賀リエ 450 集英社 19 最強の種族が人間だった件（５） 柑橘ゆすら/音乃夏ほか 630 小学館 28 もふもふ（２） 森栗丸 636
KADOKAWA 26 麗子の風儀　悪役令嬢と呼ばれていますが、たｏｔａｋｕｍｉ/ベキオほか 未定 講談社 12 コミンカビヨリ（10） 高須賀由枝 450 集英社 19 闇狩人Δ（DELTA）（６） 坂口いく/細川真義 750 小学館 28 海帝（６） 星野之宣 690
KADOKAWA 26 東方酔蝶華　～ロータスイーター達の酔醒～ ＺＵＮ/水炊き 未定 講談社 12 東京タラレバ娘　シーズン2（３） 東村アキコ 450 集英社 19 /Blush-DC～秘（ベタハート）蜜～（９） 宮崎摩耶 650 小学館 28 塀の中の美容室 小日向まるこ/桜井美奈 636
KADOKAWA 26 東方智霊奇伝反則探偵さとり（１） ＺＵＮ/銀木犀 未定 講談社 12 モトカレマニア（５） 瀧波ユカリ 450 集英社 19 来世ではちゃんとします（５） いつまちゃん 880 小学館 28 あさドラ！（４） 浦沢直樹 700
KADOKAWA 26 死神はきょうも舟を漕ぐ あずまあや/東方Ｐｒｏｊｅｃ未定 講談社 17 虚構推理（13） 片瀬茶柴/城平京 450 集英社 25 あちらこちらぼくら（の、あれからとこれから）（ たなと 750 小学館 28 完全版　ぼくらの（３） 鬼頭莫宏 1800
KADOKAWA 26 艦隊これくしょん　-艦これ-　おねがい！鎮守 種十号/「艦これ」運営鎮未定 講談社 17 雨の日も神様と相撲を（１） 戸賀環/城平京 450 集英社 25 好いも甘いも（２） 小藤まつ 460
KADOKAWA 26 声優ラジオのウラオモテ（１） 巻本梅実/二月公ほか 未定 講談社 17 ピーチボーイリバーサイド（８） ヨハネ/クール教信者 450 集英社 25 橙くんはひとりで寝られない（２） 安理由香 未定
KADOKAWA 26 Dear NOMAN（２） 寝路 未定 講談社 17 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　―la榊原宗々/要マジュロ 450 集英社 25 僕のオリオン（４） 川端志季 440
KADOKAWA 26 嘆きの亡霊は引退したい　～最弱ハンターによ蛇野らい/槻影ほか 未定 講談社 17 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（16） 川原正敏 470 集英社 25 センチメンタル　キス（１） 小森みっこ 440
KADOKAWA 26 盾の勇者のとある一日（３） 赤樫/アネコユサギほか 未定 講談社 17 修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（１） 川原正敏/甲斐とうしろう 450 集英社 25 テリトリーMの住人（11） 南塔子 440
KADOKAWA 26 早瀬川君と女神なお姉さん（２） ちくわ。 未定 講談社 17 DAYS（39） 安田剛士 450 集英社 25 ふつうな僕らの（４） 湯木のじん 440
KADOKAWA 26 聖女さま？　いいえ、通りすがりの魔物使いで 　飯田とい/犬魔人ほか 未定 講談社 17 EDENS ZERO（11） 真島ヒロ 450 集英社 25 今、恋をしています。（２） 八田鮎子 未定
KADOKAWA 26 もしロールプレイングゲームの世界にSNSがあ亀小屋サト/新田祐助ほ 未定 講談社 17 彼女、お借りします（16） 宮島礼吏 450 集英社 25 おとななじみ（４） 中原アヤ 440
KADOKAWA 26 まったく最近の探偵ときたら（７） 五十嵐正邦 未定 講談社 17 かのかり公式アンソロジー（仮） 宮島礼吏 450 集英社 25 嫁にしたい男（５） 田島みみ 460
KADOKAWA 26 多田依さんはホメられない！（２） のなかたま 未定 講談社 17 インフェクション（20） 及川徹 450 集英社 25 青春シンデレラ（３） 夕のぞむ 600
KADOKAWA 26 キミの忘れかたを教えて（１） 花田ももせ/あまさきみり未定 講談社 17 なれの果ての僕ら（３） 内海八重 450 集英社 25 ふたりで恋をする理由（５） ひろちひろ 440
KADOKAWA 26 ぜんぶきみの性（１） 浅月のりと 未定 講談社 17 ドメスティックな彼女（28） 流石景 450 集英社 25 彼女が可愛すぎて奪えない（３） 吉田夢美 440
KADOKAWA 26 リアデイルの大地にて（２） 月見だしお/Ｃｅｅｚほか 未定 講談社 17 ドメスティックな彼女　公式薄い本 流石景 未定 集英社 25 乙女椿は笑わない（４） 高梨みつば 未定
KADOKAWA 26 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界港川一臣/美紅ほか 未定 講談社 17 ブルーロック（10） 金城宗幸/ノ村優介 450 集英社 25 かわいすぎる男子がお家で待っています（１） 高瀬わか 600
KADOKAWA 26 ソードアート・オンライン　ガールズ・オプス（７）猫猫猫/川原礫ほか 未定 講談社 17 ランウェイで笑って（17） 猪ノ谷言葉 450 集英社 25 かわいすぎる男子がお家で待っています（２） 高瀬わか 600
KADOKAWA 26 ソードアート・オンライン　プロジェクト・アリシゼ山田孝太郎/川原礫ほか未定 講談社 17 オリエント（10） 大高忍 450 集英社 25 絶叫学級　転生（12） いしかわえみ 440
KADOKAWA 26 ここほれ墓穴ちゃん（７） きたむらましゅう 未定 講談社 17 ときめきのいけにえ（１） うぐいす祥子 660 集英社 25 ハニーレモンソーダ（14） 村田真優 440
KADOKAWA 27 滅亡世界で悪の科学者と愛を育まないといけ 磐秋ハル 590 講談社 17 化物語（10） 西尾維新/大暮維人 620 集英社 25 キスで起こして。（１） 春田なな 未定
KADOKAWA 27 バズ恋レシピ生活（２） 杜若わか/リュウジ 590 講談社 17 愚者の星（３） 遠藤浩輝 660 集英社 25 GALS！！（２） 藤井みほな 440
KADOKAWA 27 ニーチェ先生～コンビニに、さとり世代の新人 ハシモト/松駒 590 講談社 17 キミオアライブ（２） 恵口公生 660 集英社 25 スパデート（６） 聖千秋 未定
KADOKAWA 27 BRAVE10 ～暁～ 霜月かいり 590 講談社 17 左手のための二重奏（２） 松岡健太 630 集英社 25 かろりのつやごと（３） 小田ゆうあ 未定
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秋田書店 6 弱虫ペダル68.5 公式ファンブックIII 渡辺航/週刊少年チャンピ 980 クロエ出 7 （成）牝穴ほじり援助交尾 わらしべ 1018 祥伝社 25 onBLUE（48） 紀伊カンナ/アンソロジー 909 大都社 17 社長、Hなご奉仕は業務外です！（２） 坂崎未侑 650 双葉社 27 達人伝～9万里を風に乗り～（27） 王欣太 600

秋田書店 6 「弱虫ペダル」公式アンソロジー　放課後ペダ 渡辺航/プリンセス編集部 500 クロエ出 7 （成）肉欲妻は選択を間違える 月白沙耶 1018 祥伝社 25 甘く痺れて抜けない、義兄の棘（１）～駿ちゃん八重代七瑚 680 大都社 17 脱いだら絶倫！？（４）身体の相性で結ぶ契約嶋永のの 650 双葉社 27 愛しのアニマリア（３） 岡田卓也 620

秋田書店 6 弱虫ペダル（68） 渡辺航 454 幻冬舎コ 24 麦本三歩の好きなもの（１） 住野よる/須藤佑実 630 祥伝社 25 queue -Kanna Kii artbook- 紀伊カンナ 3000 大都社 25 もっと抵抗してくれよ爽やか王子の歪んだ性癖音海ちさ 700 双葉社 27 リバーエンド・カフェ（６） たなか亜希夫 620

秋田書店 6 BREAK BACK（８） ＫＡＳＡ 454 幻冬舎コ 24 警視庁抜刀課（８）（完） 斎藤岬 800 スコラマガ 7 （成）愛翼のペンギン島航空隊 時浜次郎 1091 大都社 25 弟のなすがまま兄はメスイキ調教中 やさき衣真 700 双葉社 31 学園騎士のレベルアップ！レベル1000超えの白石識/三上康明 620

秋田書店 6 六道の悪女たち（21） 中村勇志 454 幻冬舎コ 24 ふたりはだいたいこんなかんじ（１） いけだたかし 630 スコラマガ 11 （成）0.01mmの誘惑（仮） 亜美寿真 1000 大都社 25 私の部屋の猫放題（２）キャット イン マイ ルーＴＯＮＯ 800 双葉社 31 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住す 　尺ひめき/すずの木くろ 620

秋田書店 6 クワトロバッテリー（２） 高嶋栄充 454 幻冬舎コ 24 ふたりべや（８） 雪子 630 スコラマガ 28 （成）キモチイイ女生徒達（仮） 睦月 1000 大都社 25 恋するビッチのとろ穴事情 一等米 700 双葉社 31 神スキル【呼吸】するだけでレベルアップする僕ぶたばら/妹尾尻尾 620

秋田書店 6 ダーウィンズゲーム（21） ＦＬＩＰＦＬＯＰｓ 454 幻冬舎コ 24 大安仏滅（２）（完） 石川チカ 680 スコラマガ 31 （成）ランス10 ～AdultEdition～（仮） やがみだい/アリスソフト 1100 宝島社 7 再召喚された勇者は一般人として生きていく？濱﨑真代/かたなかじほか 720 双葉社 31 クラス転移で俺だけハブられたので、同級生ハもりたかたかし/新双ロリ 620

秋田書店 6 BEASTARS（20） 板垣巴留 454 幻冬舎コ 24 ご飯つくりすぎ子と完食系男子（６） 揚立しの 650 スクウェア 6 友達の妹が俺にだけウザい（１） 三河ごーすと/平岡平 600 大誠社 19 RISKY～復讐は罪の味～（３）（完） たちばな梓 709 双葉社 31 ギルドのチートな受付嬢（４） 八月明久/夏にコタツ 620

秋田書店 6 バクくん（２） 田中優吏 454 幻冬舎コ 24 廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活（２） 鈴森一/ＮＵほか 630 スクウェア 7 モンスターがあふれる世界になったので、好きよっしゃあっ！/ラルサン 618 ティーアイ 7 （成）おっぱいスイッチ もみやま 1018 双葉社 31 アラフォー社畜のゴーレムマスター（５） 水無月十八/高見梁川 620

秋田書店 6 ヤンキーJKクズハナちゃん（１） 宗我部としのり 454 幻冬舎コ 24 怖がりなシンカー 西原ケイタ 660 スクウェア 7 予知能力まんが・九能ちよ（２） 敷誠一 600 ティーアイ 21 （成）実娘の代わりに好きなだけ 春城秋介 1018 文苑堂 31 （成）偏愛微熱 櫻井マキ 1100

秋田書店 6 家庭教師なずなさん（１） 縁山 454 幻冬舎コ 24 いじわるしないで手加減してよ リオナ 660 スクウェア 7 異世界賢者の転生無双　～ゲームの知識で異進行諸島/三十三十 600 TOブック 3 ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド エイジ オブ  環望 720 文苑堂 31 （成）らぶみー（ベタハート） きょくちょ 1100

秋田書店 6 あつまれ！ふしぎ研究部（９） 安部真弘 454 幻冬舎コ 24 バリエ ガーデン（５） 木々 630 スクウェア 7 転生賢者の異世界ライフ　～第二の職業を得進行諸島/彭傑 600 TOブック 17 ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫杜乃ミズ/餅月望 640 フロンティ 11 ヤンデレ系乙女ゲーの世界に転生してしまっ 雪狸/花木もみじ 580

秋田書店 6 FAKE MOTION -卓球の王将-（１） 高橋伸輔/汐留ヱビス商 　 　630 コアマガ 3 アンアンコールが鳴り止まない 加藤スス 685 スクウェア 7 SINoALICE -シノアリス-（１） ヨコオタロウ/ヒミコ 600 TOブック 17 恋は、アラサーになってから。（２） 津々巳あや/つかさ誠 640 フロンティ 21 おしおきヴァージンバニー ハシモトミツ 673

秋田書店 6 不良がネコに助けられてく話（２） 常喜寝太郎 815 コアマガ 3 ウソとマコトか トビワシオ 695 スクウェア 7 SINoALICE -シノアリス-（２） ヨコオタロウ/ヒミコ 600 TOブック 17 おかしな転生（５）最強パティシエ異世界降臨 飯田せりこ 600 フロンティ 21 Wolf In The House：ウルフ・イン・ザ・ハウス（１Ｊｏｒｇｅ　Ｐ 980

秋田書店 6 クローズEXPLODE（８） 髙橋ヒロシ/神田哲也ほか 630 コアマガ 19 （成）牧田清香はHがしたい しょうさん坊主 1182 スクウェア 7 俺の現実は恋愛ゲーム？？　～かと思ったら わるいおとこ/彭傑＆奈栩 600 徳間書店 12 独身サラリーマン鈴木の生態（１） 鈴木マ球 900 フレックス 6 魔王様と結婚したい（２） 池内たぬま 600

秋田書店 6 戦争めし（６） 魚乃目三太 600 コアマガ 25 はじまりは全て嘘 篠崎マイ 685 スクウェア 7 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど斧名田マニマニ/唯浦史 600 徳間書店 12 夜光雲のサリッサ（５） ※Ｋｏｍｅ/松田未来 1000 フレックス 6 推しが我が家にやってきた！（３） 慎本真 600

秋田書店 6 ちらん-特攻兵の幸福食堂-（３） 魚乃目三太 630 コアマガ 25 営業二課っ！（２） 金井桂 685 スクウェア 7 6歳の賢者は日陰の道を歩みたい（１） 斧名田マニマニ/伊志田 600 徳間書店 25 本日、有休使います 倫敦巴里子 630 プランタン 6 その素顔は俺だけのもの（仮） 灯彩花 未定

秋田書店 17 タブロウ・ゲート（24） 鈴木理華 454 コアマガ 28 （成）アイドル調教～ましろ～ 船堀斉晃 1182 スクウェア 7 俺はまだ、本気を出していない（３） 三木なずな/リキタケ 600 徳間書店 25 ネコのち、ネコ 藤峰式 640 プランタン 28 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（7にたこ/座裏屋蘭丸ほか 未定

秋田書店 17 キスは、原稿のあとで（１） 雪森さくら 600 コアマガ 28 （成）ごばん作品集（仮） ごばん 1182 スクウェア 7 「攻略本」を駆使する最強の魔法使い～〈命令福山松江/舞嶋大 600 徳間書店 25 センチメンタルコードを鳴らして 秋月ルコ 630 プランタン 28 リスタートはおなかをすかせて（仮） ココミ 未定

秋田書店 17 陰陽師・安倍晴明（１） 結城光流/川端新 600 コアマガ 31 （成）ホームステイ 草津てるにょ 1182 スクウェア 7 いつか仮面を脱ぐ為に　～嗤う鬼神と夢見る奴榊一郎/ムロコウイチ 600 日本文芸 6 しおりの日記（２） 艶々 700 プランタン 28 虎穴ダイニング（４）（仮） 元ハルヒラ 未定

秋田書店 17 霧島くんはタイガくんの奴隷 海野えび 639 コアミック 20 ワカコ酒（15） 新久千映 562 スクウェア 7 難攻不落の魔王城へようこそ　～デバフは不 御鷹穂積/蚕堂ｊ１ 600 日本文芸 19 惨劇海域～シャークパニック～（２） 佐伊村司 680 ブライト出 19 王子さまの愛は甘いわがまま 雨倉ニコ 664

秋田書店 17 転生したらピンクドラゴン（３）（完） 浜田翔子 630 コアミック 20 今日からCITY HUNTER（７） 錦ソクラ/北条司 580 スクウェア 11 メイデーア転生物語　世界で一番悪い魔女（１友麻碧/夏西七 600 日本文芸 19 横浜ロック（２） 前田治郎 750 ブライト出 19 教えてください、藤縞さん！（３） なえ・淡路 664

秋田書店 17 神域のシャラソウジュ（１）～少年平家物語～ 奈々巻かなこ 600 コアミック 20 大衆酒場ワカオ　ワカコ酒別店（３） 猫原ねんず/新久千映 580 スクウェア 11 不徳のギルド（６） 河添太一 600 日本文芸 28 江戸前の旬（104） 九十九森/さとう輝 680 ブライト出 19 幼なじみと始める愛人契約 示路々井さに 636

秋田書店 17 9番目のムサシ（２）ゴースト アンド グレイ 髙橋美由紀 600 コアミック 20 おとりよせ王子　飯田好実　新装版（１） 高瀬志帆 800 スクウェア 11 性別「モナリザ」の君へ。（５） 吉村旋 664 日本文芸 28 ウオバカ！！！（２）（完） 九十九森/さとう輝 700 ブライト出 19 悪魔は天国にイキたくないっ！ 桜田キョーコ 636

秋田書店 17 恋にならないシェアハウス（２） 望月桜 680 コアミック 20 おとりよせ王子　飯田好実　新装版（２） 高瀬志帆 800 スクウェア 11 不機嫌なモノノケ庵（16） ワザワキリ 600 日本文芸 28 こいまん（２）（完） 井出圭亮 700 ふゅーじ 24 課金される男たち あああ 700

秋田書店 17 エリート同僚はスゴ腕のイかせ屋でした 西臣匡子 630 メディアソ 5 ボクがおじさんを好きな理由 土狼弐 650 スクウェア 11 月刊少女野崎くん（12） 椿いづみ 600 日本文芸 28 恋活マッチングアイランド（１） 雨蘭/乙本ロイ 700 ふゅーじ 24 BABY（42） アンソロジー 980

秋田書店 20 あっぱれ！浦安鉄筋家族（７） 浜岡賢次 454 メディアソ 5 捨てられΩは二度啼く いさか十五郎 670 スクウェア 11 10th（テンス）（３）（完） 伊鳴優子 600 日本文芸 28 白竜HADOU（19） 天王寺大/渡辺みちお 680 文友舎 11 みーたん！ まつざきしおり 980

秋田書店 20 24区の花子さん（１） 吉富昭仁 630 メディアソ 5 理想の上司とする恋は 衿先はとじ 650 スクウェア 11 先生にはまだ言わない みさき天夢 600 日本文芸 28 監禁婚～カンキンコン～（６） 近藤しぐれ 680 ぶんか社 11 アラフォーからのお手軽美容道 水槻れん/Ｒｉｋｕ 1000

秋田書店 20 漱石と倫敦ミイラ殺人事件（２） 島田荘司/嶋星光壱 630 メディアソ 5 本日、年下エリートの甘い誘惑に負けてみる 賀川あいの 650 スクウェア 21 通りがかりにワンポイントアドバイスしていくタ おつじ 818 日本文芸 28 キスミースイートスティンガー！ 筋 750 ぶんか社 11 アラフィフ漫画家　更年期かと思ったら妊娠し 東條さち子 1000

秋田書店 20 センセ。（12） 春輝 630 英和出版 7 10年目、シナリオ通りにいかない恋 椋太郎 660 スクウェア 21 渋谷金魚（９） 蒼伊宏海 600 LINE　Di 　12 Devil May Cry 5 ―Visions of V―（２） 尾方富生/カプコン 580 ぶんか社 17 絶倫セレブ俳優の溺愛が怖いです…！ 城山ひめの 648

秋田書店 20 神アプリ（26） 栗原正尚 630 CLAPコミ 24 ベイビーフェイス・モンスター卍 爺太 636 スクウェア 21 履いてください、鷹峰さん（３） 柊裕一 600 LINE　Di 　12 ドラゴンのおまわりさん（２） 澄谷ゼニコ 620 ぶんか社 17 美醜の大地～復讐のために顔を捨てた女～ 藤森治見 627

秋田書店 20 初めてのセンセ。（１） 春輝 630 メディアソ 25 こじれた恋のほどき方 愁いち 670 スクウェア 21 最近雇ったメイドが怪しい（２） 昆布わかめ 664 LINE　Di 　12 LIBER-リベル-　異質犯罪捜査係（２） 倉薗紀彦 870 ぶんか社 17 美醜の大地～復讐のために顔を捨てた女～ 藤森治見 627

秋田書店 20 荒くれKNIGHT リメンバー・トゥモロー（５） 吉田聡 630 メディアソ 25 悪×オメガバースBL 夏野ゆぞほか 1200 スクウェア 21 クレーンゲームはやめられない！（４）（完） 高瀬飛鳥 600 LINE　Di 　12 推理系女子の探偵試験　夜挽理の殺人への 伏見和真/カガミツキ 580 ぶんか社 17 半熟ファミリア　腹ペコ兄妹の熟成レシピ（２） 羽鳥まりえ 670

秋田書店 20 フリクションガール（２） ｎｏｇａ 630 三和出版 27 （成）抱きしめたい彼女。 うみうし 1182 スクウェア 25 兄の嫁と暮らしています。（８） くずしろ 600 LINE　Di 　12 推理系女子の探偵試験　夜挽理の殺人への 伏見和真/カガミツキ 620 ぶんか社 17 釣りとごはんと、恋は凪（３） 小池田マヤ 907

秋田書店 20 角栄に花束を（２） 大和田秀樹 630 ジーオー 24 （成）HOT LIMIT 2020 アンソロジー 3000 スクウェア 25 +チック姉さん （15） 栗井茶 545 LINE　Di 　12 文学処女（８） 中野まや花 720 ぶんか社 17 才川夫妻の恋愛事情　7年じっくり調教されま 烏丸かなつ/兎山もなか 648

秋田書店 20 秋山さんのとりライフ（１） 津田七節 600 ジーオー 25 （成）君の眼鏡に恋してる 皐月みかず 1100 スクウェア 25 メメメメメメメメメメンヘラぁ…（２） 栗井茶 600 LINE　Di 　12 スーパーノヴァはキスの前に（１） なめたけ 620 ぶんか社 28 （元）ヤクザは紳士で猛獣　同棲したら秒で食 田尾裸べっちー 648

秋田書店 20 Mr.CB（５） 綱本将也/谷嶋イサオ 630 ジーオー 25 （成）異世界で女の子のオナネタが見える能力宮野金太郎 1000 スクウェア 25 先生、俺にかまわずイッてください！！（４） イガラシユイ 600 LINE　Di 　12 アラフォーリーマンのシンデレラ転生（１） 原田まりる/森倉円ほか 800 ぶんか社 28 私の執事は甘く、優しく、残酷で。　夜の手ほど吉田にん 648

朝日新聞 20 イケニエ屋（１） Ｄｒ．イム 800 ジーオー 25 （成）OL妻攻略法 葵ヒトリ 1000 スクウェア 25 コンビニで君との5分間。（３） 一永のぞみ 600 LINE　Di 　12 3Bの恋人～付き合ってはいけない職業男子と横山もよ 660 ぶんか社 28 溺愛幼なじみとキスのち×××　とろ甘愛撫でアンソロジー 648

朝日新聞 25 アデライトの花（３） ＴＯＮＯ 600 ジーオー 31 不可解なぼくのすべてを（４） 粉山カタ 680 スクウェア 25 テツヲベルッタ　～テツのもとに来たのは長靴 大野ツトム 600 LINE　Di 　12 クレバテス　―魔獣の王と赤子と屍の勇者― 岩原裕二 620 平凡社 27 竜女戦記（２） 都留泰作 1200

茜新社 28 （成）いっしょにイケたね（シロハート） 猫男爵 1200 ジーオー 31 ピンクロイヤル（２） あまのあめの 680 スクウェア 25 25時のゴーストライター（２） 梶本あかり 600 LINE　Di 　12 LINEの答えあわせ～男と女の勘違い～（２） ドラマ「ＬＩＮＥの答えあわせ 800 芳文社 3 就活、同棲、まいにちごはん（３）（完） まえじま 650

茜新社 28 （成）べろまん（２） べろせ 1100 ジーオー 31 （成）フシダラな距離 ミサキカホ。 1000 スクウェア 25 25時のゴーストライター（３）（完） 梶本あかり 618 Jパブリッ 19 密と徒花 直江犀 648 芳文社 3 寒がりに雪（１） 吉近イチ 670

茜新社 28 （成）ふれてほしくて　たまらない 消火器 1100 ジーオー 31 （成）みだら　ふしだら　よもすがら みかわや 1100 スクウェア 25 SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなお長田悠幸/町田一八 618 Jパブリッ 19 アンナチュラル・セックス いつこ 648 芳文社 5 甘い指先で舐めてほぐして 猫野まりこ 680

一迅社 5 1年A組のモンスター（５） 英貴 620 主婦と生 28 地味な剣聖はそれでも最強です（４） あっぺ/明石六郎ほか 630 スクウェア 25 ヒノワが征く！（５） タカヒロ/ｓｔｒｅｌｋａ 600 Jパブリッ 19 春のソワレ 奏ユミカ 648 芳文社 5 八束課長は憂鬱になれない 峰島なわこ 680

一迅社 12 ハレとモノノケ（上） 灼 700 主婦と生 28 エノク第二部隊のはらぺこ遠征ごはん（１） 武シノブ/江本マシメサほ 630 スクウェア 25 史上最強の大魔王、村人Aに転生する（３） 下等妙人/こぼたみすほ 600 Jパブリッ 25 肩甲骨とワンピース 涼子 699 芳文社 5 君主様を抱きしめたいッ 秋山花緒 660

一迅社 12 ハレとモノノケ（下） 灼 690 少年画報 3 ねこぱんち　猫との愛しい日々　二〇二〇 アンソロジー 620 スクウェア 25 ママごとー小学生ママと大人のムスメー（１） つづら涼 600 ハーパー 11 シンデレラの純潔 麻生歩/リン・グレアム 600 芳文社 6 孔明のヨメ。（11） 杜康潤 690

一迅社 12 メイクイットオンリーラブ ＩＳＩＫＩ 680 少年画報 5 僕とドールと放浪少女（２） 小夏ゆーた 650 スクウェア 27 SCARS（２） たついこと 600 ハーパー 11 舞い戻ったプリンス 宮花みん/オリヴィア・ゲイ 600 芳文社 6 レーカン！（11） 瀬田ヒナコ 690

一迅社 18 ナメられたくないナメカワさん（１） 阿東里枝 680 少年画報 5 アオバ自転車店といこうよ！（７） 宮尾岳 650 スクウェア 27 兎角ノ兄弟（１） 十束椿 600 ハーパー 11 ひざまずいたプレイボーイ 橋本多佳子/キャロル・モ 600 芳文社 6 キャバ嬢とヒモ猫（１） 一式アキラ 690

一迅社 24 獅子堂さんに叱られたい。（１） 茂木康信 650 少年画報 5 二度目の人生アニメーター（５） 宮尾岳 690 スターツ 21 初めましてこんにちは、離婚してください（１） 七里ベティ/あさぎ千夜春 630 ハーパー 11 薔薇のベッドで愛して 尾方琳/キャロル・モーテ 600 芳文社 11 ひまりのまわり（３）（完） 桜木蓮 630

一迅社 24 学食「ハナ」のしあわせごはん（１） ｐｏｔｅ 650 少年画報 17 アホゲノム　―座牟坂サタニックヘアー―（２） 井上和郎 690 スターツ 21 初めましてこんにちは、離婚してください（２） 七里ベティ/あさぎ千夜春 630 ハーパー 11 非情な恋人契約 森素子/マクシーン・サリ 600 芳文社 17 本日のバーガー（15） 花形怜/才谷ウメタロウ 620

一迅社 24 氷室の天地　Fate/school life（13） 磨伸映一郎/ＴＹＰＥ－ＭＯ 800 少年画報 17 ヤンキー娘になつかれて今年も受験に失敗しジェームスほたて 650 スターツ 21 クールな副社長の甘すぎる愛し方（３） 天丸ゆう/若菜モモ 630 ハーパー 11 とまどいの週末 瑚白ゆう/ケイト・リトル 600 芳文社 17 異世界でも風俗嬢やってみた（４） 森尾正博 620

一迅社 25 刀剣乱舞-ONLINE-　コミックアンソロジー（４ アンソロジー 650 少年画報 17 ねこぱんち　夏の猫号 アンソロジー 498 青泉社 24 鬼談　人形師雨月の百物語（14） 櫂広海 700 ハーパー 11 意外なエピローグ 高木裕里/ミランダ・リー 600 芳文社 17 ノーサイドクエスト（２） 好本拓朗 620

一迅社 25 花燭の白（１） 高山しのぶ 620 少年画報 17 にゃんこま みあ 690 彗星社発 18 38℃のキス～真夏の午後、クーラーが壊れた宮越和草 680 ハーパー 17 好きです、結婚してください～ワケあり御曹司 貴咲光流/宇奈月香 630 芳文社 17 経理の夏谷さんはガマンできない（１） 財政ろろ 620

一迅社 25 災禍の神は願わない（２） 尾羊英 640 少年画報 20 もっけの箱庭（１） 草川為 650 彗星社発 18 僧侶と交わる色欲の夜に…（７） 真臣レオン 680 ハーパー 17 口づけは淑女の嗜み～甘く淫らな個人授業～ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ．/森本あ 630 芳文社 17 桜は君に3度舞う（１） 炊田鳩子 620

一迅社 25 悪役令嬢ですが、ヒロインに攻略されてますわ 　アンソロジー 780 少年画報 24 外道の歌（11） 渡邊ダイスケ 650 ブラスト出 18 （成）「1分間だけ挿れてもいいよ…」シェアハウＯＵＭＡ 1000 ハーパー 21 オレ様押しかけダーリンは御曹司～別れても 氷室桜/明生茉依 630 芳文社 27 ゆゆ式（11） 三上小又 850

一迅社 27 防御力ゼロの嫁（３） 矢野トシノリ 680 少年画報 24 KIPPO（17） 田中宏 650 アルファ 20 結婚なんてお断りです！ 山吹イロ/立花吉野 640 白泉社 5 末永くよろしくお願いします（１） 池ジュン子 450 芳文社 27 NEW GAME！（11） 得能正太郎 850

一迅社 27 今どきの若いモンは（５） 吉谷光平 680 少年画報 24 鬼門街　KARMA（４） 永田晃一 650 アルファ 26 ワールド・カスタマイズ・クリエーター（７） 土方悠/ヘロー天気 680 白泉社 5 現代魔法使いのお気に入り 池ジュン子 450 芳文社 27 海色マーチ（２）（完） ミナミト 850

インテル 28 獣人騎士の敬愛（１） 米子 691 少年画報 24 ワンナイト・モーニング（３） 奥山ケニチ 650 アルファ 26 異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く？ ひらぶき雅浩/シ・ガレット 680 白泉社 5 君は春に目を醒ます（６） 縞あさと 450 芳文社 27 むすんで、つないで。（１） 荒井チェリー 850

イースト 7 ダンピアのおいしい冒険（１） トマトスープ 888 少年画報 31 ナポレオン～覇道進撃～（19） 長谷川哲也 690 アルファ 26 強くてニューサーガ（８） 三浦純/阿部正行 680 白泉社 5 マリッジパープル（４） 林みかせ 450 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

イースト 19 月と金のシャングリラ（２） 蔵西 900 少年画報 31 ようこそBALLGAMEへ！（１） 田丸鴇彦 650 アルファ 26 初期スキルが便利すぎて異世界生活が楽しすサマハラ/霜月雹花 680 白泉社 5 姫君は騎士団長（１） 屋丸やす子 450 ホビージ 27 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界くろむら基人/ハヤケン 620

イースト 19 ダメおじとマジ恋（仮） 呵尾 680 新書館 3 ギヴン　―givenー（６） キヅナツキ 690 アルファ 26 前世は剣帝。今生クズ王子（１） 早神あたか/アルト 680 白泉社 5 JKくのいちは全てを捧げたい（１） 梅ちゃづけ 450 ホビージ 27 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、ど 板垣ハコ/手島史詞 620

潮出版社 12 すぐ死ぬんだから（１） 内館牧子/くさか里樹 900 新書館 3 ハウスバッカー 夏目イサク 670 アルファ 26 平兵士は過去を夢見る（５） 鈴木イゾ/丘野優 680 白泉社 11 平穏世代の韋駄天達（３） クール教信者/天原 600 マイクロ 31 ガチャを回して仲間を増やす　最強の美少女 　  晴野しゅー/ちんくるり 630

エンジェ 17 （成）母娘喰い 秋草ぺぺろん 1000 新書館 3 恋する絶滅遺伝子Ω 影木栄貴/蔵王大志 690 アルファ 26 勇者の孫と魔王の娘（４） 不動らん 680 白泉社 17 正臣くんに娶られました。（１） 烏丸かなつ/兎山もなか 540 マイクロ 31 元最強の剣士は、異世界魔法に憧れる　THE 天乃ちはる/紅月シン 630

エンジェ 17 （成）嬲り穴 いたうみきたか 1000 新書館 3 ひかりみたいにまたたいて さはら鋏 670 アルファ 31 異世界でカフェを開店しました。（９） 野口芽衣/甘沢林檎 680 白泉社 20 暁のヨナ（33） 草凪みずほ 450 マイクロ 31 田中のアトリエ　～年齢＝彼女いない歴の魔法折月なおやす/ぶんころり 630

エンジェ 17 （成）2×1～高女性率社会では妻同士のナカ えむあ 1000 新書館 下 熱帯デラシネ宝飾店（４） 夏目イサク/嬉野君 720 アルファ 31 詐騎士（８） 麻菜摘/かいとーこ 680 白泉社 20 贄姫と獣の王（14） 友藤結 450 マッグガ 7 リィンカーネーションの花弁（12） 小西幹久 610

エンジェ 17 （成）巳城くんは甘え上手？ ｚｅｎ９ 1000 ジュネッ 19 ROMEO DRAWING わたなべあじあ 3500 アルファ 31 追放された最強聖女は、街でスローライフを送オミクニ/やしろ慧 680 白泉社 20 それでも世界は美しい（25）（完） 椎名橙 450 マッグガ 7 はめつのおうこく（３） ｙｏｒｕｈａｓｈｉ 620

オーバー 12 弟が連れてきた恋人は男子高校生でした（２）愛葉もーこ 未定 ジュネッ 19 甘えたな幼なじみは俺でオトナになっていく 後野オカピ 700 青林工藝 26 アックス（136） 秋山あゆ子ほか 925 白泉社 20 俺様ティーチャー（29）（完） 椿いづみ 450 マッグガ 7 魔導の系譜（２） イヌヅカヒロ/佐藤さくら 600

オーバー 12 既婚者宇佐美は暴かれたい おまゆ 未定 新潮社 6 クラスにいじめはありません（１） 永瀬ようすけ 620 東京漫画 21 ブルースカイコンプレックス（６） 市川けい 680 白泉社 20 呪い子の召使い（１） 柴宮幸 450 マッグガ 7 -ヒトガタナ-（11）（完） オニグンソウ 600

オーバー 12 とろけて開いて　続 しゅがーぺろぺろ 未定 新潮社 6 東京トイボクシーズ（２） うめ 620 東京漫画 27 Cab（69） アンソロジー 909 白泉社 20 鉄壁ハニームーン（３） 田中メカ 630 マッグガ 7 妹は猫（１） 仙幸 600

オーバー 25 転生したらオレがヒロインであいつが勇者だっみずのもと 未定 新潮社 6 第九身体（２）（完） 森迫清春 700 アース・ス 12 全時空選抜最弱最底辺決定戦（２）（完） 久正人/ＫＲＳＧ 600 白泉社 20 年年百暗殺恋歌（１） 草川為 630 マッグガ 12 路地迷宮のロージー（２） 十月士也 600

オーバー 25 異世界でスローライフを（願望）（２） 長頼/シゲ 未定 新潮社 6 ふたり明日もそれなりに（３） すずゆき 640 アース・ス 12 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSラン 　漆原玖/門司柿家ほか 600 白泉社 20 蜻蛉（７） 河惣益巳 450 マッグガ 12 異種族巨少女セクステット！（２） あまがえる 600

オーバー 25 王女殿下はお怒りのようです（２） 四つ葉ねこ/八ツ橋皓 未定 新潮社 6 マグメル深海水族館（６） 椙下聖海 600 アース・ス 12 ヤマノススメ（19） しろ 600 白泉社 28 あそびあそばせ（10） 涼川りん 600 メディアッ 19 （成）オトコのコHEAVEN 夏の褐色（ベタハートアンソロジー 1300

オーバー 25 暴食妃の剣（２） もちろんさん/猫子 未定 新潮社 6 妖怪の飼育員さん（８） 藤栄道彦 580 アース・ス 12 俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることにな秋乃かかし/裂田ほか 600 白泉社 28 無法島（３） 森恒二 650 メディアッ 27 （成）蒸れメス（ベタハート）濃厚スメル ジロウ 1100

オーバー 25 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中（７） サワノアキラ/秤猿鬼 未定 新潮社 6 働かないふたり（20） 吉田覚 500 アース・ス 12 外れたみんなの頭のネジ（10） 洋介犬 600 白泉社 28 救い給え、殺り給え（１） 宮月新/ミドリ 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

オークラ 28 新・花嫁は十七歳（２） ながさわさとる/若月京子 709 実業之日下 仮面病棟（２） 知念実希人/ＮＩＣＯＭＩＣＨ 700 大洋図書 3 青とジェント 秋平しろ 730 白泉社 28 1000万童貞（１） ロクノジケンゴ/ＡＫ２４ 650 楽楽出版 6 （成）放課後快感少女 こりす 1000

オークラ 28 召されやがれ！ みちのくアタミ 724 実業之日上 嫌がってるキミが好き（６） 鬼山瑞樹 680 竹書房 5 もっとさわって嵐さん～本気になってはいけま仲月かな 700 白泉社 28 隻影の影人（１） 矢神翔 650 楽楽出版 6 （成）きもちいいこと、いっしょに 井ノ本リカ子 1000

宙出版 17 花と有志　運命の恋って、ありますか？（２） 桃果コウ 648 実業之日中 異世界屋台めし「えにし亭」（１） 鬼ノ城ミヤ/ａｃｃａほか 680 竹書房 6 セックスリテラシーZERO Ｕ 650 白泉社 31 ぽんこつ手芸部 宇仁田ゆみ 600 リイド社 20 カラーレス（３） ＫＥＮＴ 700

宙出版 17 代理恋愛の甘い報酬　～ナカまでじっくり愛さ 團藤さや 680 実業之日中 すいんぐ！！（２） 佐倉おりこ 680 竹書房 6 見上げるあなたと星空を とこみち 820 白泉社 31 ジェミニはお年頃（２）（完） 志摩時緒 830 リイド社 25 （成）アイドル姦禁らいぶ！ 香月りお 1000

宙出版 21 ライオン・ハート～優しい牙に恋して～ しげまつ貴子 660 ジャイブ 3 大江戸下町こもり堂（５）（完） こうじま奈月 650 竹書房 6 八月九日　僕は君に喰われる。（１） ｔｏｍｏｍｉ 660 ヒット出版 18 （成）となりがHで羨ましいカラ。 新井カズキ 1000 リイド社 27 風雲児たち　幕末編（34） みなもと太郎 580

宙出版 21 過去をなくした暴君と天使 山下友美 660 ジャイブ 3 印伝さんと縁結び（９） 小糸さよ 650 竹書房 17 はかせの未来（１） せかねこ 1000 ヒット出版 28 （成）団地の管理人は妻娘を寝取るのが好きなテツナ 1000 リイド社 27 （成）僕たちエッチな男の娘（ベタハート） 緑いろ 1000

宙出版 21 伯爵令嬢の高慢な研究者 松川祐里子 660 ジャイブ 3 蛇神さまと贄の花姫（３） 蓮水りく 650 竹書房 17 俺達は新婚さんかもしれない（２） ちしゃの実 660 ヒット出版 28 （成）少女組曲（16） アンソロジー/みにおんほ 1073 リブレ 3 practiced liar 目玉焼き 659

宙出版 21 ボディガードは愛を誓う～豪華客船は危険な 氷栗優 660 小学館ク 5 海辺のキュー（２） 背川昇 630 竹書房 17 ねこかぶりポラリティ はる 660 双葉社 7 ある奴隷少女に起こった出来事（１） あらい・まりこ/ハリエット 1000 リブレ 3 歌舞伎町バッドトリップ 汀えいじ 659

宙出版 25 悪役令嬢の流儀、教えてご覧にいれますわ！　アンソロジー 750 小学館ク 5 キリングバイツ（16） 村田真哉/隅田かずあさ 630 竹書房 17 新芽のふたり 本間ぴるぱ 660 双葉社 7 狐神は紅く咬みつく きりみゆうや 700 リブレ 11 ハローモーニングスター（２） 倉橋トモ 689

宙出版 25 変身美少女大ピンチ、悪堕ち絶頂アンソロジーアンソロジー 750 小学館ク 5 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい（６） 柴田ヨクサル 630 竹書房 20 潮と壱成（１） 宇野ユキアキ 600 双葉社 11 ブルーハーツ（３） 夜宵草 780 リブレ 11 少年の境界（３） ａｋａｂｅｋｏ 659

宙出版 28 新装版　内田課長のヒミツの情事 おとねこね 694 小学館ク 11 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 20 ガチ恋粘着獣　～ネット配信者の彼女になりた星来 600 双葉社 11 小林さんちのメイドラゴン（10） クール教信者 600 リブレ 11 コスメティック・プレイラバー（４） 楢島さち 689

宙出版 28 彼氏が美人すぎる！アンソロジー アンソロジー 680 小学館ク 11 19歳の夫には秘密がある（３）（完） ＲＩＮ。/伊吹芹 720 竹書房 21 僕に乱されて君が増える ちみ 820 双葉社 11 小林さんちのメイドラゴン　カンナの日常（８） 木村光博/クール教信者 600 リブレ 20 デリバリーハグセラピー 宮田トヲル 659

宙出版 28 彼氏がコワモテすぎる！アンソロジー アンソロジー 680 小学館ク 12 のんちゃんとアカリ（１） 日日ねるこ 650 竹書房 27 バー・オクトパス スケラッコ 750 双葉社 11 小林さんちのメイドラゴン　エルマのOL日記（ カザマアヤミ/クール教信 600 リブレ 20 幼なじみの顔が良すぎて逆らえない 吾笠花 659

宙出版 28 騎士アンソロジー アンソロジー 680 小学館ク 12 それでもペンは止まらない（１） 熊田龍泉 650 竹書房 27 一生続けられない仕事　森＆三上編 山田ユギ 650 双葉社 11 小林さんちのメイドラゴン　ルコアは僕の×× 歌麿/クール教信者 600 リブレ 20 リタイア女子の初恋リベンジ（１） 梶ヶ谷ミチル 600

宙出版 28 魅惑のオジサマアンソロジー アンソロジー 680 ジーウォ 27 （成）雌の秘め事 みたらし侯成 1000 竹書房 27 奥さまはアイドル（11） 師走冬子 820 双葉社 11 京都寺町三条のホームズ（６） 秋月壱葉/望月麻衣 620 リブレ 20 獏の花嫁（１） 街こまち 630

宙出版 28 （仮）オフィス？ アンソロジー 680 ジーウォ 27 オレのスクープを撮るな！ 御茶漬わさび 727 竹書房 28 人間牧場（３） 柑橘ゆすら/さおとめあげ 660 双葉社 11 シロップ　PURE おねロリ百合アンソロジー アンソロジー 780 リブレ 20 紙袋くんは恋してる（１） 甘海老りこ 630

笠倉出版 25 きみと蓮の庭で らうりー 700 ジーウォ 27 （成）キケンな満淫電車 三顕人 1000 竹書房 28 推しが公認ストーカーになりました（２） 瀬尾みいのすけ 660 双葉社 11 柴田もえぎの放課後男子活動（１） 草野紅壱 670 リブレ 20 処女から始める結婚生活（２） 柚樹ちひろ 680

海王社 7 パーフェクトプロポーズ 鶴亀まよ 710 ジーウォ 27 （成）戸惑いメランコリー しょーへい 1000 竹書房 28 黒ギャルは雑に学びたい！（２） 工藤洋 660 双葉社 11 GROUNDLESS（９）竜騎兵と彼の恋人 影待蛍太 650 道玄坂書 21 淫魔くんは大きいのがお好き ｎａｃｏ 682

海王社 7 狂犬ちゃんネコになる 猿和香ちみ 690 ジーウォ 27 シノバズ シノ 900 竹書房 28 ラーメン大好き小泉さん（９） 鳴見なる 580 双葉社 11 派遣戦士　山田のり子（19） たかの宗美 650 道玄坂書 21 ファインダー越しのあの子（１） カボちゃ 682

海王社 7 欲しがりウサギと任侠ベア 大月クルミ 670 祥伝社 6 後ハッピーマニア（１） 安野モヨコ 900 竹書房 28 お嬢様はラブコメの主人公になりたい！（３）（ わたりさえ 690 双葉社 17 僕らのジャムは甘くない（３）（完） 龍本みお 620 道玄坂書 21 ファインダー越しのあの子（２）（完） カボちゃ 682

海王社 7 呉田くん我慢しんさい！ 大月クルミ 670 祥伝社 6 違国日記（６） ヤマシタトモコ 720 竹書房 28 できそこないの姫君たち（４） アジイチ 660 双葉社 17 それでも愛を誓いますか？（２） 萩原ケイク 600 ワニマガ 18 （成）あそばれスタイル ひげなむち 1000

海王社 7 クリーピーハニートラップ 加森キキ 650 祥伝社 6 こちらから入れましょうか？…アレを（２） 松田環 880 竹書房 28 大学ではじめて恋人ができた人の話（１） ひみつ 820 双葉社 17 食べるだけでレベルアップ！　～駄女神といっラサハン/ｋｔ６０ 620 ワニマガ 18 （成）ぱらボら作品集 ぱらボら 1000

キルタイ 26 （成）天煌聖姫ヴァーミリオン　THE COMIC 火愚夜/有機企画 1000 祥伝社 6 ヒトゴトですから！（２） ユニ 680 竹書房 28 おれの制服を脱がせてよ 三栖よこ 630 双葉社 17 出雲のあやかしホテルに就職します（２） 上原誠/硝子町玻璃 620 ワニマガ 31 （成）伊藤エイト作品集 伊藤エイト 1000

キルタイ 26 （成）くっ殺ヒロインズSP（３） 山田ゴゴゴ/尻戦車ほか 1200 祥伝社 6 サチコと神ねこ様（４） ｗａｋｏ 920 竹書房 28 コイビトは鬼の姫（２） 佐保 660 双葉社 17 バスカヴィル家の政略結婚（２）（完） 貴里みち/柴崎ふじ子 620 ワニマガ 31 （成）森ぐる太作品集 森ぐる太 1000

キルタイ 26 （成）闘姫屈服　～アヘイキ乙女絶頂敗北～ 翡翠石 1000 祥伝社 6 フォーゲット・ミー・ノット 岡藤真依 940 大都社 3 前世療法の現場で見る怖い話　魂の輪廻 油豆/桜ゆう 650 双葉社 17 魔王軍最強の魔術師は人間だった（３） アナジロ/羽田遼亮 620 ワニマガ 31 （成）れぐでく作品集 れぐでく 1000

キルタイ 27 （成）あまぎみちひと単行本（５）（仮） あまぎみちひと 1000 祥伝社 6 花のあすか組！∞インフィニティ（４） 高口里純 680 大都社 17 どすこいスピリチュアル　事故物件の怪 小林薫/ＴＡＮＡＫＡ 700 双葉社 17 姉上。スカートをまくって股を開いて見せてくれかりね。/サクチル 620 ワニマガ 31 （成）可愛くてドスケベなお姉さんと… いづれ 1000

キルタイ 27 けものびと（１） まさｍａ 664 祥伝社 25 春風のエトランゼ（４） 紀伊カンナ 680 大都社 17 帝王上司の調教セックス（２）俺なしじゃいられ空海リク 650 双葉社 20 新クレヨンしんちゃん（10） 臼井儀人/ＵＹスタジオ 590 ワニブッ 25 渡り鳥とカタツムリ（１） 高津マコト 630

大都社 17 処女がヤクザに調教されてます！（４）絶倫おななみあいす 650 双葉社 20 野原ひろし　昼メシの流儀（７） 塚原洋一/臼井儀人 600



２０２０年　８月発売　文庫 （発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）
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 書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ 書名 著者 予価

朝日新聞出版朝日文庫 7 司馬遼太郎の街道（３）愛した辺境 週刊朝日編集部 800 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 物語の函　世界名作選（１） 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 12 スター・ウォーズ　スカイウォーカーの夜明け デレク・コノリー/コリン・トレヴ 980
朝日新聞出版朝日文庫 7 歴史の中で語られてこなかったこと　おんな・子供網野善彦/宮田登 800 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 古事記の神々 三浦佑之 未定 講談社 講談社文庫 12 大友二階崩れ 赤神諒 680
朝日新聞出版朝日文庫 7 世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にする戸塚隆将 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 方言漢字 笹原宏之 未定 講談社 講談社文庫 12 紅のアンデッド　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒 840
朝日新聞出版朝日文庫 7 吉原の舞台裏のウラ　遊女たちの私生活は実は永井義男 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 大相撲史入門（仮） 池田雅雄 未定 講談社 講談社文庫 12 Cocoon 修羅の目覚め 夏原エヰジ 630
朝日新聞出版朝日文庫 7 大江戸魔方陣　徳川三百年を護った風水の謎 加門七海 800 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 TURN  東京駅おもてうら交番・堀北恵平 内藤了 未定 講談社 講談社文庫 12 戦の国 冲方丁 780
朝日新聞出版朝日文庫 7 世界最悪の鉄道旅行 下川裕治 1000 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 るんびにの子供 宇佐美まこと 未定 講談社 講談社文庫 12 アンマーとぼくら 有川ひろ 720
岩波書店 岩波文庫 18 梁啓超文集 岡本隆司/石川禎浩ほか 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 バチカン奇跡調査官　王の中の王 藤木稟 未定 講談社 講談社文庫 12 本格力　本棚探偵のミステリ・ブックガイド 喜国雅彦/国樹由香 1200
岩波書店 岩波文庫 18 シンボルの哲学　理性、祭礼、芸術のシンボル試Ｓ．Ｋ．ランガー/塚本明子 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 屍体でも愛してる 大石圭 未定 講談社 講談社文庫 12 喋る男 樋口卓治 600
岩波書店 岩波文庫 18 ジャック・ラカン　精神分析の四基本概念（上） ジャック・ラカン/ジャック＝ア未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 新米編集者・春原美琴はくじけない 和泉弐式 未定 講談社 まんが学術文庫 12 現象学の理念 フッサール/須賀原洋行 780
岩波書店 岩波現代文庫 18 企業中心社会を超えて　現代日本を〈ジェンダー大沢真理 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 学芸員・西紋寺唱真の呪術蒐集録（仮） 峰守ひろかず 未定 講談社 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＥＮ 　27 比類なきジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス 950
岩波書店 岩波現代文庫 18 増補　「戦争経験」の戦後史　語られた体験／証成田龍一 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 座敷童子の代理人（８） 仁科裕貴 未定 光文社 光文社文庫 6 満月の泥枕 道尾秀介 未定
岩波書店 岩波現代文庫 18 聖路加病院　生と死の現場 早瀬圭一 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 いらっしゃいませ　下町和菓子　栗丸堂（２）　聖徳似鳥航一/わみず 未定 光文社 光文社文庫 6 海馬の尻尾 荻原浩 未定
一迅社 メゾン文庫 7 ニシキタにゃんこの保育園　人生を変える出逢い烏丸紫明/あやとき 640 KADOKAWA メディアワークス文 25 始末屋　池袋てるてる坊主殺人事件 青木杏樹 未定 光文社 光文社文庫 6 T島事件　絶海の孤島でなぜ六人は死亡したのか詠坂雄二 未定
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 お狐様の異類婚姻譚（４）（仮） 糸森環/凪かすみ 638 KADOKAWA メディアワークス文 25 おとなりの晴明さん（７）　～陰陽師は水の神と歌仲町六絵 未定 光文社 光文社文庫 6 小鳥冬馬の心像 石川智健 未定
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 獣人神父の求愛騒動（仮） 百門一新/春が野かおる 638 KADOKAWA ファミ通文庫 28 俺氏、伝説のオーガ皇帝はじめます 氷上慧一/未定 未定 光文社 光文社文庫 6 つぼみ 宮下奈都 未定
イースト・プレスソーニャ文庫 4 毒皇子の求婚　（仮） 貴原すず/Ｃｉｅｌ 700 KADOKAWA ファミ通文庫 28 孤高のはずの天才少女に、好かれているのが眼藍月要/Ａちき 未定 光文社 光文社文庫 6 KAMINARI 最東対地 未定
イースト・プレスソーニャ文庫 4 皇帝は淫夢の魔女を愛したい（仮） 八巻にのは/氷堂れん 700 KADOKAWA ファミ通文庫 28 暇人、魔王の姿で異世界へ　時々チートなぶらり藍敦/桂井よしあき 未定 光文社 光文社文庫 6 ぞぞのむこ 井上宮 未定
イースト・プレス文庫ぎんが堂 12 性の体験手記（８）（仮） 夕刊フジ 750 KADOKAWA ファミ通文庫 28 社畜、ヘルモードの異世界でホワイト魔王となる　波口まにま/カカオ・ランタン 未定 光文社 光文社文庫 6 海の上の美容室（仮） 仲野ワタリ 未定
潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 戦争映画館 瀬戸川宗太 900 河出書房新社 河出文庫 4 差別の近現代史　人権再考 塩見鮮一郎 800 光文社 光文社文庫 6 ヘッド・ハンター 大藪春彦 未定
潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 秋月型駆逐艦 山本平弥ほか 920 河出書房新社 河出文庫 4 柳生十兵衛死す（上）山田風太郎傑作選　室町篇山田風太郎 1000 光文社 光文社文庫 6 殺人現場は雲の上　新装版 東野圭吾 未定
ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 28 コネクション・イン・デス　イヴ＆ローク（49）（原題Ｊ・Ｄ・ロブ/小林浩子 980 河出書房新社 河出文庫 4 柳生十兵衛死す（下）山田風太郎傑作選　室町篇山田風太郎 1000 光文社 光文社文庫 6 相剋の渦　決定版　勘定吟味役異聞（４） 上田秀人 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 友人キャラの俺がモテまくるわけないだろ？（３） 世界一/長部トム 未定 河出書房新社 河出文庫 4 いつも夢を見ていた　よく食べよく歌いよく生きた石井好子 800 光文社 光文社文庫 6 迷い鳥　決定版　研ぎ師人情始末（６） 稲葉稔 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 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 河出書房新社 河出文庫 4 ヨコハマメリー 中村高寛 980 光文社 光文社文庫 6 春風そよぐ　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 TRPGプレイヤーが異世界で最強ビルドを目指す 　Ｓｃｈｕｌｄ/ランサネ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 果てまで走れ！　157カ国、自転車で地球一周15小口良平 780 光文社 光文社文庫 6 もののけ騒ぎ（仮） 霜島けい 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ラグナロク：Re 4 安井健太郎/巖本英利 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 7 育ちのいい人が身につけているちょっとした習慣菅原圭 720 光文社 光文社文庫 6 家康の遠き道 岩井三四二 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 王女殿下はお怒りのようです（５） 八ツ橋皓/凪白みと 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 7 本当は恐ろしい儒教　日・中・韓、対立と停滞を生内藤博文 720 光文社 光文社文庫 6 暗殺　鬼役（30）（仮） 坂岡真 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く（５彩峰舞人/シエラ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 7 散歩するネコ　れんげ荘物語 群ようこ 520 光文社 光文社文庫 6 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 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（５） 大崎アイル/Ｔａｍ－Ｕ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 7 修学旅行は世界一周！ 吉田友和 680 光文社 光文社古典新訳文 6 フランス革命についての省察 Ｅ・バーク/二木麻里 未定
オークラ出版 マグノリアブックス 25 Find Me アンドレ・アシマン/市ノ瀬美 970 角川春樹事務所時代小説文庫 7 親子十手捕物帳（５） 小杉健治 680 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 無敵の殿様　さらば江戸（10） 早見俊 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3 戦闘員、派遣します！（６） 暁なつめ/カカオ・ランタン 640 角川春樹事務所時代小説文庫 7 妻紅　神田職人えにし譚（２） 知野みさき 600 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 ひらり圭次郎　腕貸し稼業　乱心の罠（２） 氷月葵 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3 エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識入栖/神奈月昇 未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 28 練習カレシ催眠（仮） 大角やぎ/良い直助 718 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 天保妖怪犯科帖 八神淳一 650
KADOKAWA ビーンズ文庫 3 悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないので秋桜ヒロロ/ダンミル 未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 28 無花果様の仰せの通りに（仮） 懺悔/夏桜 718 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 乱愛五十三次 鳴海丈 650
KADOKAWA ビーンズ文庫 3 厨病激発ボーイ　プライド超新星 れるりり（Ｋｉｔｔｙｃｒｅａｔｏｒｓ）/藤未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 28 ルゴーム砦の脱出　盗賊少女と欲望の城砦 伊吹泰郎/九童まいむほか 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 豪剣　お庭番竜之介 笹沢佐保 650
KADOKAWA ルビー文庫 3 極道さんは運命のパパで愛妻家 佐倉温/桜城やや 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 28 異世界ハーレム物語（２）（仮） 黒名ユウ/立花オミナ 720 コスミック出版 コスミック告白文庫 18 特選　近親相姦　母と息子 白書編集部 650
KADOKAWA ルビー文庫 3 若社長とおいしい子育て日記 ｃｈｉ‐ｃｏ/陵クミコ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 80's エイティーズ 橘玲 850 コスミック出版 コスミック戦記文庫 18 獅子の鉄槌 原俊雄 650
KADOKAWA 電撃文庫 7 はたらく魔王さま！（21） 和ヶ原聡司/０２９ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 レッドリスト　絶滅進化論 安生正 850 コスミック出版 コスミック文庫α 20 異世界でちびドラゴンを手料理で育てることにな ひなの琴莉 650
KADOKAWA 電撃文庫 7 落第魔術師を伝説にするまでの果てなき英雄譚榎本快晴/林けゐ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 夏の手 大橋裕之 730 コスミック出版 コスミック文庫α 20 異世界メシまず革命（３） 加賀見彰 650
KADOKAWA 電撃文庫 7 異世界よ、俺が無敵の吸血鬼だ！　～夜のハー猪野志士 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 口笛の上手な白雪姫 小川洋子 650 コスミック出版 コスミック文庫α 20 植物ヲタな料理男子が、異世界で王立海軍の専遠坂カナレ 650
KADOKAWA 電撃文庫 7 さいはての終末ガールズパッカー 藻野多摩夫 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 花村遠野の恋と故意 織守きょうや 930 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 7 こぎつね、わらわら　稲荷神のまんぷく飯　シリー松幸かほ/テクノサマタ 680
KADOKAWA 電撃文庫 7 とある魔術の禁書目録　外典書庫（２） 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 こういう旅はもう二度としないだろう 銀色夏生 730 三交社 ラルーナ文庫 20 虎皇帝の墜ちてきた花嫁 今井茶環/兼守美行 700
KADOKAWA 電撃文庫 7 豚のレバーは加熱しろ（２） 逆井卓馬/遠坂あさぎ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 十五の夏（上） 佐藤優 970 三交社 ラルーナ文庫 20 沼の竜宮城で、海皇様がお待ちかね 綺月陣/小山田あみ 700
KADOKAWA 電撃文庫 7 せかいは今日も冬眠中！ 石崎とも/巻羊 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 十五の夏（下） 佐藤優 970 メディアソフト発行ガブリエラ文庫プラ 25 子ども嫌いなパパと幸せな家庭を作る方法（仮） 七福さゆり/ゆえこ 685
KADOKAWA 電撃文庫 7 ストライク・ザ・ブラッド（22）　暁の凱旋 三雲岳斗/マニャ子 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 森瑶子の帽子 島﨑今日子 930 メディアソフト発行ガブリエラ文庫プラ 25 CEOの恋愛対象外シンデレラ（仮） 玉紀直/ゴゴちゃん 685
KADOKAWA 電撃文庫 7 ダークエルフの森となれ　―現代転生戦争― 水瀬葉月/コダマほか 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 凍てつく太陽 葉真中顕 1030 彩図社 彩図社文庫 中 美しい日本の名俳句1000 今井義和 648
KADOKAWA 電撃文庫 7 Re:スタート！転生新選組（２） 春日みかげ/葉山えいし 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 インジョーカー　組織犯罪対策課八神瑛子 深町秋生 810 彩図社 彩図社文庫 中 教科書には載せられない　暴君の素顔 山口智司 664
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 竜神めおと絵巻～花の御所に嫁陰陽師まいりけ小野上明夜/深遊 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田ミリ 690 集英社 集英社文庫コミック 18 PEACE MAKER（７） 皆川亮二 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 旺華国後宮の薬師（３） 甲斐田紫乃/友風子 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 風は西から 村山由佳 930 集英社 集英社文庫コミック 18 PEACE MAKER（８） 皆川亮二 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 暁花薬殿物語（４） 佐々木禎子/サカノ景子 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 ウォーターゲーム 吉田修一 850 集英社 集英社文庫 20 アキラとあきら（上） 池井戸潤 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 計画的失恋とワンダーラブ 時本紗羽/ｃｉｅｌ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 吹上奇譚　第一話　ミミとこだち 吉本ばなな 650 集英社 集英社文庫 20 アキラとあきら（下） 池井戸潤 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 メイデーア転生物語（３）扉の向こうの魔法使い（ 友麻碧/雨壱絵穹 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 家康（２）三方ヶ原の戦い 安部龍太郎 790 集英社 集英社文庫 20 ペトロバグ　禁断の石油生成菌（仮） 高嶋哲夫 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 転生魔女は滅びを告げる 柚原テイル/ｓｏｒａ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 山くじら　居酒屋お夏（11） 岡本さとる 750 集英社 集英社文庫 20 結果を出す男はなぜ「服」にこだわるのか？ 戸賀敬城 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 真夜中のペンギン・バー 横田アサヒ/のみや 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 21 昨日の恋敵は今日の恋人 愁堂れな/緒花 600 集英社 集英社文庫 20 お迎えに上がりました。国土交通省国土政策局 竹林七草 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 17 乙女ゲームの世界で私が悪役令嬢！？　そんな蒼月/笹原亜美 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 21 運命のオメガはミルクの香り 高峰あいす/亀井高秀 630 集英社 集英社文庫 20 桜小町　宮中の花 篠綾子 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 17 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗小田ヒロ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 21 アルファ同士の恋はままならない ナツ之えだまめ/金ひかる 630 集英社 集英社文庫 20 葬儀屋　プロレス刺客伝 黒木あるじ 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 17 悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言ったの？ ぷにちゃん/Ｌａｒｕｈａ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 21 だってそんなの知らない 椎崎夕/麻々原絵里依 630 集英社 集英社文庫 20 本日はどうされました？ 加藤元 未定
KADOKAWA ドラゴンブック 20 魔域からの脱出 清松みゆき／グループＳＮＥ未定 講談社 講談社ラノベ文庫 3 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（２） 猫又ぬこ/へいろー 630 集英社 集英社文庫 20 トイレの輪　～トイレの話、聞かせてください～ 佐藤満春 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 デート・ア・ライブ　アンコール（10） 橘公司/つなこ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 3 すぐぎゅっとしてくるギャルのお姉さんは好きです草薙アキ/湊良弘 640 集英社 集英社文庫 20 噂　殺人者のひそむ町 レスリー・カラ/北野寿美枝 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 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 講談社 講談社Ｘ文庫 5 VIP 流星 高岡ミズミ/沖麻実也 720 集英社 集英社オレンジ文庫 20 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音―翼に焦が瑚池ことり/六七質 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 世界最高の賢者は時の牢獄で最強を超える（２）　三原みつき/カカオ・ランタン 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 炎の侯爵令嬢 火崎勇/幸村佳苗 880 集英社 集英社オレンジ文庫 20 法律は嘘とお金の味方です。（３）京都御所南、吾永瀬さらさ/おかざきおか 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界を 　美紅/桑島黎音 未定 講談社 講談社学術文庫 11 上杉謙信 井上鋭夫 1150 集英社 集英社オレンジ文庫 20 許せない男～警視庁特殊能力係～（仮） 愁堂れな/円陣闇丸 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 スパイ教室（３）　《忘我》のアネット 竹町/トマリ 未定 講談社 講談社学術文庫 11 日本の修史と史学　歴史書の歴史 坂本太郎 1110 集英社 集英社オレンジ文庫 20 九天に鹿を殺す　●王朝八皇子奇計（仮） はるおかりの/アオジマイコ 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 たとえば俺が、チャンピオンから王女のヒモにジ 藍藤唯 未定 講談社 講談社学術文庫 11 ベートーヴェン　巨匠への道 門馬直美 1110 集英社 集英社オレンジ文庫 20 ベアトリス、お前は廃墟の鍵を持つ王女（仮） 仲村つばき/藤ヶ咲 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 1LDK、そして2JK。（３）　～夏が始まる。二人はき福山陽士/シソ 未定 講談社 講談社学術文庫 11 朝鮮仏教史 鎌田茂雄 1180 集英社 ダッシュエックス文 25 魔弾の王と聖泉の双紋剣（３） 瀬尾つかさほか/八坂ミナト 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 恋愛する気がないので、隣の席の女友達と付き 岬かつみ/庄名泉石 未定 講談社 講談社文芸文庫 11 ヒナギクのお茶の場合／海に落とした名前 多和田葉子 1800 集英社 ダッシュエックス文 25 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ みかみてれん/竹嶋えく 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 嘘嘘嘘、でも愛してる（２） 川田戯曲/アシマ 未定 講談社 まんが学術文庫 11 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 25 社畜、ダンジョンだらけの世界で固有スキル『強 相野仁/転 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 幼馴染の妹の家庭教師をはじめたら疎遠だった 　未定 未定 講談社 講談社文庫 12 汚名（上） マイクル・コナリー/古沢嘉通 880 集英社 ダッシュエックス文 25 俺はまだ、本気を出していない（５） 三木なずな/さくらねこ 未定
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ぼくらのフィクションはG戦場で競い合う 永菜葉一 未定 講談社 講談社文庫 12 汚名（下） マイクル・コナリー/古沢嘉通 880 小学館 小学館文庫 5 セイレーンの懺悔 中山七里 800
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 殺戮者の英雄譚 赤月カケヤ/かかげ 未定 講談社 講談社文庫 12 神の島のこどもたち 中脇初枝 840 小学館 小学館文庫 5 海が見える家　それから はらだみずき 650
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最強ぶんころり/またのんき▼ 未定 講談社 講談社文庫 12 7人の名探偵 綾辻行人/歌野晶午ほか 820 小学館 小学館文庫 5 咎人の刻印　ジャック・ザ・リッパー・ファントム 蒼月海里/巖本英利 560
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 英雄教室の超越魔術士　～現代魔術を極めし者月夜涙/あゆま紗由 未定 講談社 講談社文庫 12 本格王2020 本格ミステリ作家クラブ/結城 740 小学館 小学館文庫 5 蟲愛づる姫君の純潔 宮野美嘉/碧風羽 600
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 竜と幼女と一つ屋根の下 林星悟/肋兵器 未定 講談社 講談社文庫 12 歴史劇画　大宰相（10）　中曽根康弘の野望 さいとう・たかを/戸川猪佐武 940 小学館 小学館文庫 5 喪われた少女 ラグナル・ヨナソン/吉田薫 800
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？（９）　君細音啓/ｎｅｃｏ 未定 講談社 講談社文庫 12 Gone Tomorrow（上）（仮） リー・チャイルド/青木創 1000 小学館 小学館コミック文庫 12 ガンバ！Fly high（14） 森末慎二/菊田洋之 880
KADOKAWA 角川文庫 25 大河の剣（仮） 稲葉稔 未定 講談社 講談社文庫 12 Gone Tomorrow（下）（仮） リー・チャイルド/青木創 1000 小学館 ガガガ文庫 20 明日の世界で星は煌めく（２） ツカサ 600
KADOKAWA 角川文庫 25 正義の天秤　アイギスの盾 大門剛明 未定 講談社 講談社文庫 12 永遠の旅人　天地の理 中村ふみ/六七質 650 小学館 ガガガ文庫 20 クラスメイトが使い魔になりまして（４） 鶴城東 660
KADOKAWA 角川文庫 25 対話篇 金城一紀 未定 講談社 講談社文庫 12 新本格魔法少女りすか（２） 西尾維新 700 小学館 ガガガ文庫 20 育ちざかりの教え子がやけにエモい（２） 鈴木大輔 600
KADOKAWA 角川文庫 25 ナルニア国物語（１）　ライオンと魔女と洋服だん Ｃ・Ｓ・ルイス/河合祥一郎 未定 講談社 講談社文庫 12 空白の家族　警視庁犯罪被害者支援課（７） 堂場瞬一 840 小学館 ガガガ文庫 20 ホラー女優が天才子役に転生しました 鉄箱 640
KADOKAWA 角川文庫 25 ナルニア国物語（２）　カスピアン王子 Ｃ・Ｓ・ルイス/河合祥一郎 未定 小学館 ガガガ文庫 20 魔女と猟犬 カミツキレイニー 640
KADOKAWA 角川文庫 25 天使・雲雀 佐藤亜紀 未定 新紀元社 ポルタ文庫 中 犬神様のお気に召すまま　我が家の番犬は犬神三萩せんや/めろ 650
KADOKAWA 角川文庫 25 政略結婚 高殿円 未定 新書館 ディアプラス文庫 12 つないで　イエスかノーか半分か番外篇（４） 一穂ミチ/竹美家らら 680
KADOKAWA 角川文庫 25 事故調 伊兼源太郎 未定 新書館 ディアプラス文庫 12 僕が終わってからの話 砂原糖子/夏乃あゆみ 720
KADOKAWA 角川文庫 25 お江戸やすらぎ飯　芍薬役者 鷹井伶/小説工房シェルパ 未定 新書館 ディアプラス文庫 12 可愛い猫には旅をさせよ 安西リカ/ユキムラ 680
KADOKAWA 角川文庫 25 ヒストリア（上） 池上永一 未定 新潮社 新潮文庫 28 ゴッホの手紙 小林秀雄 590
KADOKAWA 角川文庫 25 ヒストリア（下） 池上永一 未定 新潮社 新潮文庫 28 信長を生んだ男 霧島兵庫 750
KADOKAWA 角川文庫 25 白き面に、囚わるる　陰陽師・安倍晴明 結城光流/伊東七つ生 未定 新潮社 新潮文庫 28 樽とタタン 中島京子 550
KADOKAWA 角川文庫 25 最後の晩ごはん　地下アイドルと筑前煮 椹野道流 未定 新潮社 新潮文庫 28 カーテンコール！ 加納朋子 670
KADOKAWA 角川文庫 25 妖怪の宴　妖怪の匣 京極夏彦 未定 新潮社 新潮文庫 28 毒母ですが、何か 山口恵以子 670
KADOKAWA 角川文庫 25 キマイラ（21）　堕天使変 夢枕獏/三輪士郎 未定 新潮社 新潮文庫 28 わかって下さい 藤田宜永 630
KADOKAWA 角川文庫 25 怪盗不思議紳士 我孫子武丸 未定 新潮社 新潮文庫 28 祇園白川　小堀商店　いのちのレシピ 柏井壽 750
KADOKAWA 角川文庫 25 ある晴れた日に、墓じまい 堀川アサコ 未定 新潮社 新潮文庫 28 深夜特急（５）トルコ・ギリシャ・地中海 沢木耕太郎 590
KADOKAWA 角川文庫 25 天使の牙（上）　新装版 大沢在昌 未定 新潮社 新潮文庫 28 深夜特急（６）南ヨーロッパ・ロンドン 沢木耕太郎 590
KADOKAWA 角川文庫 25 天使の牙（下）　新装版 大沢在昌 未定 新潮社 新潮文庫 28 変見自在　トランプ、ウソつかない 髙山正之 550
KADOKAWA 角川文庫 25 うちの執事に願ったならば（９） 高里椎奈 未定 新潮社 新潮文庫 28 笑う死体　マンチェスター市警　エイダン・ウェイツジョセフ・ノックス/池田真紀子950
KADOKAWA 角川文庫 25 弁当屋さんのおもてなし　しあわせ宅配篇 喜多みどり/イナコ 未定 新潮社 新潮文庫 28 天久鷹央の診断カルテ（仮） 知念実希人 590
KADOKAWA 角川文庫 25 向島・箱屋の新吉（仮） 小杉健治 未定 新潮社 新潮文庫 28 スクールカースト殺人教室　リベンジ 堀内公太郎 630
KADOKAWA 角川文庫 25 高校事変（８） 松岡圭祐 未定 新潮社 新潮文庫 28 オニキス（２） 古野まほろ 670
KADOKAWA 角川文庫 25 内偵捜査　刑事に向かない女 山邑圭 未定 新潮社 新潮文庫 28 君と漕ぐ（３） 武田綾乃 590
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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
実業之日本実業之日本社文庫上 映画にまつわるXについて（２） 西川美和 700 竹書房 竹書房怪談文庫 28 ごまだんごの怪奇なチャンネル（仮） ごまだんご 650 双葉社 双葉文庫 7 劇団42歳♂ 田中兆子 600
実業之日本実業之日本社文庫上 終電の神様　台風の夜に 阿川大樹 700 竹書房 竹書房怪談文庫 28 怪談天中殺（仮） 幽木武彦 650 双葉社 双葉文庫 7 動機探偵 喜多喜久 650
実業之日本実業之日本社文庫上 彩菊あやかし算法帖　からくり寺の怪 青柳碧人 785 竹書房 竹書房怪談文庫 28 社畜怪談（仮） 久田樹生/黒碕薫ほか 650 双葉社 双葉文庫 7 感染シンドローム 初瀬礼 740
実業之日本実業之日本社文庫上 婚活中毒 秋吉理香子 650 竹書房 竹書房文庫 28 禁惑の夜（仮） 霧原一輝 670 双葉社 双葉文庫 7 京都寺町三条のホームズ（15）　劇中劇の悲劇 望月麻衣 620
実業之日本実業之日本社文庫上 襲撃犯 安生正 780 宝島社 宝島社文庫 6 平安・陰陽うた恋ひ小町　言霊の陰陽師 遠藤遼 700 双葉社 双葉文庫 7 今宵はジビエを召し上がれ～函館のフレンチシェ三上康明 620
実業之日本実業之日本社文庫上 桃太郎姫　望郷はるか 井川香四郎 680 宝島社 宝島社文庫 6 ラストスタンド　感染領域（２） くろきすがや 650 双葉社 双葉文庫 7 長崎眼鏡橋　カフェよりどころ（仮） 端島凛 620
実業之日本実業之日本社文庫上 湘南桃色ハニー 沢里裕二 680 宝島社 宝島社文庫 6 5分でときめく！　意外な恋の物語 『このミステリーがすごい！』 680 双葉社 双葉文庫 7 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ（２） 小早川真寛 620
実業之日本実業之日本社文庫上 御徒の女 中島要 670 筑摩書房 ちくま文庫 11 思い立ったら隠居　週休5日の快適生活 大原扁理 740 双葉社 双葉文庫 7 桃尻プリン 草凪優 680
実業之日本実業之日本社文庫上 盗撮コネクション　復讐代行屋・矢島香澄 葉月奏太 680 筑摩書房 ちくま文庫 11 落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ 頭木弘樹 860 双葉社 双葉文庫 7 愛しの管理人サマ（仮） 橘真児 670
実業之日本実業之日本社文庫上 脅迫　強請屋稼業 南英男 800 筑摩書房 ちくま文庫 11 飛田残月 黒岩重吾 780 双葉社 双葉文庫 7 はぐれ長屋の用心棒（49）遠い面影 鳥羽亮 620
実業之日本実業之日本社文庫上 みだら女剣士 睦月影郎 650 筑摩書房 ちくま文庫 11 異形の未来　現代マンガ選集 中野晴行 800 双葉社 双葉文庫 7 照れ降れ長屋風聞帖（８）　濁り鮒　〈新装版〉 坂岡真 650
実業之日本実業之日本社文庫上 雷神　草同心江戸鏡 吉田雄亮 700 筑摩書房 ちくま文庫 11 私の箱子 一青妙 800 双葉社 双葉文庫 7 大富豪同心（25）（仮） 幡大介 650
ジーウォー紅文庫 26 マジで中出し五秒前 桜井真琴 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 アレクサンドロス大王物語 カリステネス/橋本隆夫 1500 双葉社 双葉文庫 7 おれは一万石（14）　商武の絆（仮） 千野隆司 620
ジーウォー紅文庫 26 ばてれん少女拷問いんへるの 綿引海 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 近代日本思想選　九鬼周造 田中久文 1700 双葉社 双葉文庫 7 神田まないたお勝手帖（４）　八重ちらし 槇あおい 620
祥伝社 祥伝社文庫 12 S&S探偵事務所　最終兵器は女王様 福田和代 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 ありえないことが現実になるとき　賢明な破局論ジャン＝ピエール・デュピュイ 1500 双葉社 双葉文庫 7 じゃりン子チエ（９） はるき悦巳 800
祥伝社 祥伝社文庫 12 内閣裏官房 安達瑶 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 新版　数学プレイ・マップ 森毅 1200 双葉社 モンスター文庫 31 モンスターのご主人様（16） 日暮眠都/ナポ 610
祥伝社 祥伝社文庫 12 天を灼く あさのあつこ 未定 中央公論新中公文庫 21 夜に迷って 赤川次郎 680 双葉社 モンスター文庫 31 席替えから始まるハイスペック陰キャのリア充へ城之内 600
祥伝社 祥伝社文庫 12 必殺闇同心　四匹の殺し屋 黒崎裕一郎 未定 中央公論新中公文庫 21 新装版　お腹召しませ 浅田次郎 580 双葉社 モンスター文庫 31 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住するすずの木くろ/黒獅子 620
祥伝社 祥伝社文庫 12 はないちもんめ　福と茄子 有馬美季子 未定 中央公論新中公文庫 21 佐藤春夫台湾小説集―女誡扇綺譚 佐藤春夫 1000 二見書房 ハニー文庫 11 いじわるな義兄にいびられると思ったら溺愛され臣桜/炎かりよ 713
祥伝社 祥伝社文庫 12 残照の剣　風の市兵衛　弐 辻堂魁 未定 中央公論新中公文庫 21 サド侯爵の生涯　新版 澁澤龍彦 1400 二見書房 ハニー文庫 11 皇帝陛下は御厨の華を喰らう 北條三日月/サマミヤアカザ 713
祥伝社 黄金文庫 12 頭がよくなる本の読み方 福井義高 未定 中央公論新中公文庫 21 宇宙からの帰還　新版 立花隆 860 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 名門女子校生メイド　お仕置き館の淫らな奉仕（深山幽谷 740
祥伝社 黄金文庫 12 知性だけが武器である 白取春彦 未定 中央公論新中公文庫 21 檀流クッキング入門日記 檀晴子 800 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 僕の家政婦さん　母×娘　同居ハーレム（仮） 綾野馨 719
祥伝社 黄金文庫 12 口癖の断捨離　「めんどくさい」をやめました。 やましたひでこ 未定 中央公論新中公文庫 21 まんぷく旅籠　朝日屋―ぱりとろ秋の玉手箱 高田在子 700 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 ときめき修学旅行（仮） 露峰翠 705
心交社 ショコラ文庫 11 恋の奴隷（仮） 高遠琉加/北沢きょう 690 中央公論新中公文庫 21 事件の予兆　文芸ミステリ短篇集 中央公論新社 800 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 素人告白スペシャル　ご近所奥様の恥態（仮） 素人投稿編集部 705
心交社 ショコラ文庫 11 未定 名倉和希/尾賀トモ 690 中央公論新中公文庫 21 ぼくが戦争に行くとき　反時代的な即興論文 寺山修司 860 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ザ・ヴァニッシング（原題） ジェイン・アン・クレンツ/久賀 1180
スターツ出ベリーズ文庫 11 蝶々結び（仮） 夏雪なつめ 640 中央公論新中公文庫 21 新装版　被匿　刑事・鳴沢了 堂場瞬一 850 二見書房 シャレード文庫 24 アルファの執愛～パブリックスクールの恋～ ゆりの菜櫻/笠井あゆみ 630
スターツ出ベリーズ文庫 11 お見合い激愛婚～エリート御曹司の一途な愛が佐倉伊織 640 中央公論新中公文庫 21 疾風に折れぬ花あり（上） 中村彰彦 900 二見書房 シャレード文庫 24 モフリーノ先生とないしょのなつやすみ かわい恋/みずかねりょう 630
スターツ出ベリーズ文庫 11 求愛マスカレード（仮） 宝月なごみ 640 中央公論新中公文庫 21 疾風に折れぬ花あり（下） 中村彰彦 900 二見書房 シャレード文庫 24 ミルクとダイヤモンド～公子殿下は黒豹アルファ弓月あや/蓮川愛 630
スターツ出ベリーズ文庫 11 つれない君に、愛と太陽の花を捧ぐ～横暴外科 伊月ジュイ 640 中央公論新中公文庫 21 パリ･東京殺人ルート　新装版 西村京太郎 620 二見書房 二見文庫　官能シ 26 老人よ、淫気を抱け（仮） 睦月影郎 705
スターツ出ベリーズ文庫 11 私だけの騎士様～太陽の王と花嫁の誓い～（仮立花美咲 640 中央公論新中公文庫 21 演劇入門　増補版 福田恆存 1000 二見書房 二見文庫　官能シ 26 既婚者だからヤレること（仮） 蒼井凜花 705
スターツ出ベリーズ文庫 11 平凡な私の獣騎士団モフモフライフ～幼獣たちの百門一新 640 中央公論新中公文庫 21 一杯のおいしい紅茶　ジョージ・オーウェルのエッジョージ・オーウェル/小野寺 860 二見書房 二見時代小説文庫 26 剣客大名　柳生俊平（16） 麻倉一矢/安里英晴 658
スターツ出ベリーズ文庫 11 悪役王妃の秘密（仮） 吉澤紗矢 640 中央公論新中公文庫 21 園芸家12カ月　新装版 カレル・チャペック/小松太郎 700 二見書房 二見時代小説文庫 26 大江戸けったい長屋（２） 沖田正午/山本祥子 658
スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 クールな北原くんの、右手になった私（仮） 純奈こう 500 東京創元社創元推理文庫 12 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 1200 二見書房 二見時代小説文庫 26 目利き芳斎　事件帖（１）　二階の先生（仮） 井伊和継/横田美砂緒 658
スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 欲しがりなオオカミ（仮） 柊乃 500 東京創元社創元推理文庫 12 死の快走船 大阪圭吉 960 文芸社 文芸社文庫 5 つかまり屋 千野修市 700
スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 可愛すぎて独占したい（仮） 言ノ葉リン 500 東京創元社創元ＳＦ文庫 12 ウォーシップ・ガール（仮） ガレス・Ｌ・パウエル/三角和 1200 文芸社 文芸社文庫 5 アポカリプスの花 黒淵晶 620
スターツ出野いちご文庫 25 オレンジ色の校舎（仮） 由侑 600 東京創元社創元推理文庫 24 短編ミステリの二百年（３） エリン、マクロイほか/小森収 1400 文芸社 文芸社文庫 5 生殺人映画　猟犬稼業 南英男 760
スターツ出スターツ出版文庫 28 金曜日のおつまみごはん（仮） 栗栖ひよ子 600 東京創元社創元推理文庫 24 悪女の品格 辻堂ゆめ 760 文芸社 文芸社文庫 5 殺されざる者　THE SURVIVOR　子連れ逃亡者V鳴海丈 760
スターツ出スターツ出版文庫 28 明日、きみの世界が～（仮） 此見えこ 600 東京創元社創元推理文庫 24 ニャン氏の憂鬱 松尾由美 760 文藝春秋 文春文庫 5 ガーデン 千早茜 630
スターツ出スターツ出版文庫 28 鳥居坂署の御堂さん（仮） 砂川雨路 600 東京創元社創元推理文庫 31 苦悩する男（上） ヘニング・マンケル/柳沢由実 1200 文藝春秋 文春文庫 5 悪左府の女 伊東潤 890
スターツ出スターツ出版文庫 28 龍神様の押しかけ嫁（仮） 忍丸 600 東京創元社創元推理文庫 31 苦悩する男（下） ヘニング・マンケル/柳沢由実 1200 文藝春秋 文春文庫 5 送り火 高橋弘希 620
青春出版社青春文庫 11 図説　眠れないほど怖くなる！　日本の妖怪図鑑志村有弘 1100 東京創元社創元推理文庫 31 指差す標識の事例（上） イーアン・ペアーズ/池央耿ほ 1260 文藝春秋 文春文庫 5 偽久蔵　新・秋山久蔵御用控（８） 藤井邦夫 680
青春出版社青春文庫 11 世界一　小さい「柱」を　知ってますか　 〇〇業界日本語研究会 700 東京創元社創元推理文庫 31 指差す標識の事例（下） イーアン・ペアーズ/池央耿ほ 1260 文藝春秋 文春文庫 5 寝台特急「ゆうづる」の女　十津川警部クラシック西村京太郎 760
アルファポエタニティ文庫 6 Sweet Secret 栢野すばる 640 東京創元社創元ＳＦ文庫 31 ランドスケープと夏の定理 高島雄哉 840 文藝春秋 文春文庫 5 お局美智　経理女子の特命調査 明日乃 740
アルファポエタニティ文庫 6 はにとらマリッジ 桔梗楓 640 徳間書店 徳間文庫 7 誰？ 明野照葉 770 文藝春秋 文春文庫 5 泣き虫弱虫諸葛孔明　第伍部 酒見賢一 1300
アルファポエタニティ文庫 6 年上幼なじみの若奥様になりました 葉嶋ナノハ 640 徳間書店 徳間文庫 7 鬼の首を奪れ 倉阪鬼一郎 700 文藝春秋 文春文庫 5 贄門島（上） 内田康夫 740
アルファポアルファライト文庫 11 のんびりVRMMO記（６） まぐろ猫＠恢猫 610 徳間書店 徳間文庫 7 沈黙の追跡者 笹沢左保 700 文藝春秋 文春文庫 5 贄門島（下） 内田康夫 740
アルファポアルファライト文庫 11 異世界で怠惰な田舎ライフ。（５） 太陽クレハ 610 徳間書店 徳間文庫 7 平戸から来た男 西村京太郎 680 文藝春秋 文春文庫 5 姥捨ノ郷　居眠り磐音（35）決定版 佐伯泰英 730
アルファポアルファライト文庫 11 超越者となったおっさんはマイペースに異世界を神尾優 610 徳間書店 徳間文庫 7 耀蔵動く 牧秀彦 680 文藝春秋 文春文庫 5 紀伊ノ変　居眠り磐音（36）決定版 佐伯泰英 730
アルファポレジーナ文庫 11 異世界キッチンからこんにちは（２） 風見くのえ 640 徳間書店 徳間文庫 7 癌病船 西村寿行 720 文藝春秋 文春文庫 5 ユニクロ潜入一年 横田増生 860
アルファポレジーナ文庫 11 王太子様の子を産むためには 秋風からこ 640 徳間書店 キャラ文庫 27 恋に無縁なんてありえるか（仮） 秀香穂里 600 文藝春秋 文春文庫 5 続々・怪談和尚の京都怪奇譚 三木大雲 640
アルファポレジーナ文庫 11 私は言祝の神子らしい（１）※ただし監禁中 矢島汐 640 徳間書店 キャラ文庫 27 小説家先生の犬と春 砂原糖子 600 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 5 特攻の思想　大西瀧治郎伝 草柳大蔵 1300
アルファポアルファポリス文庫 20 居酒屋ぼったくり（11） 秋川滝美 670 徳間書店 キャラ文庫 27 獣の王子（仮） 渡海奈穂 600 フロンティア ダリア文庫 11 エリート王子が専属ご指名　～愛されシェフの幸髙月まつり/相葉キョウコ 682
アルファポノーチェ文庫 31 蹴落とされ聖女は極上王子に拾われる（２） 砂城 640 日経BP　日日経ビジネス人文 5 イラッとさせない話し方 梶原しげる 800 プランタン出 オパール文庫 5 ※ここから先は有料です！　マジメ夫にえっちな 兎山もなか/霧原すばこ 未定
アルファポノーチェ文庫 31 聖女が脱走したら、溺愛が待っていました。 悠月彩香 640 日経BP　日日経ビジネス人文 5 企画は、ひと言。 石田章洋 800 プランタン出 オパール文庫 5 恋愛カウンセリング（仮） 水城のあ/逆月酒乱 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 七つの魔導書と再臨英雄（１） 年中麦茶太郎/まっちょこ 670 日経BP　日日経ビジネス人文 5 ブロックチェーン革命［新版］分散自律型社会の 野口悠紀雄 900 プランタン出 オパール文庫 5 甘い恋人（仮） 七福さゆり/敷城こなつ 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 友達の妹が俺にだけウザい（５） 三河ごーすと/トマリ 650 日経BP　日日経ビジネス人文 5 知らないと損する　経済とおかねの超基本1年生大江英樹 800 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 【完全版】美臀おんな剣士・美冬（仮） 御堂乱 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 友達の妹が俺にだけウザい（５）　ドラマCD付き特三河ごーすと/トマリ 2400 Jパブリッシカクテルキス文庫 19 未定 義月粧子/駒城ミチヲ 755 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 七大肛姦【人妻拷問実験】（仮） 結城彩雨 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 レベル0の魔王様、異世界で冒険者を始めます（瑞智士記/遠坂あさぎ 670 Jパブリッシカクテルキス文庫 19 未定 葵居ゆゆ/笹原亜美 755 プランタン出 ティアラ文庫 18 騎士王さまと甘恋旅行（２）（仮） 蒼磨奏/周防佑未 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 魔王と聖女が導く冒険者ライフ　―魔法適性0だ 有澤有/こうましろ 670 ハーパーコハーレクイン文庫 7/27 あなたと過ごす夜 エマ・ダーシー/槙由子 627 プランタン出 ティアラ文庫 18 はねっかえり令嬢、堅物騎士の花嫁になる（仮） 花菱ななみ/漣ミサ 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 最弱無敗の神装機竜《バハムート》（20） 明月千里/村上ゆいち 630 ハーパーコハーレクイン文庫 7/27 私に火をつけて！ ローリー・フォスター/みゆき 645 プランタン出 ティアラ文庫 18 好きな人に惚れ薬を飲まされました。両想いだか月神サキ/Ｃｉｅｌ 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたらケンノジ/フライ 670 ハーパーコハーレクイン文庫 7/27 涙から生まれた恋 ミランダ・リー/駒月雅子 627 フランス書院美少女文庫 19 今日から可愛い後輩ちゃんのペットになります（ 烏川さいか/おきたくん 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 栽培チートで最強菜園（２）～え、ただの家庭菜園九頭七尾/ごれ 630 ハーパーコハーレクイン文庫 7/27 五時からの恋人 マーガレット・ウェイ/春野ひろ 627 フランス書院美少女文庫 19 エルフが孕み薬を依頼してきたので、全力で薬も肥前文俊/ぴず 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 りゅうおうのおしごと！（13） 白鳥士郎/しらび 640 ハーパーコヴァニラ文庫 3 征服王の略奪花嫁～溺愛は蜜夜に濡れる～ すずね凜/八千代ハル 650 フランス書院美少女文庫 19 僕には調教志願（エロエロぐいぐい）なエルフ先輩青橋由高/ＨＩＭＡ 未定
SBクリエイＧＡ文庫 7 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 670 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 あの暑い夏の日に キャサリン・ジョージ/山田信 500 フランス書院フランス書院文庫 25 三穴奴隷（仮） 夏月燐 未定
草思社 草思社文庫 6 声に出して読みたい親鸞 齋藤孝 940 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 スペインのシンデレラ リン・グレアム/漆原麗 500 フランス書院フランス書院文庫 25 独り占めしてください（仮） 鷹羽真 未定
草思社 草思社文庫 6 私はヒトラーの秘書だった トラウデル・ユンゲ/高島市子1200 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 花嫁は一万ポンド ルーシー・ゴードン/木色佳名 500 フランス書院フランス書院文庫 25 二人っきり【ほしがり義母と僕】（仮） 美原春人 未定
草思社 草思社文庫 6 ドイツ現代史の正しい見方 セバスチャン・ハフナー/瀬野1000 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 砂漠よりも熱く ダイアナ・パーマー/上木さよ 500 フランス書院フランス書院文庫 25 薔薇と蛇（仮） 夢野乱月 未定
草思社 草思社文庫 6 雨かんむり漢字読本 円満字二郎 720 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 公爵令嬢の恋わずらい キャンディス・キャンプ/琴葉 991 フランス書院フランス書院文庫 25 夢の婿入り【妻の母が夜這いしてきます】（仮） 鏡龍樹 未定
大和書房 だいわ文庫 6 人生が自由自在になる本 キャメレオン竹田 700 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 バラのざわめき リンダ・ハワード/新号友子 818 フランス書院フランス書院文庫 25 新妻拷問檻【奈落の14日間】（仮） 舞条弦 未定
大和書房 だいわ文庫 6 リーダー論 野村克也 680 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 エレノア・オリファントは今日も元気です ゲイル・ハニーマン/西山志緒 918 扶桑社 扶桑社文庫 4 龍神的人生がうまくいく講義　72時間の法則 小野寺Ｓ一貴 800
大和書房 だいわ文庫 6 レディ・レッスン　ポジティブガールの教科書 ケリー・ウィリアムズ・ブラウン 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 5 なぜ今、仏教なのか　瞑想・マインドフルネス・悟ロバート・ライト/熊谷淳子 800 ポプラ社 ポプラ文庫 6 跡を消す　特殊清掃専門会社デッドモーニング 前川ほまれ 700
大和書房 だいわ文庫 6 50歳からの語彙力・漢字 菅原圭 680 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 5 ハンターキラー　最後の任務（上） ジョージ・ウォーレス/ドン・キ 900 ポプラ社 ポプラ文庫 6 臆病同心もののけ退治 田中啓文 700
大和書房 だいわ文庫 6 最強の独学術 本山勝寛 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 5 ハンターキラー　最後の任務（下） ジョージ・ウォーレス/ドン・キ 900 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 吉原水上遊郭　まやかし婚姻譚 一色美雨季 660
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　一白水星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 5 十戒の《マシン》船 ペーター・グリーゼ/クルト・マ 680 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 さよならノーチラス 優衣羽 660
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　二黒土星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 7 悪魔道人　影がゆく（２） 稲葉博一 880 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 お知らせ：最強魔王はダンジョン経営で荒稼ぎを坂本一馬/ｙａｍａｎ＊＊ 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　三碧木星 直居由美里 700 早川書房 クリスティー文庫 20 ポケットにライ麦を〔新訳版〕 アガサ・クリスティー/山本や 900 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 覇逆のドラグーン（２）彷徨王国の竜機士たち 榊一郎/もねてぃ 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　四緑木星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 20 三分間の空隙【くうげき】（上） アンデシュ・ルースルンド/ベ 1000 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 百錬の覇王の聖約の戦乙女（21） 鷹山誠一/ゆきさん 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　五黄土星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 20 三分間の空隙【くうげき】（下） アンデシュ・ルースルンド/ベ 1000 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 魔界帰りの劣等能力者（４） たすろう/かる 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　六白金星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 20 アメリカン・ブッダ 柴田勝家 1000 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 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 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　七赤金星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 20 星系出雲の兵站―遠征―（５） 林譲治 840 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 精霊幻想記（17） 北山結莉/Ｒｉｖ 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　八白土星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 20 憎悪人間は怒らない 上遠野浩平 620 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 クロの戦記（４） サイトウアユム/むつみまさと 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 九星別ユミリー風水　九紫火星 直居由美里 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 20 夢見者カッツェンカット クルト・マール/トーマス・ツィ 680 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 最強魔法師の隠遁計画（11） イズシロ/ミユキルリア 619
大和書房 九星別ユミリー風水上 2021 夢ひらく　ユミリー開運暦 直居由美里 750 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 20 伝説の艦隊（１）〈コンスティテューション〉 ニック・ウェブ/置田房子 1000 ホビージャパＨＪ文庫 7/31 最弱無能が玉座へ至る（１）人間社会の落ちこぼ坂石遊作/刀彼方 619
竹書房 竹書房ラブロマン文 5 艶めき商店街　〈新装版〉（仮） 北條拓人 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 20 宇宙【そら】へ（上） メアリ・ロビネット・コワル/酒 800 マイクロマガ ことのは文庫 20 陰陽師と天狗眼　―巴市役所もののけトラブル係歌峰由子/カズキヨネ 690
竹書房 ムーンドロップス文 11 海に眠る真珠～青の戦士は無垢な花と運命の恋月乃ひかり/石田惠美 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 20 宇宙【そら】へ（下） メアリ・ロビネット・コワル/酒 800 マイナビ出版マイナビ出版ファン 20 こぐまねこ軒　自分を人間だと思っているレッサー鳩見すた/ゆうこ 680
竹書房 ラズベリーブックス 11 The Elusive Wife（原題） キャリー・ハットン/高橋佳奈 1100 原書房 コージーブックス 5 コクと深みの名推理（18）コーヒー・ケーキに消えクレオ・コイル/小川敏子 1200 マイナビ出版マイナビ出版ファン 20 あやかしトリオのごはんとお酒と珍道中！（仮） 桔梗楓/冬臣 680
竹書房 竹書房ラブロマン文 11 おねだり民宿（仮） 美野晶 660 PHP研究所ＰＨＰ文庫 6 10代からの論理ノート「考える」ための55のレッス小野田博一 620 マイナビ出版マイナビ文庫 20 「献立」と「段取り」 渡辺有子 930
竹書房 竹書房文庫 12 変身／オーバードーズ 草上仁/日下三蔵 1000 PHP研究所ＰＨＰ文庫 6 ［小川式］突然英語がペラペラになる勉強法（仮 小川仁志 760 マイナビ出版マイナビ文庫 20 幸せが授かる　日本の神様事典　あなたを護り導ＣＲ＆ＬＦ研究所 980
竹書房 竹書房ラブロマン文 17 豊熟の柔肌（仮） 庵乃音人 660 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 11 東京カウガール（仮） 小路幸也 720 三笠書房 知的生きかた文庫 24 読むだけでやせる女医の言葉（仮） 浅原哲子 未定
竹書房 蜜猫文庫 21 寡黙な公爵は純愛を貫く　幼妻のとろける蜜月（すずね凜/ウエハラ蜂 800 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 20 文蔵2020.9 「文蔵」編集部 700 三笠書房 知的生きかた文庫 24 血流をよくすれば、不調は消えていく（仮） 大島宏明 未定
竹書房 蜜猫文庫 21 皇帝陛下のスキャンダル☆ベイビー（仮） 藍杜雫/天路ゆうつづ 800 双葉社 双葉文庫 7 スイム！スイム！スイム！ 五十嵐貴久 700 三笠書房 知的生きかた文庫 24 「知識」と「ひらめき力」がいっきに身につく　無敵ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 未定
竹書房 竹書房文庫 27 女子高生探偵シャーロット・ホームズ　最後の挨ブリタニー・カヴァッラーロ/鳴 720 双葉社 双葉文庫 7 遥かに届くきみの聲 大橋崇行 630 三笠書房 知的生きかた文庫 24 人生100年を「不安ゼロ」で生きる法（仮） 倉園佳三/佐々木正悟 未定
竹書房 竹書房文庫 27 女子高生探偵シャーロット・ホームズ　最後の挨ブリタニー・カヴァッラーロ/鳴 720 双葉社 双葉文庫 7 イザベルに薔薇を 伊集院静 800 三笠書房 知的生きかた文庫 24 知れば知るほど得する領収証の本（仮） 出口秀樹 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 28 怪談社ベストセレクション（仮） 伊計翼 650 双葉社 双葉文庫 7 グレイゴースト 本城雅人 700 三笠書房 王様文庫 9/1 心理戦にちょっとだけ強くなる本（仮） 内藤誼人 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 28 琉球奇譚（４）（仮） 小原猛 650 双葉社 双葉文庫 7 知られざるわたしの日記　ベテラン処女最後の一南綾子 630 三笠書房 王様文庫 9/1 大人の気くばり練習ノート（仮） 吉原珠央 未定

三笠書房 王様文庫 9/1 アドラー流　自分をHAPPYにする励まし方（仮） 岩井俊憲 未定
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