
2020年 　10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 予定日 チェック 書名 著者 予価

KADOKA 1 完全版　LOVE STAGE！！（１） 影木栄貴/蔵王大志 1200 KADOKA 24 リアリスト魔王による聖域なき異世界改革（３）鈴木マナツ/羽田遼亮ほ 未定 講談社 13 生徒諸君！　Kids（４） 庄司陽子 450 集英社 2 群青にサイレン（12） 桃栗みかん 460 小学館 9 詩歌川百景（１） 吉田秋生 591

KADOKA 1 悪役令嬢レベル99 　～私は裏ボスですが魔王のこみ/七夕さとりほか 670 KADOKA 24 女神さまの愛がぐいぐいくる（２） みづきたけひと 未定 講談社 13 ちはやふる（45） 末次由紀 450 集英社 2 約束のネバーランド（20） 白井カイウ/出水ぽすか 460 小学館 9 イン・ザ・ポケット　谷和野よみきり集 谷和野 591

KADOKA 1 加護なし令嬢の小さな村　～さあ、領地運営をひなた水色/ぷにちゃんほ 670 KADOKA 24 リビルドワールド（３） 綾村切人/ナフセほか 未定 講談社 13 ごきげんよう、小春さん（２） 葉月かなえ 450 集英社 2 冒険王ビィト（15） 三条陸/稲田浩司 460 小学館 9 S＆M～sweet marriage～（６） 悠妃りゅう 482

KADOKA 2 復讐の毒鼓（５） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 920 KADOKA 26 はたらく魔王さま！（17） 和ヶ原聡司/柊暁生ほか 未定 講談社 13 ゆびさきと恋々（３） 森下ｓｕｕ 450 集英社 2 AGRAVITY BOYS（３） 中村充志 440 小学館 9 海神の花嫁（３） 小純月子 454

KADOKA 2 八神庵の異世界無双　月を見るたび思い出せ蒼木雅彦/天河信彦ほか 650 KADOKA 26 とある科学の超電磁砲（16） 鎌池和馬/冬川基ほか 未定 講談社 13 絶対にときめいてはいけない！（７） 築島治 450 集英社 2 ブラッククローバー（26） 田畠裕基 440 小学館 9 朝までオレ専用（６） 成瀬悠利 482

KADOKA 2 ナナマル　サンバツ（19） 杉基イクラ 640 KADOKA 26 おっぱい百合アンソロジー 昆布わかめほか 未定 講談社 13 きみと青い春のはじまり（３） アサダニッキ 450 集英社 2 鬼滅の刃（22） 吾峠呼世晴 440 小学館 9 欲張りなお作法　イジワルな手ほどき（５） 天音佑湖 482

KADOKA 2 帰ってください！　阿久津さん（２） 長岡太一 640 KADOKA 26 世界で一番おっぱいが好き！（５） 昆布わかめ 未定 講談社 13 恋わずらいのエリー（12） 藤もも 450 集英社 2 マッシュル-MASHLE-（３） 甲本一 440 小学館 9 30禁（６） 畑亜希美 454

KADOKA 2 フォント男子！（２） ヴァージニア二等兵/株式 640 KADOKA 26 幼馴染みが還ってきました（１） 杜若わか 未定 講談社 13 リビングの松永さん（９） 岩下慶子 450 集英社 2 森林王者モリキング（２） 長谷川智広 440 小学館 9 セクシー田中さん（３） 芦原妃名子 454

KADOKA 2 山田とせんせい（下） 五十嵐藍 640 KADOKA 26 腐男子先生！！！！！（６） 結城あみの/瀧ことは 未定 講談社 13 落園の美女と野獣（３） 由貴香織里 680 集英社 2 呪術廻戦（13） 芥見下々 440 小学館 9 あしなが王子様は失恋する（２） 藤原よしこ 454

KADOKA 2 異世界居酒屋「のぶ」（11） 蝉川夏哉/ヴァージニア二 640 KADOKA 26 あなたのためなら女にでも（２） つごもり 未定 講談社 13 ボクとわたしの10年恋（２） うさ沢妹子 454 集英社 2 ぼくたちは勉強ができない（19） 筒井大志 440 小学館 9 誘拐婚 椎葉ナナ 454

KADOKA 5 聖女の魔力は万能です（５） 藤小豆/橘由華ほか 650 KADOKA 26 乙ゲーにトリップした俺♂リロード　LV.1 花乃軍 未定 講談社 13 カードキャプターさくら　クリアカード編（９） ＣＬＡＭＰ 450 集英社 2 タイムパラドクス・ゴーストライター（２） 市真ケンジ/伊達恒大 440 小学館 12 スパイの妻（１） 柿崎正澄/濱口竜介ほか 600

KADOKA 5 悪役令嬢は嫌われ貴族に恋をする（１） 伊吹有/葉山湊月 650 KADOKA 26 ロクでなし魔術講師と禁忌教典（14） 常深アオサ/羊太郎ほか 未定 講談社 13 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～長谷垣なるみ 450 集英社 2 阿波連さんははかれない（10） 水あさと 600 小学館 12 死神坊ちゃんと黒メイド（10） イノウエ 600

KADOKA 5 記憶喪失の侯爵様に溺愛されています　これ ここあ/春志乃ほか 650 KADOKA 26 聖剣学院の魔剣使い（２） 蛍幻飛鳥/志瑞祐ほか 未定 講談社 13 ボクとわたしの10年恋（１） うさ沢妹子 454 集英社 2 いともたやすく行われる十三歳が生きる為のお諸葛宙/さいがりゅう 650 小学館 12 月に溺れるかぐや姫～あなたのもとへ還る前 北崎拓 630

KADOKA 5 光と影（２） ひおん/ＲＹＵ 940 KADOKA 26 七つの魔剣が支配する（３） えすのサカエ/宇野朴人 未定 講談社 13 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせた鳥海ペドロ 450 集英社 2 顔がこの世に向いてない。（３） まの瀬 630 小学館 12 ヒメコウカン～オタサーの姫がカレシ交換をご大井昌和 630

KADOKA 5 外科医エリーゼ（５） ｍｉｎｉ/ｙｕｉｎ 940 KADOKA 26 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。（４） しめさば/ぶーたほか 未定 講談社 13 神は細部に宿るのよ（６） 久世番子 800 集英社 2 終わりのセラフ（22） 鏡貴也/山本ヤマトほか 480 小学館 12 カイカンドウキ（４） 本名ワコウ 630

KADOKA 5 私はご都合主義な解決担当の王女である（２ 米田和佐/まめちょろほか 650 KADOKA 26 LV999の村人（８） 岩元健一/星月子猫ほか未定 講談社 13 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポー車谷晴子 800 集英社 2 ダークギャザリング（５） 近藤憲一 480 小学館 12 海王ダンテ（11） 皆川亮二/泉福朗 670

KADOKA 8 母様の家　―拝み屋　郷内心瞳の怪異譚―（ 武田逸可/郷内心瞳 660 KADOKA 26 Bestia ベスティア（３） 三田誠/みやこかしわほか未定 講談社 13 スーと鯛ちゃん（４） こなみかなた 750 集英社 2 カワイスギクライシス（２） 城戸みつる 480 小学館 12 放課後さいころ倶楽部（17） 中道裕大 630

KADOKA 8 ろんぐらいだぁす！（７）新装版 三宅大志 未定 KADOKA 26 治癒魔法の間違った使い方　～戦場を駆ける九我山レキ/くろかたほか未定 講談社 13 まにまに道草 大町テラス 850 集英社 2 Dear CALL-ディアコール-（３） 群千キリ 500 小学館 12 Bowing！　ボウイング（２） きゅっきゅぽん 591

KADOKA 9 はぐれ精霊医の診察記録　～聖女騎士団と癒橘由宇/とーわほか 未定 KADOKA 26 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強 　月島秀一/士土幽太郎ほ未定 講談社 13 夫は実は女性でした 津島つしま 900 集英社 2 この音とまれ！（23） アミュー 480 小学館 12 灼熱カバディ（15） 武蔵野創 591

KADOKA 9 残念女幹部ブラックジェネラルさん（７） ｊｉｎ 未定 KADOKA 26 やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中（１） 柚アンコ/永瀬さらさほか未定 講談社 13 無能の鷹（２） はんざき朝未 450 集英社 2 ドラゴンクエスト　蒼天のソウラ（16） 中島諭宇樹/堀井雄二ほ 460 小学館 12 勇者が死んだ！（19） スバルイチ 591

KADOKA 9 この素晴らしい世界に祝福を！（12） 渡真仁/三嶋くろねほか 未定 KADOKA 26 身体は児童、中身はおっさんの成り上がり冒 ちひろ/力水（ツギクル）ほ未定 講談社 13 七つ屋志のぶの宝石匣（12） 二ノ宮知子 450 集英社 2 DeスポファイターZ（２） 音木ひろし/バンダイナム 500 小学館 12 ヒマチの嬢王（７） 茅原クレセ 591

KADOKA 9 魔王学園の反逆者（１）～人類初の魔王候補 溝口ぜらちん/久慈マサム未定 KADOKA 26 アストラル・バディ（４） 鎌池和馬/乃木康仁ほか未定 講談社 13 やんごとなき一族（７） こやまゆかり 450 集英社 2 早乙女姉妹は漫画のためなら！？（８） 山本亮平 600 小学館 12 邪剣さんはすぐブレる（７） 飛田ニキイチ 591

KADOKA 9 KILLING ME /　KILLING YOU（３） 成田芋虫 未定 KADOKA 26 弱小貴族の異世界奮闘記（１）～うちの領地が拓平/ｋｉｔａｔｕ（ツギクル）ほ未定 講談社 14 電人N（４） イナベカズ/蔵石ユウほか 660 集英社 2 先輩！俺の声で癒されないでください！（１） ちると 600 小学館 12 送球ボーイズ（17） サカズキ九/フウワイ 482

KADOKA 9 トリニティセブン　アナスタシア聖伝（２） サイトウケンジ/Ｂｃｏｃａほ未定 KADOKA 26 ゴブリンはもう十分に強い（５） サラマンダ 未定 講談社 14 パリピ孔明（３） 四葉夕卜/小川亮 630 集英社 2 新テニスの王子様（31） 許斐剛 480 小学館 12 君は冥土様。（１） しょたん 600

KADOKA 9 トリニティセブン　7人の魔書使い（24） サイトウケンジ/奈央晃徳未定 KADOKA 26 LAIDBACKERS―レイドバッカーズ―　～元魔梅原うめ/おばけ屋／ＬＡ 未定 講談社 14 忍者と極道（３） 近藤信輔 640 集英社 2 屍人荘の殺人（３） 今村昌弘/ミヨカワ将 650 小学館 12 今日のさんぽんた（１） 田岡りき 591

KADOKA 9 金色の文字使い（13）―勇者四人に巻き込ま 尾崎祐介/十本スイほか 未定 KADOKA 26 クラスメイトの田中さんはすごく怖い（１） やすしげ 未定 講談社 14 オメガ・メガエラ（４） 丸木戸マキ 630 集英社 2 歯医者さん、あタってます！（１） 山崎将 440 小学館 12 デカニアラズ（３） はやかわけんじ 591

KADOKA 10 回復術士のやり直し（７） 月夜涙/羽賀ソウケンほか 640 KADOKA 26 恋する乙女はエロマンガに夢をみる（２） 吉北ぽぷり 未定 講談社 14 笑顔のたえない職場です。（２） くずしろ 620 集英社 2 漫研に美少女（下） 轍平 600 小学館 12 おやすみカラスまた来てね。（５） いくえみ綾 602

KADOKA 10 蜘蛛ですが、なにか？　蜘蛛子四姉妹の日常馬場翁/グラタン鳥ほか 640 KADOKA 26 比羅坂日菜子がエロかわいいことを俺だけが紺矢ユキオ 未定 講談社 14 殿さまとスティッチ（２） 和田洋人 900 集英社 2 俺を好きなのはお前だけかよ（６） 伊島ユウ/駱駝ほか 460 小学館 12 異世界失格（３） 若松卓宏/野田宏 591

KADOKA 10 蜘蛛ですが、なにか？（９） かかし朝浩/馬場翁ほか 640 KADOKA 26 淫らな邪教に巣喰うモノ（４） 原つもい 未定 講談社 14 27歳のニューガン・ダイアリー　～ボクの美紀 「＃乳がんダイアリー　矢 900 集英社 2 ミタマセキュ霊ティ（５） 鳩胸つるん 460 小学館 12 ダンス・ダンス・ダンスール（18） ジョージ朝倉 591

KADOKA 10 アイドルマスター　シャイニーカラーズ（２） しのざきあきら/バンダイ 640 KADOKA 26 カクレガミ（１） 烏丸渡 未定 講談社 15 アスメシ（２） 見原由真/小川錦 640 集英社 2 ONE PIECE 500 QUIZ BOOK（３） 尾田栄一郎 700 小学館 12 怪異と乙女と神隠し（２） ぬじま 591

KADOKA 10 賢者の孫（15） 吉岡剛/菊池政治ほか 640 KADOKA 26 ソードアート・オンライン　プログレッシブ　冥き川原礫/ぷよちゃほか 未定 講談社 15 アオハれ乙女（２） あかり/ハル 630 集英社 2 ブラッククローバー外伝　カルテットナイツ（６）田代弓也/田畠裕基ほか 440 小学館 12 新九郎、奔る！（５） ゆうきまさみ 630

KADOKA 10 賢者の孫　Extra Story（３） 吉岡剛/清水ケイスケほ 640 KADOKA 27 青春鉄道　2021年度版 青春 未定 講談社 15 「はたらく細胞」ウイルスの教科書 清水茜 1200 集英社 2 PSYCHO-PASS サイコパス3（２） 橋野サル/サイコパス製作 650 小学館 12 ミンゴ　イタリア人がみんなモテると思うなよ（ ペッペ 591

KADOKA 10 賢者の孫SP（２） 吉岡剛/西沢秀二ほか 640 KADOKA 27 殺戮の天使（12） 真田まこと/名束くだん 未定 講談社 15 ダモクレスのゴルフ（１） 本島幸久 640 集英社 2 SSSS.GRIDMAN（３） 『ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤＭＡＮ』/今 630 小学館 12 愛蔵版　機動警察パトレイバー（11） ゆうきまさみ 1800

KADOKA 10 Fate/Grand Order 平安HEROES ぴよ作品集 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/ぴよ 660 KADOKA 30 完全版　LOVE STAGE！！（２） 影木栄貴/蔵王大志 1200 講談社 15 Dr.系男子の恋愛カルテ 高比良りと 700 集英社 2 恋獄の都市（５） 俵京平 600 小学館 14 お別れホスピタル（５） 沖田×華 591

KADOKA 10 狼は眠らない（３） 支援ＢＩＳ/新川権兵衛ほ 未定 KADOKA 30 君はベータ アサナエアラタ 未定 講談社 16 さよなら私のクラマー（13） 新川直司 450 集英社 2 キャプテン翼ライジングサン（14） 高橋陽一 460 小学館 16 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～倉田三ノ路/日向夏ほか 600

KADOKA 10 OLさんと猫のはなし（２） 嵩乃朔 未定 KADOKA 30 薬師の伯爵令嬢は伝説の仔竜に愛される（１ Ｌｕｎａ．Ｍ/みずつきほか 未定 講談社 16 C.M.B.森羅博物館の事件目録（45） 加藤元浩 450 集英社 2 あやかしトライアングル（１） 矢吹健太朗 440 小学館 16 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと高田康太郎/麻生羽呂 600

KADOKA 10 安達としまむら（２） 柚原もけ/入間人間ほか 未定 KADOKA 30 異世界の沙汰は社畜次第（１） 采和輝/八月八ほか 未定 講談社 16 Q.E.D.iff ―証明終了―（17） 加藤元浩 450 集英社 2 TVアニメ「呪術廻戦」公式スタートガイド 芥見下々 1200 小学館 16 ヴァンピアーズ（４） アキリ 600

KADOKA 12 連ちゃんパパ（３） ありま猛 860 KADOKA 30 旅の勇者は宿屋の息子を逃がさない（１） あんどう/ジツヤイトほか 未定 講談社 16 リトル・ブル（２） Ｃボ/佐藤駿光 450 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版 稲田浩司/三条陸ほか 750 小学館 16 葬送のフリーレン（２） アベツカサ/山田鐘人 454

KADOKA 12 連ちゃんパパ（４） ありま猛 860 KADOKA 30 異世界で、王太子妃はじめました。（４） 武村ゆみこ/汐邑雛 未定 講談社 16 ネクロマンス（４） 堂本裕貴 450 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版 稲田浩司/三条陸ほか 750 小学館 16 MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（21） 満田拓也 454

KADOKA 12 つのかくしゲーム　TSUNOKAKUSHI GAME（ ｓａｂａｓｕ 1100 KADOKA 30 DUNGEONS & DRAGONS ダウン！ ジョン・ロジャーズ/アンド未定 講談社 16 DAYS（40） 安田剛士 450 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版 稲田浩司/三条陸ほか 750 小学館 16 MAO（６） 高橋留美子 454

KADOKA 12 伽と遊撃（１） 有間しのぶ 790 KADOKA 30 DUNGEONS & DRAGONS バルダーズゲートの 　 ジム・ザブ/府川由美恵ほ未定 講談社 16 トーキョーバベル（２） 久世蘭/花林ソラ 450 集英社 2 こちゲー　～こち亀とゲーム～（上） とみさわ昭仁/秋本治 840 小学館 16 switch（10） 波切敦 454

KADOKA 15 花ざかり平安料理絵巻　桜花姫のおいしい身 七生/来栖千依ほか 630 講談社 16 EDENS ZERO（12） 真島ヒロ 450 集英社 2 こちゲー　～こち亀とゲーム～（下） とみさわ昭仁/秋本治 840 小学館 16 よふかしのうた（５） コトヤマ 454

KADOKA 15 A子さんの恋人（７） 近藤聡乃 未定 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 講談社 16 ブルーロック（11） 金城宗幸/ノ村優介 450 集英社 16 ジョジョリオン（24） 荒木飛呂彦 440 小学館 16 トニカクカワイイ（13） 畑健二郎 454

KADOKA 15 ミギとダリ（５） 佐野菜見 未定 講談社 1 自分ツッコミくまといっしょに！冒険ナゾトキ ナガノ/謎解き制作団体ｉ 1000 講談社 16 ヒットマン（11） 瀬尾公治 450 集英社 16 プレイボール2（10） ちばあきお/コージィ城倉 480 小学館 16 魔王城でおやすみ（16） 熊之股鍵次 454

KADOKA 15 ハルタ　2020-OCTOBER（78） ハルタ編集部 未定 講談社 2 小説の神様（３） 相沢沙呼/手名町紗帆 660 講談社 16 なれの果ての僕ら（４） 内海八重 450 集英社 16 生産職を極め過ぎたら伝説の武器が俺の嫁にあまうい白一/神武ひろよ未定 小学館 16 あおざくら　防衛大学校物語（18） 二階堂ヒカル 454

KADOKA 15 金曜日はアトリエで（２） 浜田咲良 未定 講談社 6 彼岸島　48日後…（26） 松本光司 660 講談社 16 死神サイ殺ゲーム（３） 門馬司/大前貴史ほか 450 集英社 16 異世界モンスターブリーダー　～チートはある 柑橘ゆすら/とうのきりほ 未定 小学館 16 ポンコツちゃん検証中（６） 福地翼 454

KADOKA 15 瑠璃の宝石（１） 渋谷圭一郎 未定 講談社 6 疾風伝説特攻の拓～AfterDecade～（８） 桑原真也/佐木飛朗斗 720 講談社 16 それでも歩は寄せてくる（５） 山本崇一朗 620 集英社 16 TOUGH 龍を継ぐ男（18） 猿渡哲也 540 小学館 16 双亡亭壊すべし（19） 藤田和日郎 454

KADOKA 15 碧いホルスの瞳　―男装の女王の物語―（８ 犬童千絵 未定 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（８） 福本伸行 720 講談社 16 鉄界の戦士（２） 墨佳遼 660 集英社 16 HANDS（３） 中野ユウスケ 600 小学館 16 新・ちいさいひと　青葉児童相談所物語（８） 夾竹桃ジン/水野光博ほ 454

KADOKA 15 Ωに堕ちたα様 凪まゆこ 700 講談社 6 おたくの隣りはエルフですか？（３） 植野メグル 660 講談社 16 五等分の花嫁　フルカラー版（７） 春場ねぎ 700 集英社 16 メイド・イン・ひっこみゅ～ず（５） サンカクヘッド 580 小学館 16 ドクザクラ（４） 山本やみー/ＭＩＴＡ 591

KADOKA 15 さよなら初恋またきたなんで 朔ヒロ 700 講談社 6 亜童（２） 天野雀 660 講談社 16 シャングリラ・フロンティア（１） 硬梨菜/不二涼介 620 集英社 16 信号さんはそこにあり（２） 吉舎和幸 630 小学館 16 私の夫は冷凍庫に眠っている（１） 高良百/八月美咲 591

KADOKA 15 世界の終わりと魔女の恋（３） ＫＵＪＩＲＡ 未定 講談社 6 ピックアップ（１） 真鍋昌平/福田博一 660 講談社 16 ヒプノシスマイク　―Division Rap Battle―side ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤ 680 集英社 16 スタンドUPスタート（１） 福田秀 未定 小学館 16 圧勝（13） 小虎 591

KADOKA 17 即席アドリブラバー 黒田くろた 未定 講談社 6 ピックアップ（２） 真鍋昌平/福田博一 660 講談社 16 ヒプノシスマイク　―Before The Battle―　Th   ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤ 700 集英社 16 純愛契約～月100万で飼われた妻～（１） 仙道ますみ 630 小学館 16 秘密のレプタイルズ（10） 鯨川リョウ 591

KADOKA 17 ホテル王はそれを我慢しない　ラスベガス編 慧 未定 講談社 6 GTO パラダイス・ロスト（14） 藤沢とおる 690 講談社 16 童貞絶滅列島（４） 川崎順平 630 集英社 16 片喰と黄金（４） 北野詠一 630 小学館 16 付き合ってあげてもいいかな（５） たみふる 591

KADOKA 17 家猫ノラは大型犬が苦手 藤谷一帆 未定 講談社 6 ソウナンですか？（７） さがら梨々/岡本健太郎 630 講談社 16 SHAMAN KING（15） 武井宏之 600 集英社 16 ボクらは魔法少年（５） 福島鉄平 630 小学館 16 透明の君（４） 季生みなと 700

KADOKA 22 イミグリム（２）～弱虫悪魔の異世界移住計画 前田とも 未定 講談社 7 さよならしきゅう　そのあと 岡田有希 680 講談社 16 SHAMAN KING（16） 武井宏之 600 集英社 16 王様の仕立て屋　～下町テーラー～（７） 大河原遁 600 小学館 16 優等生じゃいられない！（２） 有馬レンジ 591

KADOKA 23 鬼嫁と結婚してしまった結果（２） 大和なでしこ 未定 講談社 7 ラブスコア（１） ＬＥＮ［Ａー７］ 660 講談社 16 SHAMAN KING（17） 武井宏之 600 集英社 16 シャドーハウス（６） ソウマトウ 630 小学館 16 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（５） 丸山恭右 800

KADOKA 23 ガールズ＆パンツァー　劇場版Variante（６） 伊能高史/ガールズ＆パ 未定 講談社 7 うちの師匠はしっぽがない（４） ＴＮＳＫ 未定 講談社 20 りんちゃんさんさーら（２） 雅日野琥珀 630 集英社 16 セーブ＆ロードのできる宿屋さん　～カンスト転稲荷竜/竹内じゅんやほか 630 小学館 16 Forward！―フォワード！―（３） 吉田雄太 800

KADOKA 23 僕の妻は感情がない（２） 杉浦次郎 未定 講談社 7 ウィッチクラフトワークス（15） 水薙竜 660 講談社 20 大きくなったら結婚する！（２） 深冬ふみ 630 集英社 16 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳赤坂アカ 540 小学館 16 魔王城でおやすみ　公式ファンブック 熊之股鍵次/キャラメル・ 691

KADOKA 23 やったねたえちゃん！（２） カワディＭＡＸ 未定 講談社 7 半助喰物帖（４） 草香去来/灯まりも 660 講談社 20 魔女と野獣（７） 佐竹幸典 660 集英社 16 【推しの子】（２） 赤坂アカ/横槍メンゴ 630 小学館 16 生理前にうつになる私　～7年付き合ったカッ みたありさ 909

KADOKA 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 7 ウチの使い魔がすみません（８） 櫓刃鉄火 660 講談社 20 オカルトちゃんは語れない（４） ペトス/橋本カヱほか 660 集英社 16 可愛そうにね、元気くん（６） 古宮海 600 小学館 16 結界師　完全版（９） 田辺イエロウ 1400

KADOKA 23 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？（６） ありかん/細音啓ほか 未定 講談社 9 23区東京マジョ（２） 拝田久 450 講談社 23 賊軍　土方歳三（２） 赤名修 640 集英社 16 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムみかみてれん/むっしゅほ未定 小学館 16 結界師　完全版（10） 田辺イエロウ 1400

KADOKA 23 放課後ビッチクラフト（３） 市原和真/志瑞祐 未定 講談社 9 世界か彼女か選べない（９） 内山敦司 450 講談社 23 水溜まりに浮かぶ島（２） 三部けい 640 集英社 16 復讐を希う最強勇者は、闇の力で殲滅無双す斧名田マニマニ/坂本あき 630 小学館 16 2万光年翔んで新潟 魔夜峰央 1300

KADOKA 23 私の傷は死んでも消さない（２） 緋鍵龍彦 未定 講談社 9 放課後の拷問少女（11） ＢＯＫＵ 450 講談社 23 リーガルエッグ（１） 河本ほむら/木綿八十子 640 集英社 23 恋を描けば色が咲く 紺しょーた 690 小学館 26 チョコレート・ヴァンパイア（14） くまがい杏子 440

KADOKA 23 あやかしこ（８） ヒジキ 未定 講談社 9 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（14） さの隆 450 講談社 23 金田一37歳の事件簿（８） 天樹征丸/さとうふみや 640 集英社 23 これは経費で落ちません！～経理部の森若さ青木祐子/森こさち 460 小学館 26 みらいのダンナさま（５） 吉永ゆう 440

KADOKA 23 魔王を倒した俺に待っていたのは、世話好きな森あいり/ふーみほか 未定 講談社 9 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST（７） 真島ヒロ/上田敦夫 450 講談社 23 ギャングキング（36） 柳内大樹 640 集英社 23 愛したがりのメゾン（４） 里中実華 440 小学館 26 さくら フクシマハルカ/西加奈子 440

KADOKA 23 ほうき世界のアレアとイアラ（２） 赤瀬よぐ 未定 講談社 9 我間乱―修羅―（13） 中丸洋介 450 講談社 23 望郷太郎（３） 山田芳裕 640 集英社 23 黒婚－ブラマリ－（２） 藍川さき 440 小学館 26 みどりのとまり木（２） 手島ちあ 440

KADOKA 23 シロクマ転生（６）森の守護神になったぞ伝説 草野ほうき/三島千廣ほか未定 講談社 9 おかえりアリス（１） 押見修造 450 講談社 23 コウノドリ（32） 鈴ノ木ユウ 640 集英社 23 シンデレラ　クロゼット（４） 柳井わかな 460 小学館 26 ねぇ先生、知らないの？（４） 浅野あや 440

KADOKA 23 鳴かせてくれない上家さん（１） 古日向いろは/更伊俊介 未定 講談社 9 この世界は不完全すぎる（１） 左藤真通 640 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 集英社 23 三日月とネコ（１） ウオズミアミ 600 小学館 26 イケメンパンダ（２） ナオダツボコ 800

KADOKA 23 ニトの怠惰な異世界症候群　～最弱職〈ヒーラまえはた/蒸留ロメロほか未定 講談社 9 こいつらの正体が女だと俺だけが知っている ＮＥＯ草野/猫又ぬこほか 650 講談社 23 ミツナリズム（２） 鈴木コイチ 640 集英社 23 みにあまる彼氏（９） ほしの瑞希 460 小学館 28 デュエル・マスターズ　キング（２） 松本しげのぶ 454

KADOKA 23 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので松井俊壱/リュートほか 未定 講談社 9 レベル1だけどユニークスキルで最強です（５）真綿/三木なずなほか 650 講談社 23 クッキングパパ（155） うえやまとち 640 集英社 23 抱きしめて　ついでにキスも（５） 美森青 440 小学館 28 スーパーマリオくん（56） 沢田ユキオ 454

KADOKA 23 異世界おじさん（５） 殆ど死んでいる 未定 講談社 9 THE KING OF FIGHTERS ～A NEW BEGINNI ＳＮＫ/あずま京太郎 680 講談社 23 やきもんロワイヤル（１） 竹谷州史 640 集英社 23 かわいすぎる男子がお家で待っています（３） 高瀬わか 600 小学館 28 ニンジャラ（１） 金林洋 454

KADOKA 23 うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も ほた。/ＣＨＩＲＯＬＵほか 未定 講談社 9 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。 泉乃せん/星屑ぽんぽん 650 講談社 23 俺たちの日常は始まったばかりだ（３） 氷川へきる 650 集英社 23 神様が恋をしろと言っている！（１） 花松あやか 未定 小学館 30 漫画家本SPECIAL スピリッツ本 川崎ぶら/輔老心 1400

KADOKA 23 塔の管理をしてみよう（７） 盧恩＆雪笠（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌ未定 講談社 9 兎にも角にも（４） 穐山きえ 650 講談社 23 風太郎不戦日記（２） 山田風太郎/勝田文 680 集英社 23 つぼみコンプレックス 星屋ハイコ 未定 小学館 30 ぽんこつポン子（７） 矢寺圭太 591

KADOKA 23 伝説のお母さん　つづきから かねもと 未定 講談社 9 無号のシュネルギア（３） 高田裕三 650 講談社 23 猫奥（１） 山村東 640 集英社 23 ハロー、イノセント（１） 酒井まゆ 未定 小学館 30 風都探偵（９） 佐藤まさき/石ノ森章太郎 618

KADOKA 24 僕のカノジョ先生（３） 孟倫＆星河蟹/鏡遊ほか未定 講談社 9 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（12） 福田直叶/むらさきゆきや 680 講談社 23 マリアージュ～神の雫　最終章～（24） オキモト・シュウ/亜樹直 640 集英社 23 深海のふたり 冬乃郁也 未定 小学館 30 空母いぶきGREAT GAME（２） かわぐちかいじ/八木勝大 591

KADOKA 24 ロード・エルメロイII世の事件簿（６） 東冬/三田誠ほか 640 講談社 9 異世界マンチキン　―HP1のままで最強最速 志瑞祐/青桐良 650 講談社 23 カバチ！！！―カバチタレ！3―（29） 田島隆/東風孝広 640 集英社 23 少女漫画のせいだからっ（４） きら 未定 小学館 30 太陽と月の鋼（１） 松浦だるま 591

KADOKA 24 Fate/Apocrypha（９） 石田あきら/東出祐一郎 未定 講談社 9 ひゆみの田舎道（２） サイとウマお 620 講談社 23 ノラと雑草（４） 真造圭伍 660 小学館 30 武士スタント逢坂くん！（４） ヨコヤマノブオ 591

KADOKA 24 Fate/Grand Order コミックアラカルト　PLUS！　  ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/コンプエ未定 講談社 9 可愛いだけじゃない式守さん（６） 真木蛍五 620 講談社 23 東京ノラ（１） アリムラモハ 650 小学館 30 田島シュウの日めくり漫言（２） 田島シュウ 591

KADOKA 24 HGに恋するふたり（２） 工藤マコト/矢立肇ほか 640 講談社 9 フェチップル（６） るり原ズラチー 620 講談社 23 OL進化論（42） 秋月りす 850 小学館 30 アオアシ（22） 小林有吾 591

KADOKA 24 機動戦史ガンダム武頼（１） 礒部一真/矢立肇ほか 未定 講談社 9 メイドの岸さん（１） 柏木香乃 620 講談社 23 とりぱん（27） とりのなん子 750 小学館 30 BABEL（７） 石川優吾 591

KADOKA 24 機動戦士ムーンガンダム（６） 福井晴敏/虎哉孝征ほか未定 講談社 12 十三機兵防衛圏　アンソロジーコミック　STARアトラス・ヴァニラウェア/ 未定 講談社 23 むか～しむかしの　子供に読ませなくてもいい柘植文 900 小学館 30 ショパンの事件譜（６） あおきてつお/北原雅紀 591

KADOKA 24 機動戦士ガンダム　GROUND ZERO コロニー才谷ウメタロウ/矢立肇ほ未定 講談社 12 幸せカナコの殺し屋生活（４） 若林稔弥 未定 講談社 23 天気の子（３） 新海誠/窪田航 660 小学館 30 フルーツ宅配便（12） 鈴木良雄 591

KADOKA 24 新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNITときた洸一/矢立肇ほか 未定 講談社 12 カルデアこぼればなし　染宮すずめFate/Gra  染宮すずめ/ＴＹＰＥ－ＭＯ未定 講談社 23 友達として大好き（１） ゆうち巳くみ 680 小学館 30 黄昏流星群（63） 弘兼憲史 591

KADOKA 24 新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNITときた洸一/矢立肇ほか 未定 講談社 12 妖怪PARADE ぴよFate/Grand Order作品集 ぴよ/ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 未定 講談社 23 乾と巽―ザバイカル戦記―（４） 安彦良和 660 小学館 30 善人長屋（５） 尾瀬あきら/西條奈加 620

KADOKA 24 ジオン軍の失敗U.C.0079 岡嶋裕史 未定 講談社 13 ヴァンパイア男子寮（５） 遠山えま 450 講談社 23 ヴィンランド・サガ（24） 幸村誠 660 小学館 30 BLUE GIANT SUPREME（11） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 620

KADOKA 24 ジオン軍の遺産U.C.0087‐U.C.096 岡嶋裕史 未定 講談社 13 シークレット・シンデレラ～甘い秘密～（４） ぷりぷりろーず 450 講談社 23 大人のそんな奴ァいねえ！！（６） 駒井悠 682 小学館 30 BLUE GIANT EXPLORER（１） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 620

KADOKA 24 明治浪漫綺話（３） 音中さわき 未定 講談社 13 カモナ　マイハウス！（３） 南波あつこ 450 講談社 23 無限の住人～幕末ノ章～（３） 滝川廉治/陶延リュウほか 660 小学館 30 キョーダイなんかじゃいられない！（３） 辻永ひつじ 440

KADOKA 24 プロメテウスの枷鎖（３） 藤也卓巳 未定 講談社 13 山口くんはワルくない（３） 斉木優 450 講談社 23 波よ聞いてくれ（８） 沙村広明 660 小学館 30 名探偵は三姉妹！？ あずき友里 440

KADOKA 24 真夜中のオカルト公務員（14） たもつ葉子 未定 講談社 13 彼女の恋が叶えばいいのに（１） 歌鳴リナ 450 講談社 26 つげ義春大全（８）忍者秘帳1 忍者秘帳2 つげ義春 3000 小学館 30 こっちむいて！みい子（34） おのえりこ 440

KADOKA 24 ちびっこ賢者、Lv.1から異世界でがんばりますみさき樹里/彩戸ゆめほか未定 講談社 13 花と紺青　防大男子に恋しました。（１） 西香はち 450 講談社 26 つげ義春大全（12）野盗の砦　流刑人別帳 つげ義春 4000 小学館 30 森ののくまちゃん（２） えびなしお 440

KADOKA 24 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 13 黒崎くんの言いなりになんてならない（17） マキノ 450

KADOKA 24 シンデレラガールズ　シンデレラガールズ劇場　バンダイナムコエンターテ未定 講談社 13 ホンノウスイッチ（４） ＫＵＪＩＲＡ 450

KADOKA 24 異世界女子寮　使い魔いおりとモン娘たちの3あかうめ 未定 講談社 13 人事のカラスは手に負えない（２） 大谷紀子 460

KADOKA 24 魔々ならぬ（２） ゆーき 未定 講談社 13 星降る王国のニナ（３） リカチ 460

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

 

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

 

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671       石山駅前店  ℡ 077-533-7717  
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秋田書店 8 六道の悪女たち（22） 中村勇志 454 キルタイ 29 （成）雷光神姫アイギスマギア　―PANDRA sa   エレクトさわる 1200 祥伝社 24 アクトアウト（下） 冬房承 700 竹書房 27 記憶の怪物（３）（完） ＭＡＥ 660 双葉社 16 花はどっちだ？（５） 小田原みづえ 630

秋田書店 8 BEASTARS（21） 板垣巴留 454 キルタイ 29 （成）毒でんぱ単行本（仮） 毒でんぱ 1000 祥伝社 24 オネエ失格（６）ハジメテすべてを求め合う午後冴月ゆと 590 竹書房 27 動物のおしゃべり（23） 神仙寺瑛 750 双葉社 28 エイジング―80歳以上の若者が暮らす島―（ 友野ヒロ 640

秋田書店 8 バクくん（３） 田中優吏 454 クロエ出 2 （成）色欲の系譜　母も姉も妹も 天乃一水 1018 祥伝社 30 ぼくとイリス先生と（１） 甘詰留太 680 竹書房 29 ねえ、ぴよちゃん（５） 青沼貴子 1200 双葉社 28 みかづきマーチ（２） 山田はまち 620

秋田書店 8 バキ道（７） 板垣恵介 454 クロエ出 2 （成）思春期のお勉強 メガねぃ 1018 スコラマ 30 （成）GLOSSY Ｃｕｖｉｅ 1182 竹書房 30 アンダーマイスキン 薄井いろは 660 双葉社 28 アミグダラ（２） 永田一由 640

秋田書店 8 ヤンキーJKクズハナちゃん（２） 宗我部としのり 454 幻冬舎コ 24 新堂家の事情グラビテーションN.G. 村上真紀 700 スコラマ 30 （成）おち○ぽスキスキびっちーず たぬきマソ 1100 竹書房 30 お前にだけは好きって言わない 橈やひろ 660 双葉社 28 ライジングサンR（６） 藤原さとし 630

秋田書店 8 桃源暗鬼（１） 漆原侑来 454 幻冬舎コ 24 REALIVE！（１）～帝都神楽舞隊～ ＧＭＯライブゲームス（株 650 スクウェア 7 すべて灰になっても（５） 鬼八頭かかし/辻森惺ほ 600 竹書房 30 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 28 青少年アシベ（４） 笑平/森下裕美 640

秋田書店 8 弱虫ペダル（69） 渡辺航 454 幻冬舎コ 24 衝撃は防御しつつ返すのが当然です～転生令ＴＯ～ＫＵ/水玉ほか 650 スクウェア 7 貴族転生　～恵まれた生まれから最強の力を三木なずな/華嶋ひすい 600 竹書房 30 君に紡ぐ傍白（１） 矢坂しゅう 800 双葉社 28 ドクムシ　The Ruins Hotel（６）（完） 恵那/八頭道尾 620

秋田書店 8 潮が舞い子が舞い（４） 阿部共実 600 幻冬舎コ 24 詰んでる元悪役令嬢はドS王子様から逃げ出 うすいかつら/かーみら 630 スクウェア 7 高2にタイムリープした俺が、当時好きだった先ケンノジ/松元こみかんほ 600 竹書房 30 ゾンビヒロインと悪人面のハゲ（１） なむる。 660 双葉社 30 黄昏ゴルフ倶楽部（１） ヒロカネプロダクション／ 630

秋田書店 8 マジカルパンチ　マジカル抜き（３）（完） 中斉翔/原田靖生 630 幻冬舎コ 24 結界師への転生（３） 片岡直太郎/装一ほか 630 スクウェア 7 その劣等騎士、レベル999（４） 白石新/山﨑千裕ほか 600 竹書房 30 うちの会社の小さい先輩の話（１） 斎創 660 双葉社 30 異世界でもふもふなでなでするためにがんば 高上優里子/向日葵 630

秋田書店 8 DESTRA ―デストラ―（２） 本田優貴 630 幻冬舎コ 24 キッズログ（７） 葉芝真己 660 スクウェア 7 万年Dランクの中年冒険者、酔った勢いで伝説九頭七尾/温木アツシほ 600 竹書房 30 ものカノ　もののけ彼女たちとマッチングした主藤こよみ 660 双葉社 30 勇者伝説の裏側で俺は英雄伝説を作ります　まお/ナカノムラアヤスケ 630

秋田書店 8 SSSS.GRIDMAN新世紀中学生の執事カフェ（ 迫ミサキ/ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤ 630 幻冬舎コ 24 太刀風君は侘びている うさきこう 660 スクウェア 7 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー深山鈴/茂村モト 600 竹書房 30 今日もカレーですか？（１） 藤川よつ葉/あづま笙子 660 双葉社 30 転生！　竹中半兵衛　マイナー武将に転生し カズミヤアキラ/青山有 630

秋田書店 8 小説　ゆうえんち　―バキ外伝―（１） 板垣恵介/夢枕獏ほか 800 幻冬舎コ 24 過ぎし日の恋と甘い微熱 上川きち 660 スクウェア 7 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざしま西島ふみかる/白縫餡ほ 600 大都社 12 転生エロエルフの中の人は29歳処女OLです 蒼田カヤ 650 文苑堂 30 （成）百合の蕾に唇触れて ｓｙｏｕ 1100

秋田書店 16 Rosen Blood（３）～背徳の冥館～ 石据カチル 454 幻冬舎コ 24 俺のムスコが反抗期 西山アラタ 660 スクウェア 7 最強勇者はお払い箱→魔王になったらずっと まさゆみ/澄守彩ほか 600 大都社 12 絶倫ドS魔術師アークと私の専属契約書（１） ざわっこ/ゆずこ 650 文苑堂 30 （成）淫情なオツトメ 東磨樹 1100

秋田書店 16 偽装結婚のススメ（３）～溺愛彼氏とすれちが 雨宮榮子 600 幻冬舎コ 24 ずっと君のターン 琢磨 630 スクウェア 7 錬金術師です。自重はゴミ箱に捨ててきました夏月涼/徒楽耀ほか 600 大都社 12 遊女の恋碧い瞳に濡れて 夏生恒 650 フロンティ 12 転生王女は今日も旗を叩き折る（４） 玉岡かがり/ビス 580

秋田書店 16 悪辣耽溺エデュケーション 里西立樺 639 ゴルフダ 30 オーイ！とんぼ（26） かわさき健/古沢優 600 スクウェア 7 教会務めの神官ですが、勇者の惨殺死体転送夏川優希/タナカトモ 600 大都社 26 純情ビッチの片想い男の娘デリバリーの目隠 みえちかつ 700 フロンティ 15 うさぎは正義（８） 井口病院 627

秋田書店 16 スピニングハートキックアウト 夏來ジッポ 777 コスミック 17 DTちゃうもん！　～イキリ童貞くんをメス堕ちさサクラジャム 680 スクウェア 7 八歳から始まる神々の使徒の転生生活（２） えぞぎんぎつね/春夏冬ア 600 大都社 26 獣人マリッジ180日間の夫婦契約 鈴本ノンキ 700 フロンティ 22 セックスしたけど、好きじゃない やん 673

秋田書店 16 KEY JACK KEEP ALIVE（３）（完） 潮見知佳 600 コアマガ 2 セックスが気持ちイイって本当ですか？ さとう蜂子 735 スクウェア 7 Elysion Online ～ドラゴニュートと召喚師～（１とんし/とりうみいたち 600 大都社 26 うちのコは邪魔しかしない おおさと理央 800 フロンティ 22 狼の花嫁（３） りゆま加奈 673

秋田書店 16 酒と恋には酔って然るべき（５） はるこ/江口まゆみ 680 コアマガ 2 ブルー・ド・ロワ（２） 天禅桃子 705 スクウェア 7 デッド・フラッグ（１） ｈｏｌｉｃｏ/ニシカワ醇 618 大誠社 16 凛子さんはシてみたい（３） 藤田みお 636 フロンティ 22 快感ラブフィッティング 湯裸 673

秋田書店 16 10年シてないスダチさん（２） 高田ローズ 680 コアマガ 10 母性天使マザカルカノン（１） １億年惑星 900 スクウェア 7 デッド・フラッグ（２） ｈｏｌｉｃｏ/ニシカワ醇 618 ティーアイ 2 （成）ふたなり夜どおし発情期 かもたま 1018 フレックス 12 魔王様に召喚されたけど言葉が通じない。（１うたしま 600

秋田書店 16 教えて（シロハート）旦那サマ（シロハート）（シ草薙竜樹 480 コアマガ 24 親友に催眠術をかけてのってみた。 由元千子 685 スクウェア 12 戦×恋（ヴァルラヴ）（11） 朝倉亮介 618 ティーアイ 2 （成）洗脳嬉姦 ＳＩＮＫ 1018 フレックス 15 世界はねこでできている　ショートねこエッセイＣＯＭＩＣポラリス編集部 780

秋田書店 16 生きやすい（２） 菊池真理子 900 コアマガ 24 もっとみせてよ まぶた単 695 スクウェア 12 英雄教室（10） 新木伸/岸田こあらほか 600 ティーアイ 9 （成）Let's逆レイプ（ベタハート） 九栗おいも 1018 フレックス 15 ゴマ塩とぷりん（２） 鈴木有布子 700

秋田書店 20 フランケン・ふらんFrantic（３） 木々津克久 630 コアミック 20 グレイスローザ（１） 氷室 600 スクウェア 12 無能なナナ（７） るーすぼーい/古屋庵 600 TOブック 1 本好きの下剋上　第二部　本のためなら巫女 鈴華 600 フレックス 22 理系が恋に落ちたので証明してみた。（９） 山本アリフレッド 570

秋田書店 20 ニンジャスレイヤー（６）キョート・ヘル・オン・アブラッドレー・ボンド＋フィ 630 コアミック 20 おとりよせ王子　飯田好実　新装版（４） 高瀬志帆 800 スクウェア 12 元魔王軍幹部、娘つき　第二の人生は現代で吉山航平 618 TOブック 1 大賢者の愛弟子（１）～防御魔法のススメ～＠ａｂｕａ/ナカノムラアヤスケ 640 復刊ドッ 22 新装版　風が強く吹いている（１） 三浦しをん/海野そら太 1700

秋田書店 20 エコエコアザラクREBORN（１） 古賀新一/山田Ｊ太 630 コアミック 20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（１） 隆慶一郎/原哲夫ほか 650 スクウェア 12 恋愛グリモワール～最強童貞の勇者様が結婚いぬやまりこ 600 TOブック 1 特級ギルドへようこそ！＠COMIC（１） 壱コトコ/阿井りいあ 640 復刊ドッ 22 幽霊船／空飛ぶゆうれい船　［完全版］ 石ノ森章太郎 6800

秋田書店 20 科学的に存在しうるクリーチャー娘の観察日誌ＫＡＫＥＲＵ 630 コアミック 20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（２） 隆慶一郎/原哲夫ほか 650 スクウェア 12 最速無双のB級魔法使い　一発撃たれる前にＣＫ/山浦柊ほか 600 TOブック 15 レムシータ・ブレイブス・オンライン～スローラ 森名尚/右薙光介 640 復刊ドッ 22 火の鳥　《オリジナル版》　黎明編 手塚治虫 3800

秋田書店 20 織津江大志の異世界クリ娘サバイバル日誌（ ＫＡＫＥＲＵ/瀬口たかひろ 630 コアミック 20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（３） 隆慶一郎/原哲夫ほか 650 スクウェア 12 伝説の竜装騎士は田舎で普通に暮らしたい　タック/丸智之ほか 600 TOブック 15 悪鬼のウイルス（１） 鈴丸れいじ/二宮敦人 640 復刊ドッ 22 火の鳥　《オリジナル版》　未来編 手塚治虫 3800

秋田書店 20 シガレット&チェリー（９） 河上だいしろう 630 メディアソ 5 運命なんていらない 十わだこ 650 スクウェア 12 捕食系ヒロインにあと1年以内に食べられます森下ｓｕｕ 600 TOブック 15 継続は魔力なり～ハズレ魔法で異世界無双～鶴山ミト/リッキー 640 プランタン 6 その優しい指先は危険な熱を帯びている（仮 冬乃よる 未定

秋田書店 20 海喰い（１） 藤澤勇希/戸田泰成 630 メディアソ 5 セックスしてみたかったOLにとり憑かれたキャ栗之丸源 660 スクウェア 12 リリReカスタマイズ　モデラーも異世界では錬 藤代健 600 徳間書店 13 災い狐のくずれちゃん（１） うかんむり 720 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芽玖いろは/琥狗ハヤテ 未定

秋田書店 20 QP 我妻涼～Desperado～（11） 髙橋ヒロシ/今村ＫＳＫほ 630 メディアソ 5 セックスしてみたかったOLにとり憑かれたキャ栗之丸源 670 スクウェア 12 サイコパス彼女と崩壊する僕の日常（１） Ｋｆｕｍｉ/ＨＵＩＬＡＭＳＩほか 600 徳間書店 13 昔勇者で今は骨（２） 内々けやき/佐伯庸介ほ 720 プランタン 28 シャングリラの鳥（２）（仮） 座裏屋蘭丸 未定

秋田書店 20 信長を殺した男～本能寺の変431年目の真実藤堂裕/明智憲三郎 630 メディアソ 5 深いのと、あついの。オフィスでも家でも愛されマオｓｔ 720 スクウェア 12 姫野くんは姫になりたくない（１） 三日月ランプ 600 徳間書店 13 偽・聖剣物語　幼なじみの聖女を売ったら道連蟹蜜七吉/溝上良ほか 720 ブライト出 16 恋愛アレルギー（３） 井藤楊子 664

秋田書店 20 チカーノKEI～米国極悪刑務所を生き抜いた日ＫＥＩ/マサシ 630 英和出版 9 俺はお前の牛じゃない！（仮） みーち 670 スクウェア 12 ゴブリンスレイヤー（10） 蝸牛くも/黒瀬浩介ほか 600 徳間書店 24 二重螺旋（２） 吉原理恵子/円陣闇丸 640 ブライト出 16 私の姫様♀がこんな絶倫♂なわけがナイッ！市居ちい 664

秋田書店 20 恋愛志向生徒会（４） 如月群真 630 三交社 23 クロエと雌の園（上） ちふゆ 582 スクウェア 12 ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン（６） 蝸牛くも/栄田健人ほか 636 徳間書店 24 いびつなボクらのカタチ（上） 見多ほむろ 630 ブライト出 16 恋愛不感症（５） アキラ 618

秋田書店 20 エロティック×アナボリック（１） あちゅむち 630 三交社 23 クロエと雌の園（下） ちふゆ 618 スクウェア 12 ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カ蝸牛くも/青木翔吾ほか 600 徳間書店 24 いびつなボクらのカタチ（下） 見多ほむろ 660 ふゅーじ 9 白い朝に（上） 森世 700

秋田書店 20 日本を創った男～渋沢栄一　青き日々～（１） 星野泰視 630 メディアソ 23 同棲からはじめました。相思相愛編 ｋｏ 660 スクウェア 22 BLマンガ脳妹×少女マンガ脳兄（２） 鳥原習 818 日本文芸 9 ガンニバル（８） 二宮正明 680 ふゅーじ 24 ヤンキーとねこちゃん（仮） タンノシオ 700

秋田書店 20 ぱンすと。（９） 岡田和人 630 メディアソ 23 ヤンキー俳優、えっちな演技指導されてます。水季さかゑ 650 スクウェア 22 氷属性男子とクールな同僚女子（３） 殿ヶ谷美由記 818 日本文芸 9 男塾外伝　伊達臣人（９） 宮下あきら/尾松知和 680 ぶんか社 5 四天王最弱だった俺。転生したので平穏な生 藤居にこ/謙虚なサークル 630

朝日新聞 20 犬神Re（１） 外薗昌也/志水アキ 800 メディアソ 23 ご指名No.1が俺を抱きたいにも程がある！ 世津 650 スクウェア 22 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（５ 豊田悠 818 日本文芸 17 ミナミの帝王（159） 天王寺大/郷力也 680 ぶんか社 10 なまらうまい！　たんぽぽちゃんの昭和ごはん　青沼貴子 773

朝日新聞 20 星を釣ること。（１） 篠原烏童 650 メディアソ 23 制服×筋肉BL 鬼嶋兵伍ほか 1200 スクウェア 22 腐男子家族（４） すずり街 818 日本文芸 17 運び屋・ラバ（２） オオヒラ航多 720 ぶんか社 14 双子コンプレックス（２） おりはらさちこ 800

朝日新聞 20 百鬼夜行抄（28） 今市子 800 三和出版 29 （成）あなキュンGirls（シロハート） まめぞう 1182 スクウェア 22 仲の悪い許嫁の話（３） 鉢谷くじら 818 日本文芸 29 警部補ダイマジン（６） リチャード・ウー/コウノコ 680 ぶんか社 14 不浄を拭うひと（２） 沖田×華 745

茜新社 23 blanc（２） 中村明日美子 720 ジーオー 20 あの人は血を求めてしまう（１） 浦部はいむ 740 スクウェア 22 少年の初恋は美少女♂でした。（３） 小林キナ 600 日本文芸 29 江戸前の旬（105） 九十九森/さとう輝 680 ぶんか社 17 辻占売（18） 池田さとみ 627

茜新社 28 （成）小さい子でも全部入る穴 冬嗣 1100 ジーオー 26 （成）ヒミツの性春・応援部（上） かたせなの 1200 スクウェア 22 悪魔さんとお歌（２） 森下真 909 日本文芸 29 アンダープリズン（４） 宮尾行巳 720 ぶんか社 17 真一郎さんったら結構ヤラシイ！　生真面目な権田原 662

茜新社 28 （成）この子孕ませてもいいですか？ あいらんどう 1100 ジーオー 26 （成）ヒミツの性春・応援部（下） かたせなの 1200 スクウェア 22 好きな子がめがねを忘れた（６） 藤近小梅 600 日本文芸 29 隣人X（１） 楠本哲 720 ぶんか社 17 隼人くんと早穂ちゃんは本日もいちゃ甘。　＃ 久遠アユム 648

茜新社 28 （成）イジワルコネクト 葵井ちづる 1200 ジーオー 30 （成）初恋時間。 さいもん 1400 スクウェア 24 薬屋のひとりごと（７） 日向夏/ねこクラゲほか 600 日本文芸 29 ギフト±（20） ナガテユカ 680 ぶんか社 17 大きすぎて、（彼のアレが）先っちょしか入りま 藤原江奈 648

茜新社 28 （成）永世流転 黒青郎君 1200 ジーオー 30 （成）母の日と娘の日～四畳半書房作品集～ 四畳半書房 1400 スクウェア 24 復讐の星（３） 伊藤寿規 600 日本文芸 29 今宵、妻が。（11） 佐野タカシ 680 ぶんか社 17 野獣シークと奴隷契約しました。（７） 環レン 648

一迅社 15 ご奉仕クラブはじめました。 常好し 690 ジーオー 30 コーポ・ア・コーポ（２） 岩波れんじ 700 スクウェア 24 八雲さんは餌づけがしたい。（10） 里見Ｕ 600 日本文芸 29 ヒトデナシ　―大江戸畜生稼業― 村田燕昇/忠見周 680 ぶんか社 29 恋のフラグは俺だけにして波多野さん！ 桜井飛鳥 648

一迅社 15 理想的恋愛の条件 灰田ナナコ 700 ジーオー 30 到着ロビーでつかまえて ｈｉｔｕｊｉ 740 スクウェア 24 ダストボックス2.5（５） 高津カリノ 545 日本文芸 29 シュルスの魔女（４） 小田原みづえ 700 芳文社 1 女子校だからセーフ（２） おーうち 650

一迅社 15 家出キツネは幼馴染とケッコンしたい 神門佑哉 690 ジーオー 30 ダッドマイラバー 九日雫 720 スクウェア 24 不器用な先輩。（２） 工藤マコト 600 LINE　Di 　15 ウル松さん（１） 赤塚不二夫/わんにゃん 580 芳文社 5 俺を狂わすドSな先輩 いさか十五郎 660

一迅社 16 ロンリーガールに逆らえない（２） 樫風 680 主婦と生 30 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイこ桂イチホ/ふか田さめたろ 630 スクウェア 24 君死ニタマフ事ナカレ（10） ヨコオタロウ/森山大輔ほ 600 LINE　Di 　15 悲熊（１） キューライス 1000 芳文社 5 僕の、憎らしい犬。 いさか十五郎 660

一迅社 16 割り切った関係ですから。（３） ＦＬＯＷＥＲＣＨＩＬＤ 680 少年画報 1 ねこぱんちセカンド　秋 アンソロジー 590 スクウェア 27 黒執事（30） 枢やな 600 LINE　Di 　15 ぐるぐるてくてく（４）（完） 帯屋ミドリ 620 芳文社 5 醍醐さんちの大型犬（ペット）くん あめのジジ 660

一迅社 16 ゆめぐりゆりめぐり（３） はづき 680 少年画報 5 ようこそ！うららか食堂へ（１） 矢直ちなみ 690 スクウェア 27 紅い霧の中から（１） 野原もさえ 600 LINE　Di 　15 織部姉妹のいろいろ（５） くも子 580 芳文社 5 同室過剰スキンシップ 彩月ユリィ 660

一迅社 22 すのはら荘の管理人さん（６） ねこうめ 800 少年画報 5 星と星空のキッチン（１） グリコ 690 スクウェア 27 ただ幸せな異世界家族生活～転生して今度こ舞/水沢翔ほか 600 LINE　Di 　15 I rob you（２） 乱ぼたん 800 芳文社 7 ラディカル・ホスピタル（35） ひらのあゆ 690

一迅社 22 好きこそももの上手なれ！（２） 楠元とうか 828 少年画報 5 夫婦めし（１） 香川まさひと/木村直巳 690 スターツ 16 お気の毒さま、今日から君は俺の妻（１） 孝野とりこ/あさぎ千夜春 640 LINE　Di 　15 一度死んでみた（２）（完） 澤本嘉光/葛目迅 580 芳文社 7 わさんぼん（６）（完） 佐藤両々 690

一迅社 24 ガラクタ・ファミリア（１） 小牧街 620 少年画報 10 出戻り館のセバスチャン（２）（完） かたやままこと 690 スターツ 16 お気の毒さま、今日から君は俺の妻（２） 孝野とりこ/あさぎ千夜春 640 LINE　Di 　15 閃光ライド（７） スズキイッセイ 580 芳文社 7 神シュフ☆エンタ（３）（完） 胡桃ちの 690

一迅社 24 彼に依頼してはいけません（５） 雪広うたこ 620 少年画報 12 さよならブラック企業　働く人の最後の砦「退職外本ケンセイ/小澤亜季子 690 スターツ 16 エリート専務の甘い策略（３） ましろ雪/滝井みらん 640 LINE　Di 　15 リトル・ロータス（５） 西浦キオ 580 芳文社 7 2年B組オネェ先生（１） 高瀬雛 690

一迅社 24 カーニヴァル（26） 御巫桃也 620 少年画報 12 ねこぱんち　やんちゃ号 アンソロジー 498 青泉社 12 旦那さま（仮）は溺愛ヤクザ（１）何度も突かれ秕ユウジ 650 LINE　Di 　15 スマホを落としただけなのに（５） 志駕晃/嶋田ひろあき 580 芳文社 12 はるかなレシーブ（10）（完） 如意自在 630

一迅社 24 ボクラノキセキ　short stories 久米田夏緒 640 少年画報 12 猫絵十兵衛　御伽草紙（22） 永尾まる 690 青泉社 12 むぎゅ…ハグだけでイキそう！？（１）ぽちゃ女ハヅキ 650 LINE　Di 　15 スーパーノヴァはキスの前に（２） なめたけ 620 芳文社 15 妻、小学生になる。（６） 村田椰融 620

一迅社 24 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民松浦ぶんこ/天壱ほか 640 少年画報 16 制服少女未征服（４） 亜桜まる 650 青泉社 20 わたしを探して はざまもり 750 LINE　Di 　15 それは、君が見た青だった（２） 三永ワヲ 800 芳文社 15 ねこまた。（６）（完） 琥狗ハヤテ 620

一迅社 24 蒼井くんにはかなわない（１） 押川いい 640 少年画報 16 見たいもの見せましょう たまはがね 650 アルファ 1 緑の魔法と香りの使い手（１） まめぞう/兎希メグ 680 Jパブリッ 17 セックスセールスドライバー さばみそ 648 芳文社 15 彼女ガチャ（４） 吉宗 620

一迅社 24 溺愛令嬢は旦那さまから逃げられません…っ 　アンソロジー 780 少年画報 16 ヨタモノサダメ　～八百八町の鑑定奇譚～（２ 瀬戸一里 690 アルファ 1 令嬢はまったりをご所望。（２） 梶山ミカ/三月べに 680 Jパブリッ 23 永久指名おねがいします！（12） カナエサト 699 芳文社 15 夜のおねえさんは食べることばかり考えている藤川よつ葉/ＦＵＲＩＣＯ 620

一迅社 26 アークナイツ　コミックアンソロジー（２） アンソロジー 843 少年画報 26 夜鷹、廻る 八汐ごよう 690 アルファ 15 完璧御曹司の結婚命令 Ｃａｒａｗｅｙ/栢野すばる 640 Jパブリッ 24 キノとヤノ 空垣れいだ 648 芳文社 15 コロとちーちゃん（３）（完） みなりふうりん 620

一迅社 26 アズールレーン　コミックアンソロジー　Break アンソロジー 843 少年画報 26 闇裁き（１） 久保田流生 650 アルファ 15 君と出逢って 柚和杏/井上美珠 640 ハーパー 1 彼が結婚する理由 アリスン/エマ・ダーシー 600 芳文社 15 経理の夏谷さんはガマンできない（２） 財政ろろ 620

一迅社 27 アズールレーン　THE ANIMATION あなたの碧ｉｃｈｉｎｏｍｉ 637 少年画報 26 真実のカウンセリング（１） ゆうきゆう/ソウ 690 アルファ 15 旦那様、その『溺愛』は契約内ですか？ 玄野さわ/桔梗楓 640 ハーパー 1 砂漠の王子に捨てられて ほり恵利織/クリスティー 600 芳文社 27 スロウスタート（８） 篤見唯子 850

一迅社 27 ムッツリな妄想女子とイチャイチャするアンソロアンソロジー 750 少年画報 26 スモーキング・サベージ（５） 岩城宏士 650 彗星社発 16 今夜、NOとは言わせない…外国人上司のケモＭｅｇ 680 ハーパー 1 白馬の王子がついた嘘 高井みお/ジェニファー・ル 600 芳文社 27 精霊さまの難儀な日常（３）（完） 琴慈 850

インテル 23 One Chance！ そらと 691 少年画報 30 ダンジョン＆デリバリー 鈴木小波 650 彗星社発 16 上司のアソコはXLサイズ！？～太い先っぽ…可児いとう 680 ハーパー 1 シンデレラの涙 葛城しずく/ベティ・ニール 600 芳文社 27 社畜さんと家出少女（２） タツノコッソ 850

イースト 17 高校生を、もう一度 浦部はいむ 800 少年画報 30 蒼き鋼のアルペジオ（20） Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 650 彗星社発 16 大人にゃ恋の仕方がわからねぇ！（３） 桂タマミ 980 ハーパー 1 迷い込んだ愛の森 山下友美/ヘレン・ディクソ 619 芳文社 27 みらいちゃんねる（２）（完） ＭＩＧＣＨＩＰ 850

イースト 17 となりの妖怪さん（３） ｎｏｈｏ 760 少年画報 30 宅配屋ポー Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 690 ブラスト出 16 （成）乗馬女子に騎乗られたいっ！発情アパーユウキＨＢ 1000 ハーパー 1 呪いが解けた夜 牧あけみ/ロビン・ドナル 600 芳文社 27 いのち短し善せよ乙女（１） 土管 850

イースト 17 ハカセの失敗（仮） 七野ワビせん 888 少年画報 30 DUAL ACCOUNT Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 690 アルファ 26 Re:Monster（７） 小早川ハルヨシ/金斬児狐 680 ハーパー 1 十年目のプロポーズ 美中/クリスティン・リマー 600 芳文社 27 おちこぼれフルーツタルト　アンソロジーコミッ アンソロジー 850

イースト 17 ベルリンうわの空　ウンターグルンド（仮） 香山哲 1000 少年画報 30 太陽系SF冒険大全　スぺオペ！（３） 麻宮騎亜 700 アルファ 26 じい様が行く（５） 彩乃浦助/蛍石 680 ハーパー 10 眠れぬ夜はボスと 小林博美/キャロル・モー 600 芳文社 27 ご注文はうさぎですか？画集Cafe´ du Soleil Ｋｏｉ 2000

エンジェル 16 （成）焦がれる君を搾りたい。 ７ｚｕ７ 1000 新書館 1 美作くんと迷える子豚 梅田みそ 690 アルファ 26 月が導く異世界道中（８） 木野コトラ/あずみ圭 680 ハーパー 10 王にこの身を捧げ 宮花みん/オリヴィア・ゲ 600 ホビージ 27 新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほ 荻野ケン/岸馬きらく 650

エンジェル 16 （成）敗辱アンダーグラウンド デイノジ 1000 新書館 1 跪いて愛を問う 山田ノノノ 690 アルファ 26 元構造解析研究者の異世界冒険譚（４） 桐沢十三/犬社護 680 ハーパー 10 世界一のプレゼント 荻丸雅子/キャロライン・ 600 ホビージ 27 百錬の覇王と聖約の戦乙女（６） ｃｈａｎｙ/鷹山誠一 650

エンジェル 16 （成）妄想妻 ｕｓｉ 1000 新書館 1 小町教授の開発記録365 藤峰式 670 アルファ 26 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮武田充司/あてきち 680 ハーパー 10 指輪に愛の紋章を 岸本景子/サンドラ・マー 600 ホビージ 27 聖なる騎士の暗黒道（１） イチフジニタカ/坂石遊作 650

エンジェル 16 （成）義母アナウンサー　菜々美 松波留美 1000 新書館 1 カレノドロイド 石原理 690 アルファ 26 流刑の島（２） 戯画オメガ 680 ハーパー 10 真夏の恋のまやかし 岸本景子/サンドラ・マー 600 マイクロマ 30 賢者の弟子を名乗る賢者　THE COMIC（７） すえみつぢっか/りゅうせ 630

オーバー 15 弟が連れてきた恋人は男子高校生でした（３）愛葉もーこ 未定 新書館 下 蟻の帝国（１） 文善やよひ 670 アルファ 29 最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょ ほおのきソラ/鳳ナナ 680 ハーパー 10 シンデレラより幸せ 井上恵美子/ジャン・ハド 600 マッグガ 10 モルフェウス・ロード（１） よかぜ 700

オーバー 15 好きだったゲイが他の女性と結婚してました（ さいとう林子 未定 新書館 下 蟻の帝国（２） 文善やよひ 670 青林工藝 26 アックス（137） 堀道広ほか 925 ハーパー 10 心の灯りが消えても 神谷和都/ヘレン・ブルッ 600 マッグガ 10 女装してめんどくさい事になってるネクラとヤンとおる 600

オーバー 15 先生の乳首は×××スポット 泉くれは 未定 ジュネッ 21 恋獄の支配者～完結編～ 灰崎めじろ 700 青林工藝 26 おれは短大出 堀道広 1500 ハーパー 16 俺様社長と誘惑トラップ作戦（１） 高山ねむ子/ノウジン・ナ 600 マッグガ 14 転生幼女はあきらめない（１） 岬下部せすな/カヤほか 630

オーバー 15 二人でパパはじめました 汐にがり 未定 新潮社 9 ペスト（１） 車戸亮太/カミュ 620 東京漫画 9 たからものをひとくち 音海ちさ 680 白泉社 5 天堂家物語（８） 斎藤けん 450 マッグガ 14 ネタキャラ転生とかあんまりだ！THE COMIC あまねかむらぎ/音無奏ほ 640

オーバー 24 ありふれた学園で世界最強（１） 森みさき/白米良 未定 新潮社 9 僕の妻は発達障害（１） ナナトエリ/亀山聡 620 東京漫画 23 悪魔が間借りて飯を食う くらさわ 680 白泉社 5 マリはハッピーエンドでお願いします（４）（完） 晴海ひつじ 450 マッグガ 15 ふることふひと（２） 壱村仁/風越洞 600

オーバー 24 ありふれた職業で世界最強　零（５） 神地あたる/白米良 未定 新潮社 9 アーユーアヒーロー（２）（完） 喜多正直 700 東京漫画 27 Cab（70） アンソロジー 909 白泉社 5 シスターとヴァンパイア（９）（完） 暁 450 久志本出 15 山奥妖怪小学校 Ｍｏｏ．念平 1000

オーバー 24 ありふれた職業で世界最強（７） ＲｏＧａ/白米良 未定 新潮社 9 午後3時　雨宮教授のお茶の時間（２） 鷹野久 660 アース・ス 12 俺のメガネはたぶん世界征服できると思う。　草壁レイ/南野海風ほか 600 白泉社 5 ダブル・ストロベリー・ビター・ケイクス 暁 450 メディアッ 26 （成）肉の絆 鬼窪浩久 1100

オーバー 24 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強 やもりちゃん/じゃき 未定 新潮社 9 売国機関（４） 品佳直/カルロ・ゼン 620 アース・ス 12 人狼への転生、魔王の副官　はじまりの章（６瑚澄遊智/漂月ほか 600 白泉社 5 リバース×リバース（２） 天乃忍 450 メディアッ 26 （成）スキを魅せたらハメられ 蒟吉人 1200

オーバー 24 月50万もらっても生き甲斐のない隣のお姉さん野地貴日/黄波戸井ショウ未定 新潮社 9 鹿楓堂よついろ日和（13） 清水ユウ 580 アース・ス 12 転生吸血鬼さんはお昼寝がしたい～Please t    咲良/ちょきんぎょ。ほか 600 白泉社 5 八雲立つ　灼（４） 樹なつみ 600 メディアッ 26 （成）ボクは彼女に強いられたい ＲＡＹＭＯＮ 1200

オーバー 24 ひとりぼっちの異世界攻略（５） びび/五示正司 未定 新潮社 9 パパと親父のウチご飯（13）（完） 豊田悠 580 アース・ス 12 帰ってきた元勇者（２） なるさわ景/にしほか 600 白泉社 20 ラブ・ミー・ぽんぽこ！（４） 赤瓦もどむ 450 楽楽出版 6 （成）愛欲の若葉たち まひるの影郎 1200

オークラ 26 上司がゴムを咥えたら（２）2人の距離は0.01m蜜柑子 648 新潮社 9 最後のレストラン（16） 藤栄道彦 580 大日本絵 9 シャーズパイロット滝沢聖峰航空劇画短編作 滝沢聖峰 1000 白泉社 20 コレットは死ぬことにした（17） 幸村アルト 450 リイド社 10 カム　トゥ　ハンド 世 680

オークラ 28 溺愛アルファの偽装結婚 和式トイレット 682 実業之日 16 ポラリティ透明期（１） 綾幡フイヱ 720 大洋図書 1 GAPS off limits 里つばめ 710 白泉社 20 パタリロ！（102） 魔夜峰央 450 リイド社 12 アマゾネス・キス（３）（完） 意志強ナツ子 908

宙出版 17 悪役令嬢は腹黒CEOから逃げ出したい！（２）絢瀬マコト 648 実業之日 16 はぐるまどらいぶ。（２）レアスキルで世界を駆かばやきだれ/紺藤けい 680 大洋図書 1 笑う鬼には福きたる（３） 山本小鉄子 710 白泉社 20 きみはアイドル（３） サカモトミク 630 リイド社 13 暁の犬（２） 高瀬理恵/鳥羽亮 680

宙出版 17 わたしのきらいな社長（３）（完） 三浦ひらく 680 ジャイブ 1 黒龍さまの見習い花嫁（３） 三月ゆか 650 大洋図書 1 なりました（上） 明治カナ子 730 白泉社 20 Get Ready？（３） 南マキ 630 リイド社 27 豊作でござる！メジロ殿（３） ちさかあや/原恵一郎 807

宙出版 17 神林部長と恋人契約　Hが良すぎてもうダメで阿部摘花 662 ジャイブ 1 おじさま侯爵は恋するお年頃（12） 飛鳥りな 650 大洋図書 1 なりました（下） 明治カナ子 750 白泉社 20 恋に無駄口（３） 福山リョウコ 450 リイド社 27 剣客商売（38） 大島やすいち/池波正太 600

宙出版 17 恋とBL男優とシェアハウス（２）（完） 喃羽ナミコ 680 小学館ク 5 異世界もう帰りたい（２） ドリヤス工場 630 竹書房 1 東大を出たけれどovertime（２）（完） 井田ヒロト/須田良規 720 白泉社 20 聴けない夜は亡い（１） 福山リョウコ 600 リイド社 29 ゴルゴ13（161）G13ファイル さいとう・たかを 580

宙出版 17 ちっぱいわたしでもナカまで愛してくれますか 　綱瀬なつ 662 小学館ク 5 ヒメノスピア（７） 村田真哉/柳井伸彦 670 竹書房 1 雀荘のサエコさん（５）（完） 重野なおき 650 白泉社 29 進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生此ノ木よしる 650 リイド社 29 鬼切丸伝（12） 楠桂 636

宙出版 24 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 ヒメノスピア　第一部編 村田真哉/柳井伸彦 900 竹書房 1 ゴールデン桜（３）（完） 岡田紗佳/前川かずおほ 780 白泉社 29 フットボールアルケミスト（２） １２Ｌｏｇ/木崎伸也 650 リイド社 30 わかめとなみとむげんのものがたり リトル・サンダー 3800

宙出版 24 男の娘風俗で女の子みたいにイカされちゃうア 　アンソロジー 750 小学館ク 5 獅子上司（１） 青木Ｕ平 630 竹書房 5 愛くるしくて（スーツの下が）はち切れそう！（上冴島つき 650 白泉社 29 救済不倫（１） 川本貴裕 650 リブレ 1 蛇と星屑 秋生ちゃけ 659

宙出版 24 悪の組織の女幹部の純愛事情アンソロジーコアンソロジー 750 小学館ク 15 明日の恋と空模様（１） 伊藤正臣 650 竹書房 5 愛くるしくて（スーツの下が）はち切れそう！（下冴島つき 650 白泉社 29 あなたが甘くねだるまで（１） ディビ 650 リブレ 10 アンチモラル・オメガバース さち 659

笠倉出版 16 合コン相手は肉食警官！？ 佐鳥百/踊る毒林檎 680 小学館ク 15 ダブル（３） 野田彩子 650 竹書房 7 雪解けちゅ。 Ｐポイント 650 白泉社 29 魔王の娘は優しすぎる！！（２） 坂本遊也 650 リブレ 10 なついてくるなよ！ 桜城やや 689

笠倉出版 24 かわいいね、花森くん しおからにがい 700 小学館ク 15 メイちゃんは焼肉が恋しい（２）（完） 松田アヤト 650 竹書房 7 おじさんラブハメワゴン 明美 650 白泉社 30 楽園　Le Paradis（34） 蒼樹うめ/中村明日美子 880 リブレ 10 キス・アンド・ナイト（１） 羽純ハナ 689

笠倉出版 24 あの日がふたりの恋の果て 屑人 700 ジーウォ 26 鬼憚活動記録　2日目 アンソロジー 1000 竹書房 7 どるから（６） 石井和義/ハナムラ 720 一二三書 15 ダンジョンバトルロワイヤル（１）魔王になった なぎはしここ 680 リブレ 10 恋チン！（２） カキネ 659

海王社 10 ましたの腐男子くん＋ 黒岩チハヤ 650 ジーウォ 26 （成）鬼孕女 浦瀬しおじ 1000 竹書房 9 天王寺さんはボドゲがしたい（４）（完） ｍｏｎｏｎｏｆｕ 580 一二三書 15 異世界の戦士として国に招かれたけど、断ってＣＨＩＨＩＲＯ 680 リブレ 10 魅惑仕掛け　甘い罠（２） ねこ田米蔵 659

海王社 10 ナカまであいして 百瀬あん 670 ジーウォ 26 （成）彼女のあやまち 七崎 1000 竹書房 15 もっとナカまで愛してあげる～お見合い相手と星乃みなみ 650 ヒット出版 13 （成）現実世界チート縄師～はたらくお姉さんを井上よしひさ 1000 リブレ 20 雷神とリーマン（５） ＲＥＮＡ 664

海王社 10 ロストチェリー925 綿レイニ 670 祥伝社 8 ブランチライン（１） 池辺葵 680 竹書房 17 ノーダウトライラック 久喜わかめ 690 ヒット出版 27 （成）むしゅうせい ハッチ 1000 リブレ 20 魔女の胃（１） ＫＡＲＡＳ押形 690

海王社 10 ドS俳優のヒミツの願望 山田パン 670 祥伝社 8 やわ男とカタ子（５） 長田亜弓 680 竹書房 17 新妻くんと新夫くん　おかわり 蔓沢つた子 660 双葉社 9 明烏夢恋唄 朔ヒロ 720 リブレ 20 魔女の胃（２） ＫＡＲＡＳ押形 660

海王社 10 ツンデレ矢沢の甘すぎる愛され生活 梶本潤 650 祥伝社 8 国民的アイドルが弟になったら（３） ただまなみ 680 竹書房 17 デビルズショートケーキ はいしま潮路 660 双葉社 12 つぐももフルカラーコミック　つぐもも蜜 浜田よしかづ 960 リブレ 20 ララの結婚（３） ためこう 689

海王社 10 ベイビーピンクコンプレックス 縞ほっけ 670 祥伝社 8 国民的アイドルが弟になったら（４） ただまなみ 680 竹書房 17 抱かせて☆僕のポルノスター 紺子ゆきめ 750 双葉社 12 異世界ヤンキー八王子（２） 奥嶋ひろまさ 630 道玄坂書 16 お願い、そんなに噛まないで 参号ミツル 682

キルタイ 10 （成）二次元コミックマガジン　スライム姦　二穴山梨ユウヤ/仁志田メガネ1000 祥伝社 8 定時にあがれたら（４） 犬井あゆ 880 竹書房 23 VRMMOでサモナー始めました（４） テトメト/藤島真ノ介 660 双葉社 12 オヤジが美少女になってた話（２） 赤信号わたる 610 ワニマガ 2 （成）みちきんぐ作品集 みちきんぐ 1100

キルタイ 10 （成）二次元コミックマガジン　機械姦人間牧場緋乃ひの/吸斬ほか 1000 祥伝社 8 神様は“まほうつかい”をご所望です！ カノウ 920 竹書房 23 私の半獣さん あずみ 640 双葉社 12 超可動ガールズ（４） ●ＹＳＴＥＲ 600 ワニマガ 15 （成）オートマチック・ガール スミヤ 1000

キルタイ 17 初恋エロスはアルデンテ（上） ふじい葛西 700 祥伝社 8 にぶんのいち夫婦（５） 黒沢明世/夏川ゆきの 680 竹書房 27 旅するように暮らしたい（１） 胡桃ちの 750 双葉社 12 部屋裏のバイテン（１） 竹本泉 827 ワニマガ 15 （成）楝蛙作品集 楝蛙 1000

キルタイ 17 初恋エロスはアルデンテ（下） ふじい葛西 700 祥伝社 24 onBLUE（49） 秀良子/アンソロジー 909 竹書房 27 胡桃ちの短編集～メリーさんとコフルさんと～胡桃ちの 850 双葉社 15 転職の神殿を開きました（２） 吉沢はたろう/土鍋 630 ワニマガ 30 （成）森ぐる太作品集 森ぐる太 1000

キルタイ 23 （成）二次元コミックマガジン　変身ヒロインパ ぱふぇ/吸斬ほか 1000 祥伝社 24 アンドロジナス 葦原旭 700 竹書房 27 猫俣社長とちまりちゃん（２）（完） ヒャク 820 双葉社 15 魔欠落者の収納魔法～フェンリルが住み着き新奈ケイ/富士とまと 630 ワニマガ 30 （成）サバイバル刃作品集 サバイバル刃 1000

キルタイ 23 （成）さき千鈴単行本（２）（仮） さき千鈴 1000 祥伝社 24 服従と甘噛み 志木見ビビ 680 竹書房 27 おまわりさんと悪女ちゃん（１） まどろみ太郎 880 双葉社 15 優しい家族と、たくさんのもふもふに囲まれて ひのみち/ありぽん 630 ワニマガ 30 （成）里崎作品集 里崎 1000

キルタイ 23 （成）変幻装姫シャインミラージュ　THE COMI 高浜太郎/でぃふぃーと 1000 祥伝社 24 夢の端々（上） 須藤佑実 880 竹書房 27 まひるのスリーピングビューティ 杏 650 双葉社 15 ヒトを勝手に参謀にするんじゃない、この覇王　ｙｏｓ/港瀬つかさ 630 ワニマガ 30 （成）蜜肉あばんちゅ～る ねこまたなおみ 1000

キルタイ 28 ニートだけどハロワにいったら異世界につれて高野いつき/桂かすが 630 祥伝社 24 夢の端々（下） 須藤佑実 880 竹書房 27 僕が君を殺すまで（上） 柳沢ゆきお 680 双葉社 16 令和の家政婦さん（２） 小池田マヤ 950 ワニマガ 30 （成）utu作品集 ｕｔｕ 1000

キルタイ 28 田所さん（２） ＴＡＴＳＵＢＯＮ 630 祥伝社 24 アクトアウト（上） 冬房承 700 竹書房 27 僕が君を殺すまで（下） 柳沢ゆきお 710 双葉社 16 それでも愛を誓いますか？（３） 萩原ケイク 620 ワニブッ 630 エルフさんは痩せられな Ｂ６
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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 風のかたみ 葉室麟 740 KADOKAWA 角川文庫 23 ドアの向こうに 黒川博行 未定 講談社 講談社文庫 15 不機嫌な婚活 安本由佳/山本理沙 700
朝日新聞出版朝日文庫 7 相棒　season18（上） 輿水泰弘ほか/碇卯人 900 KADOKAWA 角川文庫 23 7月7日の奇跡 喜多嶋隆 未定 講談社 講談社文庫 15 師弟 野村克也/宮本慎也 640
朝日新聞出版朝日文庫 7 461個のおべんとう 丸山智 700 KADOKAWA 角川文庫 23 向日葵のある台所 秋川滝美 未定 講談社 講談社文庫 15 翼竜館の宝石商人 高野史緒 700
朝日新聞出版朝日文庫 7 病巣　巨大電機産業が消滅する日 江上剛 900 KADOKAWA 角川文庫 23 高校事変（９） 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 15 地下鉄に乗って　新装版 浅田次郎 720
朝日新聞出版朝日文庫 7 信長研究の最前線　ここまでわかった「革新者」 日本史史料研究会 800 KADOKAWA 角川文庫 23 水神様がお呼びです　あやかし異類婚姻譚 佐々木匙 未定 講談社 講談社文庫 15 さいとう市立さいとう高校野球部　おれが先輩？あさのあつこ 700
朝日新聞出版朝日文庫 7 江戸旨いもの尽くし（仮） 菊地仁/今井絵美子ほか 880 KADOKAWA 角川文庫 23 浪花千栄子　昭和日本を笑顔にしたナニワのお青山誠 未定 講談社 講談社文庫 15 江戸は浅草（３）（仮） 知野みさき 680
朝日新聞出版朝日文庫 7 うたの動物記 小池光 660 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 方法文学　世界名作選（２） 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 15 高倉健　七つの顔を隠し続けた男 森功 660
岩波書店 岩波文庫 15 詩人・菅原道真　うつしの美学 大岡信 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 有職装束の魅力　詳説 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 いのち 瀬戸内寂聴 640
岩波書店 岩波文庫 15 源氏物語（８）早蕨―浮舟 柳井滋/室伏信助ほか 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 読書と人生 寺田寅彦 未定 講談社 講談社文庫 15 十津川警部　山手線の恋人 西村京太郎 640
岩波書店 岩波文庫 15 精神分析の四基本概念（下） ジャック・ラカン/ジャック＝ア未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 幕末武家の回想録 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 公家武者　信平（９）（仮） 佐々木裕一 660
岩波書店 岩波現代文庫 15 岡本太郎の見た日本 赤坂憲雄 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 論語（上） 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子 590
岩波書店 岩波現代文庫 15 石の肺　僕のアスベスト履歴書 佐伯一麦 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 論語（下） 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 ハゲタカ5 シンドローム（上） 真山仁 1000
岩波書店 岩波現代文庫 15 冬の蕾　ベアテ・シロタと女性の権利 樹村みのり 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 23 おどろしの森 滝川さり 未定 講談社 講談社文庫 15 ハゲタカ5 シンドローム（下） 真山仁 980
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 壁の花令嬢のおかしな結婚　エルフの国に永久柏てん 638 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 探偵くんと鋭い山田さん（２）　俺を挟んで両隣の玩具堂/悠理なゆた 未定 講談社 講談社文庫 15 狐のちょうちん　公家武者　信平　オリジナル（１ 佐々木裕一 740
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 竜騎士のお気に入り（８）　奥様は異国の空を革 織川あさぎ/伊藤明十 638 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 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 講談社 講談社文庫 15 図書室で暮らしたい 辻村深月 660
イースト・プレスソーニャ文庫 5 偽王（仮） 春日部こみと/ｙｏｃｏ 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 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 講談社 講談社文庫 15 忌物堂鬼談 三津田信三 680
イースト・プレスソーニャ文庫 5 不埒な復讐者（仮） 鳥下ビニール/さばるどろ 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 七人の魔剣姫とゼロの騎士団 川田両悟/ＧｒｅｅＮ 未定 光文社 光文社文庫 8 乱癒えず　新・吉原裏同心抄（３）（仮） 佐伯泰英 未定
イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 ゼロからわかる英雄伝説　ヨーロッパ中世～近世かみゆ歴史編集部 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 自称Fランクのお兄さまがゲームで評価される学三河ごーすと/ねこめたる 未定 光文社 光文社文庫 8 シネマコンプレックス 畑野智美 未定
イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 ゼロからわかる英雄伝説　古代ギリシャ・ローマ かみゆ歴史編集部 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 僕のカノジョ先生（８） 鏡遊/おりょう 未定 光文社 光文社文庫 8 諦めない女 桂望実 未定
潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 戦艦十二隻 小林昌信ほか 920 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 劇場版ハイスクール・フリート　いんたーばるっ（ 姫ノ木あく/ＡＩＳほか 未定 光文社 光文社文庫 8 銀幕のメッセージ　女子大生桜川東子の推理 鯨統一郎 未定
潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 三島由紀夫　楯の会事件 岡村青 880 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（３） 衣笠彰梧/トモセシュンサク 未定 光文社 光文社文庫 8 隠蔽人類 鳥飼否宇 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 婚約破棄されてから聖女の力が覚醒したようです少年ユウシャ/きさらぎゆり 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 レッドスワンの混沌　赤羽高校サッカー部 綾崎隼/ワカマツカオリ 未定 光文社 光文社文庫 8 SCIS（３）　天才科学者・最上友紀子の挑戦（仮）中村啓 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 D級冒険者の俺、なぜか勇者パーティーに勧誘さ白青虎猫/りいちゅ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 座敷童子の代理人（８） 仁科裕貴 未定 光文社 光文社文庫 8 りら荘事件　増補版 鮎川哲也 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クラじゃき/ｆａｍｅ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 王立士官学校の秘密の少女　イスカンダル王国森山光太郎 未定 光文社 光文社文庫 8 回廊亭殺人事件　新装版 東野圭吾 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 月50万もらっても生き甲斐のない隣のお姉さんに黄波戸井ショウリ/アサヒナヒ未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 愛に殺された僕たちは（仮） 野宮有 未定 光文社 光文社文庫 8 暁光の断　決定版　勘定吟味役異聞（６） 上田秀人 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ひとりぼっちの異世界攻略（５） 五示正司/榎丸さく 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 大凶ちゃんと太陽くん　＃誰かじゃなくて君がいい星奏なつめ 未定 光文社 光文社文庫 8 おしどり夫婦　決定版　研ぎ師人情始末（７） 稲葉稔 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 黒の召喚士（13）　竜王の加護 迷井豆腐/ダイエクストほか 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 異常心理犯罪捜査官・氷膳莉花　怪物のささや 久住四季 未定 光文社 光文社文庫 8 蒼い月　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定
KADOKAWA ジュエル文庫 1 狂獣　冷酷なる執着愛 御厨翠/成瀬山吹 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 宮廷医の娘（２）（仮） 冬馬倫 未定 光文社 光文社文庫 8 氷の牙　決定版　八丁堀つむじ風（７） 和久田正明 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1 サイレントウィッチーズ（４）　スオムスいらん子中ヤマグチノボル/島田フミカネ 　 　700 KADOKAWA ファミ通文庫 30 魔力ゼロだけど伝説の大魔法使いの末裔です 三門鉄狼/成瀬ちさと 未定 光文社 光文社文庫 8 もののけ騒ぎ　九十九字ふしぎ屋商い中（仮） 霜島けい 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1 サイレントウィッチーズ（４）　スオムスいらん子中 　ヤマグチノボル/島田フミカネ 　 　3600 河出書房新社 河出文庫 2 メモリーを消すまで 山田悠介 890 光文社 光文社古典新訳文 8 現代の英雄 レールモントフ/高橋知之 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1 フリーライフ　～異世界何でも屋奮闘記～（９） 気がつけば毛玉/かにビーム未定 河出書房新社 河出文庫 2 婆沙羅／室町少年倶楽部　山田風太郎傑作選　山田風太郎 1200 光文社 光文社知恵の森文 8 まだまだ知られていない信長の真実（仮） 渡邊大門 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1 戦翼のシグルドリーヴァ　Sakura（上） 長月達平/戦翼倶楽部ほか 未定 河出書房新社 河出文庫 2 日本書紀が抹殺した　古代史謎の真相 関裕二 880 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 東海道快速便　十万両を守れ！（仮） 麻倉一矢 650
KADOKAWA スニーカー文庫 1 魔王学園の反逆者（４）　～人類初の魔王候補、久慈マサムネ/ｋａｋａｏ 未定 河出書房新社 河出文庫 2 魚の水（ニョクマム）はおいしい　食と酒エッセイ傑開高健 880 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 特命！　重蔵組（仮） 山田剛 650
KADOKAWA スニーカー文庫 1 あなたを諦めきれない元許嫁じゃダメですか？（桜目禅斗/かるたも 未定 河出書房新社 河出文庫 2 しき 町屋良平 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 最強同心　剣之介（５） 早見俊 650
KADOKAWA スニーカー文庫 1 会社員とJK、お隣さん歴1年目。 ナナシまる/塩かずのこ 未定 河出書房新社 河出文庫 2 ぴぷる　AIとの結婚で教わった恋愛の哲学的考 原田まりる 780 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 秘剣の名医（６）　蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 650
KADOKAWA スニーカー文庫 1 天才美少女な幼馴染のくせに、なんで俺の前で 五木友人/館田ダン 未定 河出書房新社 河出文庫 2 知っておきたい日本の神様 武光誠 720 コスミック出版 コスミック告白文庫 20 特選　近親相姦　母と息子（仮） 白書編集部 650
KADOKAWA ビーンズ文庫 1 やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中（２） 永瀬さらさ/藤未都也 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 9 FACTがわかる　統計の正しい見抜き方　数字は現代ビジネス研究班 720 コスミック出版 コスミック戦記文庫 20 帝国大海戦（１）（仮） 伊吹秀明 650
KADOKAWA ビーンズ文庫 1 世界で一番甘い毒　竜王と花嫁、まやかしの恋 たちばな立花/ｍｏｋｏｐｐｅ 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 9 思わず興奮する！　性生活の日本史　日本人の玉造潤 720 コスミック出版 コスミック文庫α 21 悪役令嬢に転生したら姐さんと呼ばれて親しまれ鳴澤うた 650
KADOKAWA ビーンズ文庫 1 しがない転生令嬢は平穏に暮らしたい　訳アリ王タイラ/漣ミサ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 たそがれ御堂筋　バー堂島（２） 吉村喜彦 580 コスミック出版 コスミック文庫α 21 断罪イベ回避のために、悪役令嬢からパティシエ夢咲まゆ 650
KADOKAWA ルビー文庫 1 風帝に捧げる純情花嫁 貫井ひつじ/鈴倉温 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 希望　熱血一刀流（３） 岡本さとる 620 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 9 北鎌倉の豆だぬき（仮） 和泉桂/コウキ。 680
KADOKAWA ルビー文庫 1 もふもふ狼王の寵愛花嫁 真崎ひかる/明神翼 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 一膳めし屋丸九（４） 中島久枝 660 三交社 ラルーナ文庫 21 花嫁は秘色に弄される 水瀬結月/幸村佳苗 700
KADOKAWA 角川ホラー文庫 2 小説　ドラマ恐怖新聞 乙一/八坂圭ほか 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 寒紅と恋　小間もの丸藤看板姉妹（３） 宮本紀子 680 三交社 ラルーナ文庫 21 スパダリ社長に拾われました～溺愛スイーツ天 安曇ひかる/タカツキノボル 700
KADOKAWA 電撃文庫 10 異世界の底辺料理人は絶頂調味料で成り上がる 　未定/ＴＡＫＴＯ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 30 立つ鳥の舞　くらまし屋稼業 今村翔吾 660 メディアソフト発行ガブリエラ文庫プラ 23 未定 御厨翠/天路ゆうつづ 685
KADOKAWA 電撃文庫 10 安達としまむら（９） 入間人間/のん 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 秘録・公安調査庁　アンダーカバー 麻生幾 930 メディアソフト発行ガブリエラ文庫プラ 23 溺愛禁止（仮） 天ヶ森雀/上原た壱 685
KADOKAWA 電撃文庫 10 メイジアン・カンパニー 佐島勤/石田可奈 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 明日なき暴走 歌野晶午 810 彩図社 彩図社文庫 中 私は組長の息子でした 若井凡人 648
KADOKAWA 電撃文庫 10 女子高生声優・橋本ゆすらの攻略法 浅月そら 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 辻村朔の心裏と真理 織守きょうや 850 彩図社 彩図社文庫 中 教科書には載っていない！　戦国時代の大誤解熊谷充晃 664
KADOKAWA 電撃文庫 10 ねえ、もっかい寝よ？ 未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 殺人依存症 櫛木理宇 890 集英社 集英社文庫コミック 16 To LOVEるダークネス（１） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 オーバーライト（２）　―クリスマス・ウォーズの炎 池田明季哉/みれあ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 引火点　組織犯罪対策部マネロン室 笹本稜平 930 集英社 集英社文庫コミック 16 To LOVEるダークネス（２） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 女子高生同士がまた恋に落ちるかもしれない話杜奏みなや/小奈きなこ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 寄生リピート 清水カルマ 810 集英社 集英社文庫 21 死神と道連れ　怪異名所巡り（９）（仮） 赤川次郎 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（５） 二丸修一/しぐれうい 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 またもや片想い探偵　追掛日菜子 辻堂ゆめ 850 集英社 集英社文庫 21 腐れ梅（仮） 澤田瞳子 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 午後九時、ベランダ越しの女神先輩は僕だけの 岩田洋季/みわべさくら 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 宿命と真実の炎 貫井徳郎 1030 集英社 集英社文庫 21 東京日記3＋4 ナマズの幸運。／不良になりまし川上弘美 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 バケモノたちが嘯く頃に　～バケモノ姫の家庭教竜騎士０７/はましま薫夫 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 メガバンク最後通牒　執行役員・二瓶正平 波多野聖 890 集英社 集英社文庫 21 若見えの呪い（仮） 地曳いく子 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 魔力を統べる、破壊の王と全能少女（２）　～魔術手水鉢直樹/あるみっく 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 探偵少女アリサの事件簿　今回は泣かずにやっ東川篤哉 770 集英社 集英社文庫 21 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合高野秀行/清水克行 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 魔王学院の不適合者（８）　～史上最強の魔王の秋/しずまよしのり 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 人類滅亡小説 山田宗樹 1120 集英社 集英社文庫 21 下町やぶさか診療所　いのちの約束（仮） 池永陽 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 アポカリプス・ウィッチ（３）　飽食時代の【最強】た鎌池和馬/Ｍｉｋａ　Ｐｉｋａｚｏ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 7 家康（４）甲州征伐 安部龍太郎 870 集英社 集英社文庫 21 みんなで一人旅（仮） 遠藤彩見 未定
KADOKAWA 電撃文庫 10 君が、仲間を殺した数　―魔塔に挑む者たちの咎有象利路 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 幼なじみ甘やかしロジック 間之あまの/花小蒔朔衣 630 集英社 集英社文庫 21 地下芸人（仮） おぎぬまＸ 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 魔王の右腕になったので原作改悪します（２） 木村/ｐｉｘｉｖほか 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 初恋契約　御曹司養成所 夢乃咲実/鈴倉温 630 集英社 集英社文庫 21 東京藝大　仏さま研究室（仮） 樹原アンミツ 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 王国騒乱編　お伽話のつづき、はじめました。（６汐邑雛/武村ゆみこ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 風の神とびいどろの歌声 安曇ひかる/金ひかる 660 集英社 集英社文庫 21 和三郎江戸修業　愛憐（仮） 高橋三千綱 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 王太子殿下は後宮に占い師をご所望です 夢見るライオン/高星麻子 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 さよならは言わせない 真崎ひかる/陵クミコ 630 集英社 集英社文庫 21 風に吹かれて旅の酒（仮） 太田和彦 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 身代わり聖女は、皇帝陛下の求婚にうなづかな 汐邑雛/黒崎 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 子煩悩な旦那さんと恋色弁当 伊郷ルウ/六芦かえで 630 集英社 集英社オレンジ文 21 ホテルクラシカル猫番館　横浜山手のパン職人 小湊悠貴/井上のきあ 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫ア 15 A3！ The Greatest Journey トム/リベル・エンタテインメン 770 講談社 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＥＮ 　1 比類なきジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス 950 集英社 集英社オレンジ文 21 神招きの庭　五色の矢は嵐つらぬく（仮） 奥乃桜子/宵マチ 未定
KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 彩柏寺の神様見習いたち　元保育士・小森新、あ時田とおる/安野メイジ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 勇者になりたい魔人の冒険 箕崎准/あゆま紗由 660 集英社 集英社オレンジ文 21 新米占い師はそこそこ当たる（仮） きりしま志帆/ヒコ 未定
KADOKAWA ドラゴンブック 17 放浪貴公子のはてしない家路 杉浦武夫 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 それでも、好きだと言えない 赤月カケヤ/へちま 660 集英社 集英社オレンジ文 21 たとえあなたが骨になっても　死せる探偵と祝福菱川さかく/清原紘 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 堕天の狗神　―SLASHDＯG―（４）　ハイスクール  石踏一榮/みやま零ほか 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 失恋後、険悪だった幼なじみが砂糖菓子みたい 　七烏未奏/うなさか 640 集英社 ダッシュエックス文 23 「不屈の冒険魂」雑用積み上げ最強へ。超エリー漂鳥/刀彼方 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 ジョブホッパーの魔導譚（２） フェアリーＰ/巻羊 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 白衣をまとう守護者 春原いずみ/藤河るり 850 集英社 ダッシュエックス文 23 スキルトレーダー【技能交換】～辺境でわらしべ長伏（龍）/ニノモトニノ 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 神々に育てられしもの、最強となる（４） 羽田遼亮/ｆａｍｅ 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 凍った恋の溶かしかた 藍生有/松本テマリ 800 集英社 ダッシュエックス文 23 『ショップ』スキルさえあれば、ダンジョン化した世十本スイ/夜ノみつき 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖細音啓/猫鍋蒼 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 愚者たちの輪舞曲　欧州妖異譚（24） 篠原美季/かわい千草 720 集英社 ダッシュエックス文 23 コキ使われて追放された元Sランクパーティのお ＬＡ軍/ユキバスターＺ 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 ロクでなし魔術講師と追想日誌（７） 羊太郎/三嶋くろね 未定 講談社 講談社学術文庫 9 魂から心へ　心理学の誕生 エドワード・Ｓ・リード/村田純1400 小学館 小学館文庫 6 一等星の恋 中澤日菜子 710
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 たとえば俺が、チャンピオンから王女のヒモにジ 藍藤唯/霜降（Ｌａｐｌａｃｉａｎ） 未定 講談社 講談社学術文庫 9 メルロ＝ポンティ　可逆性 鷲田清一 1280 小学館 小学館文庫 6 ジゼル 秋吉理香子 800
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 魔王が如く　絶対強者の極道魔王、正体を隠してなめこ印/富岡二郎（ＲＥＤ　 未定 講談社 講談社学術文庫 9 中国の歴史（１）　神話から歴史へ　神話時代　夏宮本一夫 1520 小学館 小学館文庫 6 私はあなたの記憶のなかに 角田光代 700
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強に 　月島秀一/もきゅ 未定 講談社 講談社学術文庫 9 中国の歴史（２）　都市国家から中華へ　殷周　春平勢隆郎 1770 小学館 小学館文庫 6 私はスカーレット（３） 林真理子 600
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 人工痴能と始める人生デバッグ入門　ドスケベA霧山よん/ヨシモト 未定 講談社 講談社学術文庫 9 僧侶と海商たちの東シナ海 榎本渉 1180 小学館 小学館文庫 6 若殿八方破れ（２）　木曽の神隠し 鈴木英治 670
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 異世界で最強の装備は、全裸でした　どうか私に 　初美陽一 未定 講談社 講談社学術文庫 9 「民都」大阪対「帝都」東京　思想としての関西私原武史 1180 小学館 小学館文庫 6 逆説の日本史（23）　明治揺藍編　琉球処分と廃井沢元彦 860
KADOKAWA ファンタジア文庫 17 人生∞周目の精霊使い　無限の歴史で修行した師走トオル/ミユキルリア 未定 講談社 講談社文芸文庫 12 数奇伝 田岡嶺雲 1800 小学館 小学館文庫 6 たまもかる　万葉集歌解き譚 篠綾子 690
KADOKAWA 角川文庫 23 新訳　リア王 シェイクスピア/河合祥一郎 未定 講談社 講談社タイガ 15 死者と言葉を交わすなかれ 森川智喜 740 小学館 小学館コミック文庫 15 ガンバ！Fly high（16） 森末慎二/菊田洋之 880
KADOKAWA 角川文庫 23 エチュード春一番　第一曲　小犬のプレリュード 荻原規子 未定 講談社 講談社タイガ 15 九重家献立暦 白川紺子 660 小学館 ガガガ文庫 21 魔女と猟犬 カミツキレイニー 640
KADOKAWA 角川文庫 23 モンスターと食卓を（２） 椹野道流 未定 講談社 講談社文庫 15 アマゾンの料理人　世界一の“美味しい”を探して太田哲雄 650 新書館 ウィングス文庫 10 終末少女たち、または恋愛心中論 糸森環/冬臣 820
KADOKAWA 角川文庫 23 わが家は祇園の拝み屋さん（13） 望月麻衣 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 獣はかくして交わる 沙野風結子/小山田あみ 680
KADOKAWA 角川文庫 23 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。（８）竹村優希 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 悪党のロマンス 彩東あやね/須坂紫那 680
KADOKAWA 角川文庫 23 FAKEな日本 森達也 未定 新潮社 新潮文庫 28 運命の逆流　ソナンと空人（３） 沢村凜 670
KADOKAWA 角川文庫 23 本性 伊岡瞬 未定 新潮社 新潮文庫 28 紅く照る丘　ソナンと空人（４） 沢村凜 590
KADOKAWA 角川文庫 23 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 28 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 630
KADOKAWA 角川文庫 23 革命テーラー 川瀬七緒 未定 新潮社 新潮文庫 28 妻は忘れない 矢樹純 590
KADOKAWA 角川文庫 23 平成ストライク 未定 未定 新潮社 新潮文庫 28 手長姫・英霊の声　新選傑作短篇集 三島由紀夫 590
KADOKAWA 角川文庫 23 天使の爪（上）　新装版 大沢在昌 未定 新潮社 新潮文庫 28 文豪ナビ　司馬遼太郎 新潮文庫 550
KADOKAWA 角川文庫 23 天使の爪（下）　新装版 大沢在昌 未定 新潮社 新潮文庫 28 小説イタリア・ルネサンス（２）フィレンツェ 塩野七生 900
KADOKAWA 角川文庫 23 雲神様の箱　名もなき王の進軍 円堂豆子/苗村さとみ 720 新潮社 新潮文庫 28 高校生ワーキングプア「見えない貧困」の真実 ＮＨＫスペシャル取材班 550
KADOKAWA 角川文庫 23 早替わりの音次郎　よんどころない事件簿 吉橋通夫 未定 新潮社 新潮文庫 28 ヴェネツィア便り 北村薫 630
KADOKAWA 角川文庫 23 私立シードゥス学院　小さな紳士の名推理 高里椎奈 未定 新潮社 新潮文庫 28 へんろ宿 藤原緋沙子 590
KADOKAWA 角川文庫 23 笑え、シャイロック 中山七里 未定 新潮社 新潮文庫 28 それでも、貴方は回すのか（仮） 紙木織々 630
KADOKAWA 角川文庫 23 暗殺者、野風　川中島を駆ける 武内涼 未定 新潮社 新潮文庫 28 宇宙ラテを探す放課後（仮） 中西鼎 630
KADOKAWA 角川文庫 23 つれづれノート（38）（仮） 銀色夏生 未定
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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 8 野球盲導犬チビの告白 井上ひさし 1000 竹書房 竹書房怪談文庫 29 北縁怪談（仮） 匠平 650 一二三書房 一二三文庫 5 お狐准教授の妖しい推理 藤春都 760

実業之日本実業之日本社文庫 8 彼方の友へ 伊吹有喜 770 竹書房 竹書房怪談文庫 29 奇譚百物語　鳥葬　（仮） 丸山政也 650 一二三書房 ブレイブ文庫 24 異世界ゆるっとサバイバル生活（２）～学校の皆絢乃 760

実業之日本実業之日本社文庫 8 きずな水　人情料理わん屋 倉阪鬼一郎 680 竹書房 竹書房怪談文庫 29 手繰り怪談　零レ糸（仮） 緒方あきら 650 一二三書房 ブレイブ文庫 24 仲が悪すぎる幼馴染が、俺が5年以上ハマってい田中ドリル 760

実業之日本実業之日本社文庫 8 極道刑事　キングメーカーの野望 沢里裕二 680 竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談標本箱　毒ノ華（仮） 戸神重明 650 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 5 寝てもとれない疲れをとる本（仮） 中根一 740

実業之日本実業之日本社文庫 8 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 700 竹書房 竹書房怪談文庫 29 追悼奇譚　禊萩（仮） 加藤一/神沼三平太ほか 650 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 17 文蔵2020.11 「文蔵」編集部 700

実業之日本実業之日本社文庫 8 1934年の地図 堂場瞬一 800 竹書房 ラヴァーズ文庫 30 社長に就任したら秘書課に調教されました（仮） 西野花/國沢智 660 双葉社 双葉文庫 15 ひかりの魔女　さっちゃんの巻 山本甲士 680

実業之日本実業之日本社文庫 8 相勤者　浅草機動捜査隊 鳴海章 720 竹書房 ラヴァーズ文庫 30 ラブコレ16thアニバーサリー（仮） ふゆの仁子ほか/奈良千春ほ 660 双葉社 双葉文庫 15 虹の向こう 池田久輝 630

実業之日本実業之日本社文庫 8 二つの首相暗殺計画 西村京太郎 700 宝島社 宝島社文庫 6 殺人事件が起きたので謎解き配信してみました 越尾圭 720 双葉社 双葉文庫 15 読心刑事・神尾瑠美 藤崎翔 630

実業之日本実業之日本社文庫 8 ぐるぐる博物館 三浦しをん 680 宝島社 宝島社文庫 6 谷中レトロカメラ店の謎日和　思いをつなぐレンズ柊サナカ 720 双葉社 双葉文庫 15 1日10分のぜいたく　NHK国際放送が選んだ日本あさのあつこ/いしいしんじほ 560

実業之日本実業之日本社文庫 8 緑の庭で寝ころんで　完全版 宮下奈都 750 宝島社 宝島社文庫 6 大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう　妖刀は怪盗山本巧次 680 双葉社 双葉文庫 15 線路上の殺意　鉄道ミステリ傑作選〈昭和国鉄編鮎川哲也/西村京太郎ほか 600

実業之日本実業之日本社文庫 8 くちぶえカルテット モノカキ・アエル 680 宝島社 宝島社文庫 6 ここからは、オトナのはなし ＬｉＬｙ 720 双葉社 双葉文庫 15 あやかし商品開発部　取り憑かれるのがお仕事鈴鹿千秋 610

実業之日本実業之日本社文庫 8 猫は神さまの贈り物〈小説編〉 星新一/森茉莉ほか 760 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 6 三島由紀夫事件　検視写真が語る「自決」の真実別冊宝島編集部 800 双葉社 双葉文庫 15 おいしい診療所の魔法の処方箋 藤山素心 610

ロングラン紅文庫 26 人妻クルーズ 霧原一輝 720 筑摩書房 ちくま文庫 10 母のレシピノートから 伊藤まさこ 800 双葉社 双葉文庫 15 女体、洗います 霧原一輝 700

ロングラン紅文庫 26 ふたつの月に濡れる 滝川杏奴 720 筑摩書房 ちくま文庫 10 悪の愉しみ　現代マンガ選集 山田英生 800 双葉社 双葉文庫 15 秘密の花めぐり（仮） 乃坂希 650

祥伝社 祥伝社文庫 15 襲大鳳（下）　羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 開高健：生きた、書いた、ぶつかった！ 小玉武 950 双葉社 双葉文庫 15 わるじい慈剣帖（４） 風野真知雄 620

祥伝社 祥伝社文庫 15 天使のアイディア 青柳碧人 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 ゴシック文学神髄 東雅夫 1200 双葉社 双葉文庫 15 新・知らぬが半兵衛手控帖（11）　古傷痕 藤井邦夫 650

祥伝社 祥伝社文庫 15 TACネームアリス　地の果てから来た怪物（上） 夏見正隆 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 私たちはどこから来て、どこへ行くのか 森達也 950 双葉社 双葉文庫 15 はぐれ又兵衛　例繰方控（１）駆込み女（仮） 坂岡真 660

祥伝社 祥伝社文庫 15 TACネームアリス　地の果てから来た怪物（下） 夏見正隆 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 文庫手帳2021 安野光雅 660 双葉社 双葉文庫 15 長屋道場騒動記（８）迷い熊笑う（仮） 芝村凉也 650

祥伝社 祥伝社文庫 15 波濤の城 五十嵐貴久 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 バロック音楽　豊かなる生のドラマ 礒山雅 1200 双葉社 双葉文庫 15 蘭方医・宇津木新吾（12）　奇病 小杉健治 660

祥伝社 祥伝社文庫 15 ランチ酒 原田ひ香 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 十五年戦争小史 江口圭一 1300 双葉社 双葉文庫 15 ごんげん長屋つれづれ帖（１）かみなりお勝（仮）金子成人 630

祥伝社 祥伝社文庫 15 S&S探偵事務所　いつか夜は明けても 福田和代 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 内村鑑三交流事典 鈴木範久 1300 双葉社 双葉文庫 15 じゃりン子チエ（10） はるき悦巳 800

祥伝社 祥伝社文庫 15 人殺しの血 草凪優 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 武家文化と同朋衆　生活文化史論 村井康彦 1500 双葉社 モンスター文庫 30 社畜男はB人お姉さんに助けられて―（２） 櫻井春輝/あむ 660

祥伝社 祥伝社文庫 15 Shelter 近藤史恵 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 中東全史　イスラーム世界の二千年 バーナード・ルイス/白須英子 1900 二見書房 ハニー文庫 12 どん底令嬢の取り違えお見合い騒動、からの結 真下咲良/ＫＲＮ 713

祥伝社 祥伝社文庫 15 霧に溶ける 笹沢左保 未定 中央公論新中公文庫 22 素子の碁 未定 900 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 熟義母と若叔母　南国リゾートハーレム（仮） あすなゆう 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 白菊の声　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉建治 未定 中央公論新中公文庫 22 眠れない夜は体を脱いで 彩瀬まる 620 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 美叔母と少年（仮） 星名ヒカリ 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 剣鬼攻防　介錯人　父子斬日譚 鳥羽亮 未定 中央公論新中公文庫 22 生と死をめぐる断想 岸本葉子 800 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 青春R18きっぷ　みちのくいやし旅（仮） 津村しおり 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 人を乞う あさのあつこ 未定 中央公論新中公文庫 22 嘘ばっか　新釈・世界おとぎ話 佐野洋子 680 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 素人告白スペシャル　年上の女（仮） 素人投稿編集部 705

祥伝社 祥伝社文庫 15 必殺闇同心　娘供養 黒崎裕一郎 未定 中央公論新中公文庫 22 千の扉 柴崎友香 760 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 時のかなたの恋人 ジュード・デヴロー/久賀美緒 1180

祥伝社 祥伝社文庫 15 継承のとき　新・軍鶏侍 野口卓 未定 中央公論新中公文庫 22 すごい宇宙講義 多田将 900 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ゼン・シー・ワズ・ゴーン（原題） リサ・ジュエル/氷川由子 1180

祥伝社 祥伝社文庫 15 結びの甘芋　読売屋お吉甘味帖 五十嵐佳子 未定 中央公論新中公文庫 22 新装版　久遠（上）刑事・鳴沢了 堂場瞬一 740 二見書房 シャレード文庫 26 鬼に嫁入り　～黄金鬼と輿入れの契り～ 牧山とも/周防佑未 630

祥伝社 黄金文庫 15 斎藤一人　男を上げる女　女を上げる男 斎藤一人/舛岡はなゑ 未定 中央公論新中公文庫 22 新装版　久遠（下）刑事・鳴沢了 堂場瞬一 740 二見書房 シャレード文庫 26 六花の騎士と雪の豹　～冬実る初恋～ 柄十はるか/白松 630

祥伝社 黄金文庫 15 日本人は何を考えてきたのか 齋藤孝 未定 中央公論新中公文庫 22 夜ふかしの本棚 中村文則/佐川光晴ほか 640 二見書房 二見文庫　官能シ 26 人妻ナースと僕（仮） 葉月奏太 705

祥伝社 黄金文庫 15 ホンネを隠すと仕事はうまくいく 内藤誼人 未定 中央公論新中公文庫 22 野呂邦暢ミステリ集成 野呂邦暢 1000 二見書房 二見文庫　官能シ 26 初めてモテた夜（仮） 睦月影郎 705

祥伝社 黄金文庫 15 医者いらず、老いしらず 三石巌 未定 中央公論新中公文庫 22 御蔵入改事件帳　見返り橋 早見俊 700 二見書房 二見時代小説文庫 26 ご隠居は福の神（４） 井川香四郎/安里英晴 658

心交社 ショコラ文庫 10 10年倦怠期（仮） 夕映月子/日塔てい 690 中央公論新中公文庫 22 奇貨居くべし（１）春風篇 宮城谷昌光 未定 二見書房 二見時代小説文庫 26 小料理のどか屋　人情帖（30） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 658

スターツ出ベリーズ文庫 5 御曹司の策略と偽りフィアンセ（仮） 惣領莉沙 640 中央公論新中公文庫 22 燃える波 村山由佳 700 二見書房 二見時代小説文庫 26 奥小姓裏始末（２） 青田圭一/蓬田やすひろ 658

スターツ出ベリーズ文庫 5 ひかれ愛（仮） 滝井みらん 640 中央公論新中公文庫 22 チャリング・クロス街84番地　増補版 ヘレーン・ハンフ/江藤淳 未定 文芸社 文芸社文庫 5 瑠璃ノムコウ 河畑孝夫 660

スターツ出ベリーズ文庫 5 お見合いしたつもりはありません！～不機嫌な副皐月なおみ 640 中央公論新中公文庫 22 国富論（２） アダム・スミス/大河内一男 1300 文芸社 文芸社文庫 5 入門フリーメイスン全史　偏見と真実 片桐三郎 1000

スターツ出ベリーズ文庫 5 蜜月政略結婚～婚約破棄したら副社長の花嫁に砂川雨路 640 TOブックスＴＯ文庫 1 夜までに帰宅 二宮敦人 600 文藝春秋 文春文庫 7 ハグとナガラ 原田マハ 630

スターツ出ベリーズ文庫 5 恋に恋したっていいじゃない！（仮） 田崎くるみ 640 東京創元社創元推理文庫 10 死者はよみがえる【新訳版】 ジョン・ディクスン・カー/三角 920 文藝春秋 文春文庫 7 牛天神　損料屋喜八郎始末控え 山本一力 680

スターツ出ベリーズ文庫 5 転生ナースは異世界でゆるゆる過ごしたい（仮）真彩 640 東京創元社創元推理文庫 10 手のひらアストラル 吉野泉 720 文藝春秋 文春文庫 7 宗麟の海 安部龍太郎 990

スターツ出ベリーズ文庫 10 絶対に逃がしてやらない（仮） 紅カオル 640 東京創元社創元推理文庫 22 新宿なぞとき不動産 内山純 760 文藝春秋 文春文庫 7 出世商人（１） 千野隆司 640

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 26 俺のことだけ考えてて。（仮） 天瀬ふゆ 500 東京創元社創元推理文庫 22 願いの桜　千蔵呪物目録（２）（仮） 佐藤さくら 800 文藝春秋 文春文庫 7 武士の流儀（４） 稲葉稔 700

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 26 総長さま、溺愛中につき。番外編集（仮） ＊あいら＊ 500 東京創元社創元ＳＦ文庫 22 記憶翻訳者（仮） 門田充宏 880 文藝春秋 文春文庫 7 夢で逢えたら 吉川トリコ 810

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 26 クラスメイトは婚約者（仮） ＳＡＫＵ 500 東京創元社創元推理文庫 30 森の中に埋めた ネレ・ノイハウス/酒寄進一 1600 文藝春秋 文春文庫 7 おもちゃ絵芳藤 谷津矢車 780

スターツ出野いちご文庫 26 あんた、バカだろ（仮） ☆＊ココロ 600 東京創元社創元推理文庫 30 図書室の怪 マイケル・ドズワース・クック/ 920 文藝春秋 文春文庫 7 秋思ノ人　居眠り磐音（39）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出スターツ出版文庫 28 極上の結婚（仮） 白石さよ 600 東京創元社創元ＳＦ文庫 30 銀河英雄伝説列伝（１） 田中芳樹 900 文藝春秋 文春文庫 7 春霞ノ乱　居眠り磐音（40）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出スターツ出版文庫 28 明治蜜恋浪漫（仮） 佐倉伊織 600 徳間書店 徳間文庫 9 禁裏付雅帳（11） 上田秀人 660 文藝春秋 文春文庫 7 野ばら 林真理子 830

スターツ出スターツ出版文庫 28 屋上前で、また君と（仮） 加賀美真也 600 徳間書店 徳間文庫 9 わらわがゆるさぬ 沖田正午 690 文藝春秋 文春文庫 7 オッパイ入門 東海林さだお 640

スターツ出スターツ出版文庫 28 鬼の花嫁は愛されたい（仮） 夢羽音 600 徳間書店 徳間文庫 9 奥只見温泉郷殺人事件 中町信 730 文藝春秋 文春文庫 7 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林正恭 680

青春出版社青春文庫 10 語彙力がどんどん身につく　 語源ノート 話題の達人倶楽部 1000 徳間書店 徳間文庫 9 日本遺産に消えた女 西村京太郎 730 文藝春秋 文春文庫 7 字が汚い！ 新保信長 690

青春出版社青春文庫 10 世界は「経済危機」を　どう乗り越えたか　コロナ島崎晋 720 徳間書店 徳間文庫 9 セカンドライフ 新津きよみ 670 文藝春秋 文春文庫 7 「自分メディア」はこう作る！ ちきりん 770

アルファポエタニティ文庫 8 愛され上手は程遠い！？ 雪兎ざっく 640 徳間書店 徳間文庫 9 一抹の福 牧秀彦 670 文藝春秋 文春文庫 7 マイル81 わるい夢たちのバザール（１） スティーヴン・キング/風間賢 980

アルファポエタニティ文庫 8 完全版リップスティック 井上美珠 1200 徳間書店 キャラ文庫 27 赤い瞳は闇夜で歌う（仮） 久我有加/金ひかる 600 文藝春秋 文春文庫 7 夏の雷鳴　わるい夢たちのバザール（２） スティーヴン・キング/風間賢 980

アルファポエタニティ文庫 8 婚約破棄から始まるふたりの恋愛事情 葉嶋ナノハ 640 徳間書店 キャラ文庫 27 恋の吊り橋効果、試しませんか？（２）（仮） 神香うらら/北沢きょう 600 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 7 シベリア最深紀行　知られざる大地への七つの 中村逸郎 1400

アルファポエタニティ文庫 8 辣腕上司の甘やかな恋罠 綾瀬麻結 640 徳間書店 キャラ文庫 27 二重螺旋（13）（仮） 吉原理恵子/円陣闇丸 600 プランタン出 オパール文庫 6 愛囚　危険な獣（仮） 山野辺りり/駒城ミチヲ 未定

アルファポアルファライト文庫 12 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 日経BP　日日経ビジネス人文 5 CASE革命　MaaS時代に生き残るクルマ 中西孝樹 900 プランタン出 オパール文庫 6 理想の婚活　スパダリ医師の過保護な溺愛（仮 桜しんり/氷堂れん 未定

アルファポアルファライト文庫 12 魔物をお手入れしたら懐かれました（３）もふプニ羽智遊紀 610 日経BP　日日経ビジネス人文 5 ヤバい決算書 長谷川正人 850 プランタン出 オパール文庫 6 どうしたら推しと結婚できますか！？（仮） 立花実咲/すみ 未定

アルファポアルファライト文庫 12 魔法学校の落ちこぼれ（５） 梨香 610 日経BP　日日経ビジネス人文 5 リクルートの　すごい構“創”力　アイデアを事業 杉田浩章 850 プランタン出 オパール文庫 6 狂気の純愛（仮） 臣桜/森原八鹿 未定

アルファポレジーナ文庫 12 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 日経BP　日日経ビジネス人文 5 株が上がっても下がってもしっかり稼ぐ投資のル 　 　太田忠 850 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 三十六歳の義母【贄】（仮） 藤崎玲 未定

アルファポレジーナ文庫 12 妃は陛下の幸せを望む（１） 池中織奈 640 日経BP　日日経ビジネス人文 5 やりたいことを全部やる！言葉術 臼井由妃 800 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 【完全増補版】潔白夫人・媚肉尋問（仮） 甲斐冬馬 未定

アルファポレジーナ文庫 12 緑の魔法と香りの使い手（１） 兎希メグ 640 日経BP　日日経ビジネス人文 5 危機と人類（上） ジャレド・ダイアモンド/小川敏 1000 プランタン出 ティアラ文庫 17 とびきり甘い政略結婚（仮） 宮小路やえ/八美☆わん 未定

アルファポアルファポリス文庫 23 護堂先生と神様のごはん（仮） ひのでことり（仮） 640 日経BP　日日経ビジネス人文 5 危機と人類（下） ジャレド・ダイアモンド/小川敏 1000 プランタン出 ティアラ文庫 17 罪深き堅物伯爵の渇愛（仮） 宇奈月香/園見亜季 未定

アルファポアルファポリス文庫 23 深川　悪女の深情け（仮） みお（仮） 670 日経BP　日日経ビジネス人文 5 ダークサイド・スキル　本当に戦えるリーダーにな木村尚敬 850 フランス書院美少女文庫 20 豊穣の隷属エルフ～コロシアムの贄騎士～（仮 山口陽/ねろましん 未定

アルファポノーチェ文庫 29 聖獣様に心臓（物理）と身体を（性的に）狙われて富樫聖夜 640 日経BP　日日経ビジネス人文 5 医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む 中野ジェームズ修一/田畑尚 800 フランス書院美少女文庫 20 援助交配　夢の亜人少女ハーレム（仮） 葉原鉄/たくのみ 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 踊る星降るレネシクル（７） 裕時悠示/たかやＫｉ 900 Jパブリッシチュールキス文庫 5 君にそばにいて欲しい（２） 井上美珠/駒城ミチヲ 755 フランス書院美少女文庫 20 兄妹ですが異世界で結婚しました。　かけおちス沙桐好佳/三上ミカ 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 きみって私のこと好きなんでしょ？（２）とりあえず望公太/日向あずり 670 Jパブリッシカクテルキス文庫 17 未定 橘かおる/駒城ミチヲ 755 フランス書院フランス書院文庫 26 孕むまで【鬼畜調教】（仮） 鳴沢巧 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 ゴブリンスレイヤー（13） 蝸牛くも/神奈月昇 720 ハーパーコハーレクイン文庫 9/25 秘めつづけた思い キム・ローレンス/高木晶子 627 フランス書院フランス書院文庫 26 本当はしたかった（仮） 音梨はるか 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 僕の軍師は、スカートが短すぎる～サラリーマン七条剛/パルプピロシ 630 ハーパーコハーレクイン文庫 9/25 シークのたわむれ リン・グレアム/原淳子 627 フランス書院フランス書院文庫 26 尽くさせてください（仮） 深月久遠 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 きれいなお姉さんに養われたくない男の子なんて柚本悠斗/西沢５㍉ 630 ハーパーコハーレクイン文庫 9/25 裏切りの予感 シャーロット・ラム/村山汎子 627 フランス書院フランス書院文庫 26 嫁飼育【息子の美臀妻】（仮） 藤崎玲 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 厳しい女上司が高校生に戻ったら俺にデレデレ 徳山銀次郎/よむ 670 ハーパーコハーレクイン文庫 9/25 見出されたとき ヴァイオレット・ウィンズピア/ 627 フランス書院フランス書院文庫 26 和服の似合う未亡人の信じられない性生活（仮）鷹山倫太郎 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだ大森藤ノ/ヤスダスズヒト 720 ハーパーコヴァニラ文庫 2 狂獅子陛下と猫かぶり姫の、なんてすてきな政略藍井恵/Ｃｉｅｌ 650 フランス書院フランス書院文庫 26 女体破壊【彼女の母を肉玩具にした一週間】（仮二階堂京平 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 家族なら、いっしょに住んでも問題ないよね？（２高木幸一/ＹｕｚｕＫｉ 670 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 遅すぎた初恋 ダイアナ・パーマー/沢田由美 600 ポプラ社 ポプラ文庫 6 隠れ町飛脚　三十日屋 鷹山悠 700

草思社 草思社文庫 6 「うつ」は炎症で起きる エドワード・ブルモア/藤井良 900 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 幸せに続く道 ペニー・ジョーダン/永幡みち 500 ポプラ社 ポプラ文庫 6 捕り物に姉が口を出してきます 神楽坂淳 660

草思社 草思社文庫 6 操られる民主主義　デジタル・テクノロジーはいかジェイミー・バートレット/秋山 950 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 こわれかけた愛 ヘレン・ビアンチン/萩原ちさ 500 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 こちら後宮日陰の占い部屋 田井ノエル 680

草思社 草思社文庫 6 新釈　猫の妙術　武道哲学が教える「人生の達人佚斎樗山/高橋有 600 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 美しき誤解 アン・メイザー/高木晶子 500 ホビージャパＨＪ文庫 1 〈Infinite Dendrogram〉―インフィニット・デンドログ海道左近/タイキ 619

草思社 草思社文庫 6 中国の産業スパイ網　世界の先進技術や軍事技ウィリアム・Ｃ・ハンナスほか 1200 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 胸さわぎのバケーション ローリー・フォスター/兒嶋み 936 ホビージャパＨＪ文庫 1 常勝魔王のやりなおし（１） アカバコウヨウ/アジシオ 619

大和書房 だいわ文庫 上 強運のつかみ方　1％の幸運を100％手に入れる橋本京明 700 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 妄執 エリカ・スピンドラー/細郷妙 936 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

大和書房 だいわ文庫 中 絶品！白いごはんの食べ方 東海林さだお 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 1 ダーティペアの大跳躍 高千穂遙 760 毎日新聞出版毎日文庫 10 英龍伝 佐々木譲 780

大和書房 だいわ文庫 中 80字世界史　要約できれば理解が深まる！ 祝田秀全 680 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 1 アレックスと私 アイリーン・Ｍ・ペパーバーグ 800 マイクロマガ ことのは文庫 20 妖しいご縁がありまして　お狐さまと記憶の欠片汐月詩/紅木春 690

大和書房 だいわ文庫 中 おうち時間のつくり方 柳沢小実 650 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 1 毒花を抱く女 ルイース・ボイエ・アブ・イェン 1100 マイナビ出版マイナビ出版ファン 12 コンビニであった泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 720

大和書房 だいわ文庫 中 健康法はウソだらけ 奥田昌子 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 1 異銀河のストーカー エルンスト・ヴルチェク/林啓 700 マイナビ出版マイナビ文庫 21 ゆるく暮らす　毎日がラクで気持ちいい、シンプルマキ 980

竹書房 竹書房文庫 1 最後の巡礼者（上）（仮） ガード・スヴェン/田口俊樹 1200 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 吉原美味草紙　懐かしのだご汁 出水千春 720 マイナビ出版マイナビ文庫 21 スーパーフードの図鑑ミニ 生活の木/小林理恵 990

竹書房 竹書房文庫 1 最後の巡礼者（下）（仮） ガード・スヴェン/田口俊樹 1200 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 オランダ宿の娘 葉室麟 700 マイナビ出版マイナビ出版ファン 21 天神さまの突撃モノノケ深夜ごはん（仮） 烏丸紫明/ななミツ 680

竹書房 竹書房ラブロマン文 5 ふしだら近所づきあい（仮） 梶怜紀/妃耶八 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 姉さま河岸見世相談処 志坂圭 680 マイナビ出版マイナビ出版ファン 21 芦屋ことだま交渉譚（仮） 石田空/縞 680

竹書房 ラズベリーブックス 10 My Darling Duke（原題） ステイシー・リード/細田理江 1200 早川書房 クリスティー文庫 15 葬儀を終えて〔新訳版〕 アガサ・クリスティー/加賀山 1000 三笠書房 知的生きかた文庫 22 日本の駅名　おもしろ雑学（仮） 浅井建爾 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 12 艶仕置き人（仮） 八神淳一/大柴宗平 660 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 15 ガン・ストリート・ガール エイドリアン・マッキンティ/武 1100 三笠書房 知的生きかた文庫 22 マッキンゼーのエリートが大切にしている39の仕大嶋祥誉 未定

竹書房 竹書房文庫 20 素人手記～性欲の秋に甘美な快楽をむさぼる女愛の体験編集部 650 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 15 希望なき惑星 クルト・マール/増田久美子 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 感情的にならない話し方（仮） 和田秀樹 未定

竹書房 竹書房文庫 20 悦楽の女肌（仮） 橘真児 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 15 地球防衛戦線（３）スカム皇帝殺戮指令 ダニエル・アレンソン/金子浩 1000 三笠書房 知的生きかた文庫 22 50代、もう一度「ひとり時間」（仮） 中道あん 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 お探しの聖女はここにはいません（仮） クレイン/ことね壱花 800 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 15 地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド/谷崎 900 三笠書房 知的生きかた文庫 22 リーダーの禅語（仮） 枡野俊明 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 離縁された悪妻王妃は皇帝陛下に溺愛される。華藤りえ/なま 800 原書房 コージーブックス 7 チョコ職人と書店主の事件簿（１）やみつきチョコ キャシー・アーロン/上條ひろ 920 三笠書房 王様文庫 30 なぜか引き立てられる人の話し方（仮） 野口敏 未定

竹書房 竹書房文庫 23 オルガスマシン（仮） イアン・ワトスン/大島豊 1200 三笠書房 王様文庫 30 敏感すぎる人が快適に生きる本（仮） 苑田純子/長沼睦雄 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 28 とろける蜜園（仮） 桜井真琴 660 三笠書房 王様文庫 30 日本人がこだわってきた「しきたり」の知恵（仮） 博学面白倶楽部 未定
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