
2020年 　９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）
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KADOKAWA 1 SUPER LOVERS（14） あべ美幸 660 KADOKAW 26 若と花屋と花束と（２） 高松翼/二々丘 未定 講談社 17 いじめのケジメ（２） 池上ナオ 630 小学館 1 メロと恋の魔法（３） 篠塚ひろむ 440
KADOKAWA 1 黒か白か（５） さちも 660 KADOKAW 26 弊社の上司は元勇者（２）～私は新入社員で元魔法使い次見やをら 未定 講談社 17 キノの旅　the Beautiful World（８） シオミヤイルカ/時雨沢恵 650 小学館 1 そらいろメモリアル（１） やぶうち優 440
KADOKAWA 1 純情ロマンチカ（25） 中村春菊 660 KADOKAW 26 そうしそうあい（10） りべるむ 未定 講談社 17 SHAMAN KING（12） 武井宏之 600 小学館 1 キセキのローレライ（３） 能登山けいこ 440
KADOKAWA 1 飼育員の先輩を観察してみました。 春野アヒル 660 KADOKAW 26 あなたと食べるしあわせを　―槇と花澤―（１） 七ノ日 未定 講談社 17 SHAMAN KING（13） 武井宏之 600 小学館 1 溺愛ロワイヤル（１） 八神千歳 440
KADOKAWA 1 悪役令嬢になんかなりません。私は『普通』の公爵令嬢でユハズ/明。ほか 670 KADOKAW 26 あなたと食べるしあわせを　―槇と花澤―（２） 七ノ日 未定 講談社 17 SHAMAN KING（14） 武井宏之 600 小学館 1 人間回収車（10） 泉道亜紀 440
KADOKAWA 1 麻実くんはガチ恋じゃない！（５） ひととせはるひ 670 KADOKAW 26 PONPONPON！（１） ｅｍｉｌｙ 未定 講談社 18 はたらくすすむ（３） 安堂ミキオ 660 小学館 1 エブリディ授業参観！ もりちかこ 440
KADOKAWA 4 脅威区　～もうひとりの自分がバグりだす～（１） 飯星シンヤ 650 KADOKAW 26 俺の友達♂♀が可愛すぎて困る！（３） 春夏冬アタル/太田顕喜 未定 講談社 18 スケッチー（３） マキヒロチ 670 小学館 10 ミステリと言う勿れ（７） 田村由美 454
KADOKAWA 4 復讐の毒鼓（４） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 920 KADOKAW 26 毛布おねえさんの温めかた（２） シイナ 未定 講談社 18 コウノドリ（32） 鈴ノ木ユウ 640 小学館 10 猫mix幻奇譚とらじ（13） 田村由美 454
KADOKAWA 4 王国へ続く道　奴隷剣士の成り上がり英雄譚（２） 伊藤寿規/湯水快ほか 650 KADOKAW 26 Fate/Apocrypha（９） 石田あきら/東出祐一郎ほ未定 講談社 18 狭い世界のアイデンティティー（５） 押切蓮介 650 小学館 10 あきら先生は誰にも言えない（10） しがの夷織 482
KADOKAWA 4 お酒のために乙女ゲー設定をぶち壊した結果、悪役令嬢永緒ウカ/ゆなかほか 650 KADOKAW 26 Fate/Grand Order フロムロストベルト（１） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/中谷 未定 講談社 18 ランド（11） 山下和美 740 小学館 10 痴情の接吻（５） 如月ひいろ 454
KADOKAWA 4 聖女じゃなかったので、王宮でのんびりご飯を作ることに朝谷コトリ/神山りおほか 650 KADOKAW 26 駆除人（４） 浅川圭司/花黒子ほか 未定 講談社 23 RaW HERO（６） 平本アキラ 640 小学館 10 私が恋などしなくても（４） 一井かずみ 454
KADOKAWA 4 悪役の救い手（１） Ｚｅｔｓｏｎ/Ｍｙｏｕｎｇ－ｒａｎ 940 KADOKAW 26 29歳独身は異世界で自由に生きた……かった。（３） リュート/オオハマイコほか未定 講談社 23 第二第四火曜日の恋（１） 高瀬わか 640 小学館 10 つまり好きって言いたいんだけど、（３） 円城寺マキ 454
KADOKAWA 4 ある日、お姫様になってしまった件について（４） Ｓｐｏｏｎ/Ｐｌｕｔｕｓ 940 KADOKAW 26 スモーキン'パレヱド（９） 片岡人生/近藤一馬 未定 講談社 23 抜刀（１） ザビエラー長谷川 640 小学館 10 てのひらに秘密をひとつ（２） 尾崎衣良 454
KADOKAWA 4 落命魔女と時をかける旦那様の死なない婚約印（２） あずやちとせ 650 KADOKAW 26 黒鉄の魔法使い（２） もくふう/迷井豆腐ほか 未定 講談社 23 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（14） 泰三子 640 小学館 10 悪魔と一途　―虜―（１） 織田綺 454
KADOKAWA 4 ヘテロゲニア　リンギスティコ　～異種族言語学入門～（３瀬野反人 640 KADOKAW 26 異世界チート魔術師（９） 内田健（ヒーロー文庫／主未定 講談社 23 サガラ～Sの同素体～（６） 真刈信二/かわぐちかいじ 640 小学館 10 ウェディングコール　―アラサーメガネの婚活日記―（１）七島佳那 454
KADOKAWA 4 天晴爛漫！（１） アントンシク/ＡＰＰＥＲＲＡ 640 KADOKAW 26 フリーライフ　～異世界何でも屋奮闘記～（５） 森あいり/気がつけば毛玉未定 講談社 23 アマネ†ギムナジウム（７） 古屋兎丸 660 小学館 11 信長協奏曲（20） 石井あゆみ 482
KADOKAWA 4 ドM女子とがっかり女王様（１） 狐ヶ崎 640 KADOKAW 26 けものフレンズ2（３） けものフレンズプロジェク 未定 講談社 23 はたらく細胞BLACK（７） 初嘉屋一生/原田重光ほ 640 小学館 11 こぐまのケーキ屋さん　そのご カメントツ 907
KADOKAWA 4 キャロル＆チューズデイ（３） 山高守人/ＢＯＮＥＳほか未定 KADOKAW 26 ゲーセンの彼女（１） オクショウ/ＭＧＭＥＥ 未定 講談社 23 レディ・ロウと7日の森（１） 一色まこと 670 小学館 11 ハイパーダッシュ！四駆郎（４） 武井宏之/徳田ザウルス 583
KADOKAWA 4 地獄くらやみ花もなき（１） 路生よる/藤堂流風 640 KADOKAW 26 中野ブギウギ（２） 研そうげん 未定 講談社 23 リエゾン　―こどものこころ診療所―（２） ヨンチャン/竹村優作 640 小学館 11 てのひら創世記（１） 小川麻衣子 609
KADOKAWA 8 BLUE MOMENT ブルーモーメント（２） 小沢かな/荒木健太郎 660 KADOKAW 26 いてたまるか。 きょうさる 未定 講談社 23 相談役　島耕作（２） 弘兼憲史 640 小学館 11 味噌汁でカンパイ！（10） 笹乃さい 591
KADOKAWA 8 メゾン刻の湯（下） 瀬田一乃/小野美由紀 660 KADOKAW 26 GOHOマフィア！梶田くん（２） 大川ぶくぶ/マフィア梶田 未定 講談社 23 GIANT KILLING（56） ツジトモ/綱本将也 650 小学館 11 とよ田みのる短編集（２）イマジン とよ田みのる 627
KADOKAWA 8 ろんぐらいだぁす！（６.５）新装版 三宅大志 未定 KADOKAW 26 そのうち結婚までいくけど今はまだ（２） 脊髄引き抜きの刑 未定 講談社 23 紛争でしたら八田まで（３） 田素弘 640 小学館 11 金剛寺さんは面倒臭い（７） とよ田みのる 691
KADOKAWA 8 SHIROBAKO（１） やとみ/藤田里奈ほか 未定 KADOKAW 26 社畜が異世界に飛ばされたと思ったらホワイト企業だった結城鹿介/髭乃慎士 未定 講談社 23 人の息子（２） あのあやの 660 小学館 11 ウタカタノミナト（１） 北屋けけ 591
KADOKAWA 9 どうやら私の身体は完全無敵のようですね（５） さばねこ/ちゃつふさほか 660 KADOKAW 26 昏き宮殿の死者の王（１） 唐崎/槻影ほか 未定 講談社 23 鬼灯の冷徹（31） 江口夏実 640 小学館 11 青のオーケストラ（８） 阿久井真 591
KADOKAWA 9 世界を救うために亜人と朝チュンできますか？（３） 音井れこ丸 660 KADOKAW 26 勇者か魔王か選ばせて（２） たかよみ 未定 講談社 23 公式コミックコンプリートガイド　鬼灯の冷徹　～地獄の大江口夏実/モーニング編集1300 小学館 11 女の子が抱いちゃダメですか？（１） ねじがなめた 591
KADOKAWA 9 異種族レビュアーズ（５） 天原/ｍａｓｈａ 660 KADOKAW 26 異世界黙示録マイノグーラ（１）～破滅の文明で始める世緑華野菜子/鹿角フェフほ未定 講談社 23 鬼灯の冷徹　シロの足跡（５） 柴もなか/江口夏実 630 小学館 11 アクターダンス（２） 村上ペコ 591
KADOKAWA 9 美人女上司滝沢さん（４） やんＢＡＲＵ 660 KADOKAW 26 魔法科高校の劣等生　よんこま編（６） ｔａｍａｇｏ/佐島勤ほか 未定 講談社 23 銃夢火星戦記（７） 木城ゆきと 640 小学館 11 侵略好意（２） 犬背九二郎 591
KADOKAWA 9 異世界でスキルを解体したらチートな嫁が増殖しました概カタセミナミ/千月さかきほ 660 KADOKAW 26 押して駄目なら押してみろ！（２） 廣瀬アユム 未定 講談社 23 OL進化論（41） 秋月りす 850 小学館 11 透明の君（３） 季生みなと 700
KADOKAWA 9 このあと滅茶苦茶ラブコメした（１） 仙道八/春日部タケルほ 660 KADOKAW 26 恋する狼とミルフィーユ（１） うがつまつき 未定 講談社 23 えんまさんちのケルベロス（２） リベンセイ 870 小学館 11 阿・吽（12） おかざき真里/阿吽社 648
KADOKAWA 9 レジェンド（９） たかの雅治/神無月紅ほ 660 KADOKAW 26 新説　狼と香辛料　狼と羊皮紙（２） 日鳥/支倉凍砂ほか 未定 講談社 23 ワンダンス（４） 珈琲 660 小学館 11 愛蔵版　機動警察パトレイバー（10） ゆうきまさみ 1800
KADOKAWA 9 この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる（３） こゆき/土日月ほか 660 KADOKAW 30 パスファインダー　VOLUME TWO 歯と爪 ジム・ザブ/ジェイク・ビル 未定 講談社 23 マージナル・オペレーション（15） キムラダイスケ/芝村裕吏 660 小学館 17 ZOIDS ～ART OF HMM 2006-2020～ タカラトミー/壽屋ほか 3000
KADOKAWA 9 剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なんですけどｉｉｍＡｎ＆惟丞/年中麦茶 660 講談社 23 ブルーピリオド（８） 山口つばさ 660 小学館 18 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。＠comic（16） 伊緒直道/渡航ほか 600
KADOKAWA 10 鈍色のカメレオン（４） 春日井明 700 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 講談社 23 青野くんに触りたいから死にたい（７） 椎名うみ 660 小学館 18 第九の波濤（12） 草場道輝/高谷智裕 454
KADOKAWA 10 デイズ・オン・フェス（４） 岡叶 未定 講談社 4 1日外出録ハンチョウ（９） 上原求/新井和也ほか 630 講談社 23 はしっこアンサンブル（５） 木尾士目 660 小学館 18 BE BLUES！～青になれ～（41） 田中モトユキ 454
KADOKAWA 10 デイズ・オン・フェス（５） 岡叶 未定 講談社 4 雪女と蟹を食う（６） Ｇｉｎｏ０８０８ 660 講談社 23 メダリスト（１） つるまいかだ 未定 小学館 18 天野めぐみはスキだらけ！（21） ねこぐち 454
KADOKAWA 10 女子高生の無駄づかい（８） ビーノ 640 講談社 4 アンダーニンジャ（４） 花沢健吾 660 講談社 23 獄彩絵画　江口夏実「鬼灯の冷徹」カラーイラスト集（２） 江口夏実 2500 小学館 18 保安官エヴァンスの嘘（13） 栗山ミヅキ 454
KADOKAWA 10 宇宙とかと比べたらちっぽけな問題ですが（２） ビーノ 640 講談社 4 契れないひと（３） たかたけし 690 講談社 25 小さいノゾミと大きなユメ（２） 浜弓場双 640 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（18） オダトモヒト 454
KADOKAWA 10 うぶな27才とむくな11才（１） 瀬口たかひろ 640 講談社 4 MFゴースト（９） しげの秀一 670 講談社 25 つげ義春大全（７）墓をほる影　妖刀村正 つげ義春 3200 小学館 18 ノケモノたちの夜（５） 星野真 454
KADOKAWA 10 カレとカノジョの選択（１） 緒原博綺 640 講談社 4 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（２） 学慶人 660 講談社 25 つげ義春大全（11）女忍　鬼面石 つげ義春 3400 小学館 18 いとやんごとなき（１） 小松翔太 454
KADOKAWA 10 怪物メイドの華麗なるお仕事（１） 田辺ゆがた 640 講談社 4 ブクロキックス（２） 松木いっか 660 小学館 18 イケ田くん（１） 渥美駿 454
KADOKAWA 10 艦隊これくしょん　-艦これ-　今宵もサルーテ！（３） 森永ミキ/「艦これ」運営鎮 640 講談社 4 マイホームヒーロー（12） 山川直輝/朝基まさし 660 出版社 予定 チェック 書名 著者 予価 小学館 18 絶対可憐チルドレン（59） 椎名高志 454
KADOKAWA 10 十三機兵防衛圏公式コミックアンソロジー アトラス/片桐いくみほか未定 講談社 4 レッドカード（３） 市川マサ 660 集英社 4 底辺チューバーが宇宙戦争を撮ってみた（２） 渡辺恒造/バナーイ 630 小学館 18 嘘月―ウソツキ―（４） ミナミ 454
KADOKAWA 10 仮面ライダー913（２） かのえゆうし/井上敏樹ほ未定 講談社 4 皆殺しのアーサー（４） 古閑裕一郎 660 集英社 4 ONE PIECE（97） 尾田栄一郎 440 小学館 18 焼きたて！！ジャぱん～超現実～（２） 入江謙三/橋口たかし 600
KADOKAWA 10 魔法科高校の優等生（11） 佐島勤/森夕ほか 未定 講談社 4 渡くんの××が崩壊寸前（９） 鳴見なる 660 集英社 4 恋するワンピース（５） 伊原大貴 460 小学館 18 お姉ちゃんは恋妖怪（８） 青島かなえ 591
KADOKAWA 12 連ちゃんパパ（１） ありま猛 未定 講談社 7 地獄堂霊界通信（12） みもり/香月日輪 660 集英社 4 CHIN PIECE（２） 天望良一 460 小学館 18 妹はCIA（１） むうりあん 591
KADOKAWA 12 連ちゃんパパ（２） ありま猛 未定 講談社 7 能力　主人公補正（２） 鬼頭莫宏/当麻 660 集英社 4 僕のヒーローアカデミア（28） 堀越耕平 440 小学館 18 暑がりヒナタさんと寒がりヨザキくん（１） ますだ悠 591
KADOKAWA 12 カラオケ行こ！ 和山やま 700 講談社 7 棗のセカイ　―異界退魔伝―（１） 若宮ひろあき 660 集英社 4 ヴィジランテ　―僕のヒーローアカデミアILLEGALS―（10 古橋秀之/別天荒人ほか 480 小学館 18 茨城ごじゃっぺカルテット（１） 豚もう 591
KADOKAWA 12 高丘親王航海記（１） 近藤ようこ/澁澤龍彦 未定 講談社 7 空挺ドラゴンズ（９） 桑原太矩 660 集英社 4 すいとーと！（２） 沖野ユイ 630 小学館 18 教え子がAV女優、監督はボク。（１） 村西てんが 591
KADOKAWA 12 高丘親王航海記（２） 近藤ようこ/澁澤龍彦 未定 講談社 9 らすときす（１） 中島あきら 450 集英社 4 プラチナエンド（13） 大場つぐみ/小畑健 510 小学館 18 塩対応の佐藤さんが俺だけに甘い＠comic（１） 鉄山かや/猿渡かざみほ 591
KADOKAWA 12 星のさいごメシ（１） おおひなたごう 未定 講談社 9 進撃の巨人（32） 諫山創 450 集英社 4 アンデッドアンラック（３） 戸塚慶文 440 小学館 18 明日、私は誰かのカノジョ（４） をのひなお 800
KADOKAWA 12 天帝少年　中村朝短編集 中村朝 未定 講談社 9 SOCIAL SURVIVAL RABBITS ソーシャル・サバイバル・ラリコＰ/シンジョウタクヤ 450 集英社 4 Dr.STONE（17） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 440 小学館 18 異世界美少女受肉おじさんと（２） 池澤真/津留崎優 800
KADOKAWA 12 売野機子短篇集（仮） 売野機子 未定 講談社 9 復讐の教科書（２） 廣瀬俊/河野慶 450 集英社 4 ゆらぎ荘の幽奈さん（23） ミウラタダヒロ 440 小学館 18 異世界社長　魔王軍で成り上がる！（２） 都田彩人 800
KADOKAWA 14 16bitセンセーション（１）私とみんなが作った美少女ゲームみつみ美里（アクアプラス未定 講談社 9 ヒロインは絶望しました。（４） 千田大輔 450 集英社 4 地獄楽（11） 賀来ゆうじ 440 小学館 18 GORSE（１） 兄崎ゆな/徳川トモほか 591
KADOKAWA 14 さらば、佳き日（６） 茜田千 未定 講談社 9 100万の命の上に俺は立っている（10） 奈央晃徳/山川直輝 450 集英社 4 じごくらく　～最強の抜け忍　がまんの画眉丸～ おおはし 440 小学館 25 スーツに性癖（１） 河丸慎 454
KADOKAWA 14 なかま亜咲新連載（仮）（１） なかま亜咲 未定 講談社 9 ストーカー行為がバレて人生終了男（７） 門馬司/芥瀬良せら 450 集英社 4 おいしいコーヒーのいれ方（４） 青沼裕貴/雀村アオほか 850 小学館 25 かめばかむほど甘くなる（２） ヒナチなお 440
KADOKAWA 14 山を渡る　―三多摩大岳部録―（３） 空木哲生 未定 講談社 9 お願い、脱がシて。（４） 川中康嗣 450 集英社 4 第9砂漠（２） 出口景 480 小学館 25 執事たちの沈黙（13） 桜田雛 440
KADOKAWA 14 不死の猟犬（７） 八十八良 未定 講談社 9 Fate/Grand Order－Epic of Remnant－亜種特異点3/亜 　 　 　ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/渡れい 450 集英社 4 スライムドーン！！（４） かねこ統 500 小学館 25 宵の嫁入り（６） 七尾美緒 440
KADOKAWA 14 ミギとダリ（５） 佐野菜見 未定 講談社 9 アカイリンゴ（１） ムラタコウジ 660 集英社 4 BORUTO―ボルト―　―NARUTO NEXT GENERATIONS岸本斉史/池本幹雄ほか 440 小学館 25 恋と弾丸（６） 箕野希望 440
KADOKAWA 14 昴とスーさん（４） 高橋那津子 未定 講談社 9 通学生日記 藤田丞 630 集英社 4 遊☆戯☆王　OCG ストラクチャーズ（２） 佐藤雅史/ウェッジホール 440 小学館 25 王の獣（５） 藤間麗 440
KADOKAWA 14 めんや 柴田康平 未定 講談社 9 事件はスカートの中で（１） ずみ子 660 集英社 4 キン肉マン（72） ゆでたまご 440 小学館 25 神男子のいいなずけ（２） 川上ちひろ 440
KADOKAWA 14 艦隊これくしょん　-艦これ-　4コマコミック　吹雪、がんば桃井涼太/ＤＭＭ．ｃｏｍ 未定 講談社 9 餓獣（４） 小池ノクト 660 集英社 4 おひさまバーディー（２） 由伊大輔 630 小学館 25 クズとケモ耳（６） 杉しっぽ 440
KADOKAWA 14 艦隊これくしょん　-艦これ-　お役立ち！　鎮守府調査隊ノブヨシ侍/「艦これ」運営未定 講談社 9 親愛なる僕へ殺意をこめて（10） 井龍一/伊藤翔太 660 集英社 4 自殺幇女（１） 尾北圭人/村瀬克俊 600 小学館 25 窮鼠の契り―偽りのΩ―（１） 白石ユキ 440
KADOKAWA 14 コミュ障リーマンは恋の仕方がわかりません 鳥生莉世 700 講談社 9 この愛を終わらせてくれないか（３） 筒井いつき 660 集英社 4 忘却バッテリー（８） みかわ絵子 600 小学館 25 窮鼠の契り―偽りのΩ―（２） 白石ユキ 440
KADOKAWA 14 僕のΩよ覚めないで 櫻井ナナコ 700 講談社 9 放課後スイッチ（２） 井上とさず 630 集英社 4 生者の行進Revenge（２） みつちよ丸/佐藤祐紀 600 小学館 25 仁義なき婿取り（２） 佐野愛莉 440
KADOKAWA 14 妄想メロドラマ いらぎなのり 700 講談社 9 ヨリシロトランク（１） 鬼頭莫宏/カエデミノル 650 集英社 4 漫研に美少女（上） 轍平 600 小学館 25 月とメープルシロップ―先生との恋は蜜の味― 華夜 440
KADOKAWA 17 先輩、断じて恋では！brush up 晴川シンタ 未定 講談社 9 にこめっこ（３） 赤堀君 660 集英社 4 SPY×FAMILY（５） 遠藤達哉 480 小学館 25 柚木さんちの四兄弟。（７） 藤沢志月 440
KADOKAWA 17 Dear Door（１） Ｐｌｕｔｏ 未定 講談社 9 未熟なふたりでございますが（７） カワハラ恋 640 集英社 4 2.5次元の誘惑（６） 橋本悠 600 小学館 25 みらいのダンナさま（５） 吉永ゆう 440
KADOKAWA 17 αでもΩでもない僕らは（１） 所ケメコ 未定 講談社 9 リネンの春（３） 谷ま乃ゆり 660 集英社 4 魔女の守人（３） 坂野旭 460 小学館 25 メンズ校　新装版（５） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 17 αでもΩでもない僕らは（２） 所ケメコ 未定 講談社 9 触手魔術師の成り上がり（１） 夜桜エレル/飯田栄静ほ 650 集英社 4 血界戦線　Back2Back（８） 内藤泰弘 480 小学館 25 メンズ校　新装版（６） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 17 そのアホ捕まえといてください！ ハシモトミツ/晴山日々子未定 講談社 9 お嬢様の僕（７） 田口ホシノ 650 集英社 4 ワンパンマン（22） ＯＮＥ/村田雄介 440 小学館 25 メンズ校　新装版（７） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 19 アイドルマスター　SideM ストラグルハート（２） 加藤ミチル/バンダイナム未定 講談社 9 自称！平凡魔族の英雄ライフ（５）～B級魔族なのにチーこねこねこ/あまうい白一 650 集英社 4 ONE PIECE 尾田栄一郎画集　TIGER　COLOR　WALK　 尾田栄一郎 1800 小学館 25 メンズ校　新装版（８） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 19 君だけは死んでもごめん（３） あずさきな 未定 講談社 9 無双航路　転生して宇宙戦艦のAIになりました（２） 石口十/松屋大好ほか 650 集英社 18 劣等眼の転生魔術師～虐げられた元勇者は未来の世界柑橘ゆすら/峠比呂ほか 630 小学館 28 ウソツキ！ゴクオーくん（21） 吉もと誠 454
KADOKAWA 19 死神に嫁ぐ日（６） 椿カヲリ 未定 講談社 9 時間停止勇者（３） 光永康則 650 集英社 18 劣等眼の転生魔術師～虐げられた最強の孤児が異世界柑橘ゆすら/稍日向ほか 630 小学館 28 MINECRAFT～世界の果てへの旅～（１） 瀬戸カズヨシ 454
KADOKAWA 19 愛しの国玉（１） アッチあい 未定 講談社 9 看板にゃん娘は今日もかわいい あまみね 680 集英社 18 史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する　～剣 柑橘ゆすら/亀山大河ほか 630 小学館 28 まんがで！にゃんこ大戦争（５） 萬屋不死身之介/ＰＯＮＯ 609
KADOKAWA 19 エロ漫画家と純情編集のイケない打ち合わせ（１） 村崎ユカリ 未定 講談社 9 異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいまし遠山えま 650 集英社 18 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム（10） 新木伸/ていやんほか 630 小学館 30 機動戦士ガンダム　アグレッサー（13） 万乗大智/矢立肇ほか 591
KADOKAWA 23 勇者と魔王の魂魄歴程（３） ＧＥＮ 未定 講談社 9 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハー笠原巴/柑橘ゆすらほか 650 集英社 18 スナックバス江（７） フォビドゥン澁川 540 小学館 30 機動戦士ガンダム　アグレッサー（14） 万乗大智/矢立肇ほか 591
KADOKAWA 23 堕天の狗神　-SLASHDOG-（１）ハイスクールD×D Univ きくらげ/石踏一榮ほか 未定 講談社 9 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話（４） 横田卓馬 630 集英社 18 悪徳令嬢5000兆円無双（２） 新谷信貴 未定 小学館 30 土竜（モグラ）の唄（68） 高橋のぼる 591
KADOKAWA 23 剣鬼恋歌　Re：ゼロから始める異世界生活†真銘譚（３） 野崎つばた/長月達平ほ未定 講談社 9 ようかい居酒屋　のんべれケ。（４） ｎｏｎｃｏ 620 集英社 18 グッドジョブ（５） 本宮ひろ志/高野洋 630 小学館 30 劉邦（８） 高橋のぼる 591
KADOKAWA 23 鏡のむこうの最果て図書館光の勇者と偽りの魔王（２） 冬月いろり/Ｎａｍｉｅほか 未定 講談社 9 ひゆみの田舎道（２） サイとウマお 450 集英社 18 最強の弁護士（１） 高橋のぼる/久慈希跡 630 小学館 30 バディドッグ（10） 細野不二彦 591
KADOKAWA 23 クロウ・レコード　Infinite Dendrogram Aot（３） Ｌａ－ｎａ/海道左近ほか 未定 講談社 9 天空侵犯arrive（４） 大羽隆廣/三浦追儺 620 集英社 18 あの子がデリバリーシンデレラになるまで ＮＯＮ 未定 小学館 30 新しい足で駆け抜けろ。（４） みどりわたる 591
KADOKAWA 23 アキトはカードを引くようです（２） 川田両悟/よう太ほか 未定 講談社 9 水は海に向かって流れる（３） 田島列島 620 集英社 18 デリバリーシンデレラ傑作選（仮） ＮＯＮ 未定 小学館 30 ぽんこつポン子（７） 矢寺圭太 591
KADOKAWA 23 自称Fランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点ｓｏｒａｎｉ/三河ごーすとほ 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た件（２） 外池達宏/中山雅史ほか 620 集英社 18 BUNGO―ブンゴ―（24） 二宮裕次 540 小学館 30 あさひなぐ（34） こざき亜衣 591
KADOKAWA 23 戦闘員、派遣します！（５） 鬼麻正明/暁なつめほか未定 講談社 9 将棋の渡辺くん（５） 伊奈めぐみ 800 集英社 18 久保さんは僕を許さない（３） 雪森寧々 600 小学館 30 機動戦士ガンダム　バンディエラ（２） 加納梨衣/矢立肇ほか 591
KADOKAWA 23 ディーふらぐ！（15） 春野友矢 未定 講談社 11 魔女怪盗LIP☆S（３） 鏡はな/壱コトコ 450 集英社 18 MoMo ―the blood taker―（６） 杉戸アキラ 580 小学館 30 ジャガーン（11） にしだけんすけ/金城宗幸 591
KADOKAWA 23 異世界薬局（６） 高野聖/高山理図ほか 未定 講談社 11 シーク様とハーレムで。（６） 美麻りん 450 集英社 18 君のことが大大大大大好きな100人の彼女（３） 中村力斗/野澤ゆき子 600 小学館 30 わるいあね（３） 三輪まこと 591
KADOKAWA 23 限界レベル1からの成り上がり　～最弱レベルの俺が異世上向だい/未来人Ａ 未定 講談社 11 創世のタイガ（７） 森恒二 640 集英社 18 キングダム（59） 原泰久 540 小学館 30 味いちもんめ　継ぎ味（４） 倉田よしみ/あべ善太ほ 591
KADOKAWA 23 僕と彼女の転生る異世界（２） コジィ 未定 講談社 11 高嶺の蘭さん（９） 餡蜜 450 集英社 18 私のHな履歴書みてください（５） 春輝 600 小学館 30 コタローは1人暮らし（７） 津村マミ 591
KADOKAWA 23 見える子ちゃん（４） 泉朝樹 未定 講談社 11 オトメのオモチャ（１） 硝音あや 450 集英社 18 BLACK TIGER ブラックティガー（５） 秋本治 600 小学館 30 颯汰の国（５） 小山ゆう 591
KADOKAWA 23 ホームレス転生（４）～異世界で自由すぎる自給自足生活久遠まこと/徳川レモンほ未定 講談社 11 H/P ホスピタルポリスの勤務日誌（３） 杜野亜希 450 集英社 18 ミリオンダラーディガー（４） 落合更起 600 小学館 30 刑事ゆがみ（10） 井浦秀夫 591
KADOKAWA 23 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する（８） 今井ムジイ/すずの木くろ未定 講談社 11 一度は彼女になってみたい！（４） 栄羽弥 450 集英社 18 少年のアビス（２） 峰浪りょう 未定 小学館 30 新黒沢　最強伝説（20） 福本伸行 591
KADOKAWA 23 某大手ダンジョンをクビになったので、実家のダンジョンを天上涼太郎/雉子鳥幸太未定 講談社 11 まじめに不純異性交遊（２） 八田あかり 450 集英社 18 ノー・ガンズ・ライフ（11） カラスマタスク 600 小学館 30 釣りバカ日誌（106） 北見けんいち/やまさき十 591
KADOKAWA 23 完全回避ヒーラーの軌跡（３） 倭ヒナ/ぷにちゃんほか 未定 講談社 11 甘くない彼らの日常は。（４） 野切耀子 450 集英社 18 お義母さんスイッチ（２） 櫻太助 600 小学館 30 赤狩り　THE RED RAT IN HOLLYWOOD（８） 山本おさむ 591
KADOKAWA 23 このヒーラー、めんどくさい（２） 丹念に発酵 未定 講談社 11 トラップ　～危険な元カレ～（２） ｒｕｕ 630 集英社 18 Shrink～精神科医ヨワイ～（３） 七海仁/月子 600 小学館 30 優しくしたい。 根本拓実 591
KADOKAWA 23 盾の勇者のおしながき（２） 赤野天道/アネコユサギ 未定 講談社 11 ケイ×ヤク　―あぶない相棒―（４） 薫原好江 630 集英社 18 HOTELIER―ホテリエ―（２） 城アラキ/川口幸範 600 小学館 30 機動戦士ガンダム　サンダーボルト（16） 太田垣康男/矢立肇ほか 741
KADOKAWA 23 もふもふを知らなかったら人生の半分は無駄にしていた 片岡とんち/ひつじのはね未定 講談社 11 理想のオトコ（７） チカ 680 集英社 18 努力しすぎた世界最強の武闘家は、魔法世界を余裕で生わんこそば/ながつきまさ 630 小学館 30 テツぼん（27） 永松潔/高橋遠州 648
KADOKAWA 23 ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚（２） 芹之由奈/シンギョウガク未定 講談社 11 東京ミュウミュウ　2020 り・たーん 征海美亜/吉田玲子 630 集英社 18 カット＆ペーストでこの世界を生きていく（６） 咲夜/加藤コウキほか 630 小学館 30 ガンプラはなぜ40年も売れ続けているのか？ ロドリゲス井之介/ゆきも 900
KADOKAWA 23 山田くんとLv999の恋をする（２） ましろ 未定 講談社 11 美しいこと（上） 犬井ナオ/木原音瀬 680 集英社 18 息子がかわいくて仕方がない魔族の母親（９） 十五夜 600 小学館 30 いじめ 五十嵐かおる 440
KADOKAWA 23 洞窟王からはじめる楽園ライフ　～万能の採掘スキルで 出店宇生/苗原一ほか 未定 講談社 11 おいおいピータン！！（１） 伊藤理佐 800 集英社 18 ライフル・イズ・ビューティフル（６） サルミアッキ 600 小学館 30 ブラックアリス（６） なかむらさとみ 440
KADOKAWA 23 奴隷エルフと商人（１） がい子くじん 未定 講談社 11 全部失っても、君だけは（２） ふせでぃ 900 集英社 18 昨日、助けていただいた魔導書です（１） 森田季節/福袋あけ美ほか未定 小学館 30 片想いミステイク！（２） 森田ゆき 440
KADOKAWA 23 FOGGY FOOT （１）フォギーフット 紗与イチ 未定 講談社 11 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（５） 松本ひで吉 850 集英社 18 ゴールデンカムイ（23） 野田サトル 540 小学館 30 マジたん！ 中嶋ゆか 440
KADOKAWA 23 トンプソン（３） ハラヤス 未定 講談社 11 ヒーリングっど（ベタハート）プリキュア（１）プリキュアコレ 上北ふたご/東堂いづみ 950 集英社 18 リアル性癖プロファイル Ω子 未定
KADOKAWA 23 桜の森の鬼暗らし（２） 黒榮ゆい 未定 講談社 11 ながたんと青と－いちかの料理帖－（５） 磯谷友紀 450 集英社 18 魔弾の王と凍漣の雪姫　序章（１） 川口士/ｋａｋａｏほか 未定
KADOKAWA 24 機動戦士ガンダム　ヴァルプルギス（６） 葛木ヒヨン/海冬レイジほ未定 講談社 11 東京アリスgirly（３） 稚野鳥子 450 集英社 18 裏切られたSランク冒険者の俺は、愛する奴隷の彼女らと柊咲/川田暁生ほか 未定
KADOKAWA 24 機動戦士Zガンダム　Defineシャア・アズナブル　赤の分水北爪宏幸/矢立肇ほか 未定 講談社 11 カカフカカ（11） 石田拓実 450 集英社 25 うたかたカレンダー むろ文子 720
KADOKAWA 24 機動戦士ガンダムF91プリクエル（１） おおのじゅんじ/サンライ未定 講談社 15 ザ・ボルダー（２） 蜜浦ミノル 450 集英社 25 マイ　オンリー　ドギー ｅｃｈｏ 690
KADOKAWA 24 機動戦士ガンダムNT（４） 福井晴敏/大森倖三ほか未定 講談社 15 ビッグシックス（３） 若生わこ/川 650 集英社 25 恋を知らない僕たちは（９） 水野美波 440
KADOKAWA 24 アンゴルモア　元寇合戦記　博多編（３） たかぎ七彦 未定 講談社 15 乙女高校ボクシング部（１） 沢田ひろふみ 640 集英社 25 ぶどうとスミレ（２） 持田あき 440
KADOKAWA 24 空の青さを知る人よ（３） 超平和バスターズ/蜷川 未定 講談社 15 バドラッシュ（２） 塩沢かつま 630 集英社 25 モジコイネネコイ（３） 佐藤ざくり 440
KADOKAWA 25 シンデレラガールズ劇場（12） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 17 龍狼伝　王霸立国編（６） 山原義人 450 集英社 25 うちの弟どもがすみません（２） オザキアキラ 440
KADOKAWA 25 来栖ありすはクールでいたい（２） 御眼鏡 未定 講談社 17 炎炎ノ消防隊（25） 大久保篤 450 集英社 25 イロメン―十人十色―（４） 田村由美 440
KADOKAWA 25 殺し屋ちゃんと死なないターゲット（１） 古賀由人 未定 講談社 17 生徒会役員共（19） 氏家ト全 450 集英社 25 林檎と蜂蜜walk（16） 宮川匡代 440
KADOKAWA 25 灰の双子は白黒つけずに世界を救います。（１） 七桃りお 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（19） 和久井健 450 集英社 25 まんまるポタジェⅡ（１） あいざわ遥 未定
KADOKAWA 25 金星のリヴェール（１） 沼地どろまる 未定 講談社 17 カッコウの許嫁（３） 吉河美希 450 集英社 25 はやくしたいふたり（１） 日下あき 未定
KADOKAWA 25 その冒険者、取り扱い注意。　～正体は無敵の下僕たち 満月シオン/Ｓｉｎ　Ｇｕｉｌｔｙ未定 講談社 17 ダイヤのA act2（23） 寺嶋裕二 450 集英社 25 古屋先生は杏ちゃんのモノ（12） 香純裕子 440
KADOKAWA 25 はたらく魔王さまのメシ！（２） さだうおじ/和ヶ原聡司ほ未定 講談社 17 彼女、お借りします（17） 宮島礼吏 450 集英社 25 ハツコイと太陽（６） 木下ほのか 460
KADOKAWA 25 ラブライブ！School idol diary Special Edition（２） 公野櫻子/たかみ裕紀ほ未定 講談社 17 彼女、人見知ります 宮島礼吏 450 集英社 25 吸血鬼と薔薇少女（５） 朝香のりこ 440
KADOKAWA 25 ラブライブ！School idol diary セカンドシーズン（４）～春色公野櫻子/柴崎しょうじほ未定 講談社 17 カノジョも彼女（２） ヒロユキ 450 集英社 25 初×婚（４） 黒崎みのり 440
KADOKAWA 26 後宮に星は宿る（１） ｈａｇｉ/篠原悠希 未定 講談社 17 XEVEC（３） ｂｏｓｅ/下内遼太 450 集英社 25 冬融ける 阿部あかね 未定
KADOKAWA 26 あしょんでよッ　～うちの犬ログ～（８） らくだ 未定 集英社 25 しっぽ街のコオ先生（８） たらさわみち 未定
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秋田書店 8 魔入りました！入間くん（18） 西修 454 キルタイ 26 転生したらパーティが男の子だらけだったけど丸井シロ 630 祥伝社 25 オタクも恋する肉食紳士（６）～絶頂！オジサ 柚樹ちひろ 680 竹書房 30 勇者と魔王のラブコメ（５） ホリエリュウ 660 双葉社 17 まじめだけど、したいんです！（５） 嘉村朗 600

秋田書店 8 魔界の主役は我々だ！（２） 津田沼篤/西修ほか 454 キルタイ 26 医者と被験体さん。（１） 篠崎ゆうま 630 祥伝社 25 ワケありおっぱいが、上司（絶倫・ヤクザ）のお一味ゆづる 680 竹書房 30 アスモデウスはあきらめない（８）（完） 勇人 750 双葉社 17 失恋未遂（８） 高宮ニカ/イアム 600

秋田書店 8 もういっぽん！（９） 村岡ユウ 454 キルタイ 26 勇者様のお師匠様（１） ゼファー/三丘洋 630 スコラマ 30 （成）あっスゴい…ママの膣内 胡桃屋ましみん 1045 竹書房 30 ひなたと三笠 ふじた渚佐 660 双葉社 17 令和の家政婦さん（１） 小池田マヤ 950

秋田書店 8 SHY（５） 実樹ぶきみ 454 キルタイ 26 化物と少女（２） 富田陽介 900 スクウェア 7 人質交換ゲーム（１） 雨宮黄英/ホリエリュウ 600 大都社 12 長谷川くんのが大きくて入りません！？（５）身さんかく 650 双葉社 28 いとなみいとなめず（４） 水瀬マユ 620

秋田書店 8 ハリガネサービスACE（８） 荒達哉 454 キルタイ 29 （成）二次元コミックマガジン　正義のヒロイン 鷹勢優/ハルフミほか 1000 スクウェア 7 おっさん冒険者ケインの善行（５） 風来山/沖野真歩 600 大都社 12 わたしの意地悪なご主人さま 紫賀サヲリ 650 双葉社 28 古代戦士ハニワット（５） 武富健治 680

秋田書店 8 怪獣のトカゲ（３）（完） 山本崇一朗/福地カミオ 630 キルタイ 29 （成）二次元コミックマガジン　クリトリス改造記 　ゴンざぶろー/ＢＲＬＬほか1000 スクウェア 7 エリスの聖杯（３） 常磐くじら/桃山ひなせ 600 大都社 12 おふとりさま猫日和 うぐいすみつる 800 双葉社 28 まぼろしまたね（３）（完） 糸なつみ 650

秋田書店 8 劇団二十面相VS七色いんこ（３）（完） 手塚治虫/中谷チカ 630 クロエ出 4 （成）S×P×S　スケベ×パコり×シスターズ 有人成徒 1018 スクウェア 7 君のお母さんを僕に下さい！（３） 田澤裕 600 大都社 25 獣人Ωと合法もふもふ たつはる 700 双葉社 28 おるちゅばんエビちゅ　ちゅ～（１） 伊藤理佐 818

秋田書店 8 ド直球彼氏×彼女（５） ふじた渚佐 630 クロエ出 4 （成）三年姦の青い春　―メスガキなんかに絶アオヤマ電池 1018 スクウェア 7 君のお母さんを僕に下さい！（４）（完） 田澤裕 618 大都社 25 運命の双発情するカラダ 池田ソウコ 700 双葉社 28 かりあげクン（65） 植田まさし 650

秋田書店 8 お姫様のお姫様（１） ホマレ 600 幻冬舎コ 16 ノケモノと花嫁　THE MANGA（８）（完） 幾原邦彦/中村明日美子 900 スクウェア 7 最強タンクの迷宮攻略～体力9999のレアスキ木嶋隆太/如月命 600 大都社 25 義弟の渇望兄の俺を玩具でイかせて 浅葉ケント 700 双葉社 30 ディアーナ＆アルテミス（１） 太田垣康男 630

秋田書店 8 戦国グリッドマン（１） ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤＭＡＮ/田村 630 幻冬舎コ 24 マガマガヤマ（２） 小池ノクト 630 スクウェア 7 二度転生した少年はSランク冒険者として平穏 　十一屋翠/がおうほか 600 ティーアイ 4 （成）ビッチな淫姉さまぁ ＴＹＰＥ．９０ 1018 双葉社 30 ディアーナ＆アルテミス（２）（完） 太田垣康男 630

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（８） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 630 幻冬舎コ 24 転生したら剣でした（８） 棚架ユウ/丸山朝ヲほか 630 スクウェア 7 怨画　─ファントム・ビデオ─（２） 砂川どろ 618 ティーアイ 4 （成）記憶陵辱 アシオミマサト 1018 双葉社 30 おっさん底辺治癒士と愛娘の辺境ライフ～中 空賀ミガク/飯田栄静 630

秋田書店 8 クローズZEROリブート（５）（完） 髙橋ヒロシ/平良ケンジほ 630 幻冬舎コ 24 このはな綺譚（11） 天乃咲哉 630 スクウェア 7 底辺戦士、チート魔導師に転職する！（２） ｋｉｍｉｍａｒｏ/タシロタクヤ 600 ティーアイ 11 （成）性欲まみれの妻味頃 遠峰犬玉 1018 双葉社 30 隣の席になった美少女が惚れさせようとからか宮古蜂/荒三水 630

秋田書店 16 薔薇王の葬列（14） 菅野文 454 幻冬舎コ 24 DEAD COMPANY（３）（完） 外海良基 650 スクウェア 7 ゆるふわ農家の文字化けスキル　～異世界で白石新/綾月ツナ 600 TOブック 1 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を 秋咲りお/三木なずな 640 双葉社 30 Aランク冒険者のスローライフ（３） 蕨野くげ子/錬金王 630

秋田書店 16 やじきた学園道中記F（９） 市東亮子 454 幻冬舎コ 24 この世界で9番目ぐらいな俺、異世界人の監視東雲立風/青木ユウほか 630 スクウェア 7 落第賢者の学院無双　 ～二度目の転生、Sラ白石新/けんたろう 600 TOブック 1 おっさん、勇者と魔王を拾う＠COMIC（１） 白川祐/チョコカレー 640 双葉社 30 そのおっさん、異世界で二周目プレイを満喫中橘白兎/月夜涙 630

秋田書店 16 妖精国の騎士Ballad～金緑の谷に眠る竜～（ 中山星香 600 幻冬舎コ 24 最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました（４）百門一新/風華チルヲ 630 スクウェア 7 育成スキルはもういらないと勇者パーティを解黒おーじ/たかはし慶行 600 TOブック 15 異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを 槙島ギン/カンチェラーラ 640 双葉社 30 ダンジョン＋ハーレム＋マスター（２） 長次郎/三島千廣 630

秋田書店 16 あの鐘を鳴らすのは少なくともおまえじゃない アサダニッキ 600 幻冬舎コ 24 おっさんのリメイク冒険日記（４）～オートキャン緋色優希/小池えいらくほ 630 スクウェア 7 異世界転移したのでチートを生かして魔法剣 進行諸島/なのら 600 TOブック 15 異世界は幸せ（テンプレ）に満ち溢れている＠ｃｈｉＹＯＭＩ/羽智遊紀 640 文苑堂 30 （成）恋愛コネクション ｓｏｒａｎｉ 1100

秋田書店 16 亡国のマルグリット（５） すもももも 600 幻冬舎コ 24 天国の門番（１） 山本小鉄子 630 スクウェア 7 うちのお嬢様が破滅エンドしかない悪役令嬢の古森きり/水口十 600 TOブック 15 異世界に落とされた…浄化は基本！＠COMI 中島鯛/ほのぼのる５００ 640 文苑堂 30 （成）乙女イニシアチブ 篠岡ほまれ 1100

秋田書店 16 キスは、原稿のあとで（２） 雪森さくら 600 幻冬舎コ 24 昨日、君が死んだ。（１） ＡＲＵＫＵ 700 スクウェア 7 うっかり陛下の子を妊娠してしまいました～王西野向日葵/田中文 600 TOブック 15 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追烏間ル/紅月シン 640 フロンティ 12 誰かこの状況を説明してください！　～契約か木野咲カズラ/徒然花 580

秋田書店 16 君の歌声にキスを（１） 薫原好江 600 幻冬舎コ 24 オレがBL漫画のヒロインなんてありえねぇ！（山野でこ 660 スクウェア 7 乙女ゲーのモブですらないんだが（１） 玉露/日芽野メノ 600 TOブック 15 ドリーム・ライフ　夢の異世界生活（１） さじわ/愛山雄町 640 フロンティ 15 トラの子が♂なのに迫ってくる話（２） 吾笠花 627

秋田書店 16 写楽心中（３）少女の春画は江戸に咲く 会田薫 600 幻冬舎コ 24 こんな月の夜には 鈴倉温 660 スクウェア 9 わたしの幸せな結婚（２） 顎木あくみ/高坂りと 600 徳間書店 12 ヒトミ先生の保健室（13） 鮭夫 720 フロンティ 18 プラトニック≠セックス 蒼宮カラ 673

秋田書店 16 サチのお寺ごはん（８） かねもりあやみ/久住昌之 680 ゴルフダ 1 オーイ！とんぼ（25） かわさき健/古沢優 600 スクウェア 10 魔法科高校の劣等生　師族会議編（１） 佐島勤/竹田羽角 600 徳間書店 12 壁サー同人作家の猫屋敷くんは承認欲求をこミナモトカズキ 720 フロンティ 18 恋愛式が解けないそのワケ 須坂紫那 673

秋田書店 16 エロ神様、エロ神様、私を天国にイかせてくだ秋元奈美 630 コスミック 3 もっと俺に焦がれろ～豹変したカレに翻弄されやなぎりと 648 スクウェア 10 魔法科高校の劣等生　四葉継承編（１） 佐島勤/きたうみつな 600 徳間書店 12 トラベルはとにっき 藤田里奈 1100 フロンティ 18 レムナント（５）　―獣人オメガバース― 羽純ハナ 673

秋田書店 17 あの子のおっぱいからどうにも目がはなせない月刊少年チャンピオン編 700 コスミック 17 ファントムドッグ 吉田屋ろく 680 スクウェア 12 スライム倒して300年、知らないうちにレベルM森田季節/シバユウスケ 600 徳間書店 12 ののちゃん（12） いしいひさいち 900 フロンティ 18 モーメンタム（１） Ｊｏｒｇｅ　Ｐ 990

秋田書店 17 ヤンキー女子のナマイキおっぱいに特攻！！月刊少年チャンピオン編 700 コアマガ 3 夜とふたり ジョゼ 695 スクウェア 12 ヒラ役人やって1500年、魔王の力で大臣にされ森田季節/村上メイシ 600 徳間書店 25 ネコ系男子は抱かれたい 楢崎ねねこ 640 フレックス 12 つばめティップオフ！（２） ワタヌキヒロヤ 630

秋田書店 17 人狼機ウィンヴルガ（８） 綱島志朗 630 コアマガ 3 恋きらり、陰するり しっけ 695 スクウェア 12 失格紋の最強賢者～世界最強の賢者が更に進行諸島/肝匠＆馮昊 600 徳間書店 25 黒い聖者は二度笑う サガミワカ 660 フレックス 15 ぼっち旅　～人見知りマンガ家のときめき絶景鳶田ハジメ 700

秋田書店 17 聖闘士星矢セインティア翔（14） 車田正美/久織ちまき 630 コアマガ 3 鬼と蛇 ゆいつ 735 スクウェア 12 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤サトウとシオ/臥待始 600 徳間書店 25 俺の推しがこんなにエロいはずがない！ カノンチヒロ 640 フレックス 15 ゴマ塩とぷりん（１） 鈴木有布子 700

秋田書店 17 サキュバス＆ヒットマン（１） 深見真/刻夜セイゴ 650 コアマガ 19 （成）頑張るお姉さんはいつだって最高にエロ ぬくぬく 1182 スクウェア 12 紅心王子（17） 桑原草太 445 徳間書店 29 めしばな刑事タチバナ（39） 坂戸佐兵衛/旅井とり 560 プランタン 8 輩と鈍感（上）（仮） 南志都 未定

秋田書店 17 絢爛たるグランドセーヌ（16） Ｃｕｖｉｅ 630 コアマガ 25 （成）えいとまん作品集 えいとまん 1182 スクウェア 12 紅心王子（18）（完） 桑原草太 445 日本文芸 9 氷川凛子のぐだりんこ酒 七竈アンノ 700 プランタン 8 輩と鈍感（下）（仮） 南志都 未定

秋田書店 17 銀河鉄道999 ANOTHER STORY アルティメッ 松本零士/島崎譲 630 コアマガ 30 新ゲノム（９） 古賀亮一 917 スクウェア 15 転生したら15歳の王妃でした～元社畜の私が斧名田マニマニ/片桐辺 600 日本文芸 17 モンキーピーク　the Rock（３） 志名坂高次/粂田晃宏 680 プランタン 30 与一とツグモ　―悠久の結―（仮） 琥狗ハヤテ 未定

秋田書店 17 クズ！！　～アナザークローズ九頭神竜男～ 鈴木大 630 コアマガ 30 （成）月下香の檻（２） 山文京伝 1000 スクウェア 17 ソウルイーターノット！完全版（３）（完） 大久保篤 1500 日本文芸 17 高嶺のハナさん（３） ムラタコウジ 680 プランタン 30 偽りの愛を孕む　―オメガバース―（仮） ポケラふじ子 未定

秋田書店 17 じゃあ、君の代わりに殺そうか？（３） 蔵人幸明/榊原宗々 630 コアミック 19 魍魎少女（５） 白石純 580 スクウェア 18 千歳くんはラムネ瓶のなか（１） 裕夢/ボブキャ 600 日本文芸 17 Driving Doctor 黒咲（１） 神尾龍/ユウダイほか 680 ブライト出 18 神頼みコン活 ｃｒｏｗ 664

秋田書店 17 TOKYOTRIBE WARU（４）（完） 井上三太 630 コアミック 19 モブ子の恋（８） 田村茜 580 スクウェア 18 ホリミヤ（15） ＨＥＲＯ/萩原ダイスケ 600 日本文芸 28 銀牙伝説ノア（７） 高橋よしひろ 680 ブライト出 18 逆ハー妄想コンフュージョン〈キングと私〉（２）司馬かなん 709

秋田書店 17 大阪MADファミリー（４） 信長アキラ 630 コアミック 19 ちるらん　新撰組鎮魂歌（28） 橋本エイジ/梅村真也 562 スクウェア 18 堀さんと宮村くん　おまけ（14） ＨＥＲＯ 1000 日本文芸 28 天牌（106） 来賀友志/嶺岸信明 680 ブライト出 18 続！俺たちナマモノ？です（１） 腰オラつばめ 664

秋田書店 17 カレシがいるのに（２） 柚木Ｎ’ 600 コアミック 19 終末のワルキューレ（８） アジチカ/梅村真也ほか 580 スクウェア 19 夢喰いバクと悪夢の子（３）（完） 日下幹之 600 日本文芸 28 ゴールデン・ガイ（１） 渡辺潤 680 ふゅーじ 24 クリームと猫（仮） ｄｏｊｉ 700

秋田書店 17 優駿の門2020馬術（１） やまさき拓味 630 コアミック 19 終末のワルキューレ異聞　呂布奉先飛将伝（ オノタケオ 600 スクウェア 19 六畳一間の魔女ライフ（１） 秋タカ 600 日本文芸 28 新宿セブン（11） 観月昴/奥道則 750 ぶんか社 4 転生した受付嬢のギルド日誌（１） 桝多またたび/Ｓｅｉｃａ 630

秋田書店 17 クロスオーバーレブ！（４） 山口かつみ 630 コアミック 19 おとりよせ王子　飯田好実　新装版（３） 高瀬志帆 800 スクウェア 19 お近づきになりたい宮膳さん（２） 秋タカ 600 日本文芸 28 はぐれアイドル地獄変（11） 高遠るい 680 ぶんか社 14 柴崎さん家のわんぱくごはん 高倉あつこ 818

秋田書店 17 高嶺の華は乱れ咲き（３） いとうえい 600 メディアソ 4 純情セフレは愛されたい 蓮山田れん 650 スクウェア 19 休日のわるものさん（３） 森川侑 818 日本文芸 28 ショコラティエはサディスティック（２） 花形怜/松本救助 700 ぶんか社 14 事故物件より愛をこめて 魔神ぐり子 818

秋田書店 17 異世界のトイレで大をする。（３）（完） ルーツ 630 メディアソ 4 いじわるパパは今日も庭師を溺愛中！ きよずみ々 650 スクウェア 19 アラサーだけど、初恋です。（６） 310 818 日本文芸 28 ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい（２） 洋介犬 680 ぶんか社 14 おるすばんごはん 王嶋環 800

朝日新聞 7 新生ヘルプマン　ケアママ！（１） くさか里樹 720 英和出版 10 悪役BL ａｋａｂｅｋｏほか 1000 スクウェア 19 元カレが腐男子になっておりまして。（５） 麦芋 818 日本文芸 28 中卒労働者から始める高校生活（14） 佐々木ミノル 680 ぶんか社 17 お兄ちゃんと、大人のおままごと～溺愛監禁～立花もぐら/クロサワ 648

亜紀書房 18 ミィちゃん先輩 ｅｓｋ 1000 メディアソ 25 セックス×デリバリー（上） 瑛乃 650 スクウェア 19 オネェ課長たまきさん～オネェは社畜を救う～高瀬雛 818 LINE　Di 　1 糸（１） 林民夫/海乃エル 580 ぶんか社 17 売れっ子先生には秘密がある。 芹澤ナエ 662

茜新社 16 OPERA（77）花嫁 アンソロジー 907 メディアソ 25 セックス×デリバリー（下） 瑛乃 650 スクウェア 19 ちょっとだけ変な世界でアルバイト 山北東 818 LINE　Di 　1 やまとは恋のまほろば（３） 浜谷みお 580 ぶんか社 17 オジサマ紳士はケダモノ上司　絶頂テクで結婚松本ウル子 648

茜新社 23 blanc（１） 中村明日美子 690 三和出版 30 （成）抱きたい女の発情スイッチ！ ナユザキナツミ 1182 スクウェア 19 ショタくんとおじさん（２） ｔｕｎｒａｌ 1000 LINE　Di 　1 不良退魔師レイナ（４） ＯＴＯＳＡＭＡ 580 ぶんか社 17 焦らされマッサージ～夫の指が気持ちよすぎ 蒼井遊美/クロサワ 648

茜新社 28 （成）めしべとめしべ 白玉もち 1100 ジーオー 25 （成）まどろみとろみ 唄飛鳥 1400 スクウェア 25 Re：ゼロから始める異世界生活　氷結の絆（１長月達平/ツカハラミノリ 600 LINE　Di 　15 さよなら神様（１） 麻耶雄嵩（文藝春秋刊）/ 580 ぶんか社 26 若奥様は侵略中 佐野妙 820

茜新社 28 （成）遠い君に、僕は届かない 二峰跨人 1300 ジーオー 25 （成）堕淫の迷宮 ジョニー 1100 スクウェア 25 僕はまた、君にさよならの数を見る（上） 霧友正規/永椎晃平 600 LINE　Di 　15 君とのツナガリ（２） ちーにょ 800 ぶんか社 28 幸せ一貫 倉田よしみ 670

一迅社 18 私に天使が舞い降りた！（８） 椋木ななつ 680 ジーオー 28 Paint it, Black よむ 3000 スクウェア 25 僕はまた、君にさよならの数を見る（下） 霧友正規/永椎晃平 600 LINE　Di 　15 めぐるめく季節の中で（２） ＲＹＯ．/やぼみ 800 ぶんか社 29 野獣王子とおしかけ花嫁 夏生恒 648

一迅社 18 ヒーローさんと元女幹部さん（３） そめちめ 680 ジーオー 30 （成）つながりざかり～12娘12色～ 遠藤弘士 1700 スクウェア 25 千剣の魔術師と呼ばれた剣士（３） 高光晶/黒須恵麻 600 LINE　Di 　15 アイムアグリーバー！（３） ひさまつえいと 620 ぶんか社 29 家出女子と恋のベッド～とろける4つの愛～ ひのもとめぐる 662

一迅社 18 私の百合はお仕事です！（７） 未幡 680 ジーオー 30 （成）カノジョのいちばんスケベなトコロ みな本 1700 スクウェア 25 魔法少女特殊戦あすか（13） 深見真/刻夜セイゴ 600 LINE　Di 　15 僕のソルシエール（１） 夕希実久 580 芳文社 1 落ちぶれ王女と異世界勇者の建国史（１） キキ 650

一迅社 25 アークナイツ　コミックアンソロジー（２） アンソロジー 843 ジーオー 30 （成）肉洞窟（２） 遊人 1000 スクウェア 25 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。（４） 松浦/大堀ユタカ 600 LINE　Di 　15 誰かいい人いませんか？（２） バラマツヒトミ 580 芳文社 1 しまなみくるくる（１） 多平優香 650

一迅社 25 宝石商リチャード氏の謎鑑定（２） あかつき三日/辻村七子 700 ジーオー 30 推しと寝てしまったんだが？ 藤峰式 680 スクウェア 25 聖樹のパン（10） 山花典之/たかはし慶行 600 LINE　Di 　15 STAR WARS/反乱者たち（２） 青木洸/ルーカスフィルム 580 芳文社 7 添い遂げて、竜人さん（２） 刹那魁 660

一迅社 25 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦おの秋人/文庫妖ほか 640 ジーオー 30 押しかけバイトは発情中っ！ 会田小路ちょこぷでぃんぐ 680 スクウェア 25 ラララ（９） 金田一蓮十郎 618 LINE　Di 　15 朝羽振る（３） 泡沫 800 芳文社 7 まっしろΩを拾いました。 水稀たま 680

一迅社 25 勇者の嫁になりたくて（￣∇￣）ゞ（１） 山朋洸/鐘森千花伊 640 ジーオー 30 東京入星管理局（２） 窓口基 680 スクウェア 25 MORTAL LIST モータルリスト（２） 小見川なまり 600 LINE　Di 　15 閃光ライド（６） スズキイッセイ 580 芳文社 7 2ウィーク・サマー・シークレット 風緒 680

一迅社 25 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？ おだやか/籠の中のうさぎ 640 ジーオー 30 ヤブ医者　薮ギンジ（２） 丸ノ内ごっこ 1200 スクウェア 25 さよならエデン（１） 愛南ぜろ 618 LINE　Di 　15 鬼畜島（13） 外薗昌也 590 芳文社 7 恋愛ラボ　～恋愛研究レポート～ 宮原るり 891

一迅社 25 禍つヴァールハイト　ひとつきりの魔導書 遊行寺たま/ＫＬａｂＧａｍ 720 主婦と生 25 くま　クマ　熊　ベアー（５） せるげい/くまなのほか 630 スクウェア 26 妖怪学校の先生はじめました！（10） 田中まい 600 モバイル 17 親友のいきすぎスキンシップ 晴屋うまこ 690 芳文社 7 コスプレ地味子とカメコ課長（２）（完） 橙夏りり 819

一迅社 25 婚約者が悪役で困ってます（３） みつのはち/散茶ほか 640 主婦と生 25 気ままに東京サバイブ。もしも日本が魔物だらＡＲＡＴＡ/まきしま鈴木ほ 630 スクウェア 26 東京エイリアンズ（１） ＮＡＯＥ 600 モバイル 17 三森さんのやらしいおくち（３）（完） ｒａｓｕ 700 芳文社 7 ネコがOLに見えて困ります（１） 鳴海アミヤ 690

一迅社 25 隣のきみに近づきたい 朝岡とわ 900 少年画報 1 ねこぱんち　得盛秋読　二〇二〇 アンソロジー 590 青泉社 12 旦那様が朝から晩まで放してくれない（１）エッ西いちこ 650 モバイル 17 ギラつき上司と偽装結婚！？（２） 叶依恭 680 芳文社 11 あいらいく俳句（２） 骨抜きチキン 630

一迅社 26 八十亀ちゃんかんさつにっき（９） 安藤正基 640 少年画報 10 イケナイ菜々子さん（５） あさぎ龍 650 青泉社 12 制御不能な白衣の微熱 祈崎ひな汰 650 アイエム 18 その笑顔好きじゃない（１） 駄犬ひろし 600 芳文社 11 観音寺睡蓮の苦悩（１） カエルＤＸ 630

一迅社 26 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコアンソロジー 770 少年画報 10 はめドル！（３） 東雲龍 650 アルファ 17 婚約破棄から始まるふたりの恋愛事情 青井キリセ/葉嶋ナノハ 640 アイエム 18 その笑顔好きじゃない（２） 駄犬ひろし 600 芳文社 16 神様のバレー（23） 渡辺ツルヤ/西崎泰正 620

一迅社 26 こっち見ないで！！　おもらし少女の決壊アンアンソロジー 750 少年画報 10 たまつき事後物件 ＲＡＹＭＯＮ 650 彗星社発 18 俺に注がれるなんてありがたく思えよ？～暴君はながたみあや 680 Jパブリッ 18 愛され猫を半等分 中見トモ 648 芳文社 16 女には3年に一度どうにかされたい日がある（ 村山渉 620

一迅社 26 アズールレーン　THE ANIMATION あなたの碧ｉｃｈｉｎｏｍｉ 637 少年画報 14 マンガで分かる心療内科（20） ゆうきゆう/ソウ 690 彗星社発 18 とろけるスカーフェイス 梶原伊緒 680 Jパブリッ 18 盲愛リスキーロマンス 木沢さわき 648 芳文社 16 龍神さまとくらしたら（３）（完） 風町ふく 620

一迅社 29 ぽちゃクライム！（２） みんたろう 680 少年画報 14 ねこぱんち　14周年号 アンソロジー 498 彗星社発 18 終電後、カプセルホテルで、上司に微熱伝わるＭｅｇ 680 Jパブリッ 18 後藤さんは俺を買いたい めがね 648 芳文社 16 うそびっち先輩（１） 音井れこ丸 540

一迅社 29 魔女が恋する5秒前 澄谷ゼニコ 852 少年画報 14 猫の花うた♪通信 百乃ようこ 690 彗星社発 18 オオカミさんは食べられたい～不器用女子とヘ御握むすび 680 Jパブリッ 25 黒猫は狼王子の夢を見るか 野津ウドン 648 芳文社 25 おちこぼれフルーツタルト（５） 浜弓場双 850

一迅社 29 行進子犬に恋文を（５） 玉崎たま 680 少年画報 14 制服とごはん。 みかみふみ 690 ブラスト出 18 （成）八百万嬲り～鬼囚われ編 ｐｒｈｓ 1000 ハーパー 11 百万ドルの逢瀬 宮花みん/オリヴィア・ゲ 600 芳文社 25 アニマエール！（５） 卯花つかさ 850

一迅社 29 海猫荘days（３） コダマナオコ 680 少年画報 16 かみくじむら（４）（完） 大見武士 650 アルファ 28 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 11 蜂蜜より甘く 日高七緒/ローリー・フォ 600 芳文社 25 委員長のノゾミ（２）（完） 戸田大貴 850

インテル 25 ビジネス・ライク（２）（完） ひがしづむ 691 少年画報 16 魔導士Lv99は空気が読めない（２）（完） 山西正則 690 アルファ 28 SS ～特別高度機動隊員～ 高遠けい 680 ハーパー 11 一瞬で恋して ＪＥＴ/ローリー・フォスター 600 芳文社 25 あやしびと（１） ＧＡＧＡＧＡ 850

イースト 17 プリンタニア・ニッポン（１） 迷子 800 少年画報 28 ドンケツ外伝（６） たーし 650 アルファ 28 アルゲートオンライン（４） 玲衣/桐野紡 680 ハーパー 11 世話好きな恋人 ＪＥＴ/ローリー・フォスター 600 芳文社 25 エンとゆかり（１） しろううらやま 850

潮出版社 10 すぐ死ぬんだから（２） 内館牧子/くさか里樹 800 少年画報 28 大親友（２） 大島永遠 650 アルファ 28 のんびりVRMMO記（６） 山鳥おふう/まぐろ猫＠恢 680 ハーパー 11 きまじめな誘惑 おおにし真/ローリー・フォ 600 ホビージ 26 八大種族の最弱血統者（１） ＹＵＴＴＯＵ/藤木わしろ 620

エンジェル 17 （成）穢されグラマラス ＩＣＥ 1000 少年画報 28 しーちゃんのごちそう（７） たかなししずえ 690 アルファ 28 ヤンキーは異世界で精霊に愛されます。（４） 佐々木あかね/黒井へい 680 ハーパー 11 しあわせな出会い 三浦浩子/ベティ・ニール 600 マイクロマ 30 せっかくチートを貰って異世界に転移したんだ 　  ブッチャーＵ/ムンムン 630

エンジェル 17 （成）孕ませの部屋 奈塚Ｑ弥 1000 少年画報 28 日本一のラーメン 赤嶺シーサー 690 アルファ 28 居酒屋ぼったくり（５） しわすだ/秋川滝美 680 ハーパー 11 悲しみの契約 宗美智子/エリザベス・パ 600 マイクロマ 30 転生したら剣でした　Another Wish（１） いのうえひなこ/棚架ユウ 630

エンジェル 17 （成）服従契約 三上キャノン 1000 少年画報 30 超人ロック　カオスブリンガー（１） 聖悠紀 650 アルファ 28 転生しちゃったよ（いや、ごめん）（６） やとやにわ/ヘッドホン侍 680 ハーパー 18 次期社長に再会したら溺愛されてます（３） 由多いり/宇佐木 630 マイクロマ 30 ご主人様とゆく異世界サバイバル！　THE COＳＡＳＡＹＵＫｉ/リュート 630

エンジェル 17 （成）揺らせ美巨乳！働くJカップ 英丸 1000 少年画報 30 ナナシ　～ナくしたナにかのさがシかた～（３） 藤野晴海/片山愁 750 青林工藝 1 アックス（136） 秋山あゆ子ほか 925 ハーパー 18 御曹司の罠はスイーツよりも甘く（２） 黒田うらら/佐倉朱音 630 マッグガ 10 魔法使いの嫁（14） ヤマザキコレ 600

エンジェル 17 （成）裸あそび シオマネキ 1000 少年画報 30 MUJIN ―無尽―（８） 岡田屋鉄蔵 650 東京漫画 4 嫌いな上司は秘密のオナフレ ＫＩＮＡＣＯ 680 白泉社 4 この凶愛は天災です（１） 夢木みつる 450 マッグガ 10 魔法使いの嫁　詩篇.75 稲妻ジャックと妖精事オイカワマコ/五代ゆうほ 600

オーバー 15 私、乙葉。アラサー婚活女。 たまごひめ 未定 少年画報 30 特蝶　死局特殊蝶犯罪対策室（２）（完） 安堂維子里 770 東京漫画 18 催眠・サキュバス・おまわりさん 仁井ちく 680 白泉社 4 砂漠のハレム　永遠の契り 夢木みつる 450 マッグガ 10 魔法使いの嫁　詩篇.108 魔術師の青（３） ツクモイスオ/三田誠ほか 600

オーバー 15 吾輩は猫である、職業はバリスタ。（２） 舞嶋大 未定 少年画報 30 プラネット・ウィズ（５） 水上悟志 650 アース・ス 12 禁断師弟でブレイクスルー～ボーイ・ミーツ・サえとうヨナ/アニッキーブラ 600 白泉社 4 ヴァンパイア騎士　memories（６） 樋野まつり 450 マッグガ 10 とつくにの少女（10） ながべ 600

オーバー 15 両極性偏愛セックス 紫比呂 未定 新書館 1 言ノ葉ノ花（上） 三池ろむこ/砂原糖子 670 アース・ス 12 人間だけど魔王軍四天王に育てられた俺は、    かじきすい/左リュウほか 600 白泉社 4 琉球のユウナ（５） 響ワタル 450 マッグガ 10 ソフィアの円環（１） 山田怜 600

オーバー 25 生まれ変わった《剣聖》は楽をしたい（１） 鉄田猿児/笹塔五郎 未定 新書館 1 言ノ葉ノ花（下） 三池ろむこ/砂原糖子 670 アース・ス 12 転生してから40年。そろそろ、おじさんも恋が 　えむあ/清露ほか 600 白泉社 4 ぼくは地球と歌う　「ぼく地球」次世代編Ⅱ（６）日渡早紀 450 マッグガ 14 琥珀の夢で酔いましょう（３） 依田温/村野真朱 620

オーバー 25 世界は終わっても生きるって楽しい（１） 鳥取砂丘 未定 新書館 1 アンチアルファアナザー 奥田枠 670 アース・ス 12 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す　      青辺マヒト/十夜ほか 600 白泉社 4 不祥事アイドル（２） 慎本真 600 マッグガ 14 超世界転生エグゾドライブ　─激闘！異世界全ｚｕｎｔａ/珪素 610

オーバー 25 二度と家には帰りません！（１） 遊喜じろう/みりぐらむ 未定 新書館 1 運命の番がお前だなんて 春田 690 アース・ス 12 無職の英雄　別にスキルなんか要らなかった 　名苗秋緒/九頭七尾ほか 600 白泉社 4 秘密　season0（９） 清水玲子 750 マッグガ 14 願いを3ページだけ叶えてやろう（１） 大宮宮美 600

オーバー 25 追放者食堂へようこそ！（２）～最強パーティーつむみ/君川優樹 未定 新書館 下 JOKER REBOOT（４） 霜月かいり/麻城ゆうほか 670 アース・ス 12 私、日常は平均値でって言ったよね！（３） 森貴夕貴/ＦＵＮＡほか 600 白泉社 4 大正ロマンポルノ 麻生みこと 630 マッグガ 14 煉獄に笑う（12） 唐々煙 620

オーバー 25 とんでもスキルで異世界放浪メシ　スイの大冒双葉もも/江口連 未定 ジュネッ 24 オメガポルノ　case.千昭 広里かな 700 アース・ス 12 戦国小町苦労譚　重鎮ヲ懐柔セヨ（７） 沢田一/夾竹桃ほか 600 白泉社 4 トナリはなにを食う人ぞ　ほろよい（５） ふじつか雪 450 メディアッ 26 （成）悦なる人妻欲求不満な蜜壺たち 黒木秀彦 1200

オーバー 25 とんでもスキルで異世界放浪メシ（６） 赤岸Ｋ/江口連 未定 ジュネッ 24 （成）佐伯くんはアレがしたい 本庄りえ 1000 アース・ス 12 野生のラスボスが現れた！黒翼の覇王（７） 葉月翼/炎頭ほか 600 白泉社 4 処女先生は逃げられない！（１） チノハルカ 520 メディアッ 26 （成）かわいそうなのはかわいい！ つくすん 1100

オーバー 25 異世界魔法は遅れてる！（７） ＣＯＭＴＡ/樋辻臥命 未定 新潮社 9 みどり晴ればれ（１） 大内優 620 大洋図書 1 何かいいの見つけた！Re：（２） ひなこ 620 白泉社 4 結婚×レンアイ。（７） 萩尾彬 540 メディアッ 28 （成）親友未満カノジョ以上 花巻かえる 1100

オークラ 28 極上コンマスに暴かれる！ 乙輝潤/飛翔こたつ 709 新潮社 9 見せたがりの露乃ちゃん（１） 降本孟 620 大洋図書 1 ゆうづつは藍にとける 青井秋 710 白泉社 18 執事・黒星は傅かない（４） 音久無 450 楽楽出版 7 （成）制服美脚～淫らな私の艶脚が男の人を欲Ｂｅｌｌ’ｓ 1000

宙出版 17 年下上司のウタマロ様　でっかい彼を受け止 春宮ぱんだ 648 新潮社 9 影喰（２）（完） 蒼井たまご 700 竹書房 1 むこうぶち（54） 天獅子悦也 700 白泉社 18 高嶺と花（18）（完） 師走ゆき 450 楽楽出版 7 （成）ネトラレ母娘が堕ちるまで 神宮小川 1000

宙出版 17 女医とケダモノ　～野獣男子の肉食愛撫～（２はちくもりん 680 新潮社 9 軍師様は異世界勇者が気に入らない（２）ラノ 鮫類 620 竹書房 7 年下、溺愛、ときどきオオカミ。（上） 蝶らら 650 白泉社 18 フラレガール（７） 堤翔 450 リイド社 4 ゴルゴ13（198）神の鉄槌 さいとう・たかを 630

宙出版 17 雪平社長！えっちなことを教えてください（ベタ林檎めい 648 新潮社 9 魔法学校の呪術師（２） 白雪ミヤ 640 竹書房 7 年下、溺愛、ときどきオオカミ。（下） 蝶らら 650 白泉社 18 鬼の花嫁は喰べられたい（１） サカノ景子 450 リイド社 10 叶わなかった恋の続きを（１） 下條水月 710

宙出版 17 國木田社長の優雅な調教（３）（完） ゆうき莉子 680 新潮社 9 最後の秘境　東京藝大（３）天才たちのカオス 土岐蔦子/二宮敦人 620 竹書房 7 いちからはじめる恋人ごっこ 夏原サイケ 650 白泉社 29 【修復】スキルが万能チート化したので、武器 榎ゆきみ/星川銀河ほか 650 リイド社 10 叶わなかった恋の続きを（２） 下條水月 710

宙出版 17 捨てられ姫はイジワル王に奪われる　～キス 七里慧/園内かな 648 新潮社 9 クマ撃ちの女（４） 安島薮太 600 竹書房 7 エクストラヴァージンアディオス 赤根晴 650 白泉社 29 信長の忍び（17） 重野なおき 600 リイド社 11 アマゾネス・キス（２） 意志強ナツ子 880

宙出版 17 ドS社長と交際0日婚～契約にセックスは含ま みつか 648 新潮社 9 チェンジザワールド　―今日から殺人鬼―（５ 神崎裕也 680 竹書房 7 アンタ、ヨーコに惚れてるね！ でん蔵 650 白泉社 29 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始ま ｏｋａｍａ/細音啓ほか 600 リイド社 14 鬼役（16） 橋本孤蔵/坂岡真 630

宙出版 19 伯爵と癒しのプリンセス 西荻緑里 660 新潮社 9 姫乃ちゃんに恋はまだ早い（５） ゆずチリ 580 竹書房 7 ツノ系女子は告れない（１） うさみみき 660 白泉社 29 魔女は三百路から（７）（完） 松本救助/原田重光 600 リイド社 14 勘定吟味役異聞（８） かどたひろし/上田秀人 636

宙出版 19 伯爵より月夜のレディに捧ぐ 富樫じゅん 660 新潮社 9 間違った子を魔法少女にしてしまった（９） 双龍 580 竹書房 17 144時間君を想うよ かさいちあき 660 白泉社 29 ジェネシスコード（２） えりちん/鷹野浪流 650 リイド社 14 軍鶏侍（３） 山本康人/野口卓 620

宙出版 19 メリッサの恋愛事情 七夜ユズル 660 新潮社 9 プリニウス（10） ヤマザキマリ/とり・みき 680 竹書房 17 さくらん暴★ラブテロリズム 山口すぐり 660 白泉社 29 てっぺんぐらりん～日本昔ばなし犯罪捜査～ キリエ 650 リイド社 14 鬼平犯科帳（71）鬼の助太刀 さいとう・たかを/池波正太 550

宙出版 25 おとなりの現代エルフのえろ事情　アンソロジ 　アンソロジー 750 新潮社 9 応天の門（13） 灰原薬 600 竹書房 17 よめちゃう指先 喃喃 660 白泉社 29 BEM（３）（完） 野原もさえ/ＡＤＫエモーシ 650 リイド社 14 カムヤライド（４） 久正人 636

宙出版 25 あの陽キャのヤバイカノジョがこんな僕とHな アンソロジー 750 実業之日上 ねこねこ日本史（９） そにしけんじ 800 竹書房 18 超人類6 Re-Animator（５）（完） 鹿賀ミツル 666 白泉社 30 そこに山があったとしても 桑田乃梨子 630 リイド社 17 （成）じょうだま 紅威ヨル 1000

宙出版 25 ネイルちゃんと深爪さん。メランコリーな文化祭アンソロジー 750 ジャイブ 1 盗賊王のおしのび花嫁（１） 神月凛 650 竹書房 19 アキはハルとごはんを食べたい（１） たじまこと 820 ヒット出版 15 （成）制服至上主義　―春― はらざきたくま 1091 リイド社 25 （成）絡みつく視線（２） ねぐりえ 1500

宙出版 25 元ヤンちゃんとゆるふわ彼女 伊さらこてん 750 ジャイブ 1 世話がやけますハーデス様（３）（完） 霜月星良 650 竹書房 19 スーパー攻め様と時をかける俺 櫻日和鮎実 820 ヒット出版 29 （成）しょじょのくせになまいきだ！ しま田ぱんだ 1000 リイド社 28 扇島歳時記（１） 高浜寛 980

宙出版 28 お見合いから始まる溺愛生活（仮） アンソロジー 680 ジャイブ 1 暴君ヴァーデルの花嫁　初夜編（19） 松本帆加 650 竹書房 19 星屑セレナーデ　星の瞳のシルエット　anothe  柊あおい 620 双葉社 10 腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました藤咲もえ 720 リイド社 29 政宗さまと景綱くん（４） 重野なおき 600

宙出版 28 アラサー処女アンソロジー（仮） アンソロジー 680 小学館ク 4 Azalea（２） 鳳乃一真/新島光 630 竹書房 19 スーサイドライン（３）（完） ｎａｋｅｄ　ａｐｅ 600 双葉社 12 踏切時間（７） 里好 600 リブレ 1 児島くんの思うがまま 新本浦子 659

宙出版 28 二人の男性に迫られて（仮） アンソロジー 680 小学館ク 4 ワールドヒーローズ（３） ＳＮＫ/横尾公敏 700 竹書房 25 魔剣師の魔剣による魔剣のためのハーレムラ伏（龍）/小島紗 660 双葉社 12 わざと見せてる？　加茂井さん。（４） エム。 630 リブレ 1 君の隣が一番遠い あさじまルイ 689

宙出版 28 彼氏がテクニシャンすぎる！アンソロジー アンソロジー 680 小学館ク 11 木更津くんの××が見たい（２） 萩原ケイク 680 竹書房 25 タナカの異世界成り上がり（２） ぐり/菊野郎 660 双葉社 12 僕らの色彩（３）（完） 田亀源五郎 630 リブレ 10 小説　抱かれたい男1位に脅されています。　 成田良美/桜日梯子 1000

学研 4 マジカル★ドリーム　キラピチ5（３） 水沢めぐみ 520 小学館ク 15 にがくてあまい　refrain（２） 小林ユミヲ 650 竹書房 25 おきらく女魔導士の開拓記　メイドと始めるまっ貞清カズヒコ 660 双葉社 12 地球侵略少女アスカ（３）（完） 伊藤伸平 650 リブレ 10 マイワイフデビル 赤原ねぐ 659

笠倉出版 2 SANCTIFY霊魂侵蝕（１） ＧＯＤＳＳＴＡＴＩＯＮ/生鐵落 710 ジーウォ 28 （成）REAL ふぉれっと 1000 竹書房 25 高橋くんは覗ている。 ゆきの 660 双葉社 12 麻雀放浪記（10）（完） 嶺岸信明/阿佐田哲也 670 リブレ 10 淫紋には勝てませんでした 小坂つむぎ 659

笠倉出版 18 この男、猛獣につき要注意。（３） 弓槻みあ/青井千寿 680 ジーウォ 28 （成）僕の理想の淫乱彼女 鳴神銀龍 1000 竹書房 25 三姉妹が俺をユウワクしてくる！！（１） 長谷良えりあ 660 双葉社 12 部長と2LDK（１） おりはらさちこ 818 リブレ 10 白鳥の嫁狩り 東野海 659

笠倉出版 25 この恋は、火花が消える瞬間に むないた 700 ジーウォ 28 （成）モンスターガールズの恋色サーカス ＧＥＮ 1000 竹書房 25 世界に一つだけのR（２） 飯島しんごう 660 双葉社 12 あいたま（13）（完） 師走冬子 720 リブレ 10 さんかく窓の外側は夜（９） ヤマシタトモコ 610

海王社 10 ライカン　―伯爵獣に愛された男娼― 山本ティナ 710 ジーウォ 28 （成）メスイキ♂男の娘 ホン・トク 1000 竹書房 25 ご主人様お戯れを～俺サマ野獣は待てができにたこ 620 双葉社 12 新書判）鎌倉ものがたり残月の儚き夢・鎌倉編西岸良平 464 リブレ 19 巻くんはモテるけど恋がヘタ（１） 深澤ねじ 600

海王社 10 ミッドナイト・スパイシー・セックス 楢崎ねねこ 670 ジーウォ 28 吉田コメコ　米と猫 吉田コメコ 900 竹書房 26 晴れのちシンデレラ（13） 宮成楽 820 双葉社 15 食べるだけでレベルアップ！　～駄女神といっラサハン/ｋｔ６０ 620 リブレ 19 俺は頼り方がわかりません（３） 腰乃 719

海王社 10 ギリギリアウト！ 佐藤アキヒト 750 祥伝社 8 夫を捨てたい いくたはな 980 竹書房 26 博多女子は鬼神のごとく気が強か！？（２） 山東ユカ 820 双葉社 15 ハズレ判定から始まったチート魔術士生活（１伊恵中二/篠浦知螺 630 リブレ 23 わたしの王子さま（２） ゆめきよ 680

海王社 10 お参りですよ（９） 山本小鉄子 670 祥伝社 25 夢の端々（上） 須藤佑実 880 竹書房 26 銀子の窓口（６）（完） 唐草ミチル 750 双葉社 15 必勝ダンジョン運営方法（５） 松波留美/雪だるま 630 道玄坂書 11 百合と声と風纏い（３） 蓮冥 680

海王社 10 俺達はBLにはならない 上田にく 670 祥伝社 25 夢の端々（下） 須藤佑実 880 竹書房 26 エデンの東北（21） 深谷かほる 920 双葉社 15 転生したら武闘派令嬢！？恋しなきゃ死んじゃ白瀬やや/きゃる 630 ワニマガ 17 （成）由浦カズヤ作品集 由浦カズヤ 1000

キルタイ 17 メロディアスビッチに恋をする クロマメ 700 祥伝社 25 クラスで一番可愛い子 山中ヒコ 880 竹書房 26 だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！（２） 佐野妙 820 双葉社 15 ハーシェリクR 転生王子の英雄譚（１） 柚葵ゆゆ/楠のびる 630 ワニマガ 30 （成）エキセントリックラブ 外山じごく 1000

キルタイ 18 （成）二次元コミックマガジン　近親百合エッチ わじま２４/長代ルージュ 1000 祥伝社 25 イキガミとドナー（上） 山中ヒコ 680 竹書房 29 ねこようかい　ゴロゴロ ぱんだにあ 800 双葉社 17 Let's豪徳寺！SECOND（１） 庄司陽子 720 ワニマガ 30 （成）よこはまインカ作品集 よこはまインカ 1000

キルタイ 18 （成）聖天使ユミエル　カオティックロンド 白ぅ～凪ぃ/黒井弘騎 1100 祥伝社 25 イキガミとドナー（下） 山中ヒコ 680 竹書房 30 魔法少女にあこがれて（３） 小野中彰大 660 双葉社 17 セフレの品格　～S-friendsⅡ～（４） 湊よりこ 680 ワニマガ 30 （成）ユズハ作品集 ユズハ 1000
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朝日新聞出版朝日文庫 7 25の短編小説 小説トリッパー編集部 900 KADOKAWA 角川文庫 24 通信指令員　万里眼（仮） 佐藤青南 未定 講談社 講談社文庫 15 呉越春秋　湖底の城（９） 宮城谷昌光 650

朝日新聞出版朝日文庫 7 夜の声を聴く 宇佐美まこと 780 KADOKAWA 角川文庫 24 櫻子さんの足下には死体が埋まっている蝶は聖太田紫織/鉄雄 未定 講談社 講談社文庫 15 寿司屋のかみさん　サヨナラ大将 佐川芳枝 660

朝日新聞出版朝日文庫 7 不全世界の創造手 小川一水 700 KADOKAWA 角川文庫 24 後宮の木蘭 朝田小夏 未定 講談社 講談社文庫 15 水際のメメント　きたまち建築事務所のリフォーム和久井清水 720

朝日新聞出版朝日文庫 7 イタリアの引き出し 内田洋子 900 KADOKAWA 角川文庫 24 つくもがみ笑います 畠中恵 未定 講談社 講談社文庫 15 罪の名前 木原音瀬 630

朝日新聞出版朝日文庫 7 素手のふるまい　芸術が社会をひらく 鷲田清一 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 渋沢栄一　自伝　雨夜譚・青淵回顧録 渋沢栄一 未定 講談社 講談社文庫 15 ルパンの星 横関大 740

朝日新聞出版朝日文庫 7 中年危機 河合隼雄 600 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 日本古典と感染症 ロバート・キャンベル 未定 講談社 講談社文庫 15 さんかく窓の外側は夜　映画版ノベライズ 橘もも/ヤマシタトモコほか 620

岩波書店 岩波文庫 15 次郎物語（４） 下村湖人 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 大相撲史入門 池田雅雄 未定 講談社 講談社文庫 15 竹中平蔵　市場と権力　「改革」に憑かれた経済佐々木実 900

岩波書店 岩波文庫 15 白い病 カレル・チャペック/阿部賢一未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 日本という方法　おもかげ・うつろいの文化 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 15 空に住む 小竹正人 660

岩波書店 岩波文庫 15 西田幾多郎書簡集 藤田正勝 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 ロシア革命史　社会思想史的研究 猪木正道 未定 講談社 講談社タイガ 15 閻魔堂沙羅の推理奇譚　A＋B＋Cの殺人 木元哉多 750

岩波書店 岩波文庫 15 職業としての政治 マックス・ヴェーバー/脇圭平未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 OFF  猟奇犯罪分析官・中島保 内藤了 未定 講談社 講談社タイガ 15 星と脚光　新人俳優のマネジメントレポート 松澤くれは 720

岩波書店 岩波現代文庫 15 定本　酒呑童子の誕生　もうひとつの日本文化 髙橋昌明 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい（３） 芝村裕吏/片桐雛太 未定 光文社 光文社文庫 9 焦茶色のナイトガウン　杉原爽香〈47歳の冬〉 赤川次郎 未定

岩波書店 岩波現代文庫 15 菌世界紀行　誰も知らないきのこを追って 星野保 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 転生ごときで逃げられるとでも、兄さん？（２） 紙城境介/木鈴カケル 未定 光文社 光文社文庫 9 向こう側の、ヨーコ 真梨幸子 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 19 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者（７） 香月航/ねぎしきょうこ 638 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？ 花間燈/ｓｕｎｅ 未定 光文社 光文社文庫 9 みちづれはいても、ひとり 寺地はるな 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 19 残念聖女と一角獣の騎士（仮） 倉下青 638 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 聖剣学院の魔剣使い（５） 志瑞祐/遠坂あさぎ 未定 光文社 光文社文庫 9 東京近江寮食堂　青森編（仮） 渡辺淳子 未定

一迅社 メリッサ文庫 30 王太子妃になんてなりたくない！！　王太子妃編月神サキ/蔦森えん 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 Re：ゼロから始める異世界生活（24） 長月達平/大塚真一郎 未定 光文社 光文社文庫 9 駅に泊まろう（仮） 豊田巧 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 3 俺のすべてを奪った女（仮） 栢野すばる/炎かりよ 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 死呪の大陸　―嗤う死獣、毒槍穿ち、祈るは伝説斜守モル/ＮａＯ 未定 光文社 光文社文庫 9 十津川警部　西伊豆変死事件 西村京太郎 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 3 この世のすべてを敵にして（仮） 荷鴣/鈴ノ助 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。（３）　先輩、三涼暮皐/あやみ 未定 光文社 光文社文庫 9 掠奪　強請屋稼業 南英男 未定

イースト・プレス悦文庫 10 島影に沈む夕陽（仮） 末廣圭 720 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 勇者の棺桶、誰が運ぶの？（仮） スフレ/ｃｌｅａｒ 未定 光文社 光文社文庫 9 ブルータスの心臓　新装版 東野圭吾 未定

イースト・プレス悦文庫 10 夜明けを待つならあなたと（仮） 葉月奏太 720 KADOKAWA メディアワークス文 25 御執事様の仰せのままに 真楠ヨウ 未定 光文社 光文社文庫 9 江戸川西口あやかしクリニック（５）ふたりの距離藤山素心 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 KADOKAWA メディアワークス文 25 破滅の刑死者（４）　特務捜査CIRO-S 真昼の夢吹井賢/カズキヨネ 未定 光文社 光文社文庫 9 千手學園少年探偵團　浅草乙女歌劇 金子ユミ 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 奇蹟の軍馬　勝山号 小玉克幸 810 KADOKAWA メディアワークス文 25 Missing（２）　呪いの物語 甲田学人/花邑まい 未定 光文社 光文社文庫 9 地の業火　決定版　勘定吟味役異聞（５） 上田秀人 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 美少女と距離を置く方法（１）クールな美少女に、丸深まろやか/シソ 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 28 ワガママだけど、きれいなお姉さんは好きですか九曜/フライ 未定 光文社 光文社文庫 9 一輪の花　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 ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな冒険者ギル寺王/由夜 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 28 賢者の孫（13）（仮） 吉岡剛/菊池政治 未定 光文社 光文社文庫 9 夢屋台なみだ通り（仮） 倉阪鬼一郎 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 生まれ変わった《剣聖》は楽をしたい（３）　～《剣笹塔五郎/あれっくす 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 28 MGCMノベライズ（仮） 株式会社グリフォン/しめさば未定 光文社 光文社文庫 9 もののけ騒ぎ　九十九字ふしぎ屋　商い中（仮） 霜島けい 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 黒鉄の魔法使い（６）　青海のラグナロク 迷井豆腐/にゅむ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 東欧怪談集 沼野充義 ### 光文社 光文社文庫 9 天は長く　御家人風来抄 六道慧 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 外れスキル【地図化（マッピング）】を手にした少 鴨野うどん/雫綺一生 未定 河出書房新社 河出文庫 4 ニホンブンレツ 山田悠介 640 光文社 光文社文庫 9 奉行所奇譚　日暮左近事件帖（仮） 藤井邦夫 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 現実主義勇者の王国再建記（13） どぜう丸/冬ゆき 未定 河出書房新社 河出文庫 4 異聞浪人記 滝口康彦 890 光文社 光文社古典新訳文 9 オルラ／オリーヴ園　モーパッサン傑作選 モーパッサン/太田浩一 未定

オークラ出版 プリズム文庫 23 年下アルファと秘密の妊活契約 真宮藍璃/鳥海よう子 682 河出書房新社 河出文庫 4 突囲表演 残雪/近藤直子 ### 光文社 光文社古典新訳文 9 戦争と平和（３） トルストイ/望月哲男 未定

KADOKAWA ジュエル文庫 1 龍の執戀　抗争編　お嬢様、組長の妻のお覚悟草野來/北沢きょう 700 河出書房新社 河出文庫 4 ラウィーニア 小口良平 ### コスミック出版 コスミック時代文庫 9 みだら人形師 睦月影郎 650

KADOKAWA スニーカー文庫 1 ワンワン物語（７）　～金持ちの犬にしてとは言っ犬魔人/こちも 680 河出書房新社 河出文庫 4 すごい物理学入門 カルロ・ロヴェッリ/竹内薫ほ 780 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 新シリーズ 麻倉一矢 650

KADOKAWA スニーカー文庫 1 継母の連れ子が元カノだった（５）　ドラマCD付き紙城境介/たかやＫｉ 2700 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 歯学博士が教える　人生を変える歯のみがき方松下健二 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 恋しぐれ浪人劇 山手樹一郎 650

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました（８） 永瀬さらさ/紫真依 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 中国　背すじが凍る　暗黒の歴史（仮） 歴史の謎を探る会 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 異戦大坂の陣（４） 中里融司 650

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 告白予行練習　東京サマーセッション ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ/香坂茉里ほ未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 ストラングラー　死刑囚の推理 佐藤青南 640 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 帝国海軍イージス戦隊（上） 林譲治 650

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 元・傾国の美女とフラグクラッシャー王太子　転生瑠美るみ子/深山キリ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 稲荷書店きつね堂　神田の面影巡り 蒼月海里 520 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 帝国海軍イージス戦隊（下） 林譲治 650

KADOKAWA ルビー文庫 1 インテリヤクザは不器用な策略家 佐倉温/桜城やや 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 夜がどれほど暗くても 中山七里 680 コスミック出版 コスミック文庫 23 無頼刑事（２） 沢里裕二 650

KADOKAWA ルビー文庫 1 瑠璃の書の司は碧の王子の番 魚形青/みずかねりょう 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 911代理店 渡辺裕之 780 コスミック出版 セシル文庫 24 パパは危険なお年頃（黒ハート）（２） 吉田珠姫 650

KADOKAWA ルビー文庫 1 海賊のツガイ 天野かづき/蓮川愛 640 角川春樹事務所時代小説文庫 15 ほろほろおぼろ豆腐　居酒屋ぜんや 坂井希久子 600 コスミック出版 セシル文庫 24 保育士は獅子親子に愛される 滝沢晴 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 世界征服系妹 上月司/あゆま紗由 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 あきない世傳　金と銀（９）　淵泉篇 高田郁 600 三交社 ラルーナ文庫 23 特殊能力ラヴァーズ～ガイドはセンチネルの番～柚月美慧/ミドリノエバ 680

KADOKAWA 電撃文庫 10 娘じゃなくて私が好きなの！？（３） 望公太/ぎうにう 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 猫の神さま　来栖家お家騒動の巻 仲野ワタリ 600 三交社 ラルーナ文庫 23 運命の期限はざっと十四日～恋愛音痴のオメガくもはばき/亜樹良のりかず 680

KADOKAWA 電撃文庫 10 ドラキュラやきん！ 和ヶ原聡司/有坂あこ 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 25 王子様なお姫様とお姫様な王子様（仮） 上田ながの/天音るり 720 三交社 艶情文庫 30 絶倫探偵（仮） 鳴海丈 722

KADOKAWA 電撃文庫 10 アクセル・ワールド（25）（仮） 川原礫/ＨＩＭＡ 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 25 ハーレムヴィラン（仮） 竹内けん/須影 720 三交社 艶情文庫 30 ポツンと、愛欲民宿（仮） 鷹澤フブキ 722

KADOKAWA 電撃文庫 10 へヴィーオブジェクト　天を貫く欲望の槍 鎌池和馬/凪良 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 9 メガバンク宣戦布告 波多野聖 未定 サンマーク出版 サンマーク文庫 7 「いつもなんか不調」がすっと消える手当て 猪越英明 700

KADOKAWA 電撃文庫 10 反撃のアントワネット！　「パンがないなら、もう店 　 　高樹凛/竹花ノート 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 9 メガバンク絶体絶命 波多野聖 未定 集英社 集英社文庫 18 マスカレード・ナイト 東野圭吾 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 魔法科高校の劣等生（32）　サクリファイス編／卒佐島勤/石田可奈 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 9 吹上奇譚　第二話 吉本ばなな 未定 集英社 集英社文庫 18 雨降る森の犬 馳星周 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ラブコメは異世界を救ったあとで！　～帰ってきた末羽瑛/日向あずり 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 9 家康（３）　長篠の戦い 安部龍太郎 未定 集英社 集英社文庫 18 たてがみを捨てたライオンたち 白岩玄 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 俺の妹がこんなに可愛いわけがない（15）　黒猫伏見つかさ/かんざきひろ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 ワンコは今日から溺愛されます 夏乃穂足/榊空也 660 集英社 集英社文庫 18 ASK トップタレントの「値段」（上） 新堂冬樹 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 わたし以外とのラブコメは許さないんだからね（仮羽場楽人/イコモチ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 そらの誉れは旦那さま 野原滋/サマミヤアカザ 630 集英社 集英社文庫 18 ASK トップタレントの「値段」（下） 新堂冬樹 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 記憶喪失の侯爵様に溺愛されています（２）　これ春志乃/一花夜 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 御曹司社長の独占愛は甘すぎる 金坂理衣子/鈴倉温 630 集英社 集英社文庫 18 暗夜鬼譚　五月雨幻燈 瀬川貴次 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢は二度目の人生を従者に捧げたい 紅城蒼/獅童ありす 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 異世界エルフチェーンソー（２） ｋｔ６０/緒方てい 680 集英社 集英社文庫 18 日本殺人巡礼（仮） 八木澤高明 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 婚約回避のため、声を出さないと決めました！ ｓｏｙ/ｋｒａｇｅ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 ベルサイユの獅子　―絶対記憶者の俺が未来知なめこ印/卵の黄身 640 集英社 集英社文庫 18 君だけに愛を（仮） 阿野冠 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 転生したら15歳の王妃でした　～年下陛下の一 斧名田マニマニ/八美☆わん未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 異世界支配のスキルテイカー（11）　～ゼロから 柑橘ゆすら/蔓木鋼音 640 集英社 集英社文庫 18 次から次へと　めおと相談屋奮闘記 野口卓 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 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 講談社学術文庫 11 食はイスタンブルにあり　君府名物考 鈴木董 ### 集英社 集英社文庫 18 さもしい浪人が行く　元禄八犬伝（１）（仮） 田中啓文 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 転生した社畜は異世界でも無休で最強へ至る（ 丁鹿イノ/風花風花 未定 講談社 講談社学術文庫 11 レヴィ＝ストロース　構造 渡辺公三 ### 集英社 集英社文庫 18 画鬼と娘　明治絵師素描（仮） 池寒魚 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 姉をさがすなら姉のなか（２） 神里大和/ねいび 未定 講談社 講談社学術文庫 11 江戸・東京水道史 堀越正雄 ### 集英社 集英社文庫 18 PSYCHO-PASS 3 サイコパス3〈C〉 サイコパス製作委員会/吉上未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 好きで鈍器は持ちません！　～鍛治と建築を極 山田どんき/希望つばめ 未定 講談社 講談社学術文庫 11 満州事変　戦争と外交と 臼井勝美 ### 集英社 集英社文庫 18 作家の秘められた人生（仮） ギヨーム・ミュッソ/吉田恒雄 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 デート・ア・バレット（７） 東出祐一郎/橘公司ほか 未定 講談社 講談社学術文庫 11 改訂版　神話と歴史叙述 三浦祐之 ### 集英社 集英社オレンジ文 18 死神のノルマ　二つの水風船とひとりぼっちの祈宮田光/海凪コウ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 経験済みなキミと、　経験ゼロなオレが、　お付き長岡マキ子/ｍａｇａｋｏ 未定 講談社 講談社文庫 15 氷の仮面 塩田武士 840 集英社 集英社オレンジ文 18 嘘つきな魔女と素直になれないわたしの物語（仮梨沙/げみ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 姉ぶる初恋相手に絶対敗けない！ 佐倉唄/なたーしゃ 未定 講談社 講談社文庫 15 文庫版　今昔百鬼拾遺　月 京極夏彦 ### 集英社 集英社オレンジ文 18 京都岡崎　月白邸～人嫌いの絵師とふたりぼっ相川真/くじょう 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 我が魔道書は此処に在り　没落貴族と魔道学院大黒尚人/白井鋭利 未定 講談社 講談社文庫 15 リストラ事変　ビジネスウォーズ（２） 江波戸哲夫 820 集英社 集英社オレンジ文 18 あの日、あの駅で。駅小説アンソロジー（仮） ほしおさなえほか/ａｌｍａ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 19 ただの屍のようだと言われて幾星霜、気づいたら九頭七尾/チワワ丸 未定 講談社 講談社文庫 15 インド倶楽部の謎 有栖川有栖 940 集英社 ダッシュエックス文 25 劣等眼の転生魔術師（５）～虐げられた元勇者は柑橘ゆすら/ミユキルリア 未定

KADOKAWA 角川文庫 24 短歌ください　明日でイエスは2010才篇 穂村弘 未定 講談社 講談社文庫 15 禁じられたジュリエット 古野まほろ ### 集英社 ダッシュエックス文 25 善人おっさん、生まれ変わったらSSSランク人生三木なずな/伍長 未定

KADOKAWA 角川文庫 24 彩雲国物語十一、青嵐にゆれる月草 雪乃紗衣 未定 講談社 講談社文庫 15 QED ～ortus～白山の頻闇 高田崇史 700 集英社 ダッシュエックス文 25 ヤング・マスハス伝―放蕩騎士と小粋な快刀― 橘ぱん/白谷こなかほか 未定

KADOKAWA 角川文庫 24 地獄くらやみ花もなき（５） 路生よる 未定 講談社 講談社文庫 15 八丁堀の忍（４）　隻腕の抜け忍 倉阪鬼一郎 700 小学館 小学館文庫 8 ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール/松原葉 810

KADOKAWA 角川文庫 24 PANEM Novel Untitled（上）（仮） スーザン・コリンズ/中村佐千未定 講談社 講談社文庫 15 物の怪斬り　溝猫長屋　祠之怪 輪渡颯介 660 小学館 小学館文庫 8 小説　映像研には手を出すな！ 丹沢まなぶ/大童澄瞳 580

KADOKAWA 角川文庫 24 PANEM Novel Untitled（下）（仮） スーザン・コリンズ/中村佐千未定 小学館 小学館文庫 8 不在者　家裁調査官　加賀美聡子 松下麻理緒 700

KADOKAWA 角川文庫 24 人財島 根本聡一郎 未定 小学館 小学館文庫 8 大阪マダム、後宮妃になる！ 田井ノエル/カズアキ 620

KADOKAWA 角川文庫 24 映画篇 金城一紀 未定 小学館 小学館文庫 8 ヴァンパイア探偵（２）　戦慄の血塗られし狩人 喜多喜久/ＴＨＯＲＥＳ柴本 630

KADOKAWA 角川文庫 24 上田秀人書き下ろし時代小説（２） 上田秀人 未定 小学館 小学館コミック文庫 15 ガンバ！Fly high（15） 森末慎二/菊田洋之 880

KADOKAWA 角川文庫 24 身代わり若殿　葉月定光（６）（仮） 佐々木裕一 未定 小学館 ガガガ文庫 18 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い（３） 猿渡かざみ 600

KADOKAWA 角川文庫 24 ゴーストハント（３）　乙女ノ祈リ 小野不由美 未定 小学館 ガガガ文庫 18 千歳くんはラムネ瓶のなか（４） 裕夢 660

KADOKAWA 角川文庫 24 新・入り婿侍商い帖（５） 千野隆司 未定 小学館 ガガガ文庫 18 出会ってひと突きで絶頂除霊！（７） 赤城大空 660

KADOKAWA 角川文庫 24 台風の目の少女たち 赤川次郎 未定 小学館 ガガガ文庫 18 むしめづる姫宮さん（３） 手代木正太郎 730

KADOKAWA 角川文庫 24 県警猟奇犯罪アドバイザー・久井重吾　ドラゴン 長崎尚志 未定 小学館 ガガガ文庫 18 呪装の姫 川岸殴魚 620

KADOKAWA 角川文庫 24 青梅線レポートの謎 西村京太郎 未定 新紀元社 ポルタ文庫 中 死体埋め部の回想と再興 斜線堂有紀/とろっち 650

KADOKAWA 角川文庫 24 本日も教官なり 小野寺史宜 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 ドリアン・グレイの激しすぎる憂鬱 菅野彰/麻々原絵里依 680

KADOKAWA 角川文庫 24 歌集　滑走路 萩原慎一郎 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 塚森専務の恋愛事情 栗城偲/みずかねりょう 680

KADOKAWA 角川文庫 24 雨にも負けず　小説ITベンチャー 高杉良 未定 新潮社 新潮文庫 26 王都の落伍者　ソナンと空人（１） 沢村凜 590

KADOKAWA 角川文庫 24 臥竜は漠北に起つ　金椛国春秋 篠原悠希 未定 新潮社 新潮文庫 26 鬼絹の姫　ソナンと空人（２） 沢村凜 ###

KADOKAWA 角川文庫 24 フラッガーの方程式 浅倉秋成 未定 新潮社 新潮文庫 26 猫河原家の人びと（３）（仮） 青柳碧人 630

KADOKAWA 角川文庫 24 祀奇恋子は僕しか視ない 井上悠宇 未定 新潮社 新潮文庫 29 近代絵画 小林秀雄 670

KADOKAWA 角川文庫 24 紙屋ふじさき記念館（２）　 物語ペーパー ほしおさなえ/おかざきおか 未定 新潮社 新潮文庫 29 敗れども負けず 武内涼 630

KADOKAWA 角川文庫 24 信長の原理（上） 垣根涼介 未定 新潮社 新潮文庫 29 スパイ武士道 池波正太郎 710

KADOKAWA 角川文庫 24 信長の原理（下） 垣根涼介 未定 新潮社 新潮文庫 29 小説イタリア・ルネサンス（１）　ヴェネツィア 塩野七生 ###

KADOKAWA 角川文庫 24 悪い夏 染井為人 未定 新潮社 新潮文庫 29 マイブック　2021年の記録 大貫卓也 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  

 

   



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

新潮社 新潮文庫 29 管見妄語　常識は凡人のもの 藤原正彦 550 宝島社 宝島社文庫 4 超能力者とは言えないので、アリバイを証明でき甲斐田紫乃 720 双葉社 双葉文庫 10 恋する失恋バスツアー 森沢明夫 760

新潮社 新潮文庫 29 赤穂バイパス線の死角 西村京太郎 550 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 4 捜査一課秘録　伝説の刑事が証言する昭和・平 　別冊宝島編集部 700 双葉社 双葉文庫 10 罪人が祈るとき 小林由香 680

新潮社 新潮文庫 29 ヒトごろし（上） 京極夏彦 1050 筑摩書房 ちくま文庫 12 ゴシック文学入門 東雅夫 900 双葉社 双葉文庫 10 唐沢家の四本の百合〈新装版〉 小池真理子 590

新潮社 新潮文庫 29 ヒトごろし（下） 京極夏彦 1050 筑摩書房 ちくま文庫 12 ひと・ヒト・人　井上ひさしベストエッセイ続 井上ひさし/井上ユリ 900 双葉社 双葉文庫 10 始まりはジ・エンド 新津きよみ 630

新潮社 新潮文庫 29 キャプテンサンダーボルト　新装版 伊坂幸太郎/阿部和重 1000 筑摩書房 ちくま文庫 12 吸血鬼飼育法　完全版 都筑道夫/日下三蔵 840 双葉社 双葉文庫 10 早房希美の謎解き急行 山本巧次 620

新潮社 新潮文庫 29 さよならの言い方なんて知らない。（４） 河野裕 710 筑摩書房 ちくま文庫 12 10年後、君に仕事はあるのか？ 藤原和博 800 双葉社 双葉文庫 10 神様たちのお伊勢参り　湯玉の温泉と蝦蟇の毒竹村優希 600

祥伝社 祥伝社文庫 11 草笛物語 葉室麟 未定 筑摩書房 ちくま文庫 12 侠気と肉体の時代　現代マンガ選集 夏目房之助 800 双葉社 双葉文庫 10 平安謎解き歌ごよみ　在原業平と小野小町（仮）遠藤遼 620

祥伝社 祥伝社文庫 11 定年オヤジ改造計画 垣谷美雨 未定 筑摩書房 ちくま文庫 12 遠くの街に犬の吠える 吉田篤弘 740 双葉社 双葉文庫 10 淫源郷の夜（仮） 睦月影郎 650

祥伝社 祥伝社文庫 11 国士 楡周平 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 インドの数学　ゼロの発明 林隆夫 1300 双葉社 双葉文庫 10 二十六回の情事 雨宮慶 670

祥伝社 祥伝社文庫 11 キボウのミライ 福田和代 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 朝鮮銀行　ある円通貨圏の興亡 多田井善生 1100 双葉社 双葉文庫 10 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽亮 650

祥伝社 祥伝社文庫 11 カナリヤは眠れない 近藤史恵 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 明の太祖　朱元璋 壇上寛 1200 双葉社 双葉文庫 10 照れ降れ長屋風聞帖（９）　雪見舟〈新装版〉 坂岡真 650

祥伝社 祥伝社文庫 11 茨姫はたたかう 近藤史恵 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 精選　シーニュ モーリス・メルロ＝ポンティ/廣 1300 双葉社 双葉文庫 10 じゃりン子チエ　番外篇　どらン猫小鉄奮戦記 はるき悦巳 680

祥伝社 祥伝社文庫 11 銀杏手ならい 西條奈加 未定 中央公論新中公文庫 24 夜の終りに 赤川次郎 800 双葉社 モンスター文庫 30 氷の令嬢の溶かし方（１） 高峰翔/加川壱互 600

祥伝社 祥伝社文庫 11 地に滾る あさのあつこ 未定 中央公論新中公文庫 24 犯罪調書 井上ひさし 780 双葉社 モンスター文庫 30 必勝ダンジョン運営方法（14） 雪だるま/ファルまろ 610

祥伝社 祥伝社文庫 11 神の子　花川戸自身番日記 辻堂魁 未定 中央公論新中公文庫 24 わが青春無頼帖　増補版 柴田錬三郎 840 二見書房 二見サラ文庫 11 はけんねこ　～NNNと野良猫の矜恃～ 中原一也/ＫＯＲＩＲＩ 650

祥伝社 祥伝社文庫 11 汝よさらば（４） 門田泰明 未定 中央公論新中公文庫 24 新装版　疑装　刑事・鳴沢了 堂場瞬一 800 二見書房 二見サラ文庫 11 小樽おやすみ処　カフェ・オリエンタル―召しませ田丸久深/水溜鳥 670

祥伝社 祥伝社文庫 11 十津川警部　予土線に殺意が走る 西村京太郎 未定 中央公論新中公文庫 24 文豪と女 長山靖生 820 二見書房 二見サラ文庫 11 偽りの神仙伝―かくて公主は仙女となる（仮） 鳥村居子/ｚｕｎｋｏ 650

祥伝社 黄金文庫 11 京都の謎　東京遷都その後 高野澄 未定 中央公論新中公文庫 24 小説集　吉原の面影 永井荷風 900 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 剣道部の先輩女子　淫らなしごき（仮） 伊吹泰郎 705

祥伝社 黄金文庫 11 同時通訳者のカバンの中 関谷英里子 未定 中央公論新中公文庫 24 女の家 日影丈吉 900 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 美しき贄　禁断の女体化プロジェクト（仮） 小金井響 705

心交社 ショコラ文庫 10 初恋に堕ちる 高遠琉加/北沢きょう 690 中央公論新中公文庫 24 アクセス 誉田哲也 740 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 隻脚の天使（仮） 北原童夢 705

心交社 ショコラ文庫 10 しっぽでわかる恋心（仮） 海野幸/ｙｏｃｏ 690 中央公論新中公文庫 24 ずんずん！ 山本一力 650 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 素人投稿スペシャル　想い出の相姦（仮） 素人投稿編集部 705

スターツ出ベリーズ文庫 10 前略、結婚してください～愛妻ドクターとの恋記録葉月りゅう 640 中央公論新中公文庫 24 盤上の向日葵（上） 柚月裕子 680 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 23 イット・エンズ・ウィズ・アス（原題） コリーン・フーヴァー/相山夏 1180

スターツ出ベリーズ文庫 10 密約マリッジ（仮） 水守恵蓮 640 中央公論新中公文庫 24 盤上の向日葵（下） 柚月裕子 680 二見書房 シャレード文庫 24 もふもふ雪神さまのお嫁入り 葵居ゆゆ/ミギノヤギ 630

スターツ出ベリーズ文庫 10 片恋成就～イケメン医師の甘い猛追～（仮） 高田ちさき 640 中央公論新中公文庫 24 国富論（１） アダム・スミス/大河内一男 1500 二見書房 シャレード文庫 24 東宮御所の稀なる妃　～比翼のつがい、連理の夕映月子/秋吉しま 630

スターツ出ベリーズ文庫 10 極甘弁護士は逃げ腰OLを捕まえたい（仮） 美森萠 640 東京創元社創元推理文庫 10 その裁きは死 アンソニー・ホロヴィッツ/山田 1100 二見書房 二見文庫 28 増補改訂版　消された「西郷写真」の謎（仮） 斎藤充功 1000

スターツ出ベリーズ文庫 10 未定 若菜モモ 640 東京創元社創元推理文庫 10 ジョン・ディクスン・カーの最終定理 柄刀一 780 二見書房 二見文庫　官能シ 28 ネトラレ妻（仮） 霧原一輝 705

スターツ出ベリーズ文庫 10 俺様騎士団長に男装がバレるなんてありえませ藍里まめ 640 東京創元社創元推理文庫 10 幻影の戦　水使いの森 庵野ゆき 1000 二見書房 二見文庫　官能シ 28 捨てる人妻（仮） 橘真児 705

スターツ出ベリーズ文庫 10 節約女子、異世界でスイーツ作って広めます！ 栗栖ひよこ 640 東京創元社創元ＳＦ文庫 10 時間旅行者のキャンディボックス ケイト・マスカレナス/茂木健 1300 二見書房 二見時代小説文庫 28 栄次郎江戸暦（24） 小杉健治/蓬田やすひろ 658

スターツ出ベリーズ文庫 10 ある薬師の話（仮） 森モト 640 東京創元社創元推理文庫 23 たとえ天が墜ちようとも アレン・エスケンス/務台夏子 1180 二見書房 二見時代小説文庫 28 北風侍　寒九郎（５） 森詠/蓬田やすひろ 658

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 溺愛したいのは、キミだけ。（仮） 青山そらら 500 東京創元社創元推理文庫 23 菖蒲狂い　若さま侍捕物手帖ミステリ傑作選 城昌幸/末國善己 1400 二見書房 二見時代小説文庫 28 御庭番の二代目（14） 氷月葵/安里英晴 658

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 甘くてずるい独占欲。（仮） ｍｉＮａｔｏ 500 東京創元社創元推理文庫 30 シカゴ・ブルース【新訳版】 フレドリック・ブラウン/高山真 1040 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 終末世界はふたりきり あまひらあすか 640

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 天野会長との近キョリな同居生活（仮） 朱珠＊ 500 東京創元社創元推理文庫 30 世界怪奇実話集　屍衣の花嫁　東西怪奇実話 平井呈一 1100 文藝春秋 文春文庫 2 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 740

スターツ出ケータイ小説文庫ブ 25 ひまわり（仮） あちゃみ 500 東京創元社創元推理文庫 30 日本怪奇実話集　亡者会　東西怪奇実話 東雅夫 1100 文藝春秋 文春文庫 2 七つの試練　池袋ウエストゲートパーク（14） 石田衣良 640

スターツ出野いちご文庫 25 はちみつ色の太陽（仮） 小春りん 600 徳間書店 徳間文庫 4 地獄の清掃人 和久田正明 670 文藝春秋 文春文庫 2 黄色い実　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央 600

スターツ出スターツ出版文庫 28 ウソつき夫婦のあやかし婚姻事情（仮） 編乃肌 600 徳間書店 徳間文庫 4 危いハネムーン〈新装版〉 赤川次郎 700 文藝春秋 文春文庫 2 熱望 水生大海 710

スターツ出スターツ出版文庫 28 天国までの49日間（３） 櫻井千姫 600 徳間書店 徳間文庫 4 別子太平記（上）愛媛新居浜別子銅山物語 井川香四郎 800 文藝春秋 文春文庫 2 ゴー・ホーム・クイックリー 中路啓太 860

スターツ出スターツ出版文庫 28 伊勢　異類婚姻譚　水神さまの花嫁は　恋の縁を和泉あや 600 徳間書店 徳間文庫 4 別子太平記（下）愛媛新居浜別子銅山物語 井川香四郎 800 文藝春秋 文春文庫 2 お局美智　極秘調査は有給休暇で 明日乃 830

スターツ出スターツ出版文庫 28 未だ蒼い僕らは（仮） 音はつき 600 徳間書店 徳間文庫 4 消えていく日に 加藤千恵 680 文藝春秋 文春文庫 2 八丁堀「鬼彦組」激闘編　斬鬼たち 鳥羽亮 680

青春出版社青春文庫 10 1秒ドリル！　 大人の英単語 小池直己/佐藤誠司 1000 徳間書店 徳間文庫 4 うたかたの人妻 草凪優 670 文藝春秋 文春文庫 2 一矢ノ秋　居眠り磐音（37）決定版 佐伯泰英 730

青春出版社青春文庫 10 神さまが味方したくなる人　ならない人 藤原美津子 800 徳間書店 徳間文庫 4 求愛〈新装版〉 柴田よしき 690 文藝春秋 文春文庫 2 東雲ノ空　居眠り磐音（38）決定版 佐伯泰英 730

成美堂出版成美文庫 17 一瞬で不安をしずめる名言の知恵 高田明和 600 徳間書店 徳間文庫 4 一億円のさようなら 白石一文 840 文藝春秋 文春文庫 2 理系。 川村元気 750

アルファポエタニティ文庫 7 ラスト・プロポーズ 吉桜美貴 640 徳間書店 徳間文庫 4 黙過 下村敦史 700 文藝春秋 文春文庫 2 ほの暗い永久から出でて　生と死を巡る対話 上橋菜穂子/津田篤太郎 730

アルファポエタニティ文庫 7 結婚なんてお断りです！　強引御曹司のとろあま立花吉野 640 徳間書店 徳間文庫 4 恋々 東山彰良 700 文藝春秋 文春文庫 2 そのへんをどのように受け止めてらっしゃるか 能町みね子 700

アルファポエタニティ文庫 7 眠り王子の抱き枕 玉紀直 640 徳間書店 徳間文庫 4 癌病船応答セズ 西村寿行 690 文藝春秋 文春文庫 2 藤沢周平　遺された手帳 遠藤展子 700

アルファポアルファライト文庫 10 お人好し職人のぶらり異世界旅（１） 電電世界 610 徳間書店 キャラ文庫 25 アンドロイドの恋（仮） 中原一也 600 文藝春秋 文春文庫 2 13・67（上） 陳浩基/天野健太郎 850

アルファポアルファライト文庫 10 異世界で怠惰な田舎ライフ。（６） 太陽クレハ 610 徳間書店 キャラ文庫 25 メールの向こうの恋（仮） 火崎勇 600 文藝春秋 文春文庫 2 13・67（下） 陳浩基/天野健太郎 850

アルファポアルファライト文庫 10 転生薬師は異世界を巡る（４） 山川イブキ 610 徳間書店 キャラ文庫 25 仮想彼氏（仮） 水原とほる 600 フロンティア ダリア文庫 12 恋知らずのラプンツェル 松幸かほ/蓮川愛 700

アルファポレジーナ文庫 10 私は言祝の神子らしい（２）※ただし休暇中 矢島汐 640 Jパブリッシカクテルキス文庫 18 未定 伊郷ルウ 755 プランタン出 オパール文庫 4 パリの恋人（仮） シヲニエッタ/逆月酒乱 未定

アルファポレジーナ文庫 10 追放された最強聖女は、街でスローライフを送りやしろ慧 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 恋する修道女 ヴァイオレット・ウィンズピア/ 500 プランタン出 オパール文庫 4 愛囚　危険な獣（仮） 山野辺りり/駒城ミチヲ 未定

アルファポレジーナ文庫 10 令嬢はまったりをご所望。（３） 三月べに 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 嘘のまま愛して ペニー・ジョーダン/駒月雅子 500 プランタン出 オパール文庫 4 我慢できない。（仮） 伽月るーこ/駒田ハチ 未定

アルファポアルファポリス文庫 25 妹尾写真館　帰らぬ人との最後の一枚、お撮りし水瀬さら 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 鏡の中の女 シャーロット・ラム/馬渕早苗 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 好きな人に惚れ薬を飲まされました！（仮） 月神サキ/Ｃｉｅｌ 未定

アルファポアルファポリス文庫 25 神様の学校（２）八百万ご指南いたします 浅井ことは 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 11 フィアンセは誰？ ジョー・アン・アルガミッセン/ 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 悪役令嬢は断罪引退を目指したい！　けど、もしせらひなこ/コトハ 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 ジェノサイド・リアリティー（２）　異世界迷宮を最強風来山/ｋｅｒｏ介 650 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 翼をなくした日から シャロン・サラ/岡本香 873 フランス書院美少女文庫 19 奴隷エルフの若奥様（仮） 内田弘樹/ｓａｋｉｙａｍａｍａ 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 カノジョの妹とキスをした。（２） 海空りく/さばみぞれ 630 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 夏がくれた永遠 ペニー・ジョーダン/佐野雅子 836 フランス書院美少女文庫 19 いもうとはGALかわいい（仮） わかつきひかる/犬江しんす未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされて佐伯さん/はねこと 630 ハーパーコハーレクイン文庫 ##### 鷹の公爵とシンデレラ キャロル・モーティマー/古沢 673 フランス書院美少女文庫 19 悪魔お姉ちゃんの愛なるもの（仮） 午後１２時の男/やんよ 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 ひきこまり吸血姫の悶々（３） 小林湖底/りいちゅ 720 ハーパーコハーレクイン文庫 ##### もう一度キスして アン・メイザー/鷹久恵 627 フランス書院フランス書院文庫 25 まじめに見えてもの凄くいやらしい四人の未亡人小鳥遊葵 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 殲滅魔導の最強賢者　無才の賢者、魔導を極め進行諸島/風花風花 630 ハーパーコハーレクイン文庫 ##### かなわぬ初恋 ダイアナ・パーマー/山田沙羅 627 フランス書院フランス書院文庫 25 プライド崩壊【熟夫人と令嬢姉妹】（仮） 香坂燈也 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 転生魔王の大誤算～有能魔王軍の世界征服最あわむら赤光/ｋａｋａｏ 670 ハーパーコハーレクイン文庫 ##### 愛という名の苦しみ レベッカ・ウインターズ/久坂 627 フランス書院フランス書院文庫 25 向かい部屋の独身美母【さみしいから、来て】（仮山口陽 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 竜と祭礼（３）　―神の諸形態― 筑紫一明/Ｅｎｊｉ 640 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 3 ストーンサークルの殺人 Ｍ・Ｗ・クレイヴン/東野さやか 900 フランス書院フランス書院文庫 25 先生の奥さんを調教して孕ませた36日間（仮） 御堂乱 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる（15） 裕時悠示/るろお 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 3 それまでの明日 原りょう 860 フランス書院フランス書院文庫 25 初体験させてあげます（仮） 秋芳さつき 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 終焉を招く神竜だけど、パパって呼んでもいいで年中麦茶太郎/にもし 630 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 3 トッカン　徴収ロワイヤル 高殿円 760 フランス書院フランス書院文庫 25 奥まで触らないで【人妻いいなり電車】（仮） 御前零士 未定

SBクリエイＧＡ文庫 12 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤のサトウとシオ/和狸ナオ 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 3 レベル4/致死性ウイルス ジョーゼフ・Ｂ・マコーミック/ス 1000 法藏館 法蔵館文庫 11 アニミズム時代 岩田慶治/松本博之 1200

大和書房 だいわ文庫 中 フランス人は服を10着しか持たない　ファイナル ジェニファー・Ｌ・スコット 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 3 ヴァジェンダへの旅立ち Ｈ・Ｇ・フランシス/Ｈ・Ｇ・エー 680 法藏館 法蔵館文庫 11 信長が見た戦国京都　城塞に囲まれた異貌の都河内将芳 900

大和書房 だいわ文庫 中 洋服で得する人、損する人　40歳からは装いが生霜鳥まき子 750 早川書房 クリスティー文庫 4 ナイルに死す〔新訳版〕 アガサ・クリスティー/黒原敏 980 ポプラ社 ポプラ文庫 4 うちのにゃんこは妖怪です 高橋由太 680

大和書房 だいわ文庫 中 精神科医が教える還暦からのこころの匙加減 保坂隆 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 17 黒猫と歩む白日のラビリンス 森晶麿 700 ポプラ社 ポプラ文庫 4 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路幸也 700

大和書房 だいわ文庫 中 先延ばしは1冊のノートでなくなる 大平信孝 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 17 老いた男 トマス・ペリー/渡辺義久 1000 ポプラ社 ポプラ文庫 4 失せ物屋お百　首なしの怪 廣嶋玲子 640

大和書房 だいわ文庫 中 8割がつい間違える日本語ノート ベスト・ライフ・ネットワーク 680 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 美しき女アコン人 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/トーマス 680 ホビージャパＨＪ文庫 1 精霊幻想記（17） 北山結莉/Ｒｉｖ 619

竹書房 竹書房ラブロマン文 7 ほしがり不倫妻（仮） 杜山のずく/東克美 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 サイバー・ショーグン・レボリューション（上） ピーター・トライアス/中原尚 800 ホビージャパＨＪ文庫 1 夢見る男子は現実主義者（２） おけまる/さばみぞれ 619

竹書房 竹書房文庫 14 はじらい三十路妻　〈新装版〉 草凪優 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 サイバー・ショーグン・レボリューション（下） ピーター・トライアス/中原尚 800 ホビージャパＨＪ文庫 1 エロティカル・ウィザードと12人の花嫁（２） 太陽ひかる/真早 619

竹書房 竹書房文庫 17 くらげ色の蜜月 戸川昌子/日下三蔵 1100 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 歴史は不運を繰り返す　セント・メアリー史学研究ジョディ・テイラー/田辺千幸 1100 ホビージャパＨＪ文庫 1 デッド・エンド・リローデッド（２） オギャ本バブ美/ＮｉΘ 619

竹書房 竹書房ラブロマン文 23 ふしだら村の当主（仮） 九坂久太郎/大柴宗平 660 原書房 コージーブックス 4 お毒見探偵（２）ジャンクフードは罪の味 チェルシー・フィールド/箸本 930 ホビージャパＨＪ文庫 1 時給12億円のニート参上！使っても無くならない天野優志/黒獅子 619

竹書房 蜜夢文庫 23 再会した彼は史上最強の悪魔Dr.でした（仮） 連城寺のあ/上原た壱 750 原書房 ライムブックス 4 公爵と忘れられた美女 サラ・マクリーン/辻早苗 1300 ホビージャパＨＪ文庫 1 黄昏を切り裂く光になる 御子柴奈々/岩本ゼロゴ 619

竹書房 蜜夢文庫 23 運命の人は素敵な悪魔でした（仮） 水城のあ/なま 750 一二三書房ブレイブ文庫 28 毎日死ね死ね言ってくる義妹が、俺が寝ている隙田中ドリル 760 ホビージャパＨＪ文庫 1 異界心理士の正気度と意見 水城正太郎/中央東口 619

竹書房 竹書房文庫 28 誘惑の時間（仮） 葉月奏太 660 PHP研究所ＰＨＰ文庫 3 認知症にならない！ボケる食　ボケない食 白澤卓二 720 マイクロマガ ことのは文庫 19 冥土の土産屋『まほろば堂』　倉敷美観地区店へ光明寺祭人/げみ 690

竹書房 竹書房怪談文庫 28 地下怪談（２）（仮） 響洋平 650 PHP研究所ＰＨＰ文庫 3 感情を整える片づけ 種市勝覺 620 マイナビ出版マイナビ出版ファン 18 神様の用心棒　うさぎは玄夜に跳ねる 霜月りつ/アオジマイコ 680

竹書房 竹書房怪談文庫 28 厭談　祟ノ怪（仮） 夜馬裕 650 PHP研究所ＰＨＰ文庫 3 限りなくシンプルに、豊かに暮らす 枡野俊明 700 マイナビ出版マイナビ出版ファン 18 手作り雑貨ゆうつづ堂 植原翠/前田ミック 680

竹書房 竹書房怪談文庫 28 怪談奇聞　噛ミ狂イ（仮） 小田イ輔 650 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 10 京都府警あやかし課の事件簿（４）（仮） 天花寺さやか 720 三笠書房 知的生きかた文庫 19 病気にならない！　自己治癒力が高まる食べ方内海聡 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 28 東北巡霊　怪の細道（仮） 高田公太/高野真 650 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 10 追憶映画館　テアトル茜橋の奇跡 伴一彦 700 三笠書房 知的生きかた文庫 19 1回1分　腰痛が消える　ちょいトレ（仮） 戸田佳孝 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 28 供花異譚（仮） 鈴木捧 650 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 17 文蔵2020.10 「文蔵」編集部 700 三笠書房 知的生きかた文庫 19 できる上司の話し方＆語彙力（仮） 松本幸夫 未定

竹書房 竹書房文庫 30 シオンズ・フィクション　イスラエルSF傑作選（仮）シェルドン・テイテルバウム/ 1200 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 26 本所おけら長屋（15） 畠山健二 636 三笠書房 知的生きかた文庫 19 「マイナスの感情」を手放すと、「プラスの未来」が山富浩司 未定

宝島社 宝島社文庫 4 古着屋・黒猫亭のつれづれ着物事件帖 柊サナカ 700 双葉社 双葉文庫 10 十津川警部　南紀・陽光の下の死者 西村京太郎 620 三笠書房 知的生きかた文庫 19 使いきる。有元葉子の整理術（仮） 有元葉子 未定

宝島社 宝島社文庫 4 きみの瞳が問いかけている 沢木まひろ/登米裕一 630 双葉社 双葉文庫 10 悪夢に架ける橋 赤川次郎 600 三笠書房 王様文庫 30 今ある悩みが消えていく哲学の本（仮） 富増章成 未定

宝島社 宝島社文庫 4 その旅お供します　日本の名所で謎めぐり 綾見洋介 680 双葉社 双葉文庫 10 編集ども集まれ！ 藤野千夜 770 三笠書房 王様文庫 30 つい、「まわりに合わせすぎ」てしまう人へ（仮） 水島広子 未定

宝島社 宝島社文庫 4 霊能師・稜ヶ院冬弥　憑かれた屋敷の秘密 八歌 720 双葉社 双葉文庫 10 さらさら流る 柚木麻子 670 三笠書房 王様文庫 30 勝手に仏像ランキング（仮） 田中ひろみ 未定
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