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KADOKA 4 戦翼のシグルドリーヴァ　狂撃の英雄（１） 野上武志/鈴木貴昭ほか未定 KADOKA 25 コードギアス　反逆のルルーシュ外伝　白の騎 　曽我篤士/高橋びすいほ 未定 講談社 11 満州アヘンスクワッド（２） 鹿子/門馬司 660 集英社 4 むとうとさとう（６） 赤塚大将 630 小学館 10 歪んでる私が溺愛されてます（３） 響あい 482

KADOKA 4 瀧夜叉姫　陰陽師絵草子（１） 伊藤勢/夢枕獏 680 KADOKA 25 家庭教師のルルーシュさん（４） 漆魂/『コードギアス反逆 未定 講談社 11 バカレイドッグス　Loser（４） 矢樹純/青木優 660 集英社 4 奴隷遊戯GUREN（３） ヤマイナナミ/井深みつほ 630 小学館 10 清らかクンは高貴な童貞（１） アリスン 482

KADOKA 4 復讐の毒鼓（６） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 920 KADOKA 25 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出池野雅博/ざっぽんほか 未定 講談社 11 蒼のアインツ（５） 中村尚儁 660 集英社 4 怪物事変（12） 藍本松 480 小学館 10 ふたりぼっち（４） 吉村明美 454

KADOKA 4 御意見無用 ありま猛 860 KADOKA 25 すべての人類を破壊する。それらは再生でき 横田卓馬/伊瀬勝良 未定 講談社 11 悪魔と人との間（１） 福本眞久 660 集英社 4 双星の陰陽師（23） 助野嘉昭 480 小学館 10 独り身ですが何か？（２） 安タケコ 454

KADOKA 4 パシリな僕と恋する番長さん（６） 鹿島初 640 KADOKA 25 天空の城をもらったので異世界で楽しく遊びたＭａｔｓｕｋｉ/井上みつるほ 未定 講談社 11 アスペル・カノジョ（９） 萩本創八/森田蓮次 660 集英社 4 Z/X Code reunion（３） 浦畑達彦/藤真拓哉ほか 480 小学館 10 アラサーバージンロード（１） へんみ奈々恵 482

KADOKA 4 帝都聖杯奇譚　Fate/type Redline（２） 平野稜二/経験値／ＴＹＰ 640 KADOKA 25 田舎のホームセンター男の自由な異世界生活うさぴょん/古来歩ほか 未定 講談社 11 親愛なる僕へ殺意をこめて（11） 井龍一/伊藤翔太 720 集英社 4 チェンソーマン（９） 藤本タツキ 440 小学館 10 アラサーバージンロード（２） へんみ奈々恵 482

KADOKA 4 理想のヒモ生活（10） 日月ネコ/渡辺恒彦（ヒー 640 KADOKA 25 機動戦士クロスボーン・ガンダム　DUST（12） 長谷川裕一/矢立肇ほか未定 講談社 11 不死身の特攻兵（９） 鴻上尚史/東直輝 660 集英社 4 ハイキュー！！（45）（完） 古舘春一 460 小学館 10 18歳、新妻、不倫します。（３） わたなべ志穂 454

KADOKA 4 であいもん（10） 浅野りん 640 KADOKA 25 新機動戦記ガンダムW G-UNIT オペレーションときた洸一/矢立肇ほか 未定 講談社 11 少年、ちょっとサボってこ？（４） 赤城あさひと 640 集英社 4 ハイキュー！！　ファイナルガイドブック　排球古舘春一 900 小学館 10 キスより先に、始めます（５） わたなべ志穂 440

KADOKA 4 エンジェリックシンドローム（下） 花房夜空/佐和井ムギ 640 KADOKA 25 機動戦士ガンダム　ジオンの再興　レムナント近藤和久/矢立肇ほか 未定 講談社 11 娘の友達（６） 萩原あさ美 640 集英社 4 Dr.STONE（18） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 440 小学館 10 ふるぎぬや紋様帳（５） 波津彬子 800

KADOKA 4 地獄くらやみ花もなき（２） 路生よる/藤堂流風 640 KADOKA 25 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 13 ぼくらのスタア☆ガール（２） 那波マオ 450 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（５） 権平ひつじ 440 小学館 10 ポーの一族　秘密の花園（１） 萩尾望都 682

KADOKA 4 反抗できない！いばらちゃん（１） 藤原あおい 640 KADOKA 25 オーバーロード（14） 深山フギン/大塩哲史ほ 未定 講談社 13 JSのトリセツ（１） 雨玉さき 450 集英社 4 恋するワンピース（６） 伊原大貴 460 小学館 12 コロッケ！　BLACK LABEL（３） 樫本学ヴ 591

KADOKA 4 旅ぎゃる！日本じゅーだんチャリきこー（１） 川喜田ミツオ 640 KADOKA 25 オーバーロード　不死者のOh！（７） じゅうあみ/丸山くがねほ 未定 講談社 13 お嬢と番犬くん（５） はつはる 450 集英社 4 左ききのエレン（14） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 460 小学館 12 Yの箱船（４） 石蕗永地/天樹征丸 591

KADOKA 4 夫婦以上、恋人未満。（５） 金丸祐基 640 KADOKA 25 社畜ダンジョンマスターの食堂経営（１）断じて井上みつる/じょんたろう 未定 講談社 13 阿部くんに狙われてます（６） 岩井あき 450 集英社 4 増田こうすけ劇場　ギャグマンガ日和GB（５） 増田こうすけ 480 小学館 12 爆転SHOOT ベイブレードRISING（３） 青木たかお 591

KADOKA 4 ナナマル　サンバツ（20） 杉基イクラ 640 KADOKA 25 屍刀　―シカバネガタナ―（１） 瀬川はじめ 未定 講談社 13 ヲタ ドル　推しが私で　私が推しで（４） ぢゅん子 450 集英社 4 ド級編隊エグゼロス（11） きただりょうま 480 小学館 12 カクカゾク（２） カトウタカヒロ 600

KADOKA 4 君は死ねない灰かぶりの魔女（１） 楓月誠/ハイヌミほか 640 KADOKA 25 もし、恋が見えたなら（１） 七路ゆうき/みかみてれん未定 講談社 13 きみはかわいい女の子（12） いちのへ瑠美 450 集英社 4 憂国のモリアーティ（13） コナン・ドイル/竹内良輔 480 小学館 12 はなにあらし（８） 古鉢るか 600

KADOKA 4 ヒーロー探偵ニック（１） 座紀光倫 640 KADOKA 26 准教授・高槻彰良の推察（１） 相尾灯自/澤村御影ほか未定 講談社 13 恋のはじまり（２） 蒼井まもる 450 集英社 4 ボクとキミの二重探偵（２） 辺天使/津田穂波 480 小学館 12 異世界ワンターンキル姉さん　～姉同伴の異 田口ケンジ/このえ 600

KADOKA 5 ネット小説の法則（１） Ａ　Ｈｙｅｏｎ/Ｙｕ　Ｈａｎ－ｒ 940 KADOKA 27 不思議の国のハートの女王（１） よはち/長月遥ほか 未定 講談社 13 ウソ婚（６） 時名きうい 450 集英社 4 男坂（10） 車田正美 480 小学館 12 ヌけない聖剣ちゃん（６） くまのきゅう 591

KADOKA 5 魔王様にパフェを作ったら喜ばれました（２） 要龍 650 KADOKA 27 俺たちの青春活動（１） あしや稚浩 未定 講談社 13 ゆりあ先生の赤い糸（７） 入江喜和 450 集英社 4 ようこそ亡霊葬儀屋さん（３） 吉良いと 650 小学館 12 ガワコス！！（２） 土平ゆの 591

KADOKA 5 転生したら乙女ゲーの世界？　いえ、魔術を極坂巻あきむ/櫻井三丸ほ 未定 KADOKA 27 佐々木と宮野（７） 春園ショウ 未定 講談社 13 おちたらおわり（４） すえのぶけいこ 460 集英社 4 自殺幇女（２） 尾北圭人/村瀬克俊 630 小学館 12 アサギロ～浅葱狼～（22） ヒラマツ・ミノル 482

KADOKA 5 魔法世界の受付嬢になりたいです（３） よね/まこほか 650 KADOKA 27 恋する男子に星を投げろ！（２） ゆとと/春日すもも 未定 講談社 13 ビッグシックス（４） 若生わこ/川 660 集英社 4 僕とロボコ（１） 宮崎周平 440 小学館 12 先生は恋を教えられない（４） 源素水 591

KADOKA 5 諸事情により、男装姫は逃亡中！（１） 中条亮/紅城蒼ほか 650 KADOKA 27 おとめバレ（４） ろうか/みかみてれん 未定 講談社 13 能面女子の花子さん（６） 織田涼 610 集英社 4 灼熱のニライカナイ（１） 田村隆平 440 小学館 12 殺し屋Sのゆらぎ（３） 舟本絵理歌 591

KADOKA 5 貴族から庶民になったので、婚約を解消されま大岩ケンヂ/小鳥遊郁ほ 650 KADOKA 27 自転車のお姉さん（２） 中嶋ちずな 未定 講談社 13 ダウト～嘘つき王子は誰？～（３） 此処田ヨー子/ボルテージ 680 集英社 4 ボーンコレクション（２） 雲母坂盾 460 小学館 12 疑似ハーレム（５） 斉藤ゆう 591

KADOKA 7 旺華国後宮の薬師（１） 初依実和/甲斐田紫乃ほ未定 KADOKA 27 俺んちのメイドさん（７） 大原ロロン 未定 講談社 13 レビュダン！（１） 中村世子 460 集英社 4 破壊神マグちゃん（１） 上木敬 440 小学館 12 舞妓さんちのまかないさん（15） 小山愛子 600

KADOKA 7 La maquilleuse ～ヴェルサイユの化粧師～（１みやのはる/堀江宏樹 660 KADOKA 27 テキトーなメイドのお姉さんと偉そうで一途な坊大原ロロン 未定 講談社 13 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（ 桜井真優 460 集英社 4 サマータイムレンダ（12） 田中靖規 600 小学館 12 ケンガンオメガ（７） だろめおん/サンドロビッ 591

KADOKA 7 フードコートで、また明日。 成家慎一郎 840 KADOKA 27 多田依さんはホメられない！（２） のなかたま 未定 講談社 13 花野井くんと恋の病（７） 森野萌 450 集英社 4 さっちゃん、僕は。（４） 朝賀庵 650 小学館 12 銀狼ブラッドボーン（13） 雪山しめじ/艮田竜和 591

KADOKA 7 トラとハチドリ（４） ヨドカワ/ＭＢ 880 KADOKA 27 こちらラスボス魔王城前「教会」（３） 杉町のこ/原雷火ほか 未定 講談社 13 傘寿まり子（14） おざわゆき 610 集英社 4 姫様“拷問”の時間です（４） 春原ロビンソン/ひらけい 600 小学館 12 ウソツキ皐月は死が視える（１） 了子 591

KADOKA 7 ろんぐらいだぁす！（８）新装版 三宅大志 未定 KADOKA 27 航宙軍士官、冒険者になる（３） たくま朋正/伊藤暖彦ほか未定 講談社 13 聖ラブサバイバーズ（１） ひうらさとる 450 集英社 4 悪魔のメムメムちゃん（11） 四谷啓太郎 460 小学館 12 ストメント（１） 黒木ろく 591

KADOKA 7 「刀剣乱舞-ONLINE-」アンソロジーコミック『4 「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 　 　未定 KADOKA 27 転生賢者は娘と暮らす。（１） 宇崎うそ/琴平稜ほか 未定 講談社 13 となりの保護者ちゃん（１） 立樹まや 450 集英社 4 TVアニメ『鬼滅の刃』　公式キャラクターズブッ 　吾峠呼世晴 500 小学館 12 プロミス・シンデレラ（９） 橘オレコ 591

KADOKA 7 RAiSe！　The story of my music（２） しいはらりゅう/ブシロード未定 KADOKA 27 明日はどっちだ今日ガール（２） みぎひざ 未定 講談社 13 花とくちづけ（１） 七都サマコ 450 集英社 4 約束のネバーランド　ART　BOOK　WORLD 白井カイウ/出水ぽすか 2200 小学館 12 ぼっちなエースをリードしたい（２） 水森崇史 591

KADOKA 9 おおきい後輩は好きですか？（２） 卓二雄作 未定 KADOKA 27 晴れた日に少女はギターを（１） ツカモリシュウジ/矢島弘 未定 講談社 13 誰かのことを好きなだけ（２） 藤緒あい 680 集英社 4 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 12 裏バイト：逃亡禁止（２） 田口翔太郎 591

KADOKA 9 ネガくんとポジちゃん（２） 森田俊平 未定 KADOKA 27 ここほれ墓穴ちゃん（８） きたむらましゅう 未定 講談社 13 ボクとわたしの10年恋（３） うさ沢妹子 450 集英社 4 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 12 結婚するって、本当ですか（２） 若木民喜 591

KADOKA 9 きょうも黒咲さんのターン！（２） あゆか 未定 KADOKA 27 ティラとケラ（２） 市川ヒロ 未定 講談社 13 ボクとわたしの10年恋（４） うさ沢妹子 450 集英社 19 貴方がわたしを好きになる自信はありません 鈴木大輔/らげほか 630 小学館 18 いとやんごとなき（２） 小松翔太 454

KADOKA 9 鉄鍋のジャン！五行クンの楽しい香港生活（１西条真二/前田克紀 未定 KADOKA 27 ガヴリールドロップアウト（10） うかみ 未定 講談社 13 スイーツは定時のあとで（１） カナエサト 680 集英社 19 リアル（15） 井上雄彦 650 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（19） オダトモヒト 454

KADOKA 9 Only Sense Online ―オンリーセンス・オンライ羽仁倉雲/アロハ座長ほ 未定 KADOKA 27 私、エリート天使ですが難攻不落なJKに困ってのやま 未定 講談社 13 はらぺこペンギンカフェ（１） きゃらきゃらマキアート 950 集英社 19 ジャンケットバンク（１） 田中一行 600 小学館 18 君は008（11） 松江名俊 454

KADOKA 9 極振り拒否して手探りスタート！　特化しない 蒼井一秀/刻一ほか 未定 KADOKA 27 “かわいい”はキミのもの（１） いうのす 未定 講談社 13 わたしのお嫁くん（２） 柴なつみ 450 集英社 19 バトゥーキ（９） 迫稔雄 540 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（11） 八木教広 454

KADOKA 9 勇者と紋章のラグナロク（４） 渡辺つよし 未定 KADOKA 27 ガンフェスタ（２） 芝村裕吏/ｋｕ－ｂａ 未定 講談社 13 ホタルノヒカリ　BABY（５） ひうらさとる 450 集英社 19 ジュピタリア（２） 梶山昊頌 600 小学館 18 龍と苺（２） 柳本光晴 454

KADOKA 9 安達としまむら　公式コミックアンソロジー 柚原もけ/入間人間ほか 未定 KADOKA 27 q.天上の音楽（１） 植下 未定 講談社 17 くろアゲハ（16） 加瀬あつし 450 集英社 19 TIEMPO―ティエンポ―（７） 飯野大祐 600 小学館 18 天野めぐみはスキだらけ！（22） ねこぐち 454

KADOKA 10 艦隊これくしょん　―艦これ―　コミックアラカル 　「艦これ」運営鎮守府 840 KADOKA 27 センパイ！　オフィスラブしましょ♪（２） 緑青黒羽 未定 講談社 17 DEAR BOYS ACT4（６） 八神ひろき 450 集英社 19 怨み屋本舗　WORST（14） 栗原正尚 580 小学館 18 イケ田くん（２） 渥美駿 454

KADOKA 10 村づくりゲームのNPCが生身の人間としか思 森田和彦/昼熊ほか 640 KADOKA 27 魔法使いの印刷所（５） もちんち/深山靖宙 未定 講談社 17 ましろのおと（26） 羅川真里茂 450 集英社 19 怨み屋以外　栗原正尚短編集 栗原正尚 未定 小学館 18 名探偵コナン　警察学校編　Wild Police Story青山剛昌/新井隆広 682

KADOKA 10 異世界落語（４） 朱雀新吾/ゴツボ×リュウ 640 KADOKA 27 ひつじ先生がしゅきしゅきすぎてヲタヲタしたいしゃあ 未定 講談社 17 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（17） 川原正敏 450 集英社 19 不倫島（１） 真中みのり/高山としのり未定 小学館 19 ディオサの首（２） 伊藤明弘 600

KADOKA 10 死がない伏見くん（１） こんのあらた 640 KADOKA 27 まったく最近の探偵ときたら（８） 五十嵐正邦 未定 講談社 17 オリエント（11） 大高忍 450 集英社 19 ドラフトキング（６） クロマツテツロウ 600 小学館 19 サバゲっぱなし（７） 坂崎ふれでぃ 600

KADOKA 10 温泉むすめ（３） 三倉ちかげ/エンバウンド 640 KADOKA 27 うさぎ帝国よんこま（仮） ｅｎｄｏ 未定 講談社 17 ランウェイで笑って（18） 猪ノ谷言葉 450 集英社 19 Dr.クインチ（５） 鈴川恵康 630 小学館 19 任侠転生―異世界のヤクザ姫―（３） 宮下裕樹/夏原武 600

KADOKA 10 紅殻のパンドラ（19） 六道神士/士郎正宗 640 KADOKA 30 ダークエルフ物語（１）〈故郷、メンゾベランザンＲ．Ａ．サルバトーレ/アン未定 講談社 17 カッコウの許嫁（４） 吉河美希 450 集英社 19 惰性67パーセント（７） 紙魚丸 600 小学館 19 ジャジャ（28） えのあきら 600

KADOKA 12 双子たちの諸事情 鉄一 670 KADOKA 30 ドラゴンランス　〈英雄ヒューマの伝説〉 リチャード・Ａ・ナーク/マイ未定 講談社 17 彼女、お借りします（18） 宮島礼吏 450 集英社 19 善人おっさん、生まれ変わったらSSSランク人三木なずな/ゆづましろほ 630 小学館 19 煩悩☆西遊記（１） クリスタルな洋介 600

KADOKA 12 午後9時15分の演劇論（１） 横山旬 未定 講談社 17 ダイヤのA act2（24） 寺嶋裕二 450 集英社 19 転生ゴブリンだけど質問ある？（２） 三木なずな/荒木宰 600 小学館 19 おとこのこ妻（３） クリスタルな洋介 600

KADOKA 12 無敵の未来大作戦（１） 黒崎冬子 未定 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 講談社 17 インフェクション（21） 及川徹 450 集英社 19 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 19 出会って5秒でバトル（15） みやこかしわ/はらわたさ 591

KADOKA 12 無敵の未来大作戦（２） 黒崎冬子 未定 講談社 4 終わりのセラフ　一瀬グレン、16歳の破滅（９）浅見よう/鏡貴也 450 講談社 17 炎炎ノ消防隊（26） 大久保篤 450 集英社 19 DINER ダイナー（12） 平山夢明/河合孝典 540 小学館 19 九条学園生徒会は交わる（１） 幸路/月夜涙 591

KADOKA 12 砂ぼうず（22） うすね正俊 未定 講談社 4 先輩が僕を殺りにきてる（２） 助野嘉昭＆らふすけっち 450 講談社 17 はじめの一歩（129） 森川ジョージ 450 集英社 19 曝ク者！（３） 波場章史 600 小学館 19 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレム月見隆士/月夜涙ほか 591

KADOKA 12 生理ちゃん　4日目 小山健 未定 講談社 6 サタノファニ（15） 山田恵庸 660 講談社 17 カノジョも彼女（３） ヒロユキ 450 集英社 19 スーサイドガール（２） 中山敦支 600 小学館 19 無限コンティニューで目指す最強勇者（２） ミヤウチシンゴ/ｋｔ６０ 591

KADOKA 13 君ノ声（１） 森永ミク 630 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（９） 福本伸行 660 講談社 17 魔女に捧げるトリック（１） 渡辺静 450 集英社 19 貧々福々ナズナさま！（４） 稲葉そーへー 600 小学館 19 魔王の右腕になったので原作改悪します（３） じろあるば/木村 591

KADOKA 13 ブラザー・トラップ（５） 日向きょう 620 講談社 6 なんでここに先生が！？（11） 蘇募ロウ 660 講談社 17 獣の六番（１） 永椎晃平 450 集英社 19 デンタルクエスト（１） セキアトム/箸井地図 未定 小学館 19 血洗島カナコはなぜ○○するのか？（２） ゆりかわ 591

KADOKA 13 ブラザー・トラップ（６） 日向きょう 630 講談社 6 錬金ブライカン（１） 宝依図 660 講談社 17 偽神英雄のアマデウス（３） サイトウケンジ/いちたか 660 集英社 19 九龍ジェネリックロマンス（３） 眉月じゅん 600 小学館 19 あっ、次の仕事はバケモノ退治です。（１） 市村基 800

KADOKA 13 夕凪に舞え、僕のリボン（上） 黒川裕美 未定 講談社 6 こはる　はる！（１） 新井春巻 660 講談社 17 五等分の花嫁　フルカラー版（８） 春場ねぎ 700 集英社 19 ぎんぎつね（15） 落合さより 650 小学館 26 Splatoon（13） ひのでや参吉 609

KADOKA 13 夕凪に舞え、僕のリボン（下） 黒川裕美 未定 講談社 6 女神のスプリンター（５） 原田重光/かろちー 660 講談社 17 男子高校生を養いたいお姉さんの話（８） 英貴 620 集英社 19 鬼獄の夜（３） 加藤キャシー 630 小学館 26 チコちゃんに叱られる！（４） 住吉リョウ/ＮＨＫ「チコち 564

KADOKA 13 ハルタ　2020-NOVEMBER（79） ハルタ編集部 未定 講談社 6 センゴク権兵衛（21） 宮下英樹 660 講談社 17 化物語（11） 西尾維新/大暮維人 620 集英社 19 鬼獄の夜（４） 加藤キャシー 630 小学館 26 ポケットモンスタースペシャル（57） 山本サトシ/日下秀憲 600

KADOKA 13 ぐらぶるっ！（10） Ｃｙｇａｍｅｓ/菊一文字 未定 講談社 6 アルキメデスの大戦（22） 三田紀房 690 講談社 17 新　仮面ライダーSPIRITS（27） 村枝賢一/石ノ森章太郎 660 集英社 19 ゴールデンカムイ公式ファンブック 野田サトル 未定 小学館 26 ベイブレード　バースト（17） 森多ヒロ 454

KADOKA 13 この世界がゲームだと俺だけが知っている（８イチゼン/ウスバー 未定 講談社 6 明日のエサ　キミだから（５） 若杉公徳 660 講談社 17 恋は世界征服のあとで（２） 野田宏/若松卓宏 660 集英社 19 ヒメカに、僕は。―ヒメカニボクハ― 新貝田鉄也郎 未定 小学館 26 太鼓の達人　4コマ祭りでドドンがドン！（２） まえだくん 454

KADOKA 13 それでは先生、お願いします。 日乃チハヤ 700 講談社 6 寄生列島（２） 江戸川エドガワ 690 講談社 17 SHAMAN KING（18） 武井宏之 600 集英社 19 只野工業高校の日常（３） 小賀ちさと 600 小学館 26 虹、甘えてよ。（９）（完） 青木琴美 482

KADOKA 13 不屈のゾノ しっけ 700 講談社 6 GOD OF DOG（２） 木村航 690 講談社 17 SHAMAN KING（19） 武井宏之 600 集英社 19 失業賢者の成り上がり　～嫌われた才能は世三河ごーすと/おおみね 630 小学館 26 AM 8:02、はつこい（１） 紺野りさ 440

KADOKA 13 やらしい裏アカくんはさみしがり よした 700 講談社 6 首を斬らねば分かるまい（４） 門馬司/奏ヨシキ 660 講談社 17 SHAMAN KING（20） 武井宏之 600 集英社 25 ノイド～愛のすくう星～ 上野ポテト 720 小学館 26 矢野准教授の理性と欲情（４） 河丸慎 440

KADOKA 17 君はパーフェクト　NEXT LEVEL 未散ソノオ 未定 講談社 6 パラレルパラダイス（12） 岡本倫 660 講談社 17 宮本サクラが可愛いだけの小説の漫画。（２） 凪庵/鈴木大輔ほか 630 集英社 25 ご都合シミュレーション 水曜日 750 小学館 26 スパイスとカスタード（９） 宇佐美真紀 440

KADOKA 17 きみ在りて倖せ 鈴木はこ 未定 講談社 6 デスティニーラバーズ（２） 智弘カイ/カズタカ 620 講談社 17 あまちんは自称♂（７） 寺井赤音 600 集英社 25 君が死ぬまであと100日（５） 右腹 600 小学館 26 1/3 さんぶんのいち（８） 千葉コズエ 440

KADOKA 17 類は恋を呼ぶ 季田ビスコ 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（１） しげの秀一 未定 講談社 19 オカルトちゃんは語れない（４） ペトス/橋本カヱほか 690 集英社 25 君が死ぬまであと100日（６） 右腹 600 小学館 26 2度目の春　初めてのキス（１） 原田唯衣 440

KADOKA 17 潮騒のふたり（１） 遠浅よるべ 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（２） しげの秀一 未定 講談社 19 亜人ちゃんは語りたい（９） ペトス 630 集英社 25 橙くんはひとりで寝られない（３） 安理由香 460 小学館 26 2度目の春　初めてのキス（２） 原田唯衣 440

KADOKA 21 異形ヱステティック（２） 鈍色家電 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（３） しげの秀一 未定 講談社 19 グレイプニル（９） 武田すん 660 集英社 25 初めて恋をした日に読む話（12） 持田あき 440 小学館 26 37.5℃の涙（20） 椎名チカ 440

KADOKA 21 盾の勇者の成り上がり（17） 藍屋球/アネコユサギほか未定 講談社 6 おとなりに銀河（１） 雨隠ギド 660 講談社 19 異世界ひとっ娘動物園（１）僕は絶滅危惧種の藤原休樹（企画屋）/うめ 660 集英社 25 真夜中の執事たち　-メイちゃんの執事　side 宮城理子 440 小学館 26 ぼくの輪廻（11） 嶋木あこ 440

KADOKA 21 恋する名画（２） みもと 未定 講談社 9 UQ HOLDER！（24） 赤松健 450 講談社 20 グラゼニ　～夏之介の青春～（２） 森高夕次/太秦洋介 640 集英社 25 君がトクベツ（５） 幸田もも子 440 小学館 26 コーヒー＆バニラ（16） 朱神宝 440

KADOKA 21 ガールズ＆パンツァー　リボンの武者（15） 野上武志/鈴木貴昭ほか未定 講談社 9 神獣医（１） 堀内厚徳/小林作 450 講談社 20 狩猟のユメカ（２） 古部亮 640 集英社 25 春と恋と君のこと（５） 綾瀬羽美 460 小学館 26 社内マリッジハニー（７） 藤原えみ 440

KADOKA 21 戦翼のシグルドリーヴァ　ノンスクランブル（１ 阿部かなり/９０９整備補 未定 講談社 9 ヒロインは絶望しました。（５） 千田大輔 450 講談社 20 いとしのムーコ（17） みずしな孝之 590 集英社 25 消えた初恋（４） ひねくれ渡/アルコ 440 小学館 26 狼とシュガーレス（１） 藤原えみ 440

KADOKA 21 まえせつ！（１） 神無月羽兎/むげんだい 未定 講談社 9 中華一番！極（８） 小川悦司 450 講談社 20 紫電改343（１） 須本壮一 未定 集英社 25 三日月とネコ（２） ウオズミアミ 630 小学館 27 ヒーローくんに恋してるっ！（１） 如月ゆきの 440

KADOKA 21 ライアー・ライアー（２） 幸奈ふな/久追遥希ほか 未定 講談社 9 イジらないで、長瀞さん（９） ナナシ 450 講談社 20 大砲とスタンプ（９） 速水螺旋人 680 集英社 25 めでたく候（２） 藤村真理 680 小学館 27 ねこ、はじめました（８） 環方このみ 440

KADOKA 21 はいふり（７） 阿部かなり/ＡＡＳ 未定 講談社 9 荒ぶる季節の乙女どもよ。～公式ファンブック絵本奈央/岡田麿里 未定 講談社 20 終電ちゃん（９） 藤本正二 640 集英社 25 素敵な彼氏（14） 河原和音 440 小学館 27 大人はわかってくれない。（２） まいた菜穂 440

KADOKA 21 褐色編集さんとショタ漫画家（１） ごくげつ 未定 講談社 9 いじめるヤバイ奴（９） 中村なん 450 講談社 20 CITY（12） あらゐけいいち 640 集英社 25 歌うたいの黒兎（５） 石井まゆみ 440 小学館 27 今日からパパは神様です。（２） 寺本実月 440

KADOKA 21 ボクが勇者で魔王もボクで（３） 炎堂たつや/太田顕喜 未定 講談社 9 また来てね　シタミさん（１） 青木潤太朗/隆原ヒロタ 450 講談社 20 ドラゴン桜2（13） 三田紀房 640 集英社 25 幼な妻でごめんっ！（５） えばんふみ 460 小学館 30 土竜（モグラ）の唄（69） 高橋のぼる 591

KADOKA 21 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言 ｆｕｊｙ/合田拍子ほか 未定 講談社 9 爆宴（１） イダタツヒコ/士貴智志 670 講談社 20 あせとせっけん（９） 山田金鉄 640 集英社 25 ふたりのポラリス（３） 柚原瑞香 460 小学館 30 劉邦（９） 高橋のぼる 591

KADOKA 21 86‐エイティシックス‐　オペレーション・ハイス 染宮すずめ/安里アサトほ未定 講談社 9 人形の国（７） 弐瓶勉 650 講談社 20 この会社に好きな人がいます（５） 榎本あかまる 640 集英社 25 ぼくらはみんな～シロとクロの動物お悩み相談武内こずえ 460 小学館 30 浄土るる短編集　地獄色 浄土るる 591

KADOKA 21 探偵はもう、死んでいる。（１） 麦子/二語十ほか 未定 講談社 9 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士 マツモトケンゴ 650 講談社 20 マリアージュ～神の雫　最終章～（25） オキモト・シュウ/亜樹直 640 集英社 25 初恋ゲームセット 柄十はるか/カキネ 未定 小学館 30 地図にない場所（１） 安藤ゆき 591

KADOKA 21 八男って、それはないでしょう！　～はじまりのばにら棒/Ｙ．Ａほか 未定 講談社 9 嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（１） マツモトケンゴ 630 講談社 20 グラゼニ～パ・リーグ編～（10） 足立金太郎/森高夕次 640 集英社 25 うそつきと唇 波真田かもめ 未定 小学館 30 JUMBO MAX（１） 高橋ツトム 591

KADOKA 21 僕と彼女の転生る異世界（２） コジィ 未定 講談社 9 よくわからないけれど異世界に転生していたよ内々けやき/あしほか 650 講談社 20 半沢直樹（４） 池井戸潤/フジモトシゲキ 640 集英社 25 鴨居家のマルちんは猫です　シニア編 鴨居まさね 830 小学館 30 パッカ（３） 今井大輔 591

KADOKA 21 世界最強の後衛　～迷宮国の新人探索者～ 力蔵/とーわほか 未定 講談社 9 人外姫様、始めました　～Free Life Fantasy O園原アオ/割田コマほか 650 講談社 20 刷ったもんだ！（２） 染谷みのる 640 集英社 25 じゃあまたね（２） 清原なつの 820 小学館 30 警眼―ケイガン―（５） 早坂ガブ 591

KADOKA 21 トカゲ爆発しろ（１） ｏｋａｍｕｒａ 未定 講談社 9 妖怪アパートの幽雅な日常（21） 深山和香/香月日輪 630 講談社 20 ミスターズ～私の町のおじさんたち～（３） 飛田漱 660 集英社 25 LP～ライフ・パートナー～3番目の配偶者（２） おざわゆき 未定 小学館 30 バトルグラウンドワーカーズ（５） 竹良実 591

KADOKA 21 槍の勇者のやり直し（７） にぃと/アネコユサギほか未定 講談社 9 オレと邪神と魔法使いの女の子（３） 小原ヨシツグ 650 講談社 20 iメンター　すべては遺伝子に支配された（２） 小出もと貴 660 集英社 25 わたしの家はフツー（１） 佐野未央子 未定 小学館 30 あの月に向かって打て！（３） 寒川一之 591

KADOKA 21 成長チートでなんでもできるようになったが、無橋本良太/時野洋輔ほか未定 講談社 9 六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士加古山寿/朱月十話ほか 630 講談社 20 バトルスタディーズ（25） なきぼくろ 640 小学館 30 横須賀こずえ（３） 小田扉 591

KADOKA 21 呪いの魔剣で高負荷トレーニング！？　～知 佐々川いこ/こげ丸ほか 未定 講談社 9 フルカラー版　人形の国（２） 弐瓶勉 1200 講談社 20 あなたはブンちゃんの恋（１） 宮崎夏次系 650 小学館 30 最後の遊覧船（２） すぎむらしんいち 591

KADOKA 21 異世界チートサバイバル飯（５） 山田モジ美/赤石赫々ほ 未定 講談社 9 天空侵犯arrive（５） 大羽隆廣/三浦追儺 620 講談社 20 スインギンドラゴンタイガーブギ（２） 灰田高鴻 640 小学館 30 夏目アラタの結婚（４） 乃木坂太郎 591

KADOKA 21 異世界ですが魔物栽培しています。（７） 蕨野くげ子/雪月花ほか 未定 講談社 9 微妙に優しいいじめっ子（７） もすこ 620 講談社 20 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（15） 泰三子 640 小学館 30 しょうもない僕らの恋愛論（５） 原秀則 591

KADOKA 21 じいさんばあさん若返る（２） 新挑限 未定 講談社 9 双穹の支配者（１）この世の半分を支配する！　赤衣丸歩郎 660 講談社 20 ペンとハウス～ペンは飼い主が好き～（３） 家田明歩 900 小学館 30 フォーシームNEXT（３） さだやす圭 591

KADOKA 21 出遅れテイマーのその日暮らし（４） タチバナ/棚架ユウほか 未定 講談社 9 犬になったら好きな人に拾われた。（１） 古川五勢 660 講談社 20 今宵もねこちゃん 大川ぶくぶ 850 小学館 30 病室で念仏を唱えないでください（７） こやす珠世 591

KADOKA 21 おにがしま。（３） ぺぷ 未定 講談社 9 目黒さんは初めてじゃない（５） ９℃ 680 講談社 20 ダーウィン事変（１） うめざわしゅん 660 小学館 30 新黒沢　最強伝説（21） 福本伸行 591

KADOKA 21 イタリア人の女の子が居候することになった ハミタ 未定 講談社 9 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術石澤庸介/謙虚なサーク 620 講談社 20 ぐらんぶる（16） 井上堅二/吉岡公威 630 小学館 30 風の大地（79） かざま鋭二/坂田信弘 591

KADOKA 24 美しビルの解かない探偵（３） 緒崎カホ 未定 講談社 9 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使宮城森成/さとうほか 620 講談社 20 てんぷる（４） 吉岡公威 630 小学館 30 前科者（６） 月島冬二/香川まさひと 591

KADOKA 24 今日から家政婦さんっ！（４） 夏葉じゅん/きたこほか 未定 講談社 9 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔佐々木宣人/御子柴奈々 620 講談社 20 宮崎夏次系画集　 変な夢を見た 宮崎夏次系 2700 小学館 30 昭和天皇物語（７） 能條純一/半藤一利ほか 591

KADOKA 25 武装少女マキャヴェリズム（11） 黒神遊夜/神崎かるな 未定 講談社 9 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小 井上菜摘/未来人Ａほか 620 講談社 25 ぼくたちのリメイク（４） 閃凡人/木緒なちほか 680 小学館 30 岳　完全版　第2集 石塚真一 1545

KADOKA 25 異世界はスマートフォンとともに。（９） そと/冬原パトラほか 未定 講談社 9 不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で藤モロホシ/茨木野ほか 620 講談社 26 つげ義春大全（９）忍者秘張3 忍者秘張4 つげ義春 4000

KADOKA 25 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 11 トシサン　～都市伝説特殊捜査本部第三課～木村大介 640 講談社 26 つげ義春大全（13）上忍下忍　一刀両断 つげ義春 4000

KADOKA 25 コードギアス　復活のルルーシュ（１） 小笠原智史/谷口廣次朗未定 講談社 11 奈落のふたり（１） 五郎丸えみ 未定 講談社 27 転生したらスライムだった件（16） 川上泰樹/伏瀬ほか 680

講談社 27 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（２） 茶々/伏瀬ほか 630
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秋田書店 6 水曜どうでしょう～大泉洋のホラ話～（１） 星野倖一郎/大泉洋 680 キルタイ 25 （成）二次元コミックマガジン　戦隊ヒロイン陵 　なぐるふぁる/ＴＪ－ｔｙｐｅ１ 1000 ジーウォ 26 （成）魔法少女凌辱クインテット ＭＡＫＩ 1000 大都社 12 獣愛オーガズム貪るように激しく抱かれ 喃羽ナミコ 650 双葉社 26 さわれないのよ、さわこさん 松林佑 670

秋田書店 6 フルアヘッド！ココ　ゼルヴァンス（11） 米原秀幸 454 キルタイ 25 （成）くっ殺ヒロインズSP（４） 恋河ミノル/月蜥蜴ほか 1200 ジーウォ 26 （成）ルダ～淫らな王国の奇なる人々～ ＭＡＫＩ 1091 大都社 24 移せ身の人形師　時雨夏子の奇蹟 井口清満/七瀬真 680 双葉社 26 こいぐるみ（１） たなかのか 640

秋田書店 6 吸血鬼すぐ死ぬ（16） 盆ノ木至 454 キルタイ 27 （成）コミックアンリアル　ザ・ベスト　サキュバス七瀬瑞穂/太平さんせっと1000 祥伝社 7 そろえてちょうだい？（６） いくえみ綾 840 大都社 24 山口敏太郎の日本怪忌行 山口敏太郎/未浩 680 双葉社 26 Odds VS！（22） 石渡治 630

秋田書店 6 家庭教師なずなさん（２） 縁山 454 キルタイ 27 リメイクトーコ（２） 溝鼠ギャン 630 祥伝社 7 ジェンダーレス男子に愛されています。（３） ためこう 680 大都社 25 30代くたびれリーマンを癒すならカラダで（１） 相田早智子 650 双葉社 26 イビツな彼女 ゆずぽん 670

秋田書店 6 ハリガネサービスACE（９） 荒達哉 454 キルタイ 27 ポンコツ女神の異世界創世録（４） 金光鉉/林達永 630 祥伝社 25 ディレイル 相葉キョウコ 680 大都社 25 恋を知るにはまだ青い 伊藤良 700 双葉社 26 アンドロイドタイプワン（３）（完） ＹＡＳＨＩＭＡ 650

秋田書店 6 永遠の陽射しの屍（１） 森田将文 630 キルタイ 27 JKからやり直すシルバープラン（３） 李惠成/林達永 630 祥伝社 25 絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男紺吉 850 大都社 25 愛欲調教 上川きち 700 双葉社 30 お菓子職人の成り上がり～天才パティシエの 日向探偵/月夜涙 630

秋田書店 6 かわいい後輩に言わされたい（２） 川村拓 600 クロエ出 6 （成）多淫性女系一家 泥っせる 1018 祥伝社 25 蜂蜜えっち。（１）草食男子と同居…のはずが 山田愛妃 680 大都社 25 獣様は恩返しで孕ませたい 立花ビスコ 700 双葉社 30 冒険家になろう！～スキルボードでダンジョン栗山廉士/萩鵜アキ 630

秋田書店 6 メイカさんは押しころせない（２） 佐藤ショーキ 630 クロエ出 6 （成）100%負けた若妻の膣穴　～グチョグチョ Ｂｅ－ｖｅ 1018 祥伝社 25 この俺が、マグロ女子とのセックスなんかに溺西臣匡子 680 大都社 25 メスイキ幼馴染を溺愛中 いけがみ小５ 700 双葉社 30 古竜なら素手で倒せますけど、これって常識じウメハナ/羽田遼亮 630

秋田書店 6 声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思矢村いち 630 幻冬舎コ 24 レンタル彼氏のお尻をご指名 百瀬あん 660 祥伝社 25 おまえの泣き顔…クる！（１）同僚教師と溺れ 神咲めぐみ 680 大都社 25 90日彼氏（３） 小田三月 650 双葉社 30 神眼の勇者（７） 白瀬岬/ファースト 630

秋田書店 6 HiGH&LOW THE WORST鳳仙学園日誌 髙橋ヒロシ／ＨＩ－ＡＸ/ア 700 幻冬舎コ 24 センチメントの行方（４）（完） 榎本ナリコ 650 祥伝社 25 純情ギャルとオオモノ社長（１）お腹の奥までき青井うえ 680 宝島社 24 猫と竜（５） 佐々木泉/アマラほか 690 双葉社 30 村人転生　最強のスローライフ（７） イチソウヨウ/タカハシあん 630

秋田書店 6 WORST外伝　ゼットン先生（１） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 630 幻冬舎コ 24 異世界で土地を買って農場を作ろう（３） 岡沢六十四/細雪純ほか 630 松文館 27 弟の顔して笑うのはもう、やめる（６） 神寺千寿 591 大誠社 20 青島くんはいじわる（１） 吉井ユウ 618 二見書房 24 オタクな俺がリア充社長に食われた件につい 村崎ハネル/丸木文華 680

秋田書店 6 WORST外伝　ドクロ（５） 髙橋ヒロシ/きだまさし 630 幻冬舎コ 24 肩と指先（３）（完） 富士山ひょうた 680 スコラマ 30 （成）爆乳エルフと異世界性活 神宮小川 1182 ティーアイ 6 （成）吸精忍・臨 香吹茂之 1018 文苑堂 30 （成）日陰の花 ヤマダユウヤ 1100

秋田書店 6 WORST外伝　グリコ（９） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 630 幻冬舎コ 24 発熱バスルーム ＡＲＵＫＵ 700 スクウェア 7 そうだ、売国しよう～天才王子の赤字国家再生鳥羽徹/えむだほか 600 ティーアイ 6 （成）おさない悪戯 干支門三十四 1018 フロンティ 12 転生しまして、現在は侍女でございます。（３） 田中ててて/玉響なつめ 580

秋田書店 6 クローズ外伝　鳳仙花　the beginning of HOU髙橋ヒロシ/齋藤周平 630 幻冬舎コ 24 恋するインテリジェンス（８） 丹下道 700 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 ティーアイ 13 （成）JK二人と秘密の姦係 く～ねる 1018 フロンティ 13 タヌキとキツネ　冬のおはなし アタモト 1300

秋田書店 6 クローズEXPLODE（９）（完） 髙橋ヒロシ/神田哲也ほか 630 幻冬舎コ 24 僕の幼馴染み（１） 陵クミコ 660 スクウェア 7 装備枠ゼロの最強剣士　でも、呪いの装備（可坂木持丸/鷹嶋大輔ほか 600 ティーアイ 13 （成）お前は私の射精人形 おとちち 1018 フロンティ 21 きみの春花 有馬嵐 673

秋田書店 6 OREN'S（10） 髙橋ヒロシ/カズ・ヤンセ 630 コスミック 5 ハツコイ・リセット（３） 黒田うらら 648 スクウェア 7 最強のおっさんハンター異世界へ　～今度こそ月島秀一/勇沢梛木ほか 600 TOブック 2 白魔法師は支援職ではありません※支援もで影崎由那/マグム 640 フロンティ 21 キリング・ストーキング（３） クギ 980

秋田書店 6 ジャンク・ランク・ファミリー（８） 髙橋ヒロシ 630 コアマガ 2 となりのシュガーボーイ 四宮和 715 スクウェア 7 転生賢者の異世界ライフ　～第二の職業を得進行諸島/彭傑（Ｆｒｉｅｎｄｌ 　600 TOブック 2 最後の医者は雨上がりの空に君を願う（１） すがはら竜/二宮敦人 640 フレックス 12 手玉に取りたい黒木屋さん（１） ポロロッカ 600

秋田書店 6 冠さんの時計工房（３） 樋渡りん 600 コアマガ 25 クロスオーバー×セックス 佐野由岐彦 705 スクウェア 7 漆黒使いの最強勇者　仲間全員に裏切られた瀬戸メグル/木村有里ほ 600 TOブック 16 無人島でエルフと共同生活＠COMIC（３） ちわ小太郎/わんた 640 フレックス 12 鍵つきテラリウム（４）（完） 平沢ゆうな 750

秋田書店 16 紅霞後宮物語（10）～小玉伝～ 雪村花菜/栗美あい 454 コアマガ 25 暗闇の龍は蜻蛉を抱く いさき李果 685 スクウェア 7 イジメカエシ。―復讐の31（カランドリエ）―（４ 村下玖臓 618 TOブック 16 穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC（４） 百地/岬 640 フレックス 13 田舎ねこ　とらちよが行く！（１） 沖たばかり 630

秋田書店 16 茉莉花官吏伝（３）～後宮女官、気まぐれ皇帝石田リンネ/高瀬わか 600 コアマガ 30 （成）ネトラレおなぺっと 蛹虎次郎 1364 スクウェア 7 うちの奴隷が明るすぎる（２） ぶしやま 600 TOブック 16 本好きの下剋上　公式コミックアンソロジー（６波野涼/香月美夜ほか 600 フレックス 13 おじさんはカワイイものがお好き。（５） ツトム 600

秋田書店 16 十三歳の誕生日、皇后になりました。（１） 石田リンネ/青井みと 600 コアミック 19 いくさの子　―織田三郎信長伝―（15） 原哲夫/北原星望 600 スクウェア 7 友達の妹が俺にだけウザい（２） 三河ごーすと/トマリほか 600 徳間書店 13 あんアンドロどろ（３） Ｒ－ｏｎｅ 720 フレックス 13 ゴマ塩とぷりん（３）（完） 鈴木有布子 700

秋田書店 16 華仙公主夜話（１）その麗人、後宮の闇を斬る喜咲冬子/みなもと悠 600 コアミック 19 前田慶次　かぶき旅（５） 原哲夫/堀江信彦ほか 620 スクウェア 7 魔物を従える“帝印”を持つ転生賢者　～かつ苗原一/ＢＢＢＯＸほか 600 徳間書店 13 マザーグール（６） 菅原キク 720 復刊ドッ 17 新装版　風が強く吹いている（２） 三浦しをん/海野そら太 1700

秋田書店 16 私の着せ替えアイドル様（４） 小島美帆子 600 コアミック 19 19番目のカルテ　徳重晃の問診（２） 富士屋カツヒト/川下剛史 600 スクウェア 7 悪役令嬢、五度目の人生を邪竜と生きる。　―島田莉音/東弥イツキ 600 徳間書店 13 にじさんじ　さんばか～にばる（１） 221 900 復刊ドッ 17 火の鳥　《オリジナル版》　ヤマト編・宇宙編 手塚治虫 3800

秋田書店 16 踏みつけたい男 金子アコ 639 コアミック 19 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（４） 隆慶一郎/原哲夫ほか 650 スクウェア 7 処刑された賢者はリッチに転生して侵略戦争 結城絡繰/國友翔太郎ほ 600 徳間書店 25 一緒にいただきます 75 640 復刊ドッ 17 火の鳥　《オリジナル版》　鳳凰編 手塚治虫 3900

秋田書店 16 クリスタル☆ドラゴン（30） あしべゆうほ 454 コアミック 19 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（５） 隆慶一郎/原哲夫ほか 650 スクウェア 7 転生魔導王は、底辺職の黒魔術士が、実は最Ｋｏｎａｇｉ/銀翼のぞみ 600 徳間書店 25 グッドルッキング 秋葉東子 640 復刊ドッ 25 ど根性ガエル　傑作セレクション 吉沢やすみ 3500

秋田書店 16 後宮香妃物語（２） 伊藤たつき/橘ミズキ 600 コアミック 19 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（６） 隆慶一郎/原哲夫ほか 650 スクウェア 7 卑怯者だと勇者パーティを追放されたので働 上下左右/がおうほか 600 徳間書店 25 恋をするなら二度目が上等（２） 木下けい子 630 復刊ドッ 25 手天童子　初出完全版（１） 永井豪とダイナミックプロ 3800

秋田書店 16 クジラの子らは砂上に歌う（18） 梅田阿比 454 メディアソ 5 読みかけの恋 小箱あき 660 スクウェア 12 FINAL FANTASY LOST STRANGER（６） 水瀬葉月/亀屋樹 618 日本文芸 9 カジノグイ（３） 野﨑花一/吉田史朗 700 プランタン 6 今日からアラブのお姫様！？　いきなりシンデ 　金城ことり/笹木らいか 未定

秋田書店 16 9番目のムサシ（３）ゴースト アンド グレイ 髙橋美由紀 600 メディアソ 5 ハイスペケモ　ハイスペックな獣人と家族になｄｏｊｉ 650 スクウェア 12 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい（４） 有田イマリ 600 日本文芸 19 白竜HADOU（20） 天王寺大/渡辺みちお 680 プランタン 30 百草の裏庭　（仮） 青井秋 未定

秋田書店 16 ぼんくら陰陽師の鬼嫁（１） 秋田みやび/遠野由来子 600 メディアソ 5 偏屈小説家は恋に色づく やん 650 スクウェア 12 乙女ゲー転送、俺がヒロインで救世主！？（２武凪知/辻本ユウ 600 日本文芸 19 ガニメデ～殺戮の島～（１） 高橋構造 700 ブライト出 20 アトリエで飼われる私（３）（完） 都筑せつり 636

秋田書店 16 ナースのチカラ（３）～私たちにできること　訪 広田奈都美 750 メディアソ 5 夜すがら君を想う 棚川三々 680 スクウェア 12 魔女の下僕と魔王のツノ（13） もち 618 日本文芸 19 デスホテル（１） ハセガワＭ 700 ブライト出 20 ヤクザと結婚なんてデキません！～その女、 来岬未悠 636

秋田書店 16 いのちの器（83） 上原きみ子 550 メディアソ 5 鷹田くんはハジメテがお好き（１） 冴月ゆと 670 スクウェア 12 死霊術師のお手伝い（２） 島崎無印/はま 600 日本文芸 30 天牌（107） 来賀友志/嶺岸信明 680 ふゅーじ 24 ロンリーロンリーマイヒーロー（仮） 毒雄 700

秋田書店 16 加賀谷次長、狙われてます！（２） 小山田容子 680 英和出版 10 俺はお前の牛じゃない！ みーち 670 スクウェア 12 いじめるアイツが悪いのか、いじめられた僕が君塚力/日丘円 600 日本文芸 30 新宿セブン（12）（完） 観月昴/奥道則 750 ふゅーじ 24 除霊はセックスです 彩月ユリィ 750

秋田書店 16 彼を愛するにはセックスしかなかった 克本かさね 630 英和出版 10 ご機嫌カレシ（仮）が鬼畜過ぎて仕方ない 高比良りと 650 スクウェア 12 転生領主の優良開拓～前世の記憶を生かして空野進/ｒｉｋｋｏほか 600 日本文芸 30 シニザマ 宮崎克/細川忠孝 680 ふゅーじ 24 犬と鶯（仮） 柵飛ヒツジ 700

秋田書店 16 まねきねこのうた Ｊａｍ 980 三交社 20 なぜか変態くんに溺愛されています 猫戸ゆた 582 スクウェア 12 八乙女の心の中の俺がヤバイ件（１） もゆる 600 日本文芸 30 メリーさんは今宵もツナガリたい 葵蜜柑 700 ぶんか社 5 デビダン！　目指せダンジョンニート物語（１） ねんど。/バージョンＦ 630

秋田書店 20 サイボーグ009 BGOOPARTS DELETE（２） 石ノ森章太郎/岡崎つぐお 630 三交社 20 こんなの運命じゃないから勘違いしないで　～ちふゆ 636 スクウェア 13 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っている 　 　大森藤ノ/矢樹貴ほか 600 日本文芸 30 シニビトガタリ（３）（完） 魅魑 750 ぶんか社 13 婦警さんと暗殺さん（２） おりはらさちこ 745

秋田書店 20 神さまの怨結び（10） 守月史貴 630 メディアソ 25 後輩の雄っぱいが好きすぎる にたこ 650 スクウェア 21 死後の世界でも死ぬまで働く話（２） 山口えいと 818 日本文芸 30 ガチャ師に神引きされてみた（１） 長谷川真也 700 ぶんか社 13 チェンジ！！！　地雷風俗店「スリーアウト」の森埼りつか/高橋美幸 720

秋田書店 20 津軽先輩の青森めじゃ飯！（３） 仁山渓太郎 600 メディアソ 25 かわいいおバカといいヤクザ（仮） ねんごろう。 700 スクウェア 21 クールドジ男子（３） 那多ここね 1000 日本文芸 30 ないしょの予習（１） 森井暁正 700 ぶんか社 13 主任がゆく！（25） たかの宗美 741

秋田書店 20 神呪のネクタール（10） 吉野弘幸/佐藤健悦 630 三和出版 30 （成）ちっちゃくてきもちいぃ（シロハート） こりす 1182 スクウェア 21 うちの息子はたぶんゲイ（３） おくら 818 日本文芸 30 熟れゆく柔肌 丸顔めめ 750 ぶんか社 17 ウラミン（１） 飯星シンヤ 670

秋田書店 20 死にたがりの復讐者（１） あまね水咲 630 三和出版 30 （成）彼より好きになってしまいました ジロウ 1182 スクウェア 21 鬼島さんと山田さん（３） 星見ＳＫ 600 日本文芸 30 撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～（１） 山本晃司 680 ぶんか社 17 ウラミン（２） 飯星シンヤ 670

秋田書店 20 本気！　終章　火薬（１） 立原あゆみ 630 ジーオー 25 （成）アゲまんライフ 雪國おまる 1100 スクウェア 21 僕が僕であるために。（８） 葉月抹茶 600 LINE Dig  13 いいねだいすき　ふぁぼこちゃん（２）（完） のどやま 580 ぶんか社 17 結婚（仮）はじめました。幼なじみと恋愛0日の松崎あべの 648

秋田書店 20 荒くれKNIGHT リメンバー・トゥモロー（６） 吉田聡 630 ジーオー 27 （成）アネットさんとリリアナさん～Standard Ed葵渚 1600 スクウェア 21 僕が僕であるために。（９） 葉月抹茶 600 LINE Dig  13 俺、限定コミュ症なんでっ。（２） 桐谷のば 620 ぶんか社 17 悪い男と恋の罠 おけいど 648

秋田書店 20 我にチートを～ハズレチートの召喚勇者は異 温泉卵/山田モジ美 600 ジーオー 27 （成）おとぎばなしロマンツェ 李ＫＰＡ 1700 スクウェア 21 事情を知らない転校生がグイグイくる。（７） 川村拓 600 LINE Dig  13 名前のない怪物（４） 黒木京也/子月コウ 580 ぶんか社 17 ちっぱい女子と雄っぱい男子（２） 猫宮なお 648

秋田書店 20 あさこ（２） よしだもろへ 600 ジーオー 27 欲望パンドラ（３） 緋月アキラ 680 スクウェア 21 留年！　とどめ先輩（３） 川村拓 600 LINE Dig  13 それは、君が見た青だった（３）（完） 三永ワヲ 800 ぶんか社 17 スパダリと結婚したら私のストーカーだった件 春宮ぱんだ 648

秋田書店 20 333APP（２） 彭傑 630 ジーオー 30 （成）もっと！はつこいりぼん。 へんりいだ 1500 スクウェア 21 死神様に最期のお願いをRE（４） 山口ミコト/古代甲 600 LINE Dig  13 リベンジ・ラブ（２） ちーにょ 800 ぶんか社 27 片恋結婚（２）～年上の旦那様は不器用な愛妻おおひらしるす 662

秋田書店 20 ウラアカジョシ（２） 七保志天十 630 ジーオー 30 （成）がーるずらっしゅ 水平線 1100 スクウェア 21 六畳一間の魔女ライフ（２） 秋タカ 600 LINE Dig  13 ホームメイド・スイートホーム（３）（完） 中村ユキチ 620 ぶんか社 27 紳士は胸元に愛を秘める はるこ 648

秋田書店 20 デメキン（26） 佐田正樹/ゆうはじめ 630 ジーオー 30 （成）セックススマートフォン～ハーレム学園性銀曜ハル 1400 スクウェア 25 聖女のはずが、どうやら乗っ取られました（１）吉高花/じさまほか 600 LINE Dig  13 織部姉妹のいろいろ（６）（完） くも子 620 芳文社 5 子持ちホストの紳士な隣人 桃季さえ 660

秋田書店 20 私には5人の毒親がいる（１） ぐいこ/樹生ナト 630 ジーオー 30 0パーセントの花束 三上志乃 760 スクウェア 25 朝比奈若葉と○○な彼氏（１） 間孝史/桃餅ほか 600 LINE Dig  13 鬼畜島（14） 外薗昌也 590 芳文社 5 クズでもできる恋愛論 志々藤からり 660

秋田書店 20 異世界NTR～親友のオンナを最強スキルで堕五里蘭堂/佐藤健悦 630 ジーオー 30 しまパン ４０原 2909 スクウェア 25 朝比奈若葉と○○な彼氏（２） 間孝史/桃餅ほか 600 モバイル 17 元ヤン農家のHがヤバい！ 和 680 芳文社 5 言えないアフタースクール 白松 680

秋田書店 20 今日から俺はロリのヒモ！（４） 暁雪/へんりいだ 630 ジーオー 30 LA LIFE 井上三太 1700 スクウェア 25 薬屋のひとりごと（７） 日向夏/ねこクラゲほか 600 モバイル 17 嘘つきな番～その匂い、ナカまで染み込ませ なつはづき 710 芳文社 5 キライにならせてとなりのオオカミ 汐にがり 680

朝日新聞 6 のこのこ（２） 明治カナ子 630 ジーオー 30 ツインズシング（１） ゴリラスロウ 720 スクウェア 25  +チック姉さん（16） 栗井茶 545 モバイル 17 お前のすべてを抱き尽くす～交際0日、いきな羽柴みず 680 芳文社 6 大家さんは思春期！（13） 水瀬るるう 690

朝日新聞 20 魔女をまもる。（上） 槇えびし 900 主婦と生 27 果ての星通信（４） メノタ 650 スクウェア 25 ナイツ＆マジック（13） 天酒之瓢/加藤拓弐ほか 600 アイエム 18 その笑顔好きじゃない（３） 駄犬ひろし 600 芳文社 6 うららのパンツは店長を困らせる（１） ｓａｋｕ 690

朝日新聞 20 魔女をまもる。（中） 槇えびし 900 主婦と生 27 妃教育から逃げたい私（１） 菅田うり/沢野いずみほか 630 スクウェア 25 現実の彼女はいりません！（９） 田尾典丈/三雲ジョージほ 600 Jパブリッ 13 草食系彼氏がとんだ策士だなんて聞いてない卯月たける 699 芳文社 6 新コボちゃん（47） 植田まさし 570

朝日新聞 20 魔女をまもる。（下） 槇えびし 900 主婦と生 27 北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし（５） 白樺鹿夜/江本マシメサほ 630 スクウェア 25 清く正しくふしだらに（１） 三雲ジョージ 600 Jパブリッ 18 ダブルフェイスにくちづけ 柳瀬せの 648 芳文社 12 巴マミの平凡な日常（８） Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/あらた 680

朝日新聞 20 伊集院月丸の残念な霊能稼業（７） 魚住かおる 730 主婦と生 27 私魔王。──なぜか勇者に溺愛されています柳矢真呂/ぷにちゃんほか 630 スクウェア 25 その着せ替え人形は恋をする（６） 福田晋一 600 Jパブリッ 20 デブとラブと過ちと！（１） ままかり 699 芳文社 16 信長のシェフ（28） 梶川卓郎 620

茜新社 27 （成）おもいろは かせい 1100 少年画報 9 はじめてのはじめちゃん 福丸やすこ 690 スクウェア 25 デッドマウント・デスプレイ（６） 成田良悟/藤本新太 618 Jパブリッ 20 デブとラブと過ちと！（２） ままかり 699 芳文社 16 社畜と少女の1800日（13）（完） 板場広志 620

茜新社 27 （成）夜明けを待ってた ひげた 1100 少年画報 9 耳よりごはん♪　食いしん坊ピアニストの華麗さかきしん 690 スクウェア 25 極道パラサイツ（４） まつたけうめ/武六甲理衣 600 Jパブリッ 25 プライベート・ファンサービス 牧コチコ 648 芳文社 16 村祀り（12） 木口銀/山口譲司 620

一迅社 5 彼に依頼してはいけません（５） 雪広うたこ 620 少年画報 9 ねこぱんち　猫年末号 アンソロジー 498 スクウェア 25 嫁のまにまに（３） 優風 600 ハーパー 11 美しき奴隷 小越なつえ/ジェニー・ル 600 芳文社 16 ねこだまり（４）（完） 郷本 620

一迅社 13 家出キツネは幼馴染とケッコンしたい 神門佑哉 690 少年画報 9 ねこ先生、急患です！（１） 仲まみ太 690 スクウェア 25 BADON（３） オノ・ナツメ 600 ハーパー 11 悪魔に心を捧げて 小越なつえ/ジェニー・ル 600 芳文社 16 ブラック芸能事務所ですが何か？（２） ｕｓｉ 620

一迅社 18 ふたりエスケープ（１） 田口囁一 680 少年画報 16 メガネさんは意外とかわいい（１） 新居さとし 650 スクウェア 27 地縛少年　花子くん（14） あいだいろ 600 ハーパー 11 国王のプロポーズ 千家ゆう/ケイト・ウォーカ 600 芳文社 16 男だけど死神姫の嫁になりました（仮）（１） ふかみん/午子 620

一迅社 18 欠けた月とドーナッツ（２） 雨水汐 852 少年画報 16 異世界狙撃手は女戦士のモフモフ愛玩動物（光永康則/いのまる 650 スクウェア 27 アラフォー男の異世界通販生活（３） 朝倉一二三/やまかわほ 600 ハーパー 11 裏切り者に薔薇を 桐坂真生/キャロル・モー 600 芳文社 26 異なる次元の管理人さん（５）（完） 榊 850

一迅社 25 空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩 鳥原習 900 少年画報 16 ゾン美少女の藤美さん（１） サイトウリョウ 650 スクウェア 27 僕はお猫様の下僕です。（３） 北国良人 600 ハーパー 11 ひとりぼっちの狼 岡本慶子/エマ・ダーシー 600 芳文社 26 旅する海とアトリエ（２）（完） 森永ミキ 850

一迅社 25 青年Hの偏愛 理央 640 少年画報 16 オレは床で寝ます！（１） ９℃ 650 青泉社 12 旦那様が朝から晩まで放してくれない（２）エッ西いちこ 650 ハーパー 11 純白のイヴ 井上恵美子/ジャン・ハド 600 芳文社 26 初恋＊れ～るとりっぷ（２） 永山ゆうのん 850

一迅社 25 来世を誓って転生したら大変なことになった（ ∞谷鳩 690 少年画報 16 ねこぱんちクリスマス　DX傑作集 アンソロジー 590 青泉社 12 一夜限りの絶倫彼氏（１）奥まで繋がった相手青井レミ 650 ハーパー 11 愛が見えない億万長者 紅迫春実/キャシー・ウィ 600 芳文社 26 謎のリリリス（１） ＴＹＯＮＥ 850

一迅社 25 舞台に咲け！（１） 春園ショウ 620 少年画報 20 せふれ（２） 甘詰留太 650 青泉社 24 霊感動物探偵社（10） 山内規子 700 ハーパー 17 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 芳文社 26 ゆえに、アイドル革命！（１） みんとる 850

一迅社 25 ボクラノキセキ（23） 久米田夏緒 620 少年画報 30 続　宮沢賢治の食卓 魚乃目三太 690 アルファ 16 身代わりの婚約者は恋に啼く。 秋月綾/なかゆんきなこ 640 白泉社 5 偽りのフレイヤ（５） 石原ケイコ 450 芳文社 26 ご注文はうさぎですか？画集Cafe de Etoile Ｋｏｉ 2000

一迅社 25 コーセルテルの竜術士～子竜物語～（14） 石動あゆま 620 少年画報 30 キューナナハチヨン（３） ヤマモトマナブ 750 彗星社発 18 指先から本気の熱情～チャラ男消防士はまっ川野タニシ 680 白泉社 5 毒と花道（１） たしろみや/猶本三羽 450 芳文社 30 Api（８）（完） アンソロジー 900

一迅社 26 アズールレーン　Queen's Orders（３） 『アズールレーン』運営/槌 640 少年画報 30 馬姫様と鹿王子（２） 椙下聖海 750 ブラスト出 18 （成）八百万嬲り～鬼囚われ編 ｐｒｈｓ 1000 白泉社 5 月島くんの殺し方（１） 藤原ヒロ 450 ホビージ 27 常敗将軍、また敗れる（３） 渡辺つよし/北条新九郎 620

一迅社 26 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた（脊髄引き抜きの刑 630 少年画報 30 社長、恋人のフリをして私の父に会ってくださ 塩野干支郎次 650 ブラスト出 18 （成）アソコ洗い屋さん！～好きだらけのナカにトヨ 1000 白泉社 5 かげきしょうじょ！！（10） 斉木久美子 600 ホビージ 27 デスデウス　ヒーロー・オブ・ザ・デッド（１） 森小太郎 620

一迅社 30 虫かぶり姫（４） 喜久田ゆい/由唯ほか 640 少年画報 30 朝食会（１） 渡邊ダイスケ/小林拓己 650 アルファ 20 禍虎―喰人狩り―（１） うさとる 680 白泉社 5 髪を切りに来ました。（２） 高橋しん 680 マイクロマ 10 わが家は幽世の貸本屋さん（１） 目玉焼き/忍丸 680

一迅社 30 虫かぶり姫　公式コミックアンソロジー～君は アンソロジー 780 少年画報 30 猿ロック　REBOOT（４） 芹沢直樹 650 アルファ 20 勘違いの工房主（１）英雄パーティの元雑用係古川奈春/時野洋輔 680 白泉社 5 蜜薔薇の結婚（４） 水谷京子 540 マイクロマ 10 ツカ子の婚活デスゲーム（１） ｃｏｊｏｍｏ 815

一迅社 30 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中（３） 千種あかり/佐槻奏多ほ 640 少年画報 30 真・一騎当千外伝　勾玉列伝（１） 塩崎雄二 650 アルファ 20 黒い薬師と白き竜姫（１） くりきまる 680 白泉社 5 正臣くんに娶られました。（２） 烏丸かなつ/兎山もなか 540 マイクロマ 10 さくらと介護とオニオカメ！（１） たかの歩 680

一迅社 30 竜騎士のお気に入り（３） 蒼崎律/織川あさぎほか 640 少年画報 30 悪辣（１） 霜月かいり 650 アルファ 20 追い出された万能職に新しい人生が始まりま 宇崎鷹丸/東堂大稀 680 白泉社 6 ゆらゆらQ（１） 雨隠ギド 630 マイクロマ 20 SSカップルは背伸びをしてみたい　～進藤くんユユ 720

一迅社 30 レズ風俗アンソロジー　プレミアム アンソロジー 900 新書館 2 ジェラシー（４） スカーレット・ベリ子 690 アルファ 27 ある日、ぶりっ子悪役令嬢になりまして。 要まりこ/桜あげは 680 白泉社 20 フラレガール（８） 堤翔 450 マイクロマ 30 もんれす　―異種格闘モンスター娘―（４） 眼魔礼/茶谷葉 680

一迅社 30 性感マッサージスキルで異世界ヒロインと結ばアンソロジー 750 新書館 2 君に恋するはずがない 須坂紫那 690 アルファ 27 異世界で失敗しない100の方法（５） 秋野キサラ/青蔵千草 680 白泉社 20 月の傾く夜に 堤翔 450 マイクロマ 30 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念 　  滝乃大祐/一色一凛 630

一迅社 30 復讐学級　～イジメに反撃してスカッとするア アンソロジー 770 新書館 2 あいおいフォーカス 七瀬 670 青林工藝 24 改訂版　こんちゅう稼業 秋山あゆ子 1500 白泉社 20 墜落JKと廃人教師（９） ｓｏｒａ 450 マッグガ 10 ふかふかダンジョン攻略記～俺の異世界転生ＫＡＫＥＲＵ 600

インテル 27 気づいたらキスしてた（２） 京橋こより 691 新書館 2 十二支色恋草子　蜜月の章（４） 待緒イサミ 670 東京漫画 13 恋に堕ちろよ、サバイバー 靴川 670 白泉社 20 天使1/2方程式（10） 日高万里 450 マッグガ 10 巫女と狛犬のおそなえ御飯～もぐもぐ世界の 宝井サト 610

エンジェル 17 （成）交わりの宿 ビフィダス 1000 新書館 下 みーちゃんとアイリ（上） 市川なつを 670 東京漫画 27 鬼上司・獄寺さんは暴かれたい。 あらた六花 670 白泉社 20 婚前アットホーム（１） 松月滉 630 マッグガ 13 異世界に転生したら聖少女にされた へるにゃー/狐谷まどかほ 600

エンジェル 17 （成）アクマなアクメ ちすの助 1000 新書館 下 みーちゃんとアイリ（下） 市川なつを 670 アース・ス 12 戦鬼と呼ばれた男、王家に暗殺されたら娘を 　  田野かかし/ハーーナ殿 600 白泉社 20 ホテル令嬢は若旦那に嫁ぎたい 伊沢玲 630 マッグガ 13 異世界転生の冒険者（４） しばの番茶/ケンイチ 600

エンジェル 17 （成）人妻・若葉さんの性処理当番日記 大嶋亮 1000 新書館 下 山田と加瀬さん。（２） 高嶋ひろみ 850 アース・ス 12 【急募】捨てられてたドラゴン拾った【飼い方】～木虎こん/アッサムてーほ 600 白泉社 27 Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と東雲太郎/銀翼のぞみほ 600 マッグガ 13 北海道の現役ハンターが異世界に放り込まれカルトマ/ジュピタースタジ 620

オーバー 13 とりまウチらに話してみ？　～テンアゲギャル 渡瀬ほまり 未定 ジュネッ 19 淫紋治療士 アカギギショウ 700 アース・ス 12 悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ と、ポチ荒木風羽/壱弐参ほか 600 白泉社 27 ふたりエッチ（82） 克・亜樹 600 マッグガ 13 めっちゃ召喚された件　THE COMIC（１） 六甲島カモメ/さいとうさほ 620

オーバー 13 おじさんが女子●生に悪いことを教える話（３ 久川はる 未定 新潮社 9 パパと親父のウチご飯（13）（完） 豊田悠 580 大洋図書 18 突然何となく隣の席の同僚とキスしたくなりま 三浦コズミ 700 白泉社 27 去勢転生（２） 宮月新/おちゃう 650 マッグガ 13 商人勇者は異世界を牛耳る！（３） 相模映/十一屋翠ほか 600

オーバー 13 シークレット・セラピスト（１） 世尾せりな 670 新潮社 9 最果てから、徒歩5分（１） 糸井のぞ 620 大洋図書 24 スモーキーネクター ミナヅキアキラ 750 白泉社 27 OL、ラッコを飼う。（１） 井上知之 890 マッグガ 13 転生貴族の異世界冒険録（５） ｎｉｎｉ/夜州 600

オーバー 25 Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファしゅにち/友橋かめつ 未定 新潮社 9 ドナー法（１）ある臓器移植コーディネーターのいなずまたかし 620 大洋図書 24 羽生山へび子作品集（１） 羽生山へび子 1300 白泉社 30 歪　黒咲練導作品集（３） 黒咲練導 880 フィール 12 英雄伝説　空の軌跡SC ―絆の在り処―（５） 啄木鳥しんき 900

オーバー 25 異世界保育園を開きました　～父性スキルで Ｎｏｋｋｏ/友橋かめつ 未定 新潮社 9 怪獣自衛隊（１） 井上淳哉/白土晴一 620 大洋図書 24 羽生山へび子作品集（２） 羽生山へび子 1300 白泉社 30 イトイ圭作品集　ナインストーリーズ イトイ圭 900 メディアッ 13 （成）ヒプノブリンク　Ver.1.0 逆又練物 1100

オーバー 25 騎士譚は城壁の中に花ひらく（１） ゆづか正成 未定 新潮社 9 猥談バーで逢いましょう（２）（完） 地球のお魚ぽんちゃん/佐 660 竹書房 5 ちっちゃな彼女にせまった結果。いちゃラブ編 嘉村朗 650 一二三書 13 転生貴族の異世界冒険録（１）～カインのやり佐々木あかね 680 メディアッ 26 （成）スキを魅せたらハメられて 蒟吉人 1200

オーバー 25 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠 七六/鬼影スパナ 未定 新潮社 9 勇者に敗北した魔王様は返り咲くために魔物 とうろう 620 竹書房 5 ちっちゃな彼女にせまった結果。いちゃラブ編 嘉村朗 650 ヒット出版 18 （成）Please！Freeze！Please！ 師走の翁 1273 楽楽出版 6 （成）堕として欲しいの ゆのどん 1000

オーバー 25 現実主義勇者の王国再建記（６） 上田悟司/どぜう丸 未定 新潮社 9 サバエとヤッたら終わる（２） 早坂啓吾 640 竹書房 7 堅物隊長メスバレブラックアウト 四方月ろーど 680 ヒット出版 30 （成）エチエチJK包囲網 環々唯 1000 楽楽出版 6 （成）人妻でも抱いてみれば 黒金さつき 1000

オーバー 25 最果てのパラディン（６） 奥橋睦/柳野かなた 未定 新潮社 9 JKハルは異世界で娼婦になった（３） 山田Ｊ太/平鳥コウ 620 竹書房 7 ネトラセ契約（３）（完） 後藤晶 650 ヒット出版 30 （成）少女組曲（17） アンソロジー/某零ほか 1073 リイド社 5 （成）どスケベ巨尻娘Lily しのざき嶺 1000

オーバー 25 望まぬ不死の冒険者（６） 中曽根ハイジ/丘野優 未定 新潮社 9 埼玉の女子高生ってどう思いますか？（４） 渡邉ポポ 600 竹書房 11 出会ってしまったツルとカメ（２）（完） むんこ 820 双葉社 10 べな（２） こふで 720 リイド社 10 私、オペ看なんですけど異世界で役に立ちま 人間まお 800

オークラ 25 上司がゴムを咥えたら（３）2人の距離は0.01m蜜柑子 648 新潮社 9 極主夫道（６） おおのこうすけ 600 竹書房 17 ハッピークソライフ（２） はらだ 660 双葉社 10 報われない恋の占い方 小木カンヌ 720 リイド社 13 （成）ふしだらり うらまっく 1000

オークラ 25 ワルくてHなオジサマは、アレもやっぱり凄いん松狸 676 新潮社 9 死役所（17） あずみきし 580 竹書房 17 茅花かす陽（仮） ミギノヤギ 680 双葉社 10 年上のひと 河合あめ 700 リイド社 19 （成）禁断女教師　奥村まほ　33歳 海野幸 1000

オークラ 27 恋ヶ淵エクトプラズム オオヒラヨウ 709 新潮社 9 か「」く「」し「」ご「」と「（３） 二駅ずい/住野よる 680 竹書房 17 鳴けないトヒコ　（仮） 碗島子 680 双葉社 12 ミイラの飼い方（12） 空木かける 750 リイド社 26 （成）堕牝スイッチ 黒井きんぎょ 1000

宙出版 17 こんなのハジメテ（ベタハート）～モテ男の本気米谷たかね 680 実業之日 13 ねこねこ日本史でよくわかる日本の古典 そにしけんじ/福田智弘 880 竹書房 17 ヘタクソラブステップ 依子 660 双葉社 12 放課後のサロメ（１） 星窪朱子 700 リイド社 27 千の夏と夢 鯨庭 800

宙出版 17 移住、古民家、セフレ付き！？（５） 藤那トムヲ 680 実業之日 13 どうも、腐女子です。（３） 七望ユウ 680 竹書房 19 CITY HUNTER外伝　伊集院隼人氏の平穏な えすとえむ/北条司 600 双葉社 12 こえでおしごと！！（１） 紺野あずれ 630 リブレ 10 フェロモホリック（１） 那木渡 659

宙出版 17 彼氏が変態すぎる！アンソロジー アンソロジー 680 実業之日 20 やがて霧色は曇りなく（１） 旧都なぎ 1700 竹書房 21 10年後の和美ちゃん（上） アオダ 820 双葉社 12 うちのメイドがウザすぎる！（７） 中村カンコ 630 リブレ 10 ダル＆スイート 端倉ジル 689

宙出版 17 理系彼氏はエッチも天才　私のカラダで実験しアンソロジー 680 実業之日 20 やがて霧色は曇りなく（２） 旧都なぎ 1700 竹書房 25 お嬢様は駄犬がお好き（上） 真敷ひさめ 660 双葉社 12 人間のいない国（２） 岩飛猫 650 リブレ 10 志狼さんには食べられない！（１） 鳴坂リン 689

宙出版 17 身分逆転　再会と復讐と愛 美神はじめ/青砥あか 648 ジャイブ 2 私の兄は人を殺めました（１） みずも 670 竹書房 25 お嬢様は駄犬がお好き（下） 真敷ひさめ 660 双葉社 12 ピーター・グリルと賢者の時間（７） 檜山大輔 630 リブレ 10 終わらない不幸についての話 緒川千世 689

宙出版 25 同僚OLに黒タイツで愛されたいアンソロジーコアンソロジー 750 ジャイブ 2 蛇神さまと贄の花姫（４） 蓮水りく 650 竹書房 26 極上獅子育成計画 鬼嶋兵伍 680 双葉社 12 夏の魔物（１） ノムラララ 630 リブレ 10 誤算のハート 緒川千世 689

宙出版 25 人妻湯けむりNTRアンソロジーコミック アンソロジー 750 ジャイブ 2 熱愛プリンス　お兄ちゃんはキミが好き（16） 青月まどか 650 竹書房 26 Bの頂点 鬼嶋兵伍 650 双葉社 16 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 リブレ 20 根暗SE男子がお見合い100回して結婚した話天城れの 990

笠倉出版 4 潜在的ラブゲイザー 久留米くる 690 ジャイブ 2 究極のコミュ障オタク女子の私がソシャゲの世悦若えつこ 650 竹書房 26 アパートメント四階建 南々子 650 双葉社 16 異世界チート開拓記（２） 中村モリス/ファースト 630 リブレ 20 紙袋くんは恋してる（２） 甘海老りこ 600

笠倉出版 20 極道とオメガ 小島きいち/青井千寿 680 ジャイブ 2 究極のコミュ障オタク女子の私がソシャゲの世悦若えつこ 650 竹書房 26 狂い鳴くのは僕の番;β（３）（完） 楔ケリ 770 双葉社 16 ハズレポーションが醤油だったので料理するこリスノ/富士とまと 630 リブレ 20 自己肯定感ゼロ女がヤバ恋脱出した話 千葉朝日 990

笠倉出版 25 センチメンタル・ダーリン 悠ちとせ 700 小学館ク 5 仮面ライダークウガ（15） 石ノ森章太郎/井上敏樹 630 竹書房 26 チート薬師のスローライフ（４） ケンノジ/春乃えり 660 双葉社 16 後宮の花は偽りをまとう（２） 六格レンチ/天城智尋 630 れんが書 13 泣いてる君が1番大好き ともち 664

笠倉出版 25 「好き」が錆びるその前に アオヒトヒラ 700 小学館ク 11 サレ妻の復讐（１）魔性の刺青 純友良幸/伊吹芹 680 竹書房 26 有閑みわさん（16） たかの宗美 750 双葉社 17 私の彼女（上） 南Ｑ太/デルフィーヌ・ド・ 950 ワニマガ 13 （成）園芸店の優しい恋人 けろりん 1000

海王社 10 白刃と黒牡丹（２） ゆくえ萌葱 670 ジーウォ 26 残響イマージュ 千野ち 727 竹書房 30 うめともものふつうの暮らし（１） 藤沢カミヤ 660 双葉社 17 ツビッキーコレクション（２） 坂田靖子 690 ワニマガ 13 （成）蒼井ミハル作品集 蒼井ミハル 1000

海王社 10 8年ぶりに抱かれます 浅井西 670 ジーウォ 26 （成）ハメられインフィニティ 古 1091 竹書房 30 血海のノア（４） 里見有 770 双葉社 17 三歩下がって回れ右（３）（完） 金子節子 720 ワニマガ 13 （成）いーむす・アキ　作品集 いーむす・アキ 1300

海王社 10 白雪姫にくちづけ（２） 吉尾アキラ 670 ジーウォ 26 （成）母娘凌辱相感図 ゆうきつむぎ 1000 竹書房 30 お姉さんは女子小学生に興味があります。（６柚木涼太 660 双葉社 17 心のイタリアごはん（５） 野崎ふみこ 690 ワニマガ 30 （成）nohito作品集 ｎｏｈｉｔｏ 1000

海王社 10 それは多分求愛 芽玖いろは 650 ジーウォ 26 （成）すいーとメイドワールド キャンベル議長 1000 竹書房 30 島崎奈々＠お仕事募集中（１） あきばるいき 660 双葉社 17 liar（９）（完） 袴田十莉/もぁらす 600 ワニマガ 30 （成）かるま龍狼作品集 かるま龍狼 1000

海王社 10 プライベート・セクレタリー 鳥海よう子 670 ジーウォ 26 （成）妻狩り温泉 はるるゆこ 1000 竹書房 30 えっちな妄想が叶っちゃいました。 ｒａｓｕ 660 双葉社 26 みつば君はあにヨメさんと。（１） イトカツ 630 ワニマガ 30 （成）ムサシマル作品集 ムサシマル 1000

キルタイ 25 （成）るいす・まくられん単行本（２）（仮） るいす・まくられん 1000 ジーウォ 26 （成）堕ちた涙 貴道 1000 竹書房 30 お前の指でとろけたら 内海ロング 660 双葉社 26 犬釘を撃て！ 伊図透 800 ワニマガ 30 （成）いつつせ作品集 いつつせ 1000



２０２０年　１１月発売　文庫 （発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）
出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ書名 著者 予価

朝日新聞出版朝日文庫 6 かるい生活 群ようこ 700 KADOKAWA 角川文庫 21 わたしは告白ができない 櫻いいよ 未定 講談社 講談社文庫 13 祝葬 久坂部羊 700

朝日新聞出版朝日文庫 6 相棒　season18（中） 輿水泰弘ほか/碇卯人 900 KADOKAWA 角川文庫 21 友達以上探偵未満 麻耶雄嵩 未定 講談社 講談社文庫 13 おもかげ 浅田次郎 840

朝日新聞出版朝日文庫 6 腹を割って話した　完全版 藤村忠寿/嬉野雅道 900 KADOKAWA 角川文庫 21 コロッサスの鉤爪 貴志祐介 未定 講談社 講談社文庫 13 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

朝日新聞出版朝日文庫 6 沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか 安田浩一 900 KADOKAWA 角川文庫 21 文字禍・牛人 中島敦 未定 講談社 講談社文庫 13 悪魔と呼ばれた男 神永学 880

朝日新聞出版朝日文庫 6 南朝研究の最前線　ここまでわかった「建武政権日本史史料研究会/呉座勇 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 日本古典と感染症 未定 未定 講談社 講談社文庫 13 ネタ元 堂場瞬一 660

朝日新聞出版朝日文庫 6 井上ひさしの日本語相談 井上ひさし 900 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 古事談　ビギナーズ・クラシックス　日本の古典 倉本一宏 未定 講談社 講談社文庫 13 奔流恐るるにたらず　重蔵始末（８）完結篇 逢坂剛 920

朝日新聞出版朝日文庫 6 ゴースト 中島京子 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 日本人のための第一次世界大戦史 未定 未定 講談社 講談社文庫 13 世紀の愚行　太平洋戦争・日米開戦前夜　日本 　太田尚樹 740

岩波書店 岩波文庫 13 民主体制の崩壊 フアン・リンス/横田正顕 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 雪月花のことば辞典 未定 未定 講談社 講談社文庫 13 ホサナ 町田康 1550

岩波書店 岩波文庫 13 渋沢栄一伝 幸田露伴 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 よくわかる山岳信仰 瓜生中 未定 講談社 講談社文庫 13 コンタミ　科学汚染 伊与原新 760

岩波書店 岩波文庫 13 次郎物語（５） 下村湖人 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 四字漢語辞典 武部良明 未定 講談社 講談社文庫 13 女の子のことばかり考えていたら、1年が経って 東山彰良 620

岩波書店 岩波現代文庫 13 政治と複数性 齋藤純一 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 日本文学の古典50選 久保田淳 未定 講談社 講談社文庫 13 素晴らしき世界（下） マイクル・コナリー/古沢嘉通 900

岩波書店 岩波現代文庫 13 青い花 辺見庸 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 角の生えた帽子 宇佐美まこと 未定 講談社 講談社文庫 13 Cocoon（２）　蠱惑の焔 夏原エヰジ 640

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 ひたむき姫のひみつの恋　目指すは、美貌の王こる/ｃｉｅｌ 638 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 警戒！　この中の誰かが人を殺しています。 日向奈くらら 未定 講談社 講談社文庫 13 凪の残響　警視庁殺人分析班 麻見和史 780

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 孤高のぼっち令嬢　は初恋王子にふられたい　―藍川竜樹/くまの柚子 638 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 魔邸 三津田信三 未定 講談社 講談社文庫 13 疑薬 鏑木蓮 840

イースト・プレスソーニャ文庫 4 ネクロフィリアの渇愛（仮） 葛城阿高/花綵いおり 680 KADOKAWA スニーカー文庫 25 涼宮ハルヒの直観 谷川流/いとうのいぢ 720 講談社 講談社文庫 13 ドッグレース 木内一裕 660

イースト・プレスソーニャ文庫 4 引きこもり侯爵とメイド令嬢（仮） 秋野真珠/芦原モカ 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ぼくたちのリメイク（８） 木緒なち/えれっと 未定 講談社 講談社文庫 13 院内刑事　ザ・パンデミック 濱嘉之 780

イースト・プレス悦文庫 9 人妻がベールを脱ぐとき（仮） 霧原一輝 720 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ライアー・ライアー（６） 久追遥希/ｋｏｎｏｍｉ（きのこの未定 講談社 講談社タイガ 13 畏修羅　よろず建物因縁帳 内藤了 720

イースト・プレス悦文庫 9 田舎の未亡人（仮） 八神淳一 720 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 探偵はもう、死んでいる。（４） 二語十/うみぼうず 未定 光文社 光文社文庫 10 心中旅行 花村萬月 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 豪華客船の第二次世界大戦 大内建二 840 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 先輩と呼んでくれる女の子は後輩だけとは限らな凪乃彼方/葛坊煽 未定 光文社 光文社文庫 10 ノーマンズランド 誉田哲也 未定

潮出版社 潮文庫 25 大阪のお母さん 葉山由季 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 殺したガールと他殺志願者 森林梢/はくり 未定 光文社 光文社文庫 10 B♭ 喜多嶋隆 未定

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 27 ワイアード（原題） ジュリー・ガーウッド/鈴木美 980 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 PAY DAY 達間涼/小玉有起 未定 光文社 光文社文庫 10 ニュータウンクロニクル 中澤日菜子 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 黒鳶の聖者（１）～追放された回復術士は、有り まさみティー/イコモチ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 レッドスワンの死闘　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 10 乗りかかった船 瀧羽麻子 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ブレイドスキル・オンライン（１）～ゴミ職業で最弱馬路まんじ/霜降（Ｌａｐｌａｃｉａ未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 Missing（３）　首くくりの物語（上） 甲田学人 未定 光文社 光文社文庫 10 東京すみっこごはん　思い出のおいなりさん（仮 成田名璃子 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザ友橋かめつ/希望つばめ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 Missing（４）　首くくりの物語（下） 甲田学人 未定 光文社 光文社文庫 10 ダークロマンス　異形コレクション 井上雅彦 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 底辺領主の勘違い英雄譚（２）～平民に優しくし 馬路まんじ/ファルまろ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 後宮双妃伝（仮） 柳なつき 未定 光文社 光文社文庫 10 美しき凶器　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 25 本能寺から始める信長との天下統一（４） 常陸之介寛浩/茨乃 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 おにぎりカフェテリアはニセモノの家族と（仮） つるみ犬丸 未定 光文社 光文社文庫 10 神楽坂愛里の実験ノート（４） 絵空ハル 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺篠崎芳/ＫＷＫＭ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 それでも医者は蘇る―研修医志葉一樹の手術カ午鳥志季 未定 光文社 光文社文庫 10 ことぶき酒店御用聞き物語（５） 桑島かおり 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠を 鬼影スパナ/よう太 未定 KADOKAWA スニーカー文庫 27 戦翼のシグルドリーヴァ　日本編（２） 長月達平/９０９整備補給隊 未定 光文社 光文社文庫 10 遺恨の譜　決定版　勘定吟味役異聞（７） 上田秀人 未定

オークラ出版 プリズム文庫 21 聖なる騎士は運命の愛に巡り合う 釘宮つかさ/みずかねりょう 682 KADOKAWA スニーカー文庫 27 今だけ最強の走竜騎士は、いずれ無双の妹勇者ざっぽん/やすも 未定 光文社 光文社文庫 10 鳥かご　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 2 終末なにしてますか？　もう一度だけ、会えます 枯野瑛/ｕｅ 未定 KADOKAWA スニーカー文庫 27 元スパイ、家政夫に転職する 秋原タク/ハリオ 未定 光文社 光文社文庫 10 よろず屋平兵衛　江戸日記　姉弟仇討 鳥羽亮 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 2 この素晴らしい世界に祝福を！よりみち2回目！暁なつめ/三嶋くろね 未定 KADOKAWA スニーカー文庫 27 お見合いしたくなかったので、無理難題な条件を桜木桜/はねこと 未定 光文社 光文社文庫 10 紅の牙　決定版　八丁堀つむじ風（８） 和久田正明 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 2 カノジョに浮気されていた俺が、小悪魔な後輩に御宮ゆう/えーる 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 俺だけレベルが上がる世界で悪徳領主になってわるいおとこ/ｒａｋｅｎ 未定 光文社 光文社文庫 10 親心　若鷹武芸帖（仮） 岡本さとる 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 2 僕に興味をなくした元カノと幼馴染な今カノがなぜ急川回レ/ｍａｇａｋｏ 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 『嵐が丘』の憂鬱 野村美月/竹岡美穂 未定 光文社 光文社文庫 10 贋金隠し　闇御庭番（７）（仮） 早見俊 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 2 スーパーカブ　reserve トネ・コーケン/博 未定 河出書房新社 河出文庫 4 「最強！」のニーチェ入門　幸福になる哲学 飲茶 720 光文社 光文社文庫 10 公事宿の再会　吟味方与力　望月城之進（仮） 小杉健治 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 2 あやかしの家の仮主さま　衣がさね　狐と狸と焔三川みり/保志あかり 未定 河出書房新社 河出文庫 4 ツイッター哲学　別のしかたで 千葉雅也 780 光文社 光文社古典新訳文 10 賢者ナータン レッシング/丘沢静也 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 2 平安春姫薬書　春告げる花と冬月の君 伊月ともや/條 未定 河出書房新社 河出文庫 4 わたしのごちそう365 寿木けい 830 光文社 光文社古典新訳文 10 存在と時間（８） ハイデガー/中山元 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 2 死に挑むワルキューレ　紡がれし運命のサーガ 青川志帆/鳴海ゆき 未定 河出書房新社 河出文庫 4 日本語　ことばあそびの歴史（仮） 今野真二 1100 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 ひらめき小五郎（２） 藤村与一郎 650

KADOKAWA ルビー文庫 2 魔術師の可愛い愛弟子 佐竹笙/ｋｉｖｖｉ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 非色 有吉佐和子 900 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 信長秘録（仮） 井沢元彦 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 少女願うに、この世界は壊すべき（２）輪廻転生の小林湖底/ろるあ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 知っておきたい名字と家紋（仮） 武光誠 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 若殿はつらいよ（12） 鳴海丈 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 三角の距離は限りないゼロ（６） 岬鷺宮/Ｈｉｔｅｎ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 論語物語 下村湖人 800 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 殿さま忍者（２） 聖龍人 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 日和ちゃんのお願いは絶対（２） 岬鷺宮/堀泉インコ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 さざなみのよる 木皿泉 600 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 八州廻り料理帖（２） 倉阪鬼一郎 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 86―エイティシックス―（９）（仮） 安里アサト/Ｉ－ＩＶほか 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 思わず興奮する！こんなところにも数学の話（仮池田洋介 720 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 最強！　日英同盟艦隊（２）（仮） 伊吹秀明 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 桃瀬さん家の百鬼目録 日日日/吠Ｌ 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 口ぐせの心理学　本音は“よく使う言葉”に現れる牧村和幸 720 コスミック出版 セシル文庫 20 獣人獅子王とチビっ子たちとの同棲生活（２） 有実ゆひ 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 となりの彼女と夜ふかしごはん　～腹ペコJDとお猿渡かざみ/クロがねや 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 親王殿下のパティシエール（３）紫禁城のフランス篠原悠希 640 コスミック出版 セシル文庫 20 上司と婚約　Dream3 ～男系大家族物語（17）～日向唯稀 650

KADOKAWA 電撃文庫 10 妹の好きなVtuberが実は俺だなんて言えない 芦屋六月/うらたあさお 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 涙の花嫁行列　たこ焼きの岸本（２） 蓮見恭子 660 三交社 ラルーナ文庫 20 絶対運命婚姻令 真宮藍璃/小路龍流 700

KADOKAWA 電撃文庫 10 キノの旅（23）　the Beautiful World 時雨沢恵一/黒星紅白 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 日雇い浪人生活録（10）　金の美醜 上田秀人 640 三交社 ラルーナ文庫 20 死神執事と狼男爵 宮本れん/小山田あみ 700

KADOKAWA 電撃文庫 10 エージェントが甘えたそうに君を見ている。 殻半ひよこ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 夢のまた夢　人が、命をかけて守りたいものは、鎌田敏夫 600 三交社 艶情文庫 30 羞じらい巨乳妻（仮） 睦月影郎 722

KADOKAWA 電撃文庫 10 白百合さんかく語りき。 今田ひよこ/ｒａｅｍｚ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 初陣　新剣客同心親子舟 鳥羽亮 640 三交社 艶情文庫 30 未定 末廣圭 722

KADOKAWA 電撃文庫 10 百合に挟まれてる女って、罪ですか？ みかみてれん/べにしゃけ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 大江戸少女カゲキ団（３） 中島要 640 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 声優ラジオのウラオモテ　夕陽とやすみは止めら二月公/さばみぞれ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 猫の神さま（２）　座敷わらし軍団見参の巻 仲野ワタリ 660 彩図社 彩図社文庫 中 教科書では教えてくれない　昭和の日本 歴史ミステリー研究会 664

KADOKAWA 電撃文庫 10 ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなので一日三五十嵐雄策/はねこと 未定 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 集英社 集英社文庫Ｊブック 18 ハイキュー！！ショーセツバン！！　烏野高校編古舘春一/星希代子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 創約　とある魔術の禁書目録（３） 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 26 女子行員・麻衣子の調教日記 早瀬真人/花澤すおう 718 集英社 集英社文庫Ｊブック 18 ハイキュー！！ショーセツバン！！　伊達工業編古舘春一/星希代子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 吸血鬼に天国はない（４） 周藤蓮/ニリツ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 5 おもいで写真 熊澤尚人 未定 集英社 集英社文庫コミック 18 To LOVEるダークネス（３） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 16 十三歳の誕生日、皇后になりました。（４） 石田リンネ/Ｉｚｕｍｉ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 家康（５）　本能寺の変 安部龍太郎 未定 集英社 集英社文庫コミック 18 To LOVEるダークネス（４） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 16 今宵、ロレンツィ家で甘美なる忠誠を　恋のはじ 深見アキ/冬臣 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 君はやさしい嘘をつく 愁堂れな/八千代ハル 630 集英社 集英社文庫 20 武士マチムラ（仮） 今野敏 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 16 茉莉花官吏伝（９）　虎穴に入らずんば同盟を得 石田リンネ/Ｉｚｕｍｉ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 嘘とひつじ 間之あまの/蓮川愛 680 集英社 集英社文庫 20 EVENA エベナ（仮） 椎名誠 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 16 お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ること 　富樫聖夜/まち 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 王子様と臆病なドルチェ きたざわ尋子/亀井高秀 630 集英社 集英社文庫 20 緑と楯　ハイスクール・デイズ（仮） 雪舟えま 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 16 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される（２） 翡翠/亜尾あぐ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 いずれ嫁になる幼馴染がただただ可愛い 猫又ぬこ/ハル犬 630 集英社 集英社文庫 20 小説禁止令に賛同する（仮） いとうせいこう 未定

KADOKAWA ドラゴンブック 20 悪徳に沈む復讐者たち 北沢慶／グループＳＮＥ/西 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 冰剣の魔術師が世界を統べる（２）　世界最強の御子柴奈々/梱枝りこ 740 集英社 集英社文庫 20 事実vs本能　目を背けたいファクトにも理由があ橘玲 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 史上最強の大魔王、村人Aに転生する（７）史上 下等妙人/水野早桜 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 おお魔王、死んでしまうとは何事か　～小役人、榊一郎/鶴崎貴大 640 集英社 集英社文庫 20 なぜか人を惹きつける「男のルール」（仮） 干場義雅 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 辺境都市の育成者（２）　再来の宝玉 七野りく/福きつね 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 君はこの悪をどう裁くのだろうか？ 二丸修一/宮城 660 集英社 集英社文庫 20 キッチハイク！　突撃！世界の晩ごはん（１）（仮山本雅也 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 フラグメント　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 12 中国の歴史（３）　ファーストエンペラーの遺産　秦鶴間和幸 1850 集英社 集英社文庫 20 ブスのマーケティング戦略（仮） 田村麻美 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 世界一かわいい俺の幼馴染が、今日も可愛い 青季ふゆ/Ａちき 未定 講談社 講談社学術文庫 12 中国の歴史（４）　三国志の世界　後漢　三国時 金文京 1440 集英社 集英社文庫 20 九代目長兵衛口入稼業（２）　御金蔵破り（仮） 小杉健治 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 公女殿下の家庭教師（７） 七野りく/ｃｕｒａ 未定 講談社 講談社学術文庫 12 語りえぬものを語る 野矢茂樹 1600 集英社 集英社文庫 20 ばけもの好む中将（10）（仮） 瀬川貴次 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 限界超えの天賦は、転生者にしか扱えない　―オ三上康明/大槍葦人 650 講談社 講談社学術文庫 12 幻獣の話 池内紀 840 集英社 集英社文庫 20 水晶庭園の少年たち　賢者達の石（仮） 蒼月海里 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 君は彼方 瀬名快伸 未定 講談社 講談社学術文庫 12 経済学の思考法　稀少性の経済から過剰性の経佐伯啓思 1230 集英社 集英社文庫 20 ファントム（上）（仮） ジョー・ネスボ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 フッた幼なじみが180度キャラを変えて追いかけ はむばね/ねぶそく 未定 講談社 講談社学術文庫 12 アステカとインカ　黄金帝国の滅亡 増田義郎 1410 集英社 集英社文庫 20 ファントム（下）（仮） ジョー・ネスボ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 好きすぎるから彼女以上の、妹として愛してくだ 滝沢慧/平つくね 未定 講談社 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＥＮ 　12 ドリトル先生アフリカゆき　The Story of Doctor Dヒュー・ロフティング 800 集英社 集英社オレンジ文 20 平安あや解き草紙（６）（仮） 小田菜摘/シライシユウコ 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ ｋｅｍｉｏ 未定 講談社 ＫＯＤＡＮＳＨＡ　ＥＮ 　12 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 20 乙女椿と横濱オペラ（仮） 水守糸子 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 大河の剣（２） 稲葉稔 未定 講談社 講談社文庫 13 素晴らしき世界（上） マイクル・コナリー/古沢嘉通 900 集英社 集英社オレンジ文 20 巫の娘（仮） 喜咲冬子/巖本英利 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 透明な旅路と　白兎（１） あさのあつこ 未定 講談社 講談社文庫 13 緑の髪のパオリーノ ジャンニ・ロダーリ/内田洋子 800 集英社 集英社オレンジ文 20 忘却ペンション～思い出にさよならを～（仮） 山口幸三郎/鈴木康士 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 クリスマス・キャロル ディケンズ/越前敏弥 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 元勇者は静かに暮らしたい（３） こうじ/鍋島テツヒロ 680

KADOKAWA 角川文庫 21 オー・ヘンリー傑作集（１）　賢者の贈り物 オー・ヘンリー/越前敏弥 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 追放された最強の暗殺者～人里離れた森で魔物茨木野/鈴穂ほたる 690

KADOKAWA 角川文庫 21 准教授・高槻彰良の推察（５） 澤村御影 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 進路希望調査に『主夫希望』と書いたら、担任のｙｕｉ／サウスのサウス/なたー650

KADOKAWA 角川文庫 21 はなの味ごよみ（７） 高田在子 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 社畜ですが、種族進化して最強へと至ります 力水/かる 690

KADOKAWA 角川文庫 21 人間狩り 犬塚理人 未定 小学館 小学館文庫 6 ザ・プラスワン　マリハラがつらくて、カレを自作しサラ・アーチャー/池本尚美 1000

KADOKAWA 角川文庫 21 商売繁盛　時代小説傑作選（仮） 宮部みゆき/朝井まかてほか未定 小学館 小学館文庫 6 鋳物屋なんでもつくれます 上野歩 720

KADOKAWA 角川文庫 21 ふたりみち 山本幸久 未定 小学館 小学館文庫 6 希望病棟 垣谷美雨 690

KADOKAWA 角川文庫 21 あとは野となれ大和撫子 宮内悠介 未定 小学館 小学館文庫 6 かちがらす　幕末の肥前佐賀 植松三十里 800

KADOKAWA 角川文庫 21 遺跡発掘師は笑わない（12） 桑原水菜 未定 小学館 小学館文庫 6 刑事特捜隊「お客さま」相談係　伊達政鷹 鳴神響一 850

KADOKAWA 角川文庫 21 ミステリークロック 貴志祐介 未定 小学館 小学館文庫 6 銀しゃり　新装版 山本一力 910

KADOKAWA 角川文庫 21 ロード・エルメロイII世の事件簿（９）　「case.冠位 三田誠/ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮほ 未定 小学館 小学館文庫 6 春風同心十手日記（１） 佐々木裕一 660

KADOKAWA 角川文庫 21 私を支えるもの 銀色夏生 未定 小学館 小学館文庫 6 大正野球娘。（３）帝都たこ焼き娘。 神楽坂淳 640

KADOKAWA 角川文庫 21 西郷の首 伊東潤 未定 小学館 小学館文庫プレジ 6 活きる力 稲盛和夫 700

KADOKAWA 角川文庫 21 そして誘拐ははじまった　舞田ひとみの事件ノー歌野晶午 未定 小学館 小学館コミック文庫 13 ガンバ！Fly high（17） 森末慎二/菊田洋之 880

KADOKAWA 角川文庫 21 バブル・コンプレックス 酒井順子 未定 小学館 ガガガ文庫 18 友人キャラは大変ですか？（10） 伊達康 600

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

小学館 ガガガ文庫 18 結婚が前提のラブコメ（３） 栗ノ原草介 640 竹書房 竹書房怪談文庫 27 第五脳釘怪談（仮） 朱雀門出 650 双葉社 双葉文庫 12 後宮妖幻想奇譚（２）　鳳凰の巫女は時を渡る（仮三萩せんや 600

小学館 ガガガ文庫 18 史上最強オークさんの楽しい種付けハーレムづ 月夜涙 620 宝島社 宝島社文庫 6 スパイに死を　県警外事課クルス機関 柏木伸介 800 双葉社 双葉文庫 12 艶めき同窓会（仮） 桜井真琴 670

小学館 ガガガ文庫 18 プロペラオペラ（３） 犬村小六 730 宝島社 宝島社文庫 6 玉村警部補の巡礼 海堂尊 690 双葉社 双葉文庫 12 だから僕は君をさらう 斎藤千輪 680

小学館 ガガガ文庫 18 ハル遠カラジ（４） 遍柳一 690 宝島社 宝島社文庫 6 京都伏見のあやかし甘味帖　石に寄せる恋心 柏てん/細居美恵子 680 双葉社 双葉文庫 12 若さま同心　徳川竜之助（１）　消えた十手〈新装風野真知雄 620

新書館 ディアプラス文庫 10 猫と人狼と御曹司の幸せ子育て 華藤えれな/Ｄｉｔｅ 680 筑摩書房 ちくま文庫 12 恐怖と奇想　現代マンガ選集 川勝徳重 800 双葉社 双葉文庫 12 はぐれ又兵衛例繰控（２）赦免船（仮） 坂岡真 650

新書館 ディアプラス文庫 10 恋になるには遅すぎる 安西リカ/佐倉ハイジ 680 筑摩書房 ちくま文庫 12 「本をつくる」という仕事 稲泉連 740 双葉社 双葉文庫 12 新・浪人若さま　新見左近（６）（仮） 佐々木裕一 650

新書館 モノクローム・ロマン 10 星に願いをかけるには イーライ・イーストン/麻々原 1200 筑摩書房 ちくま文庫 12 現実脱出論　増補版 坂口恭平 740 双葉社 双葉文庫 12 三河雑兵心得　弓組寄騎仁義 井原忠政 620

新潮社 新潮文庫 30 隣のずこずこ 柿村将彦 630 筑摩書房 ちくま文庫 12 ひきこもりグルメ紀行 カレー沢薫 780 双葉社 双葉文庫 12 家請人克次事件帖（２）　冬の舟影〈新装版〉 築山桂 620

新潮社 新潮文庫 30 一発屋芸人列伝 山田ルイ５３世 590 筑摩書房 ちくま文庫 12 ブルースだってただの唄 藤本和子 900 双葉社 双葉文庫 12 じゃりン子チエ（11） はるき悦巳 800

新潮社 新潮文庫 30 小説イタリア・ルネサンス（３）ローマ 塩野七生 1100 筑摩書房 ちくま文庫 12 適切な世界の適切ならざる私 文月悠光 680 双葉社 モンスター文庫 30 神眼の勇者（11） ファースト/白瀬岬 660

新潮社 新潮文庫 30 カタストロフ・マニア 島田雅彦 670 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 生き方について哲学は何が言えるか バナード・ウィリアムズ 1500 二見書房 二見サラ文庫 11 地獄谷の陰陽師に、デリバリーはじめました～さ須垣りつ/煙楽 640

新潮社 新潮文庫 30 クローゼット 千早茜 590 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 国家と市場　国際政治経済学入門 スーザン・ストレンジ 1700 二見書房 二見サラ文庫 11 京都西陣よろず事件帖　―宵山涙雨―（仮） 木野誠太郎/ふすい 640

新潮社 新潮文庫 30 傍流の記者 本城雅人 750 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 古代ローマ帝国軍　非公式マニュアル フィリップ・マティザック 1300 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 少女島　禁断の姉妹幼姦（仮） 綿引海 705

新潮社 新潮文庫 30 私的読食録 堀江敏幸/角田光代 630 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 オイラー博士の素敵な数式 ポール・Ｊ・ナーイン 2000 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 処女の柔肌　僕だけのハーレムナイト（仮） 辻堂めぐる 705

新潮社 新潮文庫 30 むすびつき 畠中恵 630 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 迷路のなかのテクノロジー ハリー・コリンズ 1300 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 令嬢調教　背徳の拷問サロン（仮） 佐伯香也子 705

新潮社 新潮文庫 30 レンブラントをとり返せ　ロンドン警視庁美術骨董ジェフリー・アーチャー/戸田 850 中央公論新中公文庫 25 ひぐまのキッチン（３）（仮） 石井睦美 680 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 激ナマ告白　田舎の人妻（仮） 素人投稿編集部 705

新潮社 新潮文庫 30 狂気の山脈にて　クトゥルー神話傑作選 Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト/南條竹則 750 中央公論新中公文庫 25 翻弄　盛親と秀忠 上田秀人 700 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 24 ゼン・シー・ワズ・ゴーン（原題） リサ・ジュエル/氷川由子 1180

新潮社 新潮文庫 30 それでも、貴方は回すのか（仮） 紙木織々 710 中央公論新中公文庫 25 巡査長　真行寺弘道（５）（仮） 榎本憲男 820 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 24 フォールン・トゥー・ファー（原題） アビー・グラインズ/林亜弥 1080

新潮社 新潮文庫 30 額を紡ぐひと 谷瑞恵 670 中央公論新中公文庫 25 他人の「何気ない一言」に助けられました。「発言大手小町編集部 600 二見書房 シャレード文庫 24 大正異能恋奇譚　～塔ヶ崎家ご当主様の秘密～海野幸/八千代ハル 657

祥伝社 祥伝社文庫 12 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 25 私の彼は腐ってる（２） 九条菜月 720 二見書房 シャレード文庫 24 崇愛のもふもふ～狼皇子はウサギ王子を愛でた朝香りく/秋吉しま 630

祥伝社 祥伝社文庫 12 怒涛の砂漠　傭兵代理店・改 渡辺裕之 未定 中央公論新中公文庫 25 屋根裏美術館の事件簿 澤見彰 680 二見書房 シャレード文庫 24 キバも劣情もこわくない　～過保護な獣のいる暮滝沢晴/サマミヤアカザ 630

祥伝社 祥伝社文庫 12 痴漢冤罪 新堂冬樹 未定 中央公論新中公文庫 25 ブラザー　警視庁組対特捜K 鈴峯紅也 740 二見書房 二見文庫　官能シ 26 隣人妻の白い肌（仮） 雨宮慶 719

祥伝社 祥伝社文庫 12 警視庁武装捜査班 南英男 未定 中央公論新中公文庫 25 新装版　七つの証言　刑事・鳴沢了外伝 堂場瞬一 620 二見書房 二見文庫　官能シ 26 奥様は痴女（仮） 蒼井凜花 719

祥伝社 祥伝社文庫 12 高倉健の背中　監督・降旗康男に遺した男の立 大下英治 未定 中央公論新中公文庫 25 西から来た死体　錦川鉄道殺人事件 西村京太郎 580 二見書房 二見時代小説文庫 26 怪盗　黒猫（２） 和久田正明/森豊 658

祥伝社 祥伝社文庫 12 任侠駆け込み寺 向谷匡史 未定 中央公論新中公文庫 25 新装版　奇貨居くべし（２）火雲篇 宮城谷昌光 780 二見書房 二見時代小説文庫 26 剣客奉行　柳生久通（５） 藤水名子/はぎのたえこ 658

祥伝社 祥伝社文庫 12 竹馬の契り　替え玉屋慎三 尾崎章 未定 中央公論新中公文庫 25 文章読本 吉行淳之介/日本ペンクラブ 900 二見書房 二見時代小説文庫 26 目利き芳斎　事件帖（２） 井伊和継/横田美砂緒 658

祥伝社 祥伝社文庫 12 信長の軍師外伝　本能寺前夜（上） 岩室忍 未定 中央公論新中公文庫 25 国富論（３） アダム・スミス/大河内一男 1450 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 16 放送室はタイムマシンにならない 吉川結衣 560

祥伝社 祥伝社文庫 12 女房を娶らば　花川戸町自身番日記 辻堂魁 未定 東京創元社創元推理文庫 19 寄宿学校の天才探偵（２）（仮） モーリーン・ジョンソン/谷泰子未定 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 16 月曜日が、死んだ。 新馬場新 660

祥伝社 黄金文庫 12 IT全史 中野明 未定 東京創元社創元推理文庫 19 九度目の十八歳を迎えた君と 浅倉秋成 未定 文藝春秋 文春文庫 10 鵜頭川村事件 櫛木理宇 880

祥伝社 黄金文庫 12 しつこい疲れは食事で解決！ 本間良子/本間龍介 未定 東京創元社創元推理文庫 19 月蝕島の魔物 田中芳樹 未定 文藝春秋 文春文庫 10 青田波新・酔いどれ小籐次（19） 佐伯泰英 700

心交社 ショコラ文庫 10 未定 義月粧子/ｋｉｖｖｉ 690 東京創元社創元ライブラリ 30 戦地の図書館　海を越えた一億四千万冊 モリー・グプティル・マニング/未定 文藝春秋 文春文庫 10 赤い砂 伊岡瞬 770

心交社 ショコラ文庫 10 風俗で働いたら溺愛されました（仮） 吉川丸子/亜樹良のりかず 690 東京創元社創元推理文庫 30 ヴァルモンの功績（仮） ロバート・バー/田中鼎 未定 文藝春秋 文春文庫 10 刑事学校（３）卒業 矢月秀作 680

スターツ出ベリーズ文庫 10 エリート旦那様は妻（ママ）を過保護に溺愛したい晴日青 640 東京創元社創元推理文庫 30 地の告発（仮） アン・クリーヴス/玉木亨 未定 文藝春秋 文春文庫 10 コルトM1847羽衣 月村了衛 980

スターツ出ベリーズ文庫 10 旦那さま、離婚はいつにしましょうか？（仮） 佐倉伊織 640 東京創元社創元推理文庫 30 放課後探偵団（２）書き下ろし学園ミステリ・アンソ青崎有吾/斜線堂有紀ほか 未定 文藝春秋 文春文庫 10 U 皆川博子 930

スターツ出ベリーズ文庫 10 新婚ぶりっこ（仮） 西ナナヲ 640 徳間書店 徳間文庫 6 風の渓 樋口明雄 740 文藝春秋 文春文庫 10 出世商人（２） 千野隆司 680

スターツ出ベリーズ文庫 10 身籠ったら俺様エリート外科医に捕まり溺愛が始未華空央 640 徳間書店 徳間文庫 6 狐罠 北森鴻 770 文藝春秋 文春文庫 10 キングレオの帰還 円居挽 730

スターツ出ベリーズ文庫 10 お見合いしたら寡黙な御曹司が甘々に豹変しま花木きな 640 徳間書店 徳間文庫 6 卒業旅行〈新装版〉 赤川次郎 670 文藝春秋 文春文庫 10 人間タワー 朝比奈あすか 740

スターツ出ベリーズ文庫 10 騎士団長は幽霊姫と愛娘限定！？　溺愛至上主小春りん 640 徳間書店 徳間文庫 6 斬りて候（上） 門田泰明 680 文藝春秋 文春文庫 10 飛ぶ孔雀 山尾悠子 730

スターツ出ベリーズ文庫 10 エナガ亭は今日も食材買取中（仮） 織川あさぎ 640 徳間書店 徳間文庫 6 斬りて候（下） 門田泰明 660 文藝春秋 文春文庫 10 散華ノ刻　居眠り磐音（41）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 クールな君と、危険なワケあり同居。（仮） ゆいっと 500 徳間書店 徳間文庫 6 三つの名を持つ犬 近藤史恵 670 文藝春秋 文春文庫 10 木槿ノ賦　居眠り磐音（42）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 シュガーメイズキス（仮） みゅーな＊＊ 500 徳間書店 キャラ文庫 27 炎の中の記憶（仮） 楠田雅紀 600 文藝春秋 文春文庫 10 文字に美はありや。 伊集院静 700

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 そのズルさ、やみつき。（仮） ｎａｋｏ． 500 徳間書店 キャラ文庫 27 魔女は茨の森で眠らない（仮） 小中大豆 600 文藝春秋 文春文庫 10 辺境メシ 高野秀行 710

スターツ出野いちご文庫 25 今日、キミとキスしました（仮） 青山そらら/＊あいら＊ほか 600 徳間書店 キャラ文庫 27 毎日晴天！（18）（仮） 菅野彰 600 文藝春秋 文春文庫 10 アンの夢の家 Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 850

スターツ出スターツ出版文庫 27 龍神様と夫婦の契り～（仮） 涙鳴 600 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 文藝春秋 文春文庫 10 スティール・キス（上） ジェフリー・ディーヴァー/池田 870

スターツ出スターツ出版文庫 27 はい、こちら月刊『陰陽師』編集部です。（仮） 遠藤遼 600 ハーパーコハーレクイン文庫 10/23 忘れ得ぬ出会い ベティ・ニールズ/藤森玲香 627 文藝春秋 文春文庫 10 スティール・キス（下） ジェフリー・ディーヴァー/池田 920

スターツ出スターツ出版文庫 27 死神にはなむけを（仮） 沖田円 600 ハーパーコハーレクイン文庫 10/23 宿敵の口づけ ダイアナ・パーマー/山田沙羅 627 フロンティア ダリア文庫 13 貴公子アルファと桜のオメガ 弓月あや/明神翼 664

スターツ出スターツ出版文庫 27 だから私は、明日きみを描く（仮） 汐見夏衛 600 ハーパーコハーレクイン文庫 10/23 オフィスで言えない恋物語 メイシー・イエーツ/熊野寧々 627 プランタン出 オパール文庫 5 溺愛社長と婚前同棲始めました！？（仮） 東万里央/ｒｅｒａ 未定

青春出版社青春文庫 10 会話の「しんどい」がなくなる本 ビジネスフレームワーク研究 750 ハーパーコハーレクイン文庫 10/23 大富豪の醜聞 サラ・モーガン/加納三由季 627 プランタン出 オパール文庫 5 ずっと、ずっと好きだった　―再会愛―（仮） 緒莉/上原た壱 未定

青春出版社青春文庫 10 世の中の裏が見えてくる　「かたち」の雑学 知的生活追跡班 880 ハーパーコハーレクインＳＰ文 6 実らぬ純愛 ダイアナ・パーマー/山田沙羅 600 プランタン出 オパール文庫 5 初恋御曹司が私の家政夫になりました（仮） 春日部こみと/竹輪つぼみ 未定

アルファポエタニティ文庫 6 なんて素敵な政略結婚 春井菜緒 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 6 孤独なバージンロード リン・グレアム/小林町子 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 騎士王さまと甘恋旅行（３）（仮） 蒼磨奏/周防佑未 未定

アルファポエタニティ文庫 6 旦那様、その『溺愛』は契約内ですか？ 桔梗楓 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 6 真夜中のファンタジー アン・メイジャー/山野紗織 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 囚われ姫　元帥閣下は人質王女を溺愛する（仮 舞姫美/椎名咲月 未定

アルファポエタニティ文庫 6 恋の一品めしあがれ。 雪兎ざっく 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 6 誇り高き御曹子 ジェイン・Ａ・クレンツ/仁嶋い 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 きまじめ竜騎士の子作り指南（１）　求婚編（仮） 悠月彩香/コトハ 未定

アルファポアルファライト文庫 12 お人好し職人のぶらり異世界旅（２） 電電世界 610 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 6 弔いのイヴ アイリス・ジョハンセン/矢沢 982 フランス書院美少女文庫 19 押しかけメイド・栗栖川くるみは娶られたい（仮） 青橋由高/水平線 未定

アルファポアルファライト文庫 12 もふもふと異世界でスローライフを目指します！カナデ 610 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 6 聖なる夜に、もう一度 リン・グレアム/山田有里 873 フランス書院美少女文庫 19 破滅フラグしかない悪役令嬢をドМ奴隷に堕とし鷹羽シン/ばん！ 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（６） 梨香 610 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 6 オリンポスの咎人　ルシアン ジーナ・ショウォルター/佐野 927 フランス書院美少女文庫 19 吸血姫譚アストリッド（仮） さかきいちろう/神奈月昇 未定

アルファポレジーナ文庫 12 悪辣執事のなげやり人生（１） 江本マシメサ 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 5 万博聖戦 牧野修 1400 フランス書院フランス書院文庫 24 人妻廃業（仮） 妻木優雨 未定

アルファポレジーナ文庫 12 妃は陛下の幸せを望む（２） 池中織奈 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 5 トランスヒューマンガンマ線バースト童話集 三方行成 900 フランス書院フランス書院文庫 24 とろけるお節介【三人の独身美母】（仮） 夕貴大 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（２） 兎希メグ 640 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 5 人生が変わる宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン/ 　800 フランス書院フランス書院文庫 24 肉襲の刃（仮） 一柳和也 未定

アルファポアルファポリス文庫 16 きよのお江戸料理噺（仮） 秋川滝美 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 5 隔離バリア アルント・エルマー/ペーター 720 フランス書院フランス書院文庫 24 名家の熟女が淫乱になるとき（仮） 青葉羊 未定

アルファポアルファポリス文庫 16 居酒屋ぼったくり　おかわり！ 秋川滝美 670 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 19 ローンガール・ハードボイルド コートニー・サマーズ/高山真 1000 フランス書院フランス書院文庫 24 ほしがり未亡人【喪服のままで】（仮） 村崎忍 未定

アルファポアルファライト文庫 19 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦え柳内たくみ 600 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 19 放課後の嘘つきたち 酒井田寛太郎 700 フランス書院フランス書院文庫 24 天空の檻【獣宴】（仮） 綺羅光 未定

アルファポアルファライト文庫 19 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦え柳内たくみ 600 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 19 電子の泥舟に金貨を積んで（仮） 竹田人造 800 ぶんか社 まんがグリム童話 10 金瓶梅（46） 竹崎真実 636

SBクリエイＧＡ文庫 13 尽くしたがりなうちの嫁についてデレてもいいか 斧名田マニマニ/あやみ 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 19 ヴィンダウス・エンジン 十三不塔 800 法藏館 法蔵館文庫 10 宗教とは何か　現代思想から宗教へ 八木誠一 1300

SBクリエイＧＡ文庫 13 週4で部屋に遊びにくる小悪魔ガールはくびった 九曜/小林ちさと 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 19 暗殺者の悔恨（上） マーク・グリーニー/伏見威蕃 880 法藏館 法蔵館文庫 10 平安人物志（上） 角田文衞/山田邦和 1700

SBクリエイＧＡ文庫 13 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女のふか田さめたろう/ふーみ 630 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 19 暗殺者の悔恨（下） マーク・グリーニー/伏見威蕃 880 法藏館 法蔵館文庫 10 平安人物志（下） 角田文衞/山田邦和 1700

SBクリエイＧＡ文庫 13 邪神官に、ちょろい天使が堕とされる日々（２） 千羽十訊/えいひ 630 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 19 永遠の戦士ブル Ｈ・Ｇ・フランシス/Ｈ・Ｇ・エー 720 ポプラ社 ポプラ文庫 6 湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　十日夜の巻中島久枝 680

SBクリエイＧＡ文庫 13 パワー・アントワネット（１） 西山暁之亮/伊藤未生 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 19 2000年代海外SF傑作選 橋本輝幸 1000 ポプラ社 ポプラ文庫 6 みつばの郵便屋さん　階下の君は 小野寺史宜 700

SBクリエイＧＡ文庫 13 天才王子の赤字国家再生術（８）～そうだ、売国鳥羽徹/ファルまろ 630 原書房 コージーブックス 6 お茶と探偵（21）ラベンダー・ティーには不利な証ローラ・チャイルズ/東野さや 1080 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 よろず占い処　陰陽屋と琥珀の瞳 天野頌子 660

大和書房 だいわ文庫 中 50代で始める快適老後術 岸本葉子 680 原書房 ライムブックス 6 愛の旋律は鳴り止まず メアリ・バログ/山本やよい 1200 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 金沢古妖具屋くらがり堂　冬来たりなば 峰守ひろかず 680

大和書房 だいわ文庫 中 簡単に暮らせ ちゃくま 680 一二三書房ブレイブ文庫 25 レベル1の最強賢者（４）呪いで最下級魔法しか使木塚麻弥 760 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 東四栁心霊相談所　それ、霊のしわざですよ！ 青谷真未 680

大和書房 だいわ文庫 中 「すぐ疲れる体」が変わる本 杉岡充爾 680 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 7 京都東山　お悩み相談人力車（仮） キタハラ 700 ホビージャパＨＪ文庫 10/30 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界最ハヤケン/Ｎａｇｕ 619

大和書房 だいわ文庫 中 人類を「絶滅」から救う方法　多様性しかない！寄藤田紘一郎 680 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 7 婚活食堂（４） 山口恵以子 680 ホビージャパＨＪ文庫 10/30 六畳間の侵略者！？（36） 健速/ポコ 619

竹書房 竹書房ラブロマン文 9 まさぐり先生（仮） 北條拓人/妃耶八 660 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 7 火定（かじょう） 澤田瞳子 900 ホビージャパＨＪ文庫 10/30 毒舌少女はあまのじゃく（２）～壁越しなら素直に上村夏樹/みれい 619

竹書房 竹書房文庫 12 アサシン　クリード　ヴァルハラ　―ゲイルムンド マシュー・Ｊ・カービー 1300 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 7 星をつなぐ手　桜風堂ものがたり 村山早紀 720 ホビージャパＨＪ文庫 10/30 聖剣士さまの魔剣ちゃん（１） 藤木わしろ/さくらねこ 619

竹書房 竹書房文庫 13 オルガスマシン（仮） イアン・ワトスン/大島豊 1200 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 7 カラット探偵事務所の事件簿（３）（仮） 乾くるみ 720 マイクロマガ ことのは文庫 20 わが家は幽世の貸本屋さん　―春風の想いと狐忍丸/六七質 700

竹書房 竹書房文庫 16 冷たい悪夢／東京二〇六五（仮） 生島治郎/日下三蔵 1200 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 7 鬼呼（おによび）の庭　庭師の娘ふしぎ絵巻（仮）三好昌子 720 マイナビ出版マイナビ出版ファン 11 カフェであった泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 720

竹書房 竹書房ラブロマン文 16 兄嫁とふたりの幼馴染み（仮） 河里一伸/東克美 660 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 16 文蔵2020.12 「文蔵」編集部 700 マイナビ出版マイナビ出版ファン 20 あやかし動物病院の診察カルテ（３） 一文字鈴/大城慎也 680

竹書房 竹書房ラブロマン文 20 堕とされた女捜査官〈新装版〉 甲斐冬馬 670 双葉社 双葉文庫 12 十津川警部　二つの「金印」の謎 西村京太郎 620 マイナビ出版マイナビ出版ファン 20 ようこそ幽霊寺へ　～彷徨う霊の秘密の恋～ 鳴海澪/ａｋｋａ 680

竹書房 竹書房文庫 21 立川談志まくらコレクション　風雲児、落語と現代立川談志 800 双葉社 双葉文庫 12 優しい街 新野剛志 760 三笠書房 王様文庫 1 体の中からきれいになる「発酵生活」のすすめ（ 田中菜月 未定

竹書房 蜜夢文庫 21 愛を待つ桜（仮） 御堂志生 800 双葉社 双葉文庫 12 リベンジ 柴田哲孝 720 三笠書房 王様文庫 1 ざんねんな片づけ（仮） 本間朝子 未定

竹書房 蜜夢文庫 21 覇王愛囚　この愛からは逃げられません！？（仮奏多 800 双葉社 双葉文庫 12 4ページミステリー　61編のどんでん返し（仮） 蒼井上鷹 600 三笠書房 王様文庫 1 なぜかうまくいく神さまの処方箋（仮） 井内由佳 未定

竹書房 竹書房文庫 27 蜜惑（仮） 草凪優 660 双葉社 双葉文庫 12 超能力者には向かない職業 斉木香津 660 三笠書房 知的生きかた文庫 19 「嫌われない人」の気くばりのコツ（仮） 内藤誼人 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 恐怖箱　心霊外科（仮） 加藤一 650 双葉社 双葉文庫 12 忍者だけど、OLやってます（３）（仮） 橘もも 630 三笠書房 知的生きかた文庫 19 弘兼流　ぼくのピンピンコロリ（仮） 弘兼憲史 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 拝み屋備忘録（４）（仮） 郷内心瞳 650 双葉社 双葉文庫 12 病院でちゃんとやってよ（３）（仮） 小原周子 680 三笠書房 知的生きかた文庫 19 体温を上げると、免疫力が上がる！（仮） 吉江一彦 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 エモ怖（仮） 松村進吉/丸山政也ほか 650 双葉社 双葉文庫 12 文豪怪奇コレクション　幻想と怪奇の夏目漱石 夏目漱石/東雅夫 680 三笠書房 知的生きかた文庫 19 指名殺到のスピーチライターが教える　言葉のチひきたよしあき 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 怪談四十九夜　断末（仮） 黒木あるじ 650 双葉社 双葉文庫 12 道後温泉　湯築屋（６）（仮） 田井ノエル 620 三笠書房 知的生きかた文庫 19 すき間時間に楽しくできる　おうち筋トレ（仮） 森俊憲 未定
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