
2021年 　２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

KADOKAWA 1 となりの男 ｈａｇｉ 680 KADOKAWA 27 多田依さんはホメられない！（２） のなかたま 未定 講談社 17 炎炎ノ消防隊（27） 大久保篤 450 小学館 1 はるお嬢さま、恋のお時間です！（１） 中原杏 440
KADOKAWA 1 おいしいベランダ。（２） おかざきおか/竹岡葉月 670 KADOKAWA 27 影繰姫譚（５） 浦上ユウ 未定 講談社 17 五等分の花嫁　フルカラー版（11） 春場ねぎ 700 小学館 1 おさわがセレブ　さくらちゃん（１） 和央明 440
KADOKAWA 1 お弁当売りは聖女様！　～異世界娘のあったかレシピ～（１）宮尾にゅん/紫水ゆきこほか670 KADOKAWA 27 死んだ息子の遺品に息子の嫁が入っていた話（２）秀 未定 講談社 17 ときめきのいけにえ（2） うぐいす祥子 660 小学館 1 メロと恋の魔法（４） 篠塚ひろむ 440
KADOKAWA 1 転生先が少女漫画の白豚令嬢だった　reBoooot！（１）條/桜あげはほか 670 KADOKAWA 27 勇者の代わりに魔王討伐したら手柄を横取りされました（３）君塚祥/赤丈聖ほか 未定 講談社 17 化物語（12） 西尾維新/大暮維人 620 小学館 1 溺愛ロワイヤル（２） 八神千歳 440
KADOKAWA 1 Dolce ～底辺アイドルの日常～（３） ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ 未定 KADOKAWA 27 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ（１） 日森よしの/たままるほか未定 講談社 17 SHAMAN KING THE SUPER STAR（5） 武井宏之 670 小学館 10 revenge（１） 桃田紗世 482
KADOKAWA 1 かくりよの宿飯　あやかしお宿に嫁入りします。（７） 衣丘わこ/友麻碧ほか 670 KADOKAWA 27 ここほれ墓穴ちゃん（９） きたむらましゅう 未定 講談社 17 SHAMAN KING（27） 武井宏之 600 小学館 10 夢の雫、黄金の鳥籠（15） 篠原千絵 454
KADOKAWA 1 屋根裏部屋の公爵夫人（２） 林マキ/もりほか 670 KADOKAWA 27 嘆きの亡霊は引退したい　～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～（４）蛇野らい/槻影ほか 未定 講談社 17 SHAMAN KING（28） 武井宏之 600 小学館 10 悪魔と一途　―虜―（２） 織田綺 454
KADOKAWA 1 腹ぺこな上司の胃をつかむ方法　～左遷先は宮廷魔導師の専属シェフ～（２）高岡ゆう/佐伯さんほか 670 KADOKAWA 27 魔王の恋、ままならぬ。（２） ちろり 未定 講談社 17 SHAMAN KING（29） 武井宏之 600 小学館 10 ウェディングコール　―アラサーメガネの婚活日記―（２）七島佳那 454
KADOKAWA 4 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？（５）冥茶/井中だちまほか 640 KADOKAWA 27 クビコリ様が飽いている（１） 大出リコ 未定 講談社 17 しかのこのこのここしたんたん（2） おしおしお 630 小学館 10 どうぞ可愛がってください 相川ヒロ 454
KADOKAWA 4 ひぐらしのなく頃に　業（２） 竜騎士０７／０７ｔｈ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ/赤瀬とまと640 KADOKAWA 27 豚のレバーは加熱しろ（１） みなみ/逆井卓馬ほか 未定 講談社 19 マガイモノ（2） 今井神 730 小学館 10 マロニエ王国の七人の騎士（５） 岩本ナオ 454
KADOKAWA 4 トリアーデ（２） カミムラ晋作/愛澤圭次 680 KADOKAWA 27 私を喰べたい、ひとでなし（１） 苗川采 未定 講談社 19 ギルドレ（3） 朝霧カフカ/坂野杏梨 690 小学館 12 死神坊ちゃんと黒メイド（11） イノウエ 600
KADOKAWA 4 八神庵の異世界無双　月を見るたび思い出せ！（３）蒼木雅彦/天河信彦ほか 650 KADOKAWA 27 キミの忘れかたを教えて（２） 花田ももせ/あまさきみりとほか未定 講談社 19 よりみちエール（1） 敦森蘭 660 小学館 12 君は冥土様。（２） しょたん 600
KADOKAWA 5 乙女ゲームの世界で私が悪役令嬢！？　そんなのお断りです！（１）中村央佳/蒼月ほか 650 KADOKAWA 27 カクレガミ（２） 烏丸渡 未定 講談社 19 性別X（1） みやざき明日香 660 小学館 12 カクカゾク（３） カトウタカヒロ 600
KADOKAWA 5 魔王と勇者に溺愛されて、お手上げです！（１） 月ヶ瀬ゆりの/ぷにちゃんほか650 KADOKAWA 27 合格のための！　やさしい三角関係入門（２） 缶乃 未定 講談社 19 啄木鳥探偵處（1） 伊井圭/南普也ほか 660 小学館 12 からかい上手の高木さん（15） 山本崇一朗 591
KADOKAWA 5 婚約回避のため、声を出さないと決めました！！（１）結城あみの/ｓｏｙほか 650 KADOKAWA 27 パパと巨乳JKとゲーム実況（３） 糸吉了一 未定 講談社 22 インハンド（5） 朱戸アオ 650 小学館 12 からかい上手の（元）高木さん（11） 稲葉光史/山本崇一朗 591
KADOKAWA 5 ある日、私は冷血公爵の娘になった（１） Ｃｏｔｔｏｎ/Ｓｉｙａ 940 KADOKAWA 27 表情が一切わからない白銀さん（１） Ｂｙｔｅ 未定 講談社 22 侵略ニャッ！（2） 渡辺慎一 650 小学館 12 MIX（17） あだち充 482
KADOKAWA 5 勇者様の幼馴染という職業の負けヒロインに転生したので、調合師にジョブチェンジします。（２）加々見絵里/日峰ほか 650 KADOKAWA 27 野人転生（３） 野人/小林嵩人 未定 講談社 22 烏は主を選ばない（1） 阿部智里/松崎夏未 650 小学館 12 月に溺れるかぐや姫～あなたのもとへ還る前に～（７）北崎拓 630
KADOKAWA 5 悪役令嬢の怠惰な溜め息（２） ほしの総明/篠原皐月ほか650 KADOKAWA 27 飼育員さんは異世界で動物園造りたいのでモンスターを手懐ける（２）川崎命大 未定 講談社 22 賊軍　土方歳三（3） 赤名修 650 小学館 12 あんさんぶるスターズ！　Ready For Star（２） 南々菜なな/Ｈａｐｐｙ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　Ｋ．Ｋ591
KADOKAWA 5 森のほとりでジャムを煮る（３）～異世界ではじめる田舎暮らし～拓平/小鳩子鈴ほか 650 KADOKAWA 27 灰の双子は白黒つけずに世界を救います。（２） 七桃りお 未定 講談社 22 ジョーカーセブン（1） まさゆみ 650 小学館 12 最強職《竜騎士》から初級職《運び屋》＠comic（７） 幸路/あまうい白一ほか 591
KADOKAWA 8 派遣社員あすかの元ヤンごはん（１） 大島幸也 未定 KADOKAWA 27 いきのこれ！　社畜ちゃん（７） ビタワン/結うき。 未定 講談社 22 はたらく細胞LADY（2） 原田重光/乙川灯ほか 660 小学館 12 死に戻り、全てを救うために最強へと至る＠comic（３）太田羊羹/ｓｈｉｒｙｕほか 591
KADOKAWA 8 4LDK（３） 蛭塚都 未定 KADOKAWA 27 異世界行ったら、すでに妹が魔王として君臨していた話。（２）根田啓史 未定 講談社 22 スインギンドラゴンタイガーブギ（3） 灰田高鴻 650 小学館 12 無限コンティニューで目指す最強勇者（３） ミヤウチシンゴ/ｋｔ６０ 591
KADOKAWA 8 飼い猫がなつきません（２） ふじのはるか 未定 KADOKAWA 27 就活失敗したサキュバスさんを拾いました（１） 八木戸マト 未定 講談社 22 ゴールデンゴールド（8） 堀尾省太 650 小学館 12 異剣戦記ヴェルンディオ（１） 七尾ナナキ 630
KADOKAWA 8 いいからしばらく黙ってろ！（１） くまぞう/竹宮ゆゆこ 未定 KADOKAWA 27 原神電撃コミックアンソロジー ｍｉＨｏＹｏ 未定 講談社 22 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（2） 諸星大二郎 760 小学館 12 放課後のグランギニョル（１） 天海杏菜 591
KADOKAWA 8 作ってあげたい小江戸ごはん　たぬき食堂、はじめました！（１）あるた梨沙/高橋由太 未定 講談社 22 この会社に好きな人がいます（6） 榎本あかまる 650 小学館 12 こころのナース夜野さん（３） 水谷緑 591
KADOKAWA 8 永久機関シマエナガ　―シマエナガとカラスさん― 青春 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 22 代闘士ハイコの事件簿（2） 伊勢ともか/久園亀代 720 小学館 12 処方箋上のアリア（１） 三浦えりか 591
KADOKAWA 9 没落予定なので、鍛冶職人を目指す（８） 石田彩/ＣＫほか 未定 講談社 5 疾風伝説特攻の拓～AfterDecade～（8） 桑原真也/佐木飛朗斗 720 講談社 22 ブラックガルド（3） 花田陵 680 小学館 12 異世界失格（４） 若松卓宏/野田宏 591
KADOKAWA 9 スコップ無双　「スコップ波動砲！」　（　｀・ω ・´）♂〓〓〓〓★（゜Д 　゜　;;;）.:∴　ドゴォォ（３）福原蓮士/つちせ八十八ほか未定 講談社 5 サタノファニ（16） 山田恵庸 660 講談社 22 お部屋は見ての汚楽しみ（1） 束ユムコ 650 小学館 12 阿・吽（13） おかざき真里/阿吽社 648
KADOKAWA 9 魔王を圧倒する大魔導士ですが、家では彼に押されています。（１）近江のこ 未定 講談社 5 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（10） 福本伸行 660 講談社 22 あせとせっけん（10） 山田金鉄 650 小学館 12 愛蔵版　機動警察パトレイバー（15） ゆうきまさみ 1800
KADOKAWA 9 異種族レビュアーズコミックアンソロジー　～ダークネス～（２）天原/ｍａｓｈａほか 未定 講談社 5 GOD OF DOG（3） 木村航 690 講談社 22 はたらく細胞BLACK（8） 初嘉屋一生/原田重光ほか650 小学館 18 MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（22） 満田拓也 454
KADOKAWA 9 ゲーム　オブ　ファミリア　―家族戦記―（６） 山口ミコト/Ｄ．Ｐ 未定 講談社 5 GTO パラダイス・ロスト（15） 藤沢とおる 690 講談社 22 はたらく細胞BABY（3） 福田泰宏/清水茜 650 小学館 18 清楚なフリをしてますが（４） 倉地千尋 454
KADOKAWA 9 黒ギャルさんが来る！（１） いつむ 未定 講談社 5 バ令和ボーイズ 村田ひろゆき 660 講談社 22 宇宙兄弟（39） 小山宙哉 650 小学館 18 今際の国のアリス　RETRY（２） 麻生羽呂 454
KADOKAWA 9 金色の文字使い（14）―勇者四人に巻き込まれたユニークチート―尾崎祐介/十本スイほか 未定 講談社 5 アルキメデスの大戦（23） 三田紀房 690 講談社 22 宇宙兄弟公式コミックガイド　～宇宙・月ミッション編～小山宙哉/講談社 1000 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（20） オダトモヒト 454
KADOKAWA 9 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？（６） ＣＨｕＮ/花間燈ほか 未定 講談社 5 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（4） 学慶人 660 講談社 22 猫が西向きゃ（3） 漆原友紀 660 小学館 18 君は008（12） 松江名俊 454
KADOKAWA 9 奴隷区―GANG AGE―（３） 岡田伸一/黒田高祥 未定 講談社 5 不死身の特攻兵（10） 鴻上尚史/東直輝 660 講談社 22 ああっ就活の女神さまっ（3） 青木Ｕ平/よしづきくみちほか660 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（12） 八木教広 454
KADOKAWA 9 トリアージX（22） 佐藤ショウジ 未定 講談社 5 センゴク権兵衛（22） 宮下英樹 660 講談社 22 メダリスト（2） つるまいかだ 680 小学館 18 いとやんごとなき（３） 小松翔太 454
KADOKAWA 10 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（２） 井冬良/二丸修一ほか 610 講談社 5 永久×バレット　新湊攻防戦（1） モリオン航空/藤村緋二 660 講談社 22 友達として大好き（2） ゆうち巳くみ 660 小学館 18 双亡亭壊すべし（21） 藤田和日郎 454
KADOKAWA 10 回復術士のやり直し（８） 月夜涙/羽賀ソウケンほか 640 講談社 5 おたくの隣りはエルフですか？（4） 植野メグル 660 講談社 22 マージナル・オペレーション（16） キムラダイスケ/芝村裕吏 680 小学館 18 焼きたて！！ジャぱん～超現実～（３） 入江謙三/橋口たかし 600
KADOKAWA 10 三大陸英雄記（２） 神谷ユウ/桜木桜ほか 640 講談社 5 マイホームヒーロー（13） 山川直輝/朝基まさし 660 講談社 26 つげ義春大全　別巻一（随筆）夢日記　僕の漫画作法　他つげ義春 2800 小学館 19 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～（10） 倉田三ノ路/日向夏ほか 600
KADOKAWA 10 年上エリート女騎士が僕の前でだけ可愛い（２） たかた/吉野宗助ほか 640 講談社 5 ギャルと恐竜（5） 森もり子/トミムラコタ 630 講談社 26 つげ義春大全　別巻三（イラストレーション・写真）桃源行　下北半島　他つげ義春 2800 小学館 19 アサシン　クリード　チャイナ（３） 倉田三ノ路/ユービーアイソフト600
KADOKAWA 10 賢者の孫（16） 吉岡剛/菊池政治ほか 640 講談社 5 新装版　頭文字D（10） しげの秀一 1000 小学館 19 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。＠comic（17）伊緒直道/渡航ほか 600
KADOKAWA 10 賢者の孫SS（２） 吉岡剛/石井たくまほか 640 講談社 5 新装版　頭文字D（11） しげの秀一 1000 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 19 任侠転生―異世界のヤクザ姫―（４） 宮下裕樹/夏原武 600
KADOKAWA 10 おとなりのおと（２） 天野のすけ 640 講談社 5 新装版　頭文字D（12） しげの秀一 1000 集英社 4 ONE PIECE（98） 尾田栄一郎 440 小学館 19 煩悩☆西遊記（２） クリスタルな洋介 600
KADOKAWA 10 りんちゃんは据え膳したい（１） 澄田佑貴 640 講談社 5 デスティニーラバーズ（3） 智弘カイ/カズタカ 620 集英社 4 ONE PIECE学園（２） 小路壮平 460 小学館 19 ガンバレッド×シスターズ（３） ミトガワワタル 600
KADOKAWA 10 フェイト／エクストラ　CCC（６） ろび～な/ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ／マーベラス640 講談社 9 万能変化メカトロウィーゴ（1） 山田悠作/小林和史 450 集英社 4 ワンピースパーティー（７） 安藤英/尾田栄一郎 440 小学館 19 アニメ版　映画　STAND BY ME ドラえもん（２） 藤子・Ｆ・不二雄 700
KADOKAWA 10 スーパーカブ（５） 蟹丹/トネ・コーケンほか 640 講談社 9 神様はラケットを振らない（2） 志田ゆうすけ/丸山りん 450 集英社 4 ワールドトリガー（23） 葦原大介 440 小学館 19 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（７） 丸山恭右 800
KADOKAWA 10 神サー！～僕と女神の芸大生活～（３） 上江洲誠/黒山メッキ 未定 講談社 9 お願い、脱がシて。（6） 川中康嗣 450 集英社 4 ドラゴンボールSD（７） 鳥山明/オオイシナホ 600 小学館 19 異世界美少女受肉おじさんと（３） 池澤真/津留崎優 800
KADOKAWA 10 怪物メイドの華麗なるお仕事（２） 田辺ゆがた 640 講談社 9 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST（8） 真島ヒロ/上田敦夫 450 集英社 4 ゲーミングお嬢様（１） 大＠ｎａｎｉ/吉緒もこもこ丸まさお630 小学館 19 異世界社長　魔王軍で成り上がる！（３） 都田彩人 800
KADOKAWA 10 マジで付き合う15分前（１） Ｐｅｒｉｃｏ 640 講談社 9 花園さんちのふたごちゃん（2） 北島音奈 450 集英社 4 僕とロボコ（２） 宮崎周平 440 小学館 19 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い＠comic（２） 鉄山かや/猿渡かざみほか591
KADOKAWA 10 エロマンガ先生（11） 伏見つかさ/ｒｉｎほか 670 講談社 9 ストーカー行為がバレて人生終了男（8） 門馬司/芥瀬良せら 450 集英社 4 仄見える少年（２） 後藤冬吾/松浦健人 440 小学館 19 送球ボーイズ（18） サカズキ九/フウワイ 482
KADOKAWA 10 性教育120%（３） 田滝ききき/ほとむら 未定 講談社 9 いじめるヤバイ奴（10） 中村なん 450 集英社 4 おいしいコーヒーのいれ方（６） 青沼裕貴/雀村アオほか 850 小学館 19 寿エンパイア（５） せきやてつじ 591
KADOKAWA 12 ハイパー片思い 樫村ケイ 未定 講談社 9 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（6）樋野友行/瀬戸メグルほか680 集英社 4 きるる　KILL ME（２） 叶恭弘 600 小学館 19 裏バイト：逃亡禁止（３） 田口翔太郎 591
KADOKAWA 12 ナイトメア・ファミリー（１） 七野ワビせん 未定 講談社 9 川島芳子は男になりたい（3） 田中ほさな 680 集英社 4 プラチナエンド（14） 大場つぐみ/小畑健 510 小学館 19 暑がりヒナタさんと寒がりヨザキくん（２） ますだ悠 591
KADOKAWA 12 おさんぽマスターズ 須藤真澄 未定 講談社 9 絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる（1）関根光太郎/六志麻あさほか650 集英社 4 DEATH NOTE短編集 大場つぐみ/小畑健 540 小学館 19 うしろの正面　カムイさん（２） コノシロしんこ/えろき 591
KADOKAWA 12 NEW NORMAL DAYS しりあがり寿 未定 講談社 9 人外姫様、始めました　～Free Life Fantasy Online～（3）園原アオ/割田コマほか 650 集英社 4 終わりのセラフ（23） 鏡貴也/山本ヤマトほか 480 小学館 22 グレイテストM～偉人麻雀大戦～（１） 山田秋太郎/河本ほむらほか600
KADOKAWA 15 不本意ですが、竜騎士団が過保護です（２） 木虎こん/乙川れいほか 630 講談社 9 レベル1だけどユニークスキルで最強です（6） 真綿/三木なずなほか 650 集英社 4 怪物事変（13） 藍本松 480 小学館 25 その先はプライベートです（２） 後藤みさき 440
KADOKAWA 15 ハルタ　2021-FEBRUARY（81） ハルタ編集部 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（4） ＮＥＯ草野/猫又ぬこほか 650 集英社 4 藍本松短編集　青（上） 藍本松 480 小学館 25 その先はプライベートです（３） 後藤みさき 440
KADOKAWA 15 ふろラン（１） 石田裕揮 未定 講談社 9 異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。（4）遠山えま 650 集英社 4 藍本松短編集　青（下） 藍本松 480 小学館 25 ＊キスは20歳になってから（２） のの子 440
KADOKAWA 15 ライカの星 吉田真百合 未定 講談社 9 俺の『鑑定』スキルがチートすぎて（1）　～伝説の勇者を読み“盗り”最強へ～龍牙翔/澄守彩ほか 680 集英社 4 ダークギャザリング（６） 近藤憲一 480 小学館 25 ＊キスは20歳になってから（３） のの子 440
KADOKAWA 15 ダンジョン飯（10） 九井諒子 未定 講談社 9 聖者無双（7） 秋風緋色/ブロッコリーライオンほか680 集英社 4 Dear CALL―ディアコール―（４） 群千キリ 500 小学館 25 目覚めたらキスしてよ（４） 今澤まいこ 440
KADOKAWA 15 ダンジョン飯　キャラクターブック 九井諒子 未定 講談社 9 逆装ランデヴー　～女装男子と男装女子の話～（3）次見やをら 630 集英社 4 鴨乃橋ロンの禁断推理（１） 天野明 600 小学館 25 望外ヘビーラブ（４） 島袋ユミ 440
KADOKAWA 15 ヴラド・ドラクラ（４） 大窪晶与 未定 講談社 9 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（11）笠原巴/柑橘ゆすらほか 650 集英社 4 鬼滅の刃公式ファンブック　鬼殺隊見聞録・弐 吾峠呼世晴 900 小学館 25 柚木さんちの四兄弟。（８） 藤沢志月 440
KADOKAWA 15 従順なΩ は夜に爪を立て 茶柱ぷぅ 700 講談社 9 はたらく細胞（6） 清水茜 650 集英社 4 環の影（３） 中川海二 650 小学館 25 みらいのダンナさま（６） 吉永ゆう 440
KADOKAWA 15 恋の仕方がわからない まちお郁 700 講談社 9 はたらく細胞WHITE（1） 蟹江鉄史/清水茜 630 集英社 4 環の影（４） 中川海二 650 小学館 25 イケメン貧乏神と同居はじめました！（１） 杏乃 440
KADOKAWA 15 オメガのおれの嘘つきくすり指 さがみしか 700 講談社 9 女王陛下の異世界戦略（1） 第６１６特別情報大隊/割田コマほか680 集英社 4 歯医者さん、あタってます！（２） 山崎将 440 小学館 25 20×20（１） 中島ベガ 440
KADOKAWA 17 高良くんと天城くん はなげのまい 1050 講談社 9 六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く～（2）加古山寿/朱月十話ほか 650 集英社 4 SSSS.GRIDMAN（４） 『ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤＭＡＮ』/今野ユウキ630 小学館 25 20×20（２） 中島ベガ 440
KADOKAWA 17 α の家の子 コロ虎 未定 講談社 9 野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。（1）西田拓矢/海空りく 650 集英社 4 早乙女姉妹は漫画のためなら！？（９） 山本亮平 600 小学館 25 泡恋（５）（完） 水波風南 440
KADOKAWA 17 ボーイズ・バッド・ロマンス！　デッドオアアライブ ハシモトミツ 未定 講談社 9 蒼穹のファフナー（8） 松下朋未/ＸＥＢＥＣ 650 集英社 4 高校生家族（１） 仲間りょう 440 小学館 25 王の獣（６） 藤間麗 440
KADOKAWA 17 嘘つき上手と番犬 水稀たま 未定 講談社 9 二周目チートの転生魔導士　最強が1000年後に転生したら、人生余裕すぎました（1）石後千鳥/鬱沢色素ほか 650 集英社 4 左ききのエレン（15） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 460 小学館 25 コーヒー＆バニラ（17） 朱神宝 440
KADOKAWA 20 ガールズ＆パンツァー　プラウダ戦記（４） 吉田創/ガールズ＆パンツァー製作委員会未定 講談社 9 自称！平凡魔族の英雄ライフ（6）　～B級魔族なのにチートダンジョンを作ってしまった結果～こねこねこ/あまうい白一ほか650 集英社 4 灼熱のニライカナイ（２） 田村隆平 440 小学館 25 パーフェクトスキャンダル（４） 菊乃杏 440
KADOKAWA 20 コミュ症だってモテたいの！（１） 宮城りん 未定 講談社 9 十字架のろくにん（2） 中武士竜 620 集英社 4 2.5次元の誘惑（８） 橋本悠 600 小学館 25 ねぇ先生、知らないの？（５） 浅野あや 440
KADOKAWA 20 異世界の主役は我々だ！（８） 加茂ユウジ/グルッペン・フューラーほか未定 講談社 9 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（2）石沢庸介/謙虚なサークルほか620 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（11）三条陸/稲田浩司ほか 700 小学館 25 風光る（45） 渡辺多恵子 454
KADOKAWA 20 ヘルドクターくられの科学はすべてを解決する！！（６）加茂ユウジ/くられほか 未定 講談社 9 フェチップル（7） るり原ズラチー 620 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（12）三条陸/稲田浩司ほか 750 小学館 25 クズとケモ耳（７） 杉しっぽ 482
KADOKAWA 20 辺境ぐらしの魔王、転生して最強の魔術師になる（１）村市/千月さかきほか 未定 講談社 9 天空侵犯arrive（6） 大羽隆廣/三浦追儺 640 集英社 4 『鬼滅の刃』吾峠呼世晴画集　―幾星霜― 吾峠呼世晴 1500 小学館 25 風光る紀行 渡辺多恵子/由木デザイン1800
KADOKAWA 20 豊田さんは悩まない。（１） 津々巳あや 未定 講談社 9 微妙に優しいいじめっ子（8） もすこ 620 集英社 19 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～（21）赤坂アカ 540 小学館 26 チコちゃんに叱られる！（４） 住吉リョウ/ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班564
KADOKAWA 20 異種族女子に○○する話（３） すいみん 未定 講談社 9 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（2）井上菜摘/未来人Ａほか 620 集英社 19 かぐや様を語りたい（４） 赤坂アカ/Ｇ３井田 600 小学館 26 まんがで！にゃんこ大戦争（６） 萬屋不死身之介/ＰＯＮＯＳ株式会社609
KADOKAWA 22 ちいさな森のオオカミちゃん（２） わたあめ 未定 講談社 9 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。（2）宮城森成/さとうほか 620 集英社 19 【推しの子】（３） 赤坂アカ/横槍メンゴ 630 小学館 26 デュエル・マスターズ　キング（３） 松本しげのぶ 454
KADOKAWA 22 ちょっぴりえっちな三姉妹でも、お嫁さんにしてくれますか？（２）鹿もみじ/浅岡旭ほか 未定 講談社 10 アカイリンゴ（2） ムラタコウジ 660 集英社 19 バトゥーキ（10） 迫稔雄 580 小学館 26 ポケットモンスター　～サトシとゴウの物語！～（２） 五味まちと/田尻智ほか 454
KADOKAWA 22 緋弾のアリア　Gの血族（３） こよかよしの/赤松中学ほか610 講談社 10 満州アヘンスクワッド（3） 鹿子/門馬司 660 集英社 19 スナックバス江（８） フォビドゥン澁川 540 小学館 26 ウソツキ！ゴクオーくん（22） 吉もと誠 454
KADOKAWA 22 乙女怪獣キャラメリゼ（５） 蒼木スピカ 未定 講談社 10 アスペル・カノジョ（10） 萩本創八/森田蓮次 660 集英社 19 ジュピタリア（３） 梶山昊頌 630 小学館 26 ゾゾゾ　ゾンビーくんZ ながとしやすなり 454
KADOKAWA 22 神童勇者とメイドおねえさん（２） 上杉響士郎/望公太ほか未定 講談社 10 忍者と極道（5） 近藤信輔 650 集英社 19 久保さんは僕を許さない（４） 雪森寧々 600 小学館 26 ポケットモンスタースペシャル（58） 山本サトシ/日下秀憲 600
KADOKAWA 22 乃木坂明日夏の秘密（３） 五十嵐雄策/しゃあほか 未定 講談社 10 娘の友達（7） 萩原あさ美 650 集英社 19 かがみの孤城（３） 辻村深月/武富智 630 小学館 26 神たま（１） 曽山一寿 454
KADOKAWA 22 幼なじみとトランクス　あの娘はホントに女の子？（３）吉原雅彦 未定 講談社 10 おかあさんといっしょがつらかった 彩野たまこ 720 集英社 19 侠医冬馬（４） 村上もとか/共同かわのいちろう600 小学館 26 アニマギア（１） 足立たかふみ/立川史 454
KADOKAWA 22 悪役令嬢に転生したはずがマリー・アントワネットでした（１）小出よしと 未定 講談社 10 あやかしメルヒェン（1） 白乃雪 660 集英社 19 怨み屋本舗　WORST（15） 栗原正尚 580 小学館 26 土竜（モグラ）の唄（70） 高橋のぼる 591
KADOKAWA 22 眠れないオオカミ（上） したら領 1200 講談社 10 ラブゼミ　～上野教授の恋愛講義～（1） 上野/高倉みどり 660 集英社 19 制裁学園（２） 栗原正尚 630 小学館 26 釣りバカ日誌番外編　新入社員　浜崎伝助（５） 北見けんいち/やまさき十三591
KADOKAWA 22 黒の魔王（５） 的場りょう/菱影代理ほか未定 講談社 12 魔女怪盗LIP☆S（4） 鏡はな/壱コトコ 450 集英社 19 すんどめ！！ミルキーウェイ（10）ANOTHER END ふなつかずき 630 小学館 26 九条の大罪（１） 真鍋昌平 591
KADOKAWA 22 もふもふを知らなかったら人生の半分は無駄にしていた（３）片岡とんち/ひつじのはね（ツギクル）ほか未定 講談社 12 ヴァンパイア男子寮（6） 遠山えま 450 集英社 19 王様の仕立て屋　～下町テーラー～（８） 大河原遁 600 小学館 26 ボクらはみんな生きてゆく！（１） あきやまひでき 591
KADOKAWA 22 キスと絶対世界征服（２） さゆこ 未定 講談社 12 弁護士と17歳（3） 小野アンビ 450 集英社 19 TIEMPO ―ティエンポ―（８） 飯野大祐 600 小学館 26 徘徊先生（１） はしもとみつお/伴茶彰 591
KADOKAWA 24 D・N・ANGEL New Edition（３） 杉崎ゆきる 1800 講談社 12 世界で一番いたらぬ恋（1） 北川夕夏 450 集英社 19 ウマ娘　シンデレラグレイ（２） 久住太陽/杉浦理史ほか 600 小学館 26 パッカ（４） 今井大輔 591
KADOKAWA 24 D・N・ANGEL New Edition（４） 杉崎ゆきる 1800 講談社 12 カモナ　マイハウス！（4） 南波あつこ 450 集英社 19 黄泉比良坂レジデンス（１） 川西ノブヒロ 未定 小学館 26 警眼―ケイガン―（６） 早坂ガブ 591
KADOKAWA 24 ブナの森のアリア（１） 未定 未定 講談社 12 花と紺青　防大男子に恋しました。（3） 西香はち 450 集英社 19 異世界モンスターブリーダー～チートはあるけど、のんびり育成しています～（３）柑橘ゆすら/とうのきりほか630 小学館 26 バトルグラウンドワーカーズ（６） 竹良実 591
KADOKAWA 24 異国幻燈 未定 未定 講談社 12 夏秋くんは今日も告白したい（1） さとる 450 集英社 19 失業賢者の成り上がり～嫌われた才能は世界最強でした～（３）三河ごーすと/おおみね 630 小学館 26 あの月に向かって打て！（４） 寒川一之 591
KADOKAWA 24 ハデスさまの無慈悲な婚姻（１） 上地優歩 未定 講談社 12 H/P ホスピタルポリスの勤務日誌（4） 杜野亜希 450 集英社 19 モンスター娘のお医者さん0（１） 折口良乃/木村光博ほか未定 小学館 26 アオアシ（23） 小林有吾 591
KADOKAWA 25 アルネの事件簿（３） 稲空穂/春紫 未定 講談社 12 生徒諸君！　Kids（5） 庄司陽子 450 集英社 19 九龍ジェネリックロマンス（４） 眉月じゅん 600 小学館 26 機動戦士ガンダム　バンディエラ（３） 加納梨衣/矢立肇ほか 591
KADOKAWA 25 樹海村（１） ゆとと/保坂大輔ほか 未定 講談社 12 人事のカラスは手に負えない（３） 大谷紀子 460 集英社 19 ジャンケットバンク（２） 田中一行 600 小学館 26 ジャガーン（12） にしだけんすけ/金城宗幸 591
KADOKAWA 25 ニーチェ先生～コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた～（14）ハシモト/松駒 未定 講談社 12 星降る王国のニナ（4） リカチ 460 集英社 19 鬼獄の夜（５） 加藤キャシー 630 小学館 26 ガイシューイッショク！（４） 色白好 591
KADOKAWA 26 陰の実力者になりたくて！（５） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 12 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（8） 丘上あい 500 集英社 19 遊び人は賢者に転職できるって知ってました？～勇者パーティを追放されたLv99道化師、【大賢者】になる～（４）妹尾尻尾/柚木ゆのほか 630 小学館 26 機械仕掛けの愛（７） 業田良家 591
KADOKAWA 26 陰の実力者になりたくて！　しゃどーがいでん（２） 瀬田Ｕ/逢沢大介ほか 未定 講談社 12 甘くない彼らの日常は。（5） 野切耀子 450 集英社 19 生産職を極め過ぎたら伝説の武器が俺の嫁になりました（２）あまうい白一/神武ひろよしほか630 小学館 26 釣りバカ日誌（107） 北見けんいち/やまさき十三591
KADOKAWA 26 異世界チート魔術師（10） 内田健（ヒーロー文庫／主婦の友インフォス）/鈴羅木かりんほか未定 講談社 12 NとS（4） 金田一蓮十郎 450 集英社 19 昨日、助けていただいた魔導書です（２） 森田季節/福袋あけ美ほか630 小学館 26 深夜食堂（23） 安倍夜郎 815
KADOKAWA 26 LV999の村人（９） 岩元健一/星月子猫ほか未定 講談社 12 川越の書生さん（3） 幹本ヤエ 680 集英社 19 圧倒的ガチャ運で異世界を成り上がる！（１） ケンノジ（ＧＡノベル／ＳＢクリエイティブ刊）/藤咲ユウほか未定 小学館 26 岳　完全版　第5集 石塚真一 1545
KADOKAWA 26 小説　機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ（中）新装版富野由悠季 未定 講談社 12 カラダ、重ねて、重なって（1） ｉｋｏ 680 集英社 19 /Blush-DC～秘（ベタハート）蜜～（10） 宮崎摩耶 650 小学館 26 BLUE GIANT EXPLORER（２） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 620
KADOKAWA 26 新装版　機動戦士クロスボーン・ガンダム　鋼鉄の7人（１）長谷川裕一/矢立肇ほか未定 講談社 12 王子が私をあきらめない！（9） アサダニッキ 450 集英社 25 スティグマタ　―愛痕―（上） 高橋秀武 750 小学館 26 くーねるまるた　ぬーぼ（５） 高尾じんぐ 593
KADOKAWA 26 新装版　機動戦士クロスボーン・ガンダム　鋼鉄の7人（２）長谷川裕一/矢立肇ほか未定 講談社 12 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～（10）長谷垣なるみ 450 集英社 25 スティグマタ　―愛痕―（下） 高橋秀武 750 小学館 26 スタミナ深夜食堂 安倍夜郎/左古文男 1100
KADOKAWA 26 新装版　機動戦士クロスボーン・ガンダム　鋼鉄の7人（３）長谷川裕一/矢立肇ほか未定 講談社 12 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート（4）車谷晴子 800 集英社 25 後輩男優に抱かれるオシゴト 藤田カフェコ 690
KADOKAWA 26 機動戦士ガンダム0083 REBELLION（16） 夏元雅人/矢立肇ほか 未定 講談社 12 東京タラレバ娘　シーズン2（4） 東村アキコ 500 集英社 25 腐男子くんには秘密がある 小丸オイコ 720
KADOKAWA 26 機動戦士ガンダムNT（５） 福井晴敏/大森倖三ほか未定 講談社 12 世界で一番早い春（4） 川端志季 500 集英社 25 恋を知らない僕たちは（10） 水野美波 440
KADOKAWA 26 機動戦士ガンダムF90FF（４） 今ノ夜きよし/イノノブヨシほか未定 講談社 12 やんごとなき一族（8） こやまゆかり 500 集英社 25 黒婚　―ブラマリ―（３） 藍川さき 440
KADOKAWA 26 ガンダムビルドダイバーリゼ（３） しいたけ元帥/関西リョウジほか未定 講談社 12 七つ屋志のぶの宝石匣（13） 二ノ宮知子 500 集英社 25 みにあまる彼氏（10） ほしの瑞希 460
KADOKAWA 26 キミガシネ　―多数決デスゲーム―（２） 池上竜矢/ナンキダイ 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 集英社 25 神様が恋をしろと言っている！（２） 花松あやか 460
KADOKAWA 26 キミガシネ　スピンオフ　4コマ（仮） ナンキダイ/鬚鬼ゆうすけ未定 講談社 15 走れ！　川田くん（3） 伊佐義勇 620 集英社 25 愛したがりのメゾン（５） 里中実華 460
KADOKAWA 26 けものみち（８） 暁なつめ/まったくモー助ほか未定 講談社 15 少年は仇に恋をする 占地 740 集英社 25 モジコイネネコイ（５） 佐藤ざくり 440
KADOKAWA 26 朝起きたら女の子になっていた男子高校生たちの話つむらちた 未定 講談社 17 ピーチボーイリバーサイド（9） ヨハネ/クール教信者 450 集英社 25 アンサー（１） Ｍａｒｉａ 未定
KADOKAWA 26 一色さんはうまぶりたいっ！（１） 草下シンヤ/マルヤマほか未定 講談社 17 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　―last―（5）榊原宗々/要マジュロ 500 集英社 25 ローズ　ローズィ　ローズフル　バッド（１） いくえみ綾 未定
KADOKAWA 26 異世界覚醒超絶クリエイトスキル（１） たかた/みことあけみ 未定 講談社 17 ノラガミ（23） あだちとか 450 集英社 25 おそ松さん（10） シタラマサコ/赤塚不二夫ほか440
KADOKAWA 26 29歳独身は異世界で自由に生きた……かった。（４）リュート/オオハマイコほか未定 講談社 17 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（18） 川原正敏 490 集英社 25 笹錦さんと30歳の悩める仲間たち～恋愛カタログ番外編～永田正実 未定
KADOKAWA 26 変わらないで、緒方くん！（１） 神奈なごみ 未定 講談社 17 陸奥圓明流異界伝　修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（2）川原正敏/甲斐とうしろう 480 集英社 25 お迎え渋谷くん（７） 蜜野まこと 460
KADOKAWA 26 うぽって！！（14） 天王寺キツネ 未定 講談社 17 彼女、お借りします（19） 宮島礼吏 450 集英社 25 初×婚（５） 黒崎みのり 440
KADOKAWA 27 運命の人と出逢える恋するアプリ（２） 結城にこ/弥生万智 未定 講談社 17 彼女、人見知ります（2） 宮島礼吏 450 集英社 25 キスで起こして。（２） 春田なな 480
KADOKAWA 27 ニー子はつらいよ（６） アルデヒド 未定 講談社 17 ダイヤのA act2（25） 寺嶋裕二 450 集英社 25 絶叫学級　転生（14） いしかわえみ 440
KADOKAWA 27 しょうあんと日々。（３） 桑佳あさ 未定 講談社 17 カンギバンカ（1） 恵広史/今村翔吾 450 集英社 25 やさしくなんかできない 茶渋たむ 未定
KADOKAWA 27 黄昏星のスイとネリ（１） 徳永パン 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（21） 和久井健 450 集英社 25 たっぷりのキスからはじめて（３） 梨花チマキ 660
KADOKAWA 27 わたしのために脱ぎなさいっ！（４） 九郎 未定 講談社 17 インフェクション（22） 及川徹 450 集英社 25 邦画プレゼン女子高生　邦キチ！　映子さん　Season 5服部昇大 750
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秋田書店 8 僕の心のヤバイやつ（４） 桜井のりお 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 ダメな俺でもあいしてくれる？ 中井紳士 630 スクウェア・エニックス5 我が驍勇にふるえよ天地　―アレクシス帝国興隆記―（５）あわむら赤光/佐藤勇ほか636 竹書房 27 I'm in Love 阿部あかね 650 双葉社 18 なきごえ聞かせて？　かなでさん（１） ななつ藤 630

秋田書店 8 フルアヘッド！ココ　ゼルヴァンス（12） 米原秀幸 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 異世界の夜の国でXXと… きりみゆうや 630 スクウェア・エニックス5 「攻略本」を駆使する最強の魔法使い　～〈命令させろ〉とは言わせない俺流魔王討伐最善ルート～（４）福山松江/舞嶋大ほか 600 竹書房 27 悪癖（１） イイモ 710 双葉社 18 迷走戦士・永田カビ 永田カビ 909

秋田書店 8 もういっぽん！（11） 村岡ユウ 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 上手な嘘で騙されて 峰島なわこ 630 スクウェア・エニックス5 教会務めの神官ですが、勇者の惨殺死体転送されてくるの勘弁して欲しいです（３）夏川優希/タナカトモ 600 竹書房 27 悪癖（２） イイモ 710 双葉社 22 峰岸さんは大津くんに食べさせたい（３） 三戸 900

秋田書店 8 SHY（７） 実樹ぶきみ 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 堤鯛之進　包丁録江戸料理編 崗田屋愉一 700 スクウェア・エニックス5 めんどくさがり男子が朝起きたら女の子になっていた話（３）（完）小林キナ 664 大都社 12 大嫌いな旦那さまに溺愛されてます（１）ドSな社長と政略結婚新薫 650 双葉社 27 復讐の未亡人（７） 黒澤Ｒ 670

秋田書店 8 ハリガネサービスACE（10） 荒達哉 454 コスミック出版5 おまえをナカから変えてヤル。～マイヒーローは中の人～キリエあやめ 690 スクウェア・エニックス5 Re：ゼロから始める異世界生活　氷結の絆（２）長月達平/大塚真一郎ほか600 大都社 12 帝王上司の調教セックス（３）俺なしじゃいられない体にしてやるよ空海リク 650 双葉社 27 ライジングサンR（７） 藤原さとし 630

秋田書店 8 弱虫ペダル（71） 渡辺航 454 コスミック出版17 同情したのが運の尽き 加奈 690 スクウェア・エニックス5 千歳くんはラムネ瓶のなか（２） 裕夢/ボブキャほか 600 大都社 12 脱いだら絶倫！？（５）身体の相性で結ぶ契約婚嶋永のの 650 双葉社 27 ピーチクアワビ（１） 岩田ユキ 700

秋田書店 8 潮が舞い子が舞い（５） 阿部共実 600 コアマガジン19 （成）ようこそ（ベタハート）水龍敬ランドせかんど水龍敬 1182 スクウェア・エニックス5 いつか仮面を脱ぐ為に　～嗤う鬼神と夢見る奴隷～（２）榊一郎/ムロコウイチほか 600 大都社 25 彷徨うビッチは恋を知る 靴川 700 双葉社 27 エイジング―80歳以上の若者が暮らす島―（２）友野ヒロ 640

秋田書店 8 うそつきアンドロイド（１） 阿東里枝 600 コアマガジン25 テコンダー朴（５） 山戸大輔/白正男 891 スクウェア・エニックス5 最強剣聖の魔法修行　～レベル99のステータスを保ったままレベル1からやり直す～（１）年中麦茶太郎/五月やみほか600 大都社 25 褪せた月と甘い牙 そるてぃ 700 双葉社 27 勇者パーティから追放されたけど、EXスキル【固定ダメージ】で無敵の存在になった（１）赤槻コウ/六志麻あさ 640

秋田書店 8 ド直球彼氏×彼女（６） ふじた渚佐 630 コアマガジン25 ヨイ×ノリ（上） 高城リョウ 715 スクウェア・エニックス5 最強魔法師の隠遁計画　―ジ・オルターネイティブ―（１）イズシロ/米白かるほか 600 大都社 25 うちの猫はきょうも不機嫌…私にだけ！ めで鯛 800 双葉社 27 アラフォー社畜のゴーレムマスター（６） 水無月十八/高見梁川 640

秋田書店 8 ゼットン先生（２） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 630 コアマガジン25 ヨイ×ノリ（下） 高城リョウ 715 スクウェア・エニックス5 レベル0の魔王様、異世界で冒険者を始めます　史上最強の新人が誕生しました（１）瑞智士記/烏丸佐々ほか 600 宝島社 8 転生して田舎でスローライフをおくりたい（６） 小杉繭/錬金王ほか 680 双葉社 27 ダンジョン＋ハーレム＋マスター（３） 長次郎/三島千廣 640

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（10） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 630 コアマガジン26 （成）人妻の履歴書 ロケットモンキー 1364 スクウェア・エニックス5 湯沸かし勇者の復讐譚　～水をお湯にすることしか出来ない勇者だけど、全てを奪ったお前らを殺すにはこいつで十分だ～（２）のんＢ/織 600 宝島社 12 異世界居酒屋「のぶ」　エーファとまかないおやつ（４）ノブヨシ侍/蝉川夏哉ほか 900 文苑堂 26 （成）ぱいちゅっちゅ（ベタハート） げげら俊和 1100

秋田書店 16 亡国のマルグリット（６） すもももも 600 コアミックス20 今日からCITY HUNTER（８） 錦ソクラ/北条司 600 スクウェア・エニックス9 処刑少女の生きる道　―そして、彼女は甦る―（１）佐藤真登/三ツ谷亮ほか 600 宝島社 13 俺の死亡フラグが留まるところを知らない（２）乙須ミツヤ/泉ほか 700 文苑堂 26 （成）初恋スイッチ 羽原ヒロ 1100

秋田書店 16 陰陽師・安倍晴明（２） 結城光流/川端新 600 コアミックス20 ワカコ酒（16） 新久千映 580 スクウェア・エニックス12 ミノタウロスの想い人（２） けいじろー/晶 618 大誠社 19 婚活戦線～狩れ、そして磨け～（上） 悠木灯/鎌田れい 636 フロンティアワークス12 侯爵令嬢は手駒を演じる（１） 白雪しおん/橘千秋 580

秋田書店 16 9番目のムサシ（４）ゴースト　アンド　グレイ 髙橋美由紀 600 コアミックス20 大衆酒場ワカオ　ワカコ酒別店（４） 猫原ねんず/新久千映 600 スクウェア・エニックス12 ながされて藍蘭島（35） 藤代健 445 大誠社 19 婚活戦線～狩れ、そして磨け～（下） 悠木灯/鎌田れい 582 フロンティアワークス15 お惣菜屋とOL（４） 吾平 627

秋田書店 16 70年目の告白（１）～毒とペン～ 高階良子 600 コアミックス20 タカコさん（６）（完） 新久千映 600 スクウェア・エニックス12 とある魔術の禁書目録（25） 鎌池和馬/近木野中哉ほか445 ティーアイネット5 （成）ろりっちゃう？パコっちゃう？ 高城ごーや 1018 フロンティアワークス15 私たちのカンケーは（１） モモ 980

秋田書店 16 社長の息子と×××中毒～妹が連れてきた彼が元セフレでした～夏咲たかお 630 コアミックス20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（13） 隆慶一郎/原哲夫 650 スクウェア・エニックス12 英雄教室（11） 新木伸/岸田こあらほか 600 ティーアイネット5 （成）緊急孕ませ宣言　ギャル★ボテ 星憑ネオン。 1018 フロンティアワークス22 そういう「好き」ではありません！ 柚原チヨタ 673

秋田書店 19 大巨蟲列島（４） 藤見泰高/廣瀬周 630 コアミックス20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（14） 隆慶一郎/原哲夫 650 スクウェア・エニックス12 不徳のギルド（７） 河添太一 600 ティーアイネット12 （成）マゾメサイズ 山田シグ魔 1018 フロンティアワークス22 いただきます、オオカミさん。 小夏うみれ 673

秋田書店 19 絢爛たるグランドセーヌ（17） Ｃｕｖｉｅ 630 コアミックス20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（15） 隆慶一郎/原哲夫 650 スクウェア・エニックス12 金装のヴェルメイユ　～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～（４）天那光汰/梅津葉子 600 TOブックス 1 打撃系鬼っ娘が征く配信道！＠COMIC（１） ありのかまち/箱入蛇猫 640 フレックスコミックス12 でこぼこ魔女の親子事情（２） ピロヤ 630

秋田書店 19 衛府の七忍（10）（完） 山口貴由 650 コアミックス20 あゝ我らがミャオ将軍（４）（完） まつだこうた/もりちか 580 スクウェア・エニックス12 ロクショウ！（３）（完） 極楽院櫻子 618 TOブックス15 悪役令嬢ですが攻略対象の様子が異常すぎる＠COMIC（１）宛/稲井田そう 640 フレックスコミックス15 社畜ねこ（１） 清水幸詩郎 630

秋田書店 19 シガレット&チェリー（10） 河上だいしろう 630 コアミックス20 少年を飼う（１） 青井ぬゐ 620 スクウェア・エニックス12 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い！（19）谷川ニコ 545 TOブックス15 羽林、乱世を翔る～異伝　淡海乃海～（１） 藤科遥市/イスラーフィール640 フレックスコミックス15 末期ガンでも元気です　38歳エロ漫画家、大腸ガンになるひるなま 1000

秋田書店 19 シガレット&チェリー（11）（完） 河上だいしろう 630 コアミックス20 土曜日のランチメイト（１） 高尾じんぐ 600 スクウェア・エニックス12 不機嫌なモノノケ庵（17） ワザワキリ 600 TOブックス15 運命の番？ならばその赤い糸とやら切り捨てて差し上げましょう＠COMIC（１）南澤久佳/音無砂月 640 復刊ドットコム17 火の鳥　《オリジナル版》　生命編・異形編 手塚治虫 3600

秋田書店 19 落日のパトス（10） 艶々 630 メディアソフト発行／三交社発売5 テイクミーホーム ｍ：ｍ 660 スクウェア・エニックス12 魔法陣グルグル2（14） 衛藤ヒロユキ 600 TOブックス15 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた＠COMIC（２）秋咲りお/三木なずな 640 復刊ドットコム17 火の鳥　《オリジナル版》　太陽編（上） 手塚治虫 3900

秋田書店 19 ちょい釣りダンディ（２） 阿鬼乱太 600 メディアソフト発行／三交社発売5 おうちに帰ろう　―猫耳オメガバース―（２） 日野原 650 スクウェア・エニックス12 最速無双のB級魔法使い　一発撃たれる前に千発撃ち返す！（３）ＣＫ/山浦柊ほか 600 徳間書店 13 ZINGNIZE（５） わらいなく 720 復刊ドットコム17 手天童子　初出完全版（４） 永井豪とダイナミックプロ 3900

秋田書店 19 クズ！！～アナザークローズ九頭神竜男～（21）鈴木大 630 メディアソフト発行／三交社発売5 羽賀くんは噛まれたい さきしたせんむ 670 スクウェア・エニックス12 乙女ゲーム六周目、オートモードが切れました。（１）空谷玲奈/昴カズサほか 600 徳間書店 13 パッチワークス・パスウェイ（１） 才谷屋龍一/Ｍ．ＷＯＬＶＥＲＩＮＥ900 プランタン出版発行／フランス書院発売8 淫獣愛　私の心を奪った男（上）（仮） 朔也/佐木ささめ 未定

秋田書店 19 OUT（20） 井口達也/みずたまこと 650 メディアソフト発行／三交社発売5 主任、そのギャップは危険すぎます！クールな上司が家では××な件について麻生ミカリ/さっちゃん 670 スクウェア・エニックス12 合コンに行ったら女がいなかった話（１） 蒼川なな 600 徳間書店 25 一人暮らし、させてください！ 夏乃あゆみ 680 プランタン出版発行／フランス書院発売8 淫獣愛　私の心を奪った男（下）（仮） 朔也/佐木ささめ 未定

秋田書店 19 角栄に花束を（３） 大和田秀樹 630 メディアソフト発行／三交社発売25 人外×オメガバースBL ときしばほか 1200 スクウェア・エニックス22 弱キャラ友崎くん　―COMIC―（５） 屋久ユウキ/フライほか 600 徳間書店 25 ツレが御曹司になりました 坂崎春 640 プランタン出版発行／フランス書院発売### オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（76）（仮）座裏屋蘭丸/ｎｏｊｉほか 未定

秋田書店 19 性食鬼　Aliens Meet Girls（２） 稲光伸二/Ｒｕｓｔｙ　Ｓｏｕｌほか630 三交社 26 失恋ジャンキー 鷹 664 スクウェア・エニックス22 賭ケグルイ（14） 河本ほむら/尚村透 636 徳間書店 25 アイドルと恋するとは思わないじゃん？ 三島一彦 620 ブライト出版19 ほろよい♂♀スイッチ　―家政夫の上手な食べ方―（２）（完）雲縞 709

秋田書店 19 性食鬼（15） 稲光伸二 630 三交社 26 サキュバスちゃんは恋を知りたい ニマキアリ 636 スクウェア・エニックス22 賭ケグルイ双（11） 河本ほむら/斎木桂 600 徳間書店 25 パンダフルライフ 松吉アコ 640 ブライト出版19 よざくらセックストランス（２）（完） 磯野フナ 636

秋田書店 19 巨蟲山脈（２） 藤見泰高/さざなみ陽輔 630 三和出版 24 （成）牝ガキ★陵辱エンカウント ぶっくまうんｔｅｎ 1182 スクウェア・エニックス22 賭ケグルイ（仮）（８） 河本ほむら/川村拓 600 日本文芸社9 ミナミの帝王（160） 天王寺大/郷力也 680 ブライト出版19 運命の相手がややこしい！（２）（完） 柚木ゆー 709

秋田書店 19 青の島とねこ一匹（４） 小林俊彦 630 三和出版 24 （成）艶肉嬲りパラダイス 三木大路 1182 スクウェア・エニックス22 怪人麗嬢（５） 田代哲也 600 日本文芸社9 こんな私がいたなんて 小谷真倫 680 ブライト出版19 ちぇんじどらっぐ（２）（完） くたび 727

秋田書店 19 裏の家の魔女先生（２） 西川魯介 600 ジーオーティー25 （成）コミ○帰りに異世界転生 肉そうきゅー。 1100 スクウェア・エニックス22 よなかのれいじにハーレムを！！（５）（完） 小島あきら/香澤陽平 600 日本文芸社9 カジノグイ（４） 野﨑花一/吉田史朗 750 ブライト出版19 推しには絶対ほだされない！ 渡辺馨 636

朝日新聞出版8 夜毎くる女 山本まゆり/寺尾玲子 630 ジーオーティー25 （成）少女ふぉんでゅ トロ太郎 1000 スクウェア・エニックス22 はじめての諏訪さん（１） 真沼靖佳 600 日本文芸社19 冥土IN極道 かたやままこと 700 ブライト出版19 はいらなくても、いいじゃないか ゆざきさかおみ 636

朝日新聞出版8 異界のトモダチ ひとみ翔/天宮視子 630 ジーオーティー25 （成）好きだから搾りたい ももずみ純 1000 スクウェア・エニックス22 通りがかりにワンポイントアドバイスしていくタイプのヤンキー（５）おつじ 818 日本文芸社19 サブスク彼女（１） 山本中学 680 ふゅーじょんぷろだくと24 深潭回廊（２） 永井三郎 700

朝日新聞出版22 雨柳堂夢咄（18） 波津彬子 870 ジーオーティー27 （成）CR ―人間リサイクル― 空想 1200 スクウェア・エニックス25 転生大聖女、実力を隠して錬金術学科に入学する　～けもの使いの悪役令嬢、ゲームの知識でやらかし無双し溺愛される～（２）白石新/ＣＨＩＨＩＲＯ 600 日本文芸社19 男塾外伝J（１） 宮下あきら/近藤和寿 680 ふゅーじょんぷろだくと24 ホストくんのお気に入り おち 700

朝日新聞出版22 将棋少年 おおきぼん太 980 ジーオーティー27 （成）Garden 黒ノ樹 1200 スクウェア・エニックス25 現実の彼女はいりません！（10） 田尾典丈/三雲ジョージほか600 日本文芸社27 ギフト±（21） ナガテユカ 680 ふゅーじょんぷろだくと24 BABY（45） アンソロジー 980

朝日新聞出版22 あっ、ここ心霊ゼミでやったやつ 片倉真二 980 ジーオーティー27 （成）ヨールキ・パールキ作品集（１） 露々々木もげら 1700 スクウェア・エニックス25 綺麗にしてもらえますか。（６） はっとりみつる 600 日本文芸社27 銀牙伝説ノア（９） 高橋よしひろ 680 ぶんか社 17 こじらせっ娘、悪魔とエッチな契約した件！ 目星朱梨 648

茜新社 27 （成）プロトタイプロリータ ４００１０試作型 1100 ジーオーティー27 （成）ボクらがヤリたいおばさん フリーハンド魂 1600 スクウェア・エニックス25 先生、俺にかまわずイッてください！！（５） イガラシユイ 600 日本文芸社27 川中島麗戦 大杉ゆひきろ 720 ぶんか社 17 スピリットカルテ　病院内メッセンジャー・梨香子の心霊考察（１）月夜乃コウ/富田和彦 680

茜新社 27 みちみちなるままに じゃのめ 720 ジーオーティー27 愛たい情とうさぎの病 日巻いと 680 スクウェア・エニックス25 清く正しくふしだらに（２） 三雲ジョージ 600 日本文芸社27 川中島艶霧 大杉ゆひきろ 720 ぶんか社 17 絶倫ヤクザの極上愛撫　逃れられない契約結婚（２）真坂 648

一迅社 3 アズールレーン　コミックアンソロジー　Breaking！！（３）アンソロジー 843 ジーオーティー27 テンバイヤー金木くん（１） 早池峰キゼン 720 スクウェア・エニックス25 コンビニで君との5分間。（４） 一永のぞみ 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 クレバテス―魔獣の王と赤子と屍の勇者―（２）岩原裕二 620 ぶんか社 17 僧侶がささやく官能読経　100回生まれ変わっても愛してる筧伽藍堂 648

一迅社 3 1年A組のモンスター（６） 英貴 630 主婦と生活社5 オッサン（36）がアイドルになる話（５） 木野イチカ/もちだもちこほか630 スクウェア・エニックス25 ゴールデンボーズ（２） マツリセイシロウ/兎塚クニアキ600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 スマホを落としただけなのに（６） 志駕晃/嶋田ひろあき 580 ぶんか社 17 お兄ちゃんと、大人のおままごと～溺愛監禁～（４）立花もぐら/クロサワ 648

一迅社 3 アークナイツ　コミックアンソロジー（３） アンソロジー 843 主婦と生活社5 悪役令嬢、時々本気、のち聖女。（２） 武浦すぐる/もりほか 630 スクウェア・エニックス25 SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん（16）長田悠幸/町田一八 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 君とのツナガリ（３） ちーにょ 800 ぶんか社 27 癖あり彼の純度は100％（上） 藤村綾生 662

一迅社 8 ナメられたくないナメカワさん（２） 阿東里枝 680 少年画報社1 ねこのお医者さん　動物病院物語 アンソロジー 640 スクウェア・エニックス25 ブサメンガチファイター（６）（完） 弘松涼/上月ヲサム 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 めぐるめく季節の中で（３） ＲＹＯ/やぼみ 800 ぶんか社 27 官能小説家の蜜色お伽話　今宵、先生は情欲を綴る（上）ｔｓｕｇｕｍｉ 648

一迅社 15 俺の幼馴染はメンドくさい シヲザキシヲ 680 少年画報社8 瀬尾と北中 ザ・シーツ/河尻みつる 690 スクウェア・エニックス25 史上最強の大魔王、村人Aに転生する（４） 下等妙人/こぼたみすほほか600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 十五魔女の最後の旅（１） 宵町めめ 620 ぶんか社 27 官能小説家の蜜色お伽話　今宵、先生は情欲を綴る（下）ｔｓｕｇｕｍｉ 648

一迅社 15 ぜったい、後悔させませんから！ さん太ろ 690 少年画報社8 アオバ自転車店といこうよ！（８） 宮尾岳 650 スクウェア・エニックス27 東京エイリアンズ（２） ＮＡＯＥ 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 スーパーノヴァはキスの前に（３）（完） なめたけ 620 芳文社 1 姉を好きなお姉さんと（１） 真くん 650

一迅社 15 息をひそめて、恋を（上） かむ 680 少年画報社10 K -keiko- 佐野タカシ 650 スターツ出版19 初めましてこんにちは、離婚してください（３） 七里ベティ/あさぎ千夜春 640 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 Devil May Cry 5 ―Visions of V―（３） 尾方富生/カプコン 580 芳文社 1 百合SMでふたりの気持ちはつながりますか？（１）みら 650

一迅社 15 息をひそめて、恋を（下） かむ 680 少年画報社10 ヤンキー娘になつかれて今年も受験に失敗しそうです（４）ジェームスほたて 650 スターツ出版19 週末シンデレラ（２） よしのずな/春奈真実 640 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 過去を見る花（１） セイ 800 芳文社 1 これはよい抱き枕水瀬るるう百合作品集 水瀬るるう 890

一迅社 18 私に天使が舞い降りた！（９） 椋木ななつ 680 少年画報社10 ゾンビだらけのこの世界ではセックスしないと生き残れない（２）実倉なる 650 スターツ出版26 しあわせ食堂の異世界ご飯（２） 文月マロ/ぷにちゃん 630 Jパブリッシング20 婚約破棄が目標です！（１） 一原ロコ/夏目みやほか 648 芳文社 5 溺愛ホストにご指名いただきました ヤマヲミ 700

一迅社 18 ふたごわずらい（２） 桜野いつき 680 少年画報社10 魔女ノ湯（２）（完） 堀博昭 650 スターツ出版26 悪役令嬢なので喜んで仕返しいたします（１） ザネリ/藍里まめ 640 Jパブリッシング20 転生男装王女は結婚相手を探さない 椎名秋乃/月神サキほか 699 芳文社 5 ゾンビ・ハイド・セックス（３） 淀川ゆお 680

一迅社 18 citrus +（３） サブロウタ 680 少年画報社15 ねこぱんち　早春の猫号 アンソロジー 498 スターツ出版26 追放された悪役令嬢ですが、モフモフ付き！？スローライフはじめました（１）ねこ田太子/友野紅子 640 Jパブリッシング25 気まぐれなジャガー（４） ウノハナ 832 芳文社 5 咥え絵筆に化ける花昭和ポルノグラフ録 百々地さ和 700

一迅社 20 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（２） 大庭そと/山田桐子ほか 640 少年画報社15 キジトラ猫の小梅さん（22） ほしのなつみ 690 青泉社 12 溺愛征服（１）ハイスペ上司とHな秘密同居性活フジキハルカ 650 Jパブリッシング25 三千世の心中 Ｄ・キッサン 699 芳文社 5 小森さんは断れない！（９） クール教信者 690

一迅社 20 昨今のシンデレラは靴を落とさない。（１） 式部玲/小山内慧夢ほか 640 少年画報社22 ドンケツ第2章（５） たーし 650 青泉社 20 あかりとシロの心霊夜話（32）潜む闇の餌食に西尚美 700 ハーパーコリンズ・ジャパン1 ボスとふたりで 桜野なゆな/マドレイン・カー600 芳文社 5 ネコがOLに見えて困ります（２） 鳴海アミヤ 690

一迅社 20 獣人隊長の（仮）婚約事情（１） 春が野かおる/百門一新ほか640 少年画報社22 僕とドールと放浪少女（３） 小夏ゆーた 650 青泉社 25 あなたは夫に騙されている（１） 笹倉ぱんだ 650 ハーパーコリンズ・ジャパン1 花嫁は醜いあひるの子 水原冬樹/ジェイン・ポーター600 芳文社 5 新コボちゃん（48） 植田まさし 570

一迅社 20 マリエル・クララックの婚約（４） アラスカぱん/桃春花ほか 640 少年画報社22 D.B.S 新装版（１） 岩城宏士 800 MUGENUP発行／星雲社発売3 ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ！！ ニャロメロン/セガ 945 ハーパーコリンズ・ジャパン1 いつか結ばれる日が 朔野かがり/エリザベス・パワー600 芳文社 12 デスサイズぷるるん（３）（完） さふぁ太 630

一迅社 20 出稼ぎ令嬢の婚約騒動　次期公爵様は婚約者に愛されたくて必死です。（１）ＮＲＭＥＮ/黒湖クロコほか 640 少年画報社22 髑髏は闇夜に動き出す　サードシーズン ＴＥＴＳＵＯ 690 アルファポリス発行／星雲社発売12 専属秘書は極上CEOに囚われる 水口舞子/有允ひろみ 640 ハーパーコリンズ・ジャパン1 愛の配達人 高城可奈/エマ・ゴールドリック600 芳文社 12 中央線沿線少女（２） ｒｉｏｋａ 630

一迅社 20 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック（４）アンソロジー 780 少年画報社22 スエゼンくんはいつもお預け（１） サブスカ 650 アルファポリス発行／星雲社発売12 僧侶さまの恋わずらい 権田原/加地アヤメ 640 ハーパーコリンズ・ジャパン1 この世に一つだけの宝石 月島綾/マヤ・ブレイク 600 芳文社 12 ゆめぐりっ！（１） いしいゆか 630

一迅社 22 となりの布里さんがとにかくコワい。（３） 紀ノ上晟一 650 少年画報社22 海の見える台所（２） 福丸やすこ 690 彗星社発行／星雲社発売18 貪欲上司は二度襲う～ゴム1個じゃ止まらない…濃厚ラブホ研修（２）市川るき 680 ハーパーコリンズ・ジャパン1 名前のない女 佐伯かよの/エミリー・リチャーズ619 芳文社 16 妻、小学生になる。（７） 村田椰融 620

一迅社 25 こっち見ないで！！おもらし少女の決壊アンソロジーコミックアンソロジー 770 少年画報社27 RED ZONE（１） 白石純 650 彗星社発行／星雲社発売18 あさひくんは、なまいきざかりなおとこの娘。 鳥丸太郎 680 ハーパーコリンズ・ジャパン1 あなたには言えない 藤原基央/シャロン・ケンドリック600 芳文社 16 彼女ガチャ（５） 吉宗 620

一迅社 25 宝石商リチャード氏の謎鑑定（３） あかつき三日/辻村七子ほか700 少年画報社27 ナポレオン～覇道進撃～（20） 長谷川哲也 690 彗星社発行／星雲社発売18 私たち、欲しがり適齢期。（４） 金森ケイタ 980 ハーパーコリンズ・ジャパン10 砂の王宮のシンデレラ 星合操/ジェニー・ルーカス600 芳文社 16 伊勢さんと志摩さん（２）（完） トクヲツム 620

一迅社 25 花燭の白（２） 高山しのぶ 620 新書館 1 恋愛談義 カシオ 690 彗星社発行／星雲社発売18 オオカミさんと私、つがいの掟～夜伽童話―赤ずきん―くろん大工 680 ハーパーコリンズ・ジャパン10 砂に落ちた王女の涙 碧ゆかこ/シャロン・ケンドリック600 芳文社 25 まちカドまぞく（６） 伊藤いづも 850

一迅社 25 破天荒遊戯（23） 遠藤海成 780 新書館 1 玉川先生の密かな欲望 うしの 670 彗星社発行／星雲社発売18 魔王イブロギアに身を捧げよ 梶原伊緒 680 ハーパーコリンズ・ジャパン10 新妻を演じる夜 山下友美/ペニー・ジョーダン600 芳文社 25 ぼっち・ざ・ろっく！（３） はまじあき 850

一迅社 25 VRおじさんの初恋 暴力とも子 1000 新書館 1 あまい果実 並榎雫 670 ブラスト出版発行／星雲社発売18 （成）七緒先生は性体験したことしか書けませんまえだもも 1000 ハーパーコリンズ・ジャパン10 笑顔の行方（１） 瀧川イヴ/シャロン・サラ 619 芳文社 25 一畳間まんきつ暮らし！（２） ひさまくまこ 850

一迅社 25 野獣と評判の王太子殿下に娶られました…アンソロジーアンソロジー 790 新書館 下 執事セバスチャンの職業事情（４） 池田乾 670 ブラスト出版発行／星雲社発売18 （成）潜入捜査官はセックスもお仕事です。国際犯罪編モティカ 1000 ハーパーコリンズ・ジャパン10 笑顔の行方（２） 瀧川イヴ/シャロン・サラ 619 芳文社 25 さかさまロリポップ（２）（完） 春日沙生 850

一迅社 25 イケおじに癒される　アンソロジーコミック アンソロジー 800 新書館 下 原獣文書（９） なるしまゆり 670 アルファポリス発行／星雲社発売22 THE NEW GATE（10） 三輪ヨシユキ/風波しのぎ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン10 プレイボーイのささやき 姫木薫理/リアン・バンクス 600 芳文社 25 みわくの魔かぞく（２）（完） ごぼう 850

インテルフィン26 獣人騎士の敬愛（２）（完） 米子 691 ジュネット 19 ムリ婚。 いつきまこと 700 アルファポリス発行／星雲社発売22 お人好し職人のぶらり異世界旅（１） 葉来緑/電電世界 680 ハーパーコリンズ・ジャパン10 ガラスの心を抱いて 夏海鈴/シャンテル・ショー 600 芳文社 25 mono（２） あｆろ 850

イースト・プレス17 泥酔して襲ったのは好きな人の弟でした。（仮）ｎｏｎ　ｆｏｏｄ 680 ジュネット 19 よきヒモとよき飼い主 未散ソノオ 700 アルファポリス発行／星雲社発売22 異世界ゆるり紀行～子育てしながら冒険者します～（４）みずなともみ/水無月静琉 680 ハーパーコリンズ・ジャパン17 副社長と秘密の恋人契約（１） 榎本さく/カノン・リア 630 芳文社 25 ホレンテ島の魔法使い（１） 谷津 850

エンジェル出版17 （成）ガマンできない女たち ダイナキシン 1000 新潮社 5 死ニカエリ（１） 反転シャロウ 620 アルファポリス発行／星雲社発売22 邪竜転生（５） 橋本ユウシ/瀬戸メグル 680 白泉社 5 図書館戦争　LOVE＆WAR 別冊編（10）（完） 弓きいろ/有川ひろ 450 ホビージャパン1 インフィニット・デンドログラム（８） 今井神/海道左近 620

エンジェル出版17 （成）泥濘に堕つ 若宮てれさ 1000 新潮社 9 AV男優はじめました（２） 蛙野エレファンテ 620 アルファポリス発行／星雲社発売22 獣医さんのお仕事in異世界（６） ｈｕ－ｋｏ/蒼空チョコ 680 白泉社 5 図書館戦争　LOVE＆WAR 番外編 弓きいろ/有川ひろ 450 ホビージャパン1 高1ですが異世界で城主はじめました（６） 神吉李花/鏡裕之 620

エンジェル出版17 （成）地下30mの蜜月を… 彩画堂 1000 新潮社 9 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる（２）空えぐみ 620 MUGENUP発行／星雲社発売22 リカちゃん先生にご用心コミックス版 ＭＥＧＵＭ/桃吉 725 白泉社 5 この凶愛は天災です（２） 夢木みつる 450 ホビージャパン1 研究棟の真夜中ごはん（１） 夏河もか 620

エンジェル出版17 （成）主人には内緒 ポン貴花田 1000 新潮社 9 恋屍川さんは肉食系（２）（完） 矢寺圭太 640 アルファポリス発行／星雲社発売26 メイドから母になりました（７） 月本飛鳥/夕月聖夜 680 白泉社 5 スイートバニラビーンズ 八神星子 450 ホビージャパン1 異世界料理道（５） こちも/ＥＤＡ 620

オーバーラップ15 ねこのマッサージ屋さん（２） 久川はる 未定 新潮社 9 傾国の仕立て屋　ローズ・ベルタン（４） 磯見仁月 680 アルファポリス発行／星雲社発売26 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。（５） 蓮見ナツメ/しき 680 白泉社 5 きみは面倒な婚約者（３） 椎野翠/兎山もなか 580 マイクロマガジン社27 復讐完遂者の人生二周目異世界譚　THE COMIC（３）サイトウミチ/御鷹穂積 630

オーバーラップ15 目の毒すぎる職場のふたり（２） ｍａ２ 未定 新潮社 9 クマ撃ちの女（５） 安島薮太 600 アルファポリス発行／星雲社発売26 訳あり悪役令嬢は、婚約破棄後の人生を自由に生きる（４）冨月一乃/卯月みつび 680 白泉社 5 全部教えて、先生。（３） 椎野翠 540 マッグガーデン10 玉妖綺譚（１） 赤城和/真園めぐみ 640

オーバーラップ15 キスでとけあう恋の味 なべうま 未定 新潮社 9 姫乃ちゃんに恋はまだ早い（６） ゆずチリ 580 青林工藝舎22 アックス（139） 丸尾末広ほか 925 白泉社 19 コレットは死ぬことにした（18） 幸村アルト 450 マッグガーデン10 クソザコちょろイン西賀蜂（１） ｋａｍａｔａｍａ 600

オーバーラップ25 不死者の弟子（１）～邪神の不興を買って奈落に落とされた俺の英雄譚～かせい/猫子 未定 実業之日本社19 異世界屋台めし「えにし亭」（２） 鬼ノ城ミヤ/ａｃｃａほか 680 東京漫画社12 脳イキ絶頂ASMR 因幡 670 白泉社 19 ラブ・ミー・ぽんぽこ！（５）（完） 赤瓦もどむ 450 マッグガーデン10 はめつのおうこく（４） ｙｏｒｕｈａｓｈｉ 630

オーバーラップ25 ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな冒険者ギルドに引き抜かれてSランクになりました（１）ハム梟/寺王 未定 ジャイブ 1 鬼嫁（１） 朝丘サキ 619 東京漫画社26 ニューワールド・ラブトピア 三ツ矢凡人 690 白泉社 19 執事・黒星は傅かない（５） 音久無 450 マッグガーデン10 きつねとたぬきといいなずけ（１） トキワセイイチ 850

オーバーラップ25 生まれ変わった《剣聖》は楽をしたい（２） 鉄田猿児/笹塔五郎 未定 ジャイブ 1 黒龍さまの見習い花嫁（４） 三月ゆか 619 東京漫画社26 Cab（72） アンソロジー 909 白泉社 19 名探偵　耕子は憂鬱（１） 鈴木ジュリエッタ 450 マッグガーデン13 シンデレラキャンプ（１） 萩原カイリ 630

オーバーラップ25 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える（２）やもりちゃん/じゃき 未定 ジャイブ 1 私の兄は人を殺めました（２） みずも 670 アース・スターエンターテイメント12 世界最強の努力家　～誰も知らない【努力】の才能を授かったので俺だけが出来る規格外の努力で最強になる～（１）遠田マリモ/蒼乃白兎ほか 600 白泉社 19 呪い子の召使い（２） 柴宮幸 450 マッグガーデン13 剣聖の称号を持つ料理人（２） 海田ゆた/天那光汰ほか 600

オーバーラップ25 転生したらオレがヒロインであいつが勇者だった（２）みずのもと 未定 小学館クリエイティブ5 Infini-T Force 未来の描線（10）（完） タツノコプロ/小太刀右京ほか630 アース・スターエンターテイメント12 禁断師弟でブレイクスルー　～ボーイ・ミーツ・サタン～（２）えとうヨナ/アニッキーブラッザーほか600 白泉社 19 婚約者を雇ってみましたが（１） 楠木薫 450 マッグガーデン15 元、落ちこぼれ公爵令嬢です。THE COMIC（１）白鳥うしお/一分咲 600

オーバーラップ25 外れスキル【地図化（マッピング）】を手にした少年は最強パーティーとダンジョンに挑む（３）ＳＡＶＡＮ/鴨野うどん 未定 小学館クリエイティブ10 ブラック企業で働いてる俺が女子高生になりました。ハシモトミツ 680 アース・スターエンターテイメント12 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す　A Tale of The Great Saint（３）青辺マヒト/十夜ほか 600 白泉社 19 金色のマビノギオン　－アーサー王の妹姫－（５）山田南平 640 マッグガーデン15 冬フェンリルの愛子となった私が、絶望から癒されていく話（１）正田しろくま/黒杉くろん 600

オーバーラップ25 二度と家には帰りません！（２） 遊喜じろう/みりぐらむ 未定 小学館クリエイティブ10 33歳、バツイチ、恋愛からはじめます。（１） 御茶まちこ/伊吹芹 680 アース・スターエンターテイメント12 戦国小町苦労譚　伊勢平定（８） 沢田一/夾竹桃ほか 600 白泉社 19 恋するMOON DOG（５） 山田南平 630 マッグガーデン27 あまんちゅ！（16） 天野こずえ 600

オークラ出版27 君にくるまって、 桃子すいか 718 小学館クリエイティブ15 神絵師JKとOL腐女子（３） さと 650 アース・スターエンターテイメント12 外れたみんなの頭のネジ（11） 洋介犬 600 白泉社 19 ミセス・マーメイド（４）（完） 高尾滋 630 メディアックス26 （成）痴姦・誘惑・オトコの娘 なおきち。 1200

宙出版 17 雪平社長！えっちなことを教えてください（シロハート）（２）（完）林檎めい 648 小学館クリエイティブ15 にがくてあまい　refrain（３） 小林ユミヲ 650 大洋図書 1 いろいろつれづれ 草間さかえ 750 白泉社 19 ×××な関係（３） なかじ有紀 630 メディアックス26 （成）オトコのコ撮影会（ベタハート） ＢＥＮＮＹ’Ｓ 1200

宙出版 17 俺様小説家のイケニエちゃん　～先生！原稿を上げてください！～フブキ楓 676 小学館クリエイティブ15 危ないお兄さん（上） アンソロジー 650 大洋図書 1 千夜に咲え 秋雨るい 710 白泉社 19 変幻退魔夜行　カルラ舞う！　宿儺を殺した神（１）永久保貴一 680 楽楽出版 5 （成）春くらべ ハイエロ 1100

宙出版 17 淫れてオフィス乱世～溺愛（シロハート）天下取り逆ハーレム～（２）（完）倖月さちの/朝陽ゆりね 662 小学館クリエイティブ15 危ないお兄さん（下） アンソロジー 650 大洋図書 1 君の隣で眠る理由 秋雨るい 690 白泉社 19 東京開運散歩　芝・浅草 永久保貴一/ほしの 890 楽楽出版 5 （成）淫靡妻～人妻たちの裏の顔～ ｂｉｇ．ｇ 1000

宙出版 17 社長、ソレはおあずけですっ！～御曹司と処女平社員のえっち耐久婚約生活～（１）須貝あや 648 小学館クリエイティブ27 となりの代理人ーフットボール・エージェントー（１）能田達規 650 竹書房 5 絶倫初夜～マジメ彼氏の夜はケダモノ～ 古賀てっこ 650 白泉社 19 おれん家フォークロア（１） 楠桂 680 リイド社 8 鬼平犯科帳（72）友の文 さいとう・たかを/池波正太郎550

宙出版 17 花と有志　運命の恋って、ありますか？（３） 桃果コウ 662 小学館クリエイティブ27 キリングバイツ（17） 村田真哉/隅田かずあさ 650 竹書房 5 マスかくよりも文字を書け 時羽兼成 650 白泉社 19 アウトブライド　―異系婚姻―（２） 月永遠子 520 リイド社 10 たんたんとタント きはら記子 680

宙出版 25 おとなりの現代エルフのえろ事情　アンソロジーコミック　人妻エルフの憂鬱編アンソロジー 750 小学館クリエイティブ27 ほしがりすぎでしょ！？稲葉さん（１） 村田真哉/隅田かずあさ 650 竹書房 5 踊る阿呆と腐れ外道（上） あかねソラ 650 白泉社 26 あそびあそばせ（11） 涼川りん 600 リイド社 13 しあわせのくに 大見武士 600

宙出版 25 しっかりメイドのぽんこつお嬢さま観察日記 アンソロジー 750 小学館クリエイティブ27 となりのトロル（１） 中山ユキジ 650 竹書房 5 踊る阿呆と腐れ外道（下） あかねソラ 650 白泉社 26 数学ゴールデン（２） 藏丸竜彦 650 リイド社 19 まばたき ばったん 800

宙出版 25 陰キャなボクのこと好きな巨乳のお姉さんに甘やかされたいアンソロジーコミックアンソロジー 750 ジーウォーク27 （成）恋色センチメートル 水瀬洸 1000 竹書房 12 わたしたち、5人姉妹です。（２）（完） 泥川恵 820 白泉社 26 うそつきパラドクス　―社内風紀のみだしかた―（４）（完）きづきあきら/サトウナンキ 650 リイド社 19 綴れのレグホーン（２） 五辻みどろ 800

宙出版 27 陛下のみだらな寵愛アンソロジー（仮） アンソロジー 676 ジーウォーク27 （成）放課後白濁日記 九門りお 1000 竹書房 15 Sexフレグランス～エリート研究者のエロテクが凄すぎっ！～（上）あゆこ/二階堂うた 650 白泉社 26 テンタクル（２） 岡村星 650 リイド社 19 メイヤー・オブ・ヘルランド（２） 杉山惇氏 900

宙出版 27 皇帝のみだらな寵愛アンソロジー（仮） アンソロジー 676 ジーウォーク27 （成）ゆーわく・いもーと タイガー 1000 竹書房 15 Sexフレグランス～エリート研究者のエロテクが凄すぎっ！～（下）あゆこ/二階堂うた 650 白泉社 26 1000万童貞（２）（完） ロクノジケンゴ/ＡＫ２４ 650 リイド社 19 山怪（３）死者の微笑み 五十嵐晃/田中康弘 690

笠倉出版社19 45歳、おじさまは不器用な獣。（２） 竹輪つぼみ 680 ジーウォーク27 （成）子作りマテリアル 蒼井怜也 1000 竹書房 17 のみじょし（８） 迂闊 750 白泉社 26 拷問天獄（１） 馬籠ヤヒロ 650 リイド社 19 鋼鉄のウツィア（１） 稲田晃司 700

海王社 10 神様ってやつは 加奈 670 ジーウォーク27 （成）ビンビンになるツボ押しちゃった！？（仮）由那 1000 竹書房 17 はやとちりは埒があかない？ Ｓ井ミツル 660 白泉社 26 大奥（19）（完） よしながふみ 680 リイド社 19 鋼鉄のウツィア（２） 稲田晃司 700

海王社 10 ダンディなバツイチの世話してます 大和名瀬 690 祥伝社 8 違国日記（７） ヤマシタトモコ 720 竹書房 17 めぐみとつぐみ（３） Ｓ井ミツル 660 白泉社 27 楽園　Le Paradis（35） 蒼樹うめ/中村明日美子ほか880 リイド社 22 （成）OL達は妄想中 ＯＫＡＷＡＲＩ 1000

海王社 10 啼かせてやるよヤンキーくん 柊のぞむ 690 祥伝社 8 はぐちさん（７） くらっぺ 840 竹書房 20 魔法の天使クリィミーマミ　不機嫌なお姫様（４）三月えみ/スタジオぴえろ 630 一二三書房15 異世界の戦士として国に招かれたけど、断って兵士から始める事にした（２）ＣＨＩＨＩＲＯ 680 リイド社 26 （成）アナタはそこで観てなさい はせべｓｏ鬱 1000

海王社 10 小山内くんはいつもモテモテ 白桃ノリコ 650 祥伝社 8 サチコと神ねこ様（５） ｗａｋｏ 920 竹書房 22 30代女ヲタクが転生してJKになりました（仮） トモエキコ 820 一二三書房15 レベル1の最強賢者（２）呪いで最下級魔法しか使えないけど、神の勘違いで無限の魔力を手に入れ最強にかん奈 680 リイド社 27 ゴルゴ13（162）FRIENDS さいとう・たかを 580

海王社 10 明日、きみのものにして 美山薫子 670 祥伝社 25 ゆめみるヴァンパイア 鹿島こたる 680 竹書房 22 10年後の和美ちゃん（下） アオダ 820 ヒット出版社10 （成）先輩達との学園生活 左橋レンヤ 1000 リイド社 27 剣客商売（39） 大島やすいち/池波正太郎600

海王社 10 愛だ恋だはヤッてから 加太ブリコ 670 祥伝社 25 オタクも恋する肉食紳士（７） 柚樹ちひろ 680 竹書房 25 運命のツガイと新婚発情セックス やまだＫ児 620 ヒット出版社26 （成）母さんじゃなきゃダメなんだっ！！完結編ほーすている 1000 リイド社 27 因習秘録　みだれまんだら（１） 八月薫/粕谷秀夫 650

海王社 10 痴人の愛 北沢きょう/谷崎潤一郎 670 祥伝社 25 陽だまりのアスファルト　～姐さん、はじめました～（２）山口ねね 680 竹書房 27 異世界で孤児院を開いたけど、なぜか誰一人巣立とうとしない件（４）有池智実/初枝れんげ 660 ヒット出版社26 （成）少女組曲（18） アンソロジー/やみなべほか1073 リイド社 27 雲霧仁左衛門（３） 崗田屋愉一/池波正太郎 750

キルタイムコミュニケーション17 魔法少年は、××で世界を救う。 井上をんあ 700 祥伝社 25 絶望に啼け（上） 紫能了 740 竹書房 27 CANIS-Dear Hatter-（１） ＺＡＫＫ 710 双葉社 10 妖精のおしり 日野雄飛 700 リブレ 10 愛でとろけて落ちてきて 山森ぽてと 659

キルタイムコミュニケーション25 人形のアサ（２） 木材石材 630 祥伝社 25 絶望に啼け（下） 紫能了 740 竹書房 27 CANIS-Dear Hatter-（２）（完） ＺＡＫＫ 710 双葉社 12 ブルーハーツ（４） 夜宵草 780 リブレ 10 研究者　来海創明の偏愛 もりすず 659

キルタイムコミュニケーション25 世呑の竜（１） ワス 650 祥伝社 25 STAYGOLD（６） 秀良子 760 竹書房 27 へたくそ淫魔じゃダメですか？ 入日マロ 660 双葉社 12 私たち同じ人を好きになりました 佐野妙 818 リブレ 10 8人の戦士（２） 池玲文 689

キルタイムコミュニケーション25 異世界魔術師は魔法を唱えない　THE COMIC（１）こっぱむ/もち 630 祥伝社 25 秀良子おまけ集　footprints 秀良子 800 竹書房 27 神童セフィリアの下剋上プログラム（４） 唐辛子ひでゆ/足高たかみ660 双葉社 12 平日休みの堀出さん 小坂俊史 818 リブレ 10 Kiss me crying Ａｒｉｎｃｏ 719

キルタイムコミュニケーション26 （成）くっ殺ヒロインズSP（５） ジンナイ/尻戦車ほか 1200 祥伝社 25 onBLUE（51） アンソロジー 909 竹書房 27 おきらく女魔導士の開拓記メイドと始めるまったり楽々スローライフ（３）（完）貞清カズヒコ/佐々木さざめき660 双葉社 13 夢の雫と星の花 ｋａｎｃｏ/いしき蒼太 600 リブレ 10 クズバカビッチ ＣＨＩＬＬＤＯＬ 659

キルタイムコミュニケーション26 （成）二次元コミックマガジン　メスガキサキュバス制裁　ナマイキ赤ちゃん部屋をわからせ棒で更生ノック空住キオ/緋乃ひのほか 1000 スコラマガジン27 （成）BEASTLY Ｃｕｖｉｅ 1182 竹書房 27 八月九日　僕は君に喰われる。（２） ｔｏｍｏｍｉ 660 双葉社 15 勿論、慰謝料請求いたします！（４） 無糖党/ｓｏｙ 640 リブレ 10 恋をするには透明すぎる ｙｏｓｈｉ/阿賀直己 749

キルタイムコミュニケーション26 （成）二次元コミックマガジン　メスガキvs優しいお姉さんＦＣＴ/ちょりもっきほか 1000 スコラマガジン27 （成）おばまんあねまんはぁれむ 長い草 1182 竹書房 27 雪の新妻は僕と溶け合いたい（１） 三星めがね 660 双葉社 15 白衣の英雄（１） とよはたつばさ/九重十造 640 リブレ 10 恋愛感情論 相葉キョウコ 659

キルタイムコミュニケーション26 （成）うしのみや単行本（仮） うしのみや 1000 スクウェア・エニックス5 初級魔法しか使えず、火力が足りないので徹底的に攻撃魔法の回数を増やしてみることにしました（１）大地の怒り/片山大樹ほか600 竹書房 27 魔法少女にあこがれて（４） 小野中彰大 660 双葉社 15 神スキル【呼吸】するだけでレベルアップする僕は、神々のダンジョンへ挑む。（３）ぶたばら/妹尾尻尾 640 リブレ 10 素直すぎるインキュバスがかわいい 霰屋こん 659

クロエ出版 5 （成）初恋のヒト　―もし相性抜群なパパ活娘が義娘になって24時間ハメ放題になったら―たくわん 1018 スクウェア・エニックス5 転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強になりました～（11）進行諸島/彭傑（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌａｎｄ）ほか600 竹書房 27 勇者と魔王のラブコメ（６） ホリエリュウ 660 双葉社 15 学園騎士のレベルアップ！レベル1000超えの転生者、落ちこぼれクラスに入学。そして、（２）白石識/三上康明 640 リブレ 20 リーマンラブホ男子会 すめし 659

クロエ出版 5 （成）妹とやってしまったし、妹の友達ともやってしまった板場広し 1018 スクウェア・エニックス5 異世界賢者の転生無双　～ゲームの知識で異世界最強～（３）進行諸島/三十三十ほか 600 竹書房 27 チンするナイショご飯（１） さぬいゆう/伊丹澄一 660 双葉社 15 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する～マリーのイステリア商業開発記～（２）尺ひめき/すずの木くろ 640 道玄坂書房発行／れんが書房新社発売22 魔王様、この恋はなかったことに！ 吉池マスコ 664

幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 ふたりはだいたいこんなかんじ（２） いけだたかし 630 スクウェア・エニックス5 異世界転移したのでチートを生かして魔法剣士やることにする（２）進行諸島/なのらほか 600 竹書房 27 森田さんは無口（19） 佐野妙 820 双葉社 15 本気の悪役令嬢！（１） 園太デイ/きゃる 640 ワニマガジン社15 （成）即ハメ！ハーレム 西沢みずき 1000

幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 今度は絶対に邪魔しませんっ！（３） 空谷玲奈/はるかわ陽 630 スクウェア・エニックス5 暗殺スキルで異世界最強　～錬金術と暗殺術を極めた俺は、世界を陰から支配する～（１）進行諸島/ＣＯＩＮほか 600 竹書房 27 セトギワ花ヨメ（10） 胡桃ちの 750 双葉社 17 男装女子が、婚活はじめました（２） とやま十成 650 ワニマガジン社15 （成）アシオミマサト作品集 アシオミマサト 1000

幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 神の手違いで死んだらチートガン積みで異世界に放り込まれました（２）かくろう/石神一威ほか 650 スクウェア・エニックス5 先生のやさしい殺し方（６） 反転シャロウ 600 竹書房 27 エデンの東北（22） 深谷かほる 920 双葉社 17 夜明けの図書館（７）（完） 埜納タオ 720 ワニマガジン社26 （成）白鷺六羽作品集 白鷺六羽 1000

幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 奴隷商人しか選択肢がないですよ？（４）～ハーレム？なにそれおいしいの？～カラユミ/ごましほか 650 スクウェア・エニックス5 おっさん冒険者ケインの善行（６） 風来山/沖野真歩ほか 600 竹書房 27 サキュバス学園の犬ッ！！（３） ナックルカーブ 660 双葉社 18 ダンジョンの中のひと（１） 双見酔 680 ワニマガジン社26 （成）裸の学校 ｍｏｇｇ 1000

幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 精霊達の楽園と理想の異世界生活（５） たむたむ/早見みすずほか630 スクウェア・エニックス5 織田信長という謎の職業が魔法剣士よりチートだったので、王国を作ることにしました（５）森田季節/西梨玖ほか 600 竹書房 27 パンツァーガイスト　機甲幽霊（４） 伊賀智輝 880 双葉社 18 隣にりんごが届きました（１） にたもと 630 ワニマガジン社26 （成）駄菓子作品集 駄菓子 1000

幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 ぼくのナイトは黒猫 山葵マグロ 760 スクウェア・エニックス5 モンスターがあふれる世界になったので、好きに生きたいと思います（５）よっしゃあっ！/ラルサンほか600 竹書房 27 推しが公認ストーカーになりました（３） 瀬尾みいのすけ 660 双葉社 18 七曜人格症候群（１） 七清水くらげ 650 ワニブックス25 渡り鳥とカタツムリ（２） 高津マコト 630



２０２１年　２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
朝日新聞出版朝日文庫 5 路上のX 桐野夏生 900 KADOKAWA 角川文庫 25 消えない月 畑野智美 未定 講談社 講談社文庫 16 花の下にて春死なむ　新装版 北森鴻 640
朝日新聞出版朝日文庫 5 D―暗殺者の要塞 菊地秀行/天野喜孝 789 KADOKAWA 角川文庫 25 刺青・少年・秘密 谷崎潤一郎 未定 講談社 講談社文庫 16 奇科学島の記憶　捕まえたもん勝ち！ 加藤元浩 700
朝日新聞出版朝日文庫 5 まともじゃないのは君も一緒 鹿目けい子 620 KADOKAWA 角川文庫 25 二宮ナズナの花嵐な事件簿　京の都で秘密探偵始めました望月麻衣 未定 講談社 講談社文庫 16 ステップファザー・ステップ　新装版 宮部みゆき 未定
朝日新聞出版朝日文庫 5 緩和ケア医から、ひとりで死ぬのだって大丈夫 奥野滋子 740 KADOKAWA 角川文庫 25 祈りのカルテ 知念実希人 未定 講談社 講談社文庫 16 質屋の娘　駕籠屋春秋　新三と太十 岡本さとる/菊地信義 未定
朝日新聞出版朝日文庫 5 私の夢まで、会いに来てくれた　3･11 亡き人とのそれから金菱清（ゼミナール） 800 KADOKAWA 角川文庫 25 最後の晩ごはん　初恋と鮭のホイル焼き 椹野道流 未定 講談社 講談社文庫 16 潜入　味見方同心（３）　五右衛門の鍋 風野真知雄 未定
朝日新聞出版朝日文庫 5 Funny Bunny 飯塚健 800 KADOKAWA 角川文庫 25 後宮の木蘭（２）（仮） 朝田小夏 未定 講談社 講談社文庫 16 罰当り　大江戸閻魔帳（５） 藤井邦夫 未定
岩波書店 岩波文庫 16 パサージュ論（２） ヴァルター・ベンヤミン/今村仁司ほか未定 KADOKAWA 角川文庫 25 時に海を見よ　これからの日本を生きる君に贈る（仮）渡辺憲司 未定 講談社 講談社文庫 16 人類最強の純愛 西尾維新 720
岩波書店 岩波文庫 16 エピクテトス　人生談義（下） エピクテトス/國方栄二 未定 KADOKAWA 角川文庫 25 夜のリフレーン 皆川博子/日下三蔵 未定 講談社 講談社文庫 16 霊視刑事夕雨子（２）　雨空の鎮魂歌 青柳碧人 680
岩波書店 岩波文庫 16 ゼーノの意識（下） ズヴェーヴォ/堤康徳 未定 KADOKAWA 角川文庫 25 千ルチルサクラ　君の最後に、桜の雨がふる いぬじゅん 未定 講談社 講談社文庫 16 巨悪 伊兼源太郎 760
岩波書店 岩波現代文庫 16 マインド・タイム　脳と意識の時間 ベンジャミン・リベット/下條信輔ほか未定 KADOKAWA 角川文庫 25 月 辺見庸 未定 講談社 講談社文庫 16 そして扉が閉ざされた　 新装版 岡嶋二人 700
岩波書店 岩波現代文庫 16 被差別部落認識の歴史　異化と同化の間 黒川みどり 未定 KADOKAWA 角川文庫 25 特等添乗員α の難事件（６） 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 16 戦時下の外交官　ナチス・ドイツの崩壊を目撃した吉野文六佐藤優 900

岩波書店 岩波現代文庫 16 霧の犬　a dog in the fog 辺見庸 未定 KADOKAWA 角川文庫 25 麦と兵隊・土と兵隊 火野葦平 未定 講談社 講談社文庫 16 帰蝶がヤバい（２） 神楽坂淳 610
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました（２）（仮）佐槻奏多/笹原亜美 638 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 大杉栄伝　永遠のアナキズム 栗原康 未定 講談社 講談社文庫 16 天使の報酬　外交官シリーズ 真保裕一 900
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…（10）山口悟/ひだかなみ 638 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 保元物語・平治物語　ビギナーズ・クラシックス　日本の古典日下力 未定 講談社 講談社文庫 16 ニムロッド 上田岳弘 600
イースト・プレスソーニャ文庫 3 亡国の皇女の狂犬（仮） 春日部こみと/炎かりよ 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 澤宮優/平野恵理子 未定 講談社 講談社文庫 16 仙台駅殺人事件 西村京太郎 740
イースト・プレスソーニャ文庫 3 呪いの王は魔女を屠る（仮） 月城うさぎ/ウエハラ蜂 700 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 漢字使い分け辞典 武部良明 未定 講談社 講談社文庫 16 誰かが見ている 宮西真冬 600
イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 ぼくらのSEX 新装版（仮） 橋本治 750 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 源氏物語入門　〈桐壺巻〉を読む 吉海直人 未定 講談社 講談社文庫 16 四谷の弁慶　公家武者信平ことはじめ（３） 佐々木裕一 690
イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 性の体験告白（12）（仮） サンケイスポーツ文化報道部750 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 25 書けない漢字が書ける本　語呂合わせで覚える超「難書」漢字根本浩 未定 講談社 講談社タイガ 16 蒼海館の殺人 阿津川辰海 900
潮書房光人新社光人社ＮＦ文庫 下 ドイツ国防軍　Pk宣伝部隊 広田厚司 840 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 黒いピラミッド　聖東大学シークレット・ファイル 福士俊哉 未定 講談社 講談社タイガ 16 君が笑うまで死ぬのをやめない　雨城町デッドデッド佐藤悪糖 720
潮書房光人新社光人社ＮＦ文庫 下 工兵入門　新装版 佐山二郎 1080 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 怪談実話　東京をんな語り 川奈まり子 未定 光文社 光文社文庫 9 ボーダレス 誉田哲也 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える（３）じゃき/ｆａｍｅ 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 25 あやし　お江戸ふしぎ噺 皇なつき/宮部みゆき 未定 光文社 光文社文庫 9 B♭　しおさい楽器店ストーリー（仮） 喜多嶋隆 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 犬と勇者は飾らない（２） あまなっとう/ヤスダスズヒト 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 朝日堂オーダーメイド製本工房 相原罫 未定 光文社 光文社文庫 9 完全犯罪の死角 香納諒一 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 影の使い手（３）　英雄の雛 葬儀屋/山椒魚 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 今日は心のおそうじ日和（２）　心を見せない小説家と自分がわからない私成田名璃子 未定 光文社 光文社文庫 9 月夜に溺れる 長沢樹 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな冒険者ギルドに引き抜かれてSランクになりました（３）寺王/由夜 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 平安かさね色草子　雨水の帖（仮） 梅谷百 未定 光文社 光文社文庫 9 ウェンディのあやまち 美輪和音 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが（４）赤井まつり/東西 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 Missing（５）　目隠しの物語 甲田学人 未定 光文社 光文社文庫 9 俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 水沢秋生 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 25 追放されたS級鑑定士は最強のギルドを創る（４）瀬戸夏樹/ふーろ 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 博多豚骨ラーメンズ（10） 木崎ちあき 未定 光文社 光文社文庫 9 Y田A子に世界は難しい（仮） 大澤めぐみ 未定
オークラ出版 プリズム文庫 22 発情Ω は運命の悪戯に気づけるか 真宮藍璃/湖水きよ 682 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 青蘭国後宮みがわり草紙（２） 早見慎司 未定 光文社 光文社文庫 9 姫島殺人事件　新装版 内田康夫 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1/29 エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識使って自由に生きる（４）入栖/神奈月昇 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 25 犯罪社会学者　椥辻霖雨の憂鬱（仮） 吹井賢/カズキヨネ 未定 光文社 光文社文庫 9 師弟　棋士たち魂の伝承 野澤亘伸 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1/29 とってもカワイイ私と付き合ってよ！（２） 三上こた/さいね 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 27 ポーション成り上がり。（２）～楽に簡単に稼げるスキル下さい～夜桜蒼/みこ 未定 光文社 光文社文庫 9 夜叉萬同心　お蝶と吉次（仮） 辻堂魁 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1/29 日常ではさえないただのおっさん、本当は地上最強の戦神（７）相野仁/桑島黎音 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 27 16年間魔法が使えず落ちこぼれだった俺が、科学者だった前世を思い出して異世界無双ねぶくろ/Ｅｎｊｉ 未定 光文社 光文社文庫 9 江戸橋慕情　新装版　研ぎ師人情始末（９） 稲葉稔 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1/29 こじらせお姉さんと僕だけのラブコメ 坂神京平/ＨＩＭＡ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 八犬伝（上）山田風太郎傑作選　江戸篇 山田風太郎 1000 光文社 光文社文庫 9 魔性の牙　決定版　八丁堀つむじ風（11） 和久田正明 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1/29 ∞射程魔術使いの俺は、やがて学園の頂点へ 小路燦/福きつね 未定 河出書房新社 河出文庫 4 八犬伝（下）山田風太郎傑作選　江戸篇 山田風太郎 1000 光文社 光文社文庫 9 新選組の料理人 門井慶喜 未定
KADOKAWA スニーカー文庫 1/29 継母の連れ子が元カノだった（６）　あのとき言えなかった六つのこと紙城境介/たかやＫｉ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 東国武将たちの戦国史 西股総生 900 光文社 光文社文庫 9 鬼を待つ あさのあつこ 未定
KADOKAWA ビーンズ文庫 1/29 厨病激発ボーイ　プライド超新星（２） れるりり（Ｋｉｔｔｙ　ｃｒｅａｔｏｒｓ）/藤並みなとほか未定 河出書房新社 河出文庫 4 自然界に隠された美しい数学 イアン・スチュアート/梶山あゆみ1100 光文社 光文社古典新訳文庫 9 聊斎志異 蒲松齢/廣野由美子 未定
KADOKAWA ビーンズ文庫 1/29 アイドルがアイドルに恋しちゃだめですか？ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ/小野はるかほか未定 河出書房新社 河出文庫 4 私を見て、ぎゅっと愛して（上） 七井翔子 780 光文社 光文社知恵の森文庫 9 ごめん買っちゃった 吉田戦車 未定
KADOKAWA ビーンズ文庫 1/29 わたくし、恋愛結婚がしたいんです。　カタブツ陛下の攻略法青柳朔/黒裄 未定 河出書房新社 河出文庫 4 私を見て、ぎゅっと愛して（下） 七井翔子 980 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 ビーンズ文庫 1/29 喜花坊の寵姫　恋と縁は宴より始めよ 和知杏佳/セカイメグル 未定 河出書房新社 河出文庫 4 逆さに吊るされた男 田口ランディ 880 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 お助け裏同心　重蔵組（２） 山田剛 650
KADOKAWA ルビー文庫 1/29 竜結社と永遠の守人　～ドラゴンギルド～（下） 鴇六連/沖麻実也 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 知れば「へぇ～」が止まらない！アレの名前大全（仮）博学こだわり倶楽部 800 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 秘剣の名医（８）蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 650
KADOKAWA 電撃文庫 10 86―エイティシックス―（９）　―ヴァルキリィ・ハズ・ランデッド―安里アサト/Ｉ－ＩＶほか 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 逆転無罪！日本史をザワつかせた悪人たち（仮）河合敦 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 江戸っ子出世侍（２） 早瀬詠一郎 650
KADOKAWA 電撃文庫 10 ファイアーウォール（仮） 斉藤すず/緜 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 クライム・プランナー 翔田寛 660 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 銀翼艦隊（上）（仮） 林譲治 730
KADOKAWA 電撃文庫 10 ウザ絡みギャルの居候が俺の部屋から出ていかない。真代屋秀晃 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 遠足はたまごサンド　星空病院　キッチン花 渡辺淳子 640 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 銀翼艦隊（下）（仮） 林譲治 730
KADOKAWA 電撃文庫 10 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（６） 二丸修一/しぐれうい 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 立つ鳥の舞　くらまし屋稼業 今村翔吾 660 コスミック出版 コスミック文庫α 20 転生王女とポップコーン～優雅な料理はあたちの敵！～加賀見彰 650
KADOKAWA 電撃文庫 10 【ドラマCD付き特装版】幼なじみが絶対に負けないラブコメ（６）二丸修一/しぐれうい 2500 角川春樹事務所時代小説文庫 15 親子十手捕物帳（６） 小杉健治 680 コスミック出版 コスミック文庫α 20 異世界に飛ばされたら、騎士団の食事係になりました。森本あき 650
KADOKAWA 電撃文庫 10 声優ラジオのウラオモテ（４）　夕陽とやすみは力になりたい？二月公/さばみぞれ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 あきない世傳　金と銀（10）　合流篇 高田郁 620 コスミック出版 セシル文庫 20 上司と婚約Dream4～男系大家族物語（18）～ 日向唯稀 680
KADOKAWA 電撃文庫 10 ホヅミ先生と茉莉くんと。Day.1　女子高生、はじめてのおてつだい葉月文/ＤＳマイル 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 猫は、うれしかったことしか覚えていない 石黒由紀子 690 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 10 こぎつね、わらわら　稲荷神のおもいで飯 松幸かほ/テクノサマタ 680
KADOKAWA 電撃文庫 10 ドラキュラやきん！（２） 和ヶ原聡司/有坂あこ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 男の不作法 内館牧子 690 三交社 ラルーナ文庫 19 子妖狐たちとなごみのごはん 一文字鈴/北沢きょう 700
KADOKAWA 電撃文庫 10 統京作戦（トウキョウフィクション）　Mission:／／Rip_Van_Winkle渋谷瑞也 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 女の不作法 内館牧子 730 彩図社 彩図社文庫 17 本当に危険な立入禁止国家 歴史ミステリー研究会 682

KADOKAWA 電撃文庫 10 ねえ、もっかい寝よ？（２） 田中環状線/けんたうろす 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 グリーンピースの秘密 小川糸 650 彩図社 彩図社文庫 17 タイで死刑を求刑されました 竹澤恒男 682
KADOKAWA 電撃文庫 10 神角技巧と11人の破壊者（中）　創造の章 鎌池和馬/はいむらきよたかほか未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 四十歳、未婚出産 垣谷美雨 770 集英社 集英社文庫コミック版18 To LOVEる　ダークネス（９） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 勿論、慰謝料請求いたします！（５） ｓｏｙ/ｍ／ｇ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 人生で大事なことはみんなガチャから学んだ カレー沢薫 850 集英社 集英社文庫コミック版18 To LOVEる　ダークネス（10） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 歴史に残る悪女になるぞ（２）悪役令嬢になるほど王子の溺愛は加速するようです！大木戸いずみ/早瀬ジュン 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 ひとりが好きなあなたへ（２） 銀色夏生 690 集英社 集英社文庫 19 2.43 清陰高校男子バレー部　春高編（１）（仮） 壁井ユカコ 未定
KADOKAWA ドラゴンブック 20 悪徳に沈む復讐者たち（下） 北沢慶/西岡拓哉／グループＳＮＥほか未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 だからここにいる―自分を生きる女たち 島崎今日子 730 集英社 集英社文庫 19 最後に手にしたいもの（仮） 吉田修一 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強になっていた（６）　～落第剣士の学院無双～月島秀一/もきゅ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 やっぱりかわいくないフィンランド 芹澤桂 770 集英社 集英社文庫 19 10歳若返る会話術（仮） 齋藤孝 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（２）　―オーバーリミット・スキルホルダー―三上康明/大槍葦人 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽麻子 770 集英社 集英社文庫 19 レールの向こう（仮） 大城立裕 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 1LDK、そして2JK。（４）　～それぞれの夢へ～ 福山陽士/シソ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 ののペディア　心の記憶 山口乃々華 770 集英社 集英社文庫 19 これが日本の民主主義！（仮） 池上彰 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 神々に育てられしもの、最強となる（５） 羽田遼亮/ｆａｍｅ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 猫には嫌なところがまったくない 山田かおり 690 集英社 集英社文庫 19 インナーアース（仮） 小森陽一 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 最強不敗の神剣使い（１）　王立学院入学編 羽田遼亮/えいひ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 4 秘め事おたつ（３）　青葉雨 藤原緋沙子 640 集英社 集英社文庫 19 ひまりの一打（仮） 半田畔 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 演距離カノジョの比奈森さん　派遣カップルはじめました。恵比須清司/ななかぐら 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 4 花人始末　出会いはすみれ 和田はつ子 750 集英社 集英社文庫 19 吸血鬼はレジスタンス闘士（仮） 赤川次郎 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 経験済みなキミと、　経験ゼロなオレが、　お付き合いする話。（２）長岡マキ子/ｍａｇａｋｏ 未定 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売幻冬舎ルチル文庫 18 恋する豹と受難の猫 野原滋/街子マドカ 630 集英社 集英社文庫 19 室町もののけ草紙（仮） 岩井三四二 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 培養カプセルを抜けだしたら、出迎えてくれたのは僕を溺愛する先輩だった冴吹稔/西陽ミツバ 未定 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売幻冬舎ルチル文庫 18 皇帝アルファのやんごとなき溺愛 高峰あいす/カワイチハル 630 集英社 集英社文庫 19 STORY MARKET 恋愛小説編（仮） 集英社文庫編集部 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 宮廷魔法士です。最近姫様からの視線が気になります。安居院晃/美和野らぐ 未定 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売幻冬舎ルチル文庫 18 新妻オメガの戦国溺愛子育て絵巻 雨月夜道/鈴倉温 630 集英社 集英社オレンジ文庫 19 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音―竜王の人形―（仮）瑚池ことり/六七質 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 【朗報】俺の許嫁になった地味子、家では可愛いしかない。氷高悠/たん旦 未定 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売幻冬舎ルチル文庫 18 そんなわけ、ない（仮） 椎崎夕/八千代ハル 630 集英社 集英社オレンジ文庫 19 神招きの庭（３）花を鎮める夢のさき（仮） 奥乃桜子/宵マチ 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 たとえば俺が、チャンピオンから王女のヒモにジョブチェンジしたとして。（３）藍藤唯/霜降（Ｌａｐｌａｃｉａｎ） 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 1 シンデレラは探さない。（２） 天道源/佐伯ソラ 660 集英社 集英社オレンジ文庫 19 廃墟の片隅で春の詩を歌え　女王の戴冠（仮） 仲村つばき/藤ヶ咲 未定
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 学戦都市アスタリスク（16） 三屋咲ゆう/ｏｋｉｕｒａ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 1 触手魔術師の成り上がり（２） 飯田栄静/〆鯖コハダ 660 集英社 集英社オレンジ文庫 19 映画ノベライズ　ブレイブ　 ―群青戦記―（仮） せひらあやみ/笠原真樹ほか未定
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 終焉ノ花嫁（３） 綾里けいし/村カルキ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 1 遥かなる月と僕たち人類のダイアログ 深雪深雪/桜河ゆう 640 集英社 ダッシュエックス文庫 25 不屈の冒険魂（２）雑用積み上げ最強へ。超エリート神官道漂鳥/刀彼方 未定

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（４） 衣笠彰梧/トモセシュンサク 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 アラビアン・ハーレムナイト　～夜鷲王の花嫁～ ゆりの菜櫻/兼守美行 820 集英社 ダッシュエックス文庫 25 報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛される上に、実は持っていた伝説級の神スキルも覚醒した三木なずな/柴乃櫂人 未定
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 元カノとの幸せな偽装結婚（仮） 望公太/ぴょん吉 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 霹靂と綺羅星　新人弁護士は二度乱される 藤崎都/睦月ムンク 850 集英社 ダッシュエックス文庫 25 モンスター娘のお医者さん（９） 折口良乃/Ｚトン 未定
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 僕のカノジョ先生（９） 鏡遊/おりょう 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 狗の王 ふゆの仁子/黒田屑 850 集英社 ダッシュエックス文庫 25 堕ちた大地で冒険者～チート技術と超速レベルアップによる異星無双～謙虚なサークル/高峰ナダレ未定
KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 君に捧げる英雄録（１）（仮） 未定 未定 講談社 講談社学術文庫 12 中国の歴史（８）　疾駆する草原の征服者　遼　西夏　金　元杉山正明 1330 集英社 ダッシュエックス文庫 25 鎌倉源氏物語　俺の妹が暴走して源氏が族滅されそうなので全力で回避する春日みかげ/猫月ユキ 未定
KADOKAWA 角川文庫 25 小説　BATTLE OF TOKYO 月島総記 未定 講談社 講談社学術文庫 12 〈イスラーム世界〉とは何か　「新しい世界史」を描く羽田正 1360 小学館 小学館文庫 5 ヒノマルソウル～舞台裏の英雄たち～ 涌井学/杉原憲明ほか 580
KADOKAWA 角川文庫 25 監殺　警務部警務課SG班 古野まほろ 未定 講談社 講談社学術文庫 12 物理学の原理と法則　科学の基礎から「自然の論理」へ池内了 1000 小学館 小学館文庫 5 まねき通り十二景 山本一力 640
KADOKAWA 角川文庫 25 彩雲国物語　十二、白虹は天をめざす 雪乃紗衣 未定 講談社 講談社学術文庫 12 異端審問 渡邊昌美 920 小学館 小学館文庫 5 救出　3.11気仙沼公民館に取り残された446人 猪瀬直樹 800
KADOKAWA 角川文庫 25 白磁の薔薇 あさのあつこ 未定 小学館 小学館文庫 5 TEN（上） 楡周平 820
KADOKAWA 角川文庫 25 1984年 ジョージ・オーウェル/田内志文未定 小学館 小学館文庫 5 TEN（下） 楡周平 760
KADOKAWA 角川文庫 25 ナルニア国物語（３）　夜明けのむこう号の航海 Ｃ・Ｓ・ルイス/河合祥一郎 未定 小学館 小学館文庫 5 徳は孤ならず　日本サッカーの育将　今西和男 木村元彦 780
KADOKAWA 角川文庫 25 ナルニア国物語（４）　銀の椅子 Ｃ・Ｓ・ルイス/河合祥一郎ほか未定 小学館 小学館文庫 5 超短編！　大どんでん返し 小学館文庫編集部 500
KADOKAWA 角川文庫 25 新・入り婿侍商い帖　遠島の罠（３） 千野隆司 未定 小学館 ガガガ文庫 18 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い（４） 猿渡かざみ 600
KADOKAWA 角川文庫 25 平城京 安部龍太郎 未定 小学館 ガガガ文庫 18 呪剣の姫のオーバーキル（２） 川岸殴魚 660
KADOKAWA 角川文庫 25 比翼は万里を翔る　金椛国春秋 篠原悠希 未定 小学館 ガガガ文庫 18 双神のエルヴィナ 水沢夢 660
KADOKAWA 角川文庫 25 長く高い壁　The Great Wall 浅田次郎 未定 小学館 ガガガ文庫 18 転生で得たスキルがFランクだったが、前世で助けた動物たちが神獣になって恩返しにきてくれた虹元喜多朗 600
KADOKAWA 角川文庫 25 そのひとみに映るもの　舞田ひとみの推理ノート（仮）歌野晶午 未定 小学館 ガガガ文庫 18 筺底のエルピス（７）　―継続の繋ぎ手― オキシタケヒコ 790
KADOKAWA 角川文庫 25 アンナの土星 益田ミリ 未定 小学館 ガガガ文庫 18 ホラー女優が天才子役に転生しました（２） 鉄箱 620
KADOKAWA 角川文庫 25 砂の家 堂場瞬一 未定 新紀元社 ポルタ文庫 中 あやかし主従のつれづれな日々（仮） 椎名蓮月/縞 650

KADOKAWA 角川文庫 25 天翔ける 葉室麟 未定 新書館 ウィングス文庫 10 声を聞かせて（３）精霊使いサリと魔法使いラルフの帰還河上朔/ハルカゼ 900
KADOKAWA 角川文庫 25 稲とヘッジファンド 波多野聖 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 華は褥に咲き狂う（６）恋と闇 宮緒葵/小山田あみ 680
KADOKAWA 角川文庫 25 飼い喰い　三匹の豚とわたし 内澤旬子 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 スターのマネージャーも恋してしまいました 小林典雅/佐倉ハイジ 680
KADOKAWA 角川文庫 25 因縁（仮） 福田和代 未定 新書館 モノクローム・ロマンス文庫10 ウィンター・キル ジョシュ・ラニヨン/草間さかえほか1200
KADOKAWA 角川文庫 25 紙屋ふじさき記念館　カラーインクと万年筆 ほしおさなえ/おかざきおか 未定 新潮社 新潮文庫 27 わたし、定時で帰ります。ハイパー 朱野帰子 750
KADOKAWA 角川文庫 25 うちの執事に願ったならば　EX 高里椎奈/佐原ミズ 未定 新潮社 新潮文庫 27 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー 550
KADOKAWA 角川文庫 25 空を飛ぶパラソル 夢野久作 未定 新潮社 新潮文庫 27 春待ち雑貨店　ぷらんたん 岡崎琢磨 630

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

 

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

 

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

 

   

 



出版社 文庫名 予定日 チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日 チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日 チェック 書名 著者 予価
新潮社 新潮文庫 27 結婚のためなら死んでもいい 南綾子 670 竹書房 蜜猫文庫 22 ヤンデレ魔法使いは、石像の乙女しか愛せない（仮）クレイン/ウエハラ蜂 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 伝説の艦隊（２）〈ウォリアー〉 ニック・ウェブ/置田房子 1060
新潮社 新潮文庫 27 鳥居の密室　世界にただひとりのサンタクロース島田荘司 710 竹書房 蜜猫文庫 22 コワ×モテ皇帝陛下と華麗なる政略結婚のススメ！（仮）小出みき/Ｃｉｅｌ 800 原書房 コージーブックス 5 英国ちいさな村の謎（15）アガサ・レーズンの探偵事務所Ｍ・Ｃ・ビートン/羽田詩津子 1040
新潮社 新潮文庫 27 出版禁止　死刑囚の歌 長江俊和 710 竹書房 竹書房怪談文庫 27 大阪怪談（仮） 田辺青蛙 650 一二三書房 一二三文庫 5 付喪神が言うことには～文京本郷・つくも質店のつれづれ帖～三沢ケイ 760
新潮社 新潮文庫 27 ふたりぐらし 桜木紫乃 590 竹書房 竹書房怪談文庫 27 信州怪談（仮） 丸山政也 650 一二三書房 ブレイブ文庫 25 チート薬師のスローライフ（５）～異世界に作ろうドラッグストア～ケンノジ 740
新潮社 新潮文庫 27 富山地方鉄道殺人事件 西村京太郎 550 竹書房 竹書房怪談文庫 27 実話怪談　吐気草（仮） 神沼三平太 650 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 4 学校では教えてくれない江戸・幕末史の授業（仮）井沢元彦 900
新潮社 新潮文庫 27 いっちみち　乃南アサ短編傑作選 乃南アサ 670 竹書房 竹書房怪談文庫 27 青森怪談　 弘前乃怪（仮） 高田公太/鉄爺ほか 650 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 4 [新版]台湾の主張（仮） 李登輝 800
新潮社 新潮文庫 27 ペインレス（上） 天童荒太 670 竹書房 竹書房怪談文庫 27 現代雨月物語　物忌異談（仮） 籠三蔵 650 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 18 文蔵2021.3 「文蔵」編集部 750
新潮社 新潮文庫 27 ペインレス（下） 天童荒太 670 宝島社 宝島社文庫 4 警視庁捜査一課八係　警部補・原麻希　イエロー・エンペラー吉川英梨 730 双葉社 双葉文庫 10 怨み籠の密室 小島正樹 690
新潮社 新潮文庫 27 さよならの言い方なんて知らない。（５） 河野裕 710 宝島社 宝島社文庫 4 スクールカースト復讐デイズ　正夢の転校生 柴田一成 730 双葉社 双葉文庫 10 元カレの猫を、預かりまして。 石田祥 600

新潮社 新潮文庫 27 死に至る恋は嘘から始まる 瀬尾順 590 宝島社 宝島社文庫 4 紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田年 690 双葉社 双葉文庫 10 悲劇への特急券　鉄道ミステリ傑作選〈昭和国鉄編Ⅱ〉（仮）横溝正史/島田一男ほか 630

実業之日本社実業之日本社文庫 5 猫まくら　眠り医者ぐっすり庵 泉ゆたか 700 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 4 老人たちの裏社会 新郷由起 780 双葉社 双葉文庫 10 バイバイ、ブラックバード〈新装版〉 伊坂幸太郎 680
実業之日本社実業之日本社文庫 5 アンダーグラウンド・ガールズ 草凪優 800 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 4 死刑囚200人　最後の言葉 別冊宝島編集部 760 双葉社 双葉文庫 10 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ（３） 小早川真寛 610
実業之日本社実業之日本社文庫 5 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知淳 740 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 4 悪漢（ワル）の流儀 許永中 780 双葉社 双葉文庫 10 キャンパスの聖女（仮） 睦月影郎 660
実業之日本社実業之日本社文庫 5 潜入捜査　新装版 今野敏 720 筑摩書房 ちくま文庫 13 悪魔が憐れむ歌　暗黒映画入門 高橋ヨシキ 950 双葉社 双葉文庫 10 新・知らぬが半兵衛手控帖（12）　長い一日（仮）藤井邦夫 660
実業之日本社実業之日本社文庫 5 駒音高く 佐川光晴 700 筑摩書房 ちくま文庫 13 翻訳教室　はじめの一歩 鴻巣友季子 800 双葉社 双葉文庫 10 照れ降れ長屋風聞帖（12）　初鯨　〈新装版〉 坂岡真 650
実業之日本社実業之日本社文庫 5 サンドの女　三人屋 原田ひ香 680 筑摩書房 ちくま文庫 13 神保町「ガロ編集室」界隈 高野慎三 800 双葉社 双葉文庫 10 三河雑兵心得　砦番仁義 井原忠政 640
実業之日本社実業之日本社文庫 5 彼女の恐喝 藤田宜永 880 筑摩書房 ちくま文庫 13 明日は日曜日 源氏鶏太 740 双葉社 双葉文庫 10 じゃりン子チエ（13） はるき悦巳 800
実業之日本社実業之日本社文庫 5 謀殺遊戯　警視庁極秘指令 南英男 780 筑摩書房 ちくま文庫 13 はたらかないで、たらふく食べたい　増補版「生の負債」からの解放宣言栗原康 780 双葉社 モンスター文庫 27 魔法学園の大罪魔術師　～大罪に寄り添う聖女と、救済の邪教徒～（仮）楓原こうた/トモゼロ 700
実業之日本社実業之日本社文庫 5 血洗島の惨劇 吉村達也 840 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 比較歴史制度分析（上） アブナー・グライフ/岡崎哲二ほか1600 双葉社 モンスター文庫 27 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～（12） 美紅/Ｕ３５ 650
ジーウォーク紅文庫 25 白衣の天使　深夜のナースコール 八神淳一 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 比較歴史制度分析（下） アブナー・グライフ/岡崎哲二ほか1500 双葉社 モンスター文庫 27 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する（13）すずの木くろ/黒獅子 660
ジーウォーク紅文庫 25 秘孔マンション　もっと奥まで 阿久根道人 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 重力と力学的世界（上） 山本義隆 1300 二見書房 ハニー文庫 12 買われた令嬢は蜜愛に縛られる 吉田行/Ｃｉｅｌ 713
祥伝社 祥伝社文庫 10 生きてこそ　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉建治 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 ナチュラリストの系譜　近代生物学の成立史 木村陽二郎 1200 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 12 生意気な義妹がじつは純情で（仮） 伊吹泰郎 720
祥伝社 祥伝社文庫 10 ネスト・ハンター　憑依作家　雨宮縁 内藤了 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 考古学はどんな学問か 鈴木公雄 1200 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 12 催眠スクールカースト（仮） 桐島寿人 720
祥伝社 祥伝社文庫 10 ソトゴト　暗黒回路 森詠 未定 中央公論新社中公文庫 25 狂った機関車　鮎川哲也の選んだベスト鉄道ミステリ鮎川哲也/日下三蔵 1200 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 12 熟乳ママ　悪魔のような親友（仮） 鈴川廉平 720
祥伝社 祥伝社文庫 10 明日に架ける道　崖っぷち町役場 川崎草志 未定 中央公論新社中公文庫 25 神を統べる者　厩戸御子倭国追放篇 荒山徹 900 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 12 禁断告白スペシャル　飢えた女たち―未亡人とシングルマザー（仮）素人投稿編集部 720
祥伝社 祥伝社文庫 10 嫉妬の報酬　悪女刑事 沢里裕二 未定 中央公論新社中公文庫 25 追懐の筆　百鬼園追悼文集 内田百閒 900 二見書房 ザ・ミステリ・コレクション22 悲しみの夜の向こう アビー・グラインズ/林亜弥 1182
祥伝社 祥伝社文庫 10 弦月の帥　初代北町奉行　米津勘兵衛 岩室忍 未定 中央公論新社中公文庫 25 任侠浴場 今野敏 680 二見書房 シャレード文庫 24 モンブランは世界を救う　～美食家ITコンサルと専属シェフ～牧山とも/高峰顕 646
祥伝社 祥伝社文庫 10 酒が仇を思えども 中島要 未定 中央公論新社中公文庫 25 ほろよい味の旅 田中小実昌 860 二見書房 シャレード文庫 24 不埒なこじらせ　～好きで、好きで、好きで～ バーバラ片桐/小山田あみ 664

祥伝社 祥伝社文庫 10 食いだおれ同心 有馬美季子 未定 中央公論新社中公文庫 25 五能線の女 西村京太郎 580 二見書房 二見文庫　官能シリーズ26 金曜日の人妻たち（仮） 雨宮慶 719
祥伝社 祥伝社文庫 10 牢破り　幽霊奉行 喜安幸夫 未定 中央公論新社中公文庫 25 応家の人々 日影丈吉 900 二見書房 二見文庫　官能シリーズ26 命短し、淫せよ老人（仮） 睦月影郎 705
祥伝社 黄金文庫 10 肩こりは10秒で治る 佐藤青児 未定 中央公論新社中公文庫 25 新装版　ジウ（２）警視庁特殊急襲部隊 誉田哲也 720 二見書房 二見時代小説文庫 26 ご隠居は福の神（５） 井川香四郎/安里英晴 658
祥伝社 黄金文庫 10 ふたたびの春に　震災ノート　20110311－20120311和合亮一 未定 中央公論新社中公文庫 25 異常探偵（仮） 前田司郎 680 二見書房 二見時代小説文庫 26 小料理のどか屋　人情帖（31） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 658
祥伝社 黄金文庫 10 言葉なんかで人生なんて変わらないと思っているあなたに　名言サプリ西沢泰生 未定 中央公論新社中公文庫 25 わが文学わが作法　文学修行三十年 水上勉 820 二見書房 二見時代小説文庫 26 奥小姓裏始末（３） 青田圭一/蓬田やすひろ 658
心交社 ショコラ文庫 10 彼を取り巻く幸せについて（仮） なつめ由寿子/緒川千世 690 中央公論新社中公文庫 25 新装版　奇貨居くべし（５）天命篇 宮城谷昌光 780 文芸社 文芸社文庫 5 不協和音 椿夜にな 640
心交社 ショコラ文庫 10 聖邪の蜜月 安西リカ/ｙｏｃｏ 690 中央公論新社中公文庫 25 孟嘗君と戦国時代 宮城谷昌光 780 文芸社 文芸社文庫 5 新説　東洲斎写楽　浮世絵師の遊戯 高井忍 800
スターツ出版ベリーズ文庫 10 遅ればせながら、溺愛開始といきましょう（仮） 水守恵蓮 640 中央公論新社中公文庫 25 さっぱりと欲張らず 吉沢久子 680 文藝春秋 文春文庫 9 三つ巴　新・酔いどれ小籐次（20） 佐伯泰英 770
スターツ出版ベリーズ文庫 10 裏腹な社長のワケありプロポーズ（仮） 紅カオル 640 中央公論新社中公文庫 25 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 820 文藝春秋 文春文庫 9 満月珈琲店の星詠み～本当の願いごと～ 望月麻衣/桜田千尋 670
スターツ出版ベリーズ文庫 10 院内結婚は極秘事項です！（仮） 宝月なごみ 640 中央公論新社中公文庫 25 新装版　マンガ日本の歴史（９）　蒙古襲来と室町幕府の成立石ノ森章太郎 840 文藝春秋 文春文庫 9 静おばあちゃんと要介護探偵 中山七里 700
スターツ出版ベリーズ文庫 10 没落令嬢は財閥の総帥に甘く愛される【元号旦那様シリーズ昭和編】（仮）滝井みらん 640 中央公論新社中公文庫 25 新装版　マンガ日本の歴史（10）　南北朝動乱と足利義満石ノ森章太郎 840 文藝春秋 文春文庫 9 想い人　あくじゃれ瓢六捕物帖 諸田玲子 700
スターツ出版ベリーズ文庫 10 エリート弁護士の溺愛志願～私も娘もあなたのものにはなりません！～（仮）砂川雨路 640 東京創元社創元推理文庫 12 ロンドン謎解き結婚相談所 アリスン・モントクレア/山田久美子1200 文藝春秋 文春文庫 9 小萩のかんざし　いとま申して（３） 北村薫 1100
スターツ出版ベリーズ文庫 10 竜王陛下のもふもふお世話係～転生した平凡女子に溺愛フラグが立ちました～（仮）三沢ケイ 640 東京創元社創元推理文庫 12 開化鉄道探偵 山本巧次 740 文藝春秋 文春文庫 9 灼熱起業 高杉良 780
スターツ出版ケータイ小説文庫ピンクレーベル25 結婚するのがイヤで家出したらクラスの男子と同棲することになった話（仮）夏木エル 500 東京創元社創元ＳＦ文庫 12 記憶翻訳者　みなもとに還る 門田充宏 900 文藝春秋 文春文庫 9 トコとミコ 山口恵以子 760
スターツ出版ケータイ小説文庫ピンクレーベル25 甘い悪魔は私にそっとキスを落とす（仮） ばにぃ 500 東京創元社創元推理文庫 22 もう耳は貸さない ダニエル・フリードマン/野口百合子1040 文藝春秋 文春文庫 9 愛のかたち 岸惠子 650
スターツ出版ケータイ小説文庫ピンクレーベル25 幼なじみが甘えたがりで独占したがる。（仮） みゅーな＊＊ 500 東京創元社創元推理文庫 22 憐れみをなす者（上） ピーター・トレメイン/田村美佐子1000 文藝春秋 文春文庫 9 失意ノ方　居眠り磐音（47）決定版 佐伯泰英 730
スターツ出版スターツ出版文庫 27 夜叉のかりそめ花嫁　鬼神の上司に懐妊させられまして（仮）沖田弥子 600 東京創元社創元推理文庫 22 憐れみをなす者（下） ピーター・トレメイン/田村美佐子1000 文藝春秋 文春文庫 9 白鶴ノ紅　居眠り磐音（48）決定版 佐伯泰英 730
スターツ出版スターツ出版文庫 27 猫島神様花嫁日誌～あやかしの子供を育てることになりました～（仮）御守いちる 600 東京創元社創元推理文庫 22 敗北への凱旋 連城三紀彦 780 文藝春秋 文春文庫 9 下着の捨てどき 平松洋子 670
スターツ出版スターツ出版文庫 27 この恋を殺しても、君だけは守りたかった。（仮） 稲井田そう 600 東京創元社創元推理文庫 22 黄金郷の夢　大正浪漫　横濱魔女学校（３）（仮）白鷺あおい 1000 文藝春秋 文春文庫 9 清張地獄八景 みうらじゅん 970

スターツ出版スターツ出版文庫 27 初恋前夜（仮） 騎月孝弘 600 徳間書店 徳間文庫 10 黒白の起点　飛騨高山殺意の交差 梓林太郎 700 文藝春秋 文春文庫 9 藝人春秋（２）　ハカセより愛をこめて 水道橋博士 850
青春出版社青春文庫 10 そわそわしない練習 植西聰 630 徳間書店 徳間文庫 10 再雇用警察官　完敗捜査 姉小路祐 720 文藝春秋 文春文庫 9 敗れざる者たち 沢木耕太郎 790
青春出版社青春文庫 10 小学生はできるのに　大人は間違える日本語 話題の達人倶楽部 980 徳間書店 徳間文庫 10 家族会議 勝目梓 670 文藝春秋 文春文庫 9 任務の終わり（上） スティーヴン・キング/白石朗 980
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 4 眠り王子の抱き枕 玉紀直 640 徳間書店 徳間文庫 10 瑠璃の契り 北森鴻 680 文藝春秋 文春文庫 9 任務の終わり（下） スティーヴン・キング/白石朗 980
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 4 ご主人様の指先はいつも甘い蜜で濡れている ととりとわ 640 徳間書店 徳間文庫 10 幻の船を追え 倉阪鬼一郎 700 フロンティアワークスダリア文庫 13 蒼の王子と誓いの愛翼 真崎ひかる/明神翼 664
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 4 外国人医師と私の契約結婚 華藤りえ 640 徳間書店 徳間文庫 10 黒沼　香月日輪のこわい話 香月日輪 680 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 4 あなただけ　執着系御曹司は秘書をなんとしても落としたい（仮）伽月るーこ/山口ねね 未定
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 4 女神様も恋をする 春日部こみと 640 徳間書店 徳間文庫 10 カリスマvs.溝鼠　悪の頂上対決 新堂冬樹 790 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 4 あまいあまい新婚生活　過保護な副社長に突然、求婚されました（仮）りりす/南国ばなな 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファライト文庫 8 巻き込まれ召喚！？　そして私は『神』でした？？（２）まはぷる 610 徳間書店 徳間文庫 10 斗星、北天にあり　出羽の武将　安東愛季 鳴神響一 800 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 4 奥箱根あやかしお宿で初恋婚　ニセ婚約者でしたが、ずっと愛されてたみたいです！？（仮）せらひなこ/漣ミサ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファライト文庫 8 欠陥品の文殊使いは最強の希少職でした。（２） 登龍乃月 610 徳間書店 徳間文庫 10 近鉄特急伊勢志摩ライナーの罠 西村京太郎 660 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 13 【名作選】肛虐巡礼・十人の生贄妻（仮） 結城彩雨 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファライト文庫 8 超越者となったおっさんはマイペースに異世界を散策する（３）神尾優 610 徳間書店 キャラ文庫 26 あなたは三つ数えたら恋に落ちます（仮） 海野幸 600 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 13 拷問室【美臀夫人・静江と佐和子】（仮） 御堂乱 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 8 お掃除させていただきます！ 灯乃 640 徳間書店 キャラ文庫 26 彼に恋をするということ（仮） 水無月さらら 600 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 17 心をなくした皇帝とお飾り皇妃～結婚二年目、魔法の指輪でやり直し～（仮）日車メレ/タカ氏 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 8 悪役令嬢の役割は終えました（１） 月椿 640 日経BP　日本経済新聞出版本部発行／日経BPマーケティング発売日経ビジネス人文庫 3 整える習慣 小林弘幸 800 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 17 ずーっと！　蜜月甘ラブ生活！！（仮） 月神サキ/あやみね稜緒 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 8 乙女ゲームの悪役なんてどこかで聞いた話ですが（２）柏てん 640 日経BP　日本経済新聞出版本部発行／日経BPマーケティング発売日経ビジネス人文庫 3 遅刻してくれて、ありがとう（上）常識が通じない時代の生き方トーマス・フリードマン/伏見威蕃1000 フランス書院美少女文庫 19 屍喰み　ハーレムダンジョンの作り方（仮） 笑うヤカン/新堂アラタ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファポリス文庫 19 護堂先生と神様のごはん（仮） ひのでことり（仮） 640 日経BP　日本経済新聞出版本部発行／日経BPマーケティング発売日経ビジネス人文庫 3 遅刻してくれて、ありがとう（下）常識が通じない時代の生き方トーマス・フリードマン/伏見威蕃1000 フランス書院美少女文庫 19 恋愛初心者先生と学ぶ初恋の叶え方（仮） 肥前文俊/ぴょん吉 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファポリス文庫 19 ここは裏町、私はキツネ、恋する乙女は今日（京）を行く長月夢路 640 日経BP　日本経済新聞出版本部発行／日経BPマーケティング発売日経ビジネス人文庫 3 引き算する勇気　会社を強くする逆転発想 岩崎邦彦 800 フランス書院美少女文庫 19 異類婚姻譚　狐嫁と春夏秋冬（仮） 上原りょう/ユキバスターＺ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売ノーチェ文庫 26 銀の騎士は異世界メイドがお気に入り 上原緒弥 640 Jパブリッシングカクテルキス文庫 18 未定 伊郷ルウ 755 フランス書院フランス書院文庫 25 お尽くしはんなり熟女【うちがしてあげる】（仮） 伏見京 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 我が驍勇にふるえよ天地（10）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身 760 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 1/28 夫に片思い ミランダ・リー/藤村華奈美 627 フランス書院フランス書院文庫 25 理性決壊（仮） 藤崎玲 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 りゅうおうのおしごと！（14） 白鳥士郎/しらび 640 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 1/28 ベビー・ウォーズ ペニー・ジョーダン/平江まゆみ 627 フランス書院フランス書院文庫 25 五人の妻母（仮） 鏡龍樹 未定

SBクリエイティブＧＡ文庫 12 りゅうおうのおしごと！（14）ドラマCD付き特装版白鳥士郎/しらび 2400 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 1/28 強いられた結婚 ルーシー・モンロー/苅谷京子 627 フランス書院フランス書院文庫 25 がまんしないでください（仮） 秋芳さつき 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 レベル0の魔王様、異世界で冒険者を始めます（４）　魔女との戦いに終止符を！瑞智士記/遠坂あさぎ 700 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 1/28 愛にさすらう ビバリー・バートン/河まさ子 627 フランス書院フランス書院文庫 25 人妻悲哀（仮） 鈴本湧 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子を、百日間で徹底的に落とす百合のお話（３）みかみてれん 640 ハーパーコリンズ・ジャパンエロティカ・ラブロ文庫 1 ご主人様は淫らに調教する～服従～ ティファニー・ライス/清水由貴子664 フランス書院フランス書院文庫 25 肛姦の学舎（仮） 北野剛雲 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 家で無能と言われ続けた俺ですが、世界的には超有能だったようですｋｉｍｉｍａｒｏ/もきゅ 700 ハーパーコリンズ・ジャパンエロティカ・ラブロ文庫 1 無垢な幼妻は絶倫侯爵に調教される リン・シルバー/西江璃子 664 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル 5 七十二候ノ国の後宮薬膳医 江本マシメサ 680
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 信じてくれ！俺は転生賢者なんだ　～復活した魔王様、なぜか記憶が混濁してるんですけど！？～サトウとシオ/ななせめるち 650 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 12 運命を紡ぐ花嫁 ダイアナ・パーマー/伊坂奈々 600 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル 5 百華後宮鬼譚 霜月りつ 660
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 泥酔彼女「弟クンだいしゅきー」「帰れ」（１） 串木野たんぼ/加川壱互 700 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 12 他人同士 ベティ・ニールズ/小林町子 500 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル 5 地底アパートの最後の訪問者 蒼月海里 640
SBクリエイティブＧＡ文庫 12 処刑少女の生きる道（バージンロード）（５）　―約束の地―佐藤真登/ニリツ 660 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 12 華麗なる憂鬱 ヘレン・ビアンチン/茅野久枝 500 ホビージャパンＨＪ文庫 1 百錬の覇王と聖約の戦乙女（22） 鷹山誠一/ゆきさん 619
SBクリエイティブＧＡ文庫 13 りゅうおうのおしごと！（14）ドラマCD＆抱き枕カバー付き特装版白鳥士郎/しらび #### ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 12 純真な花嫁 スーザン・フォックス/飯田冊子 500 ホビージャパンＨＪ文庫 1 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？（12）手島史詞/ＣＯＭＴＡ 619
草思社 草思社文庫 3 東大教授が教える知的に考える練習 柳川範之 600 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 午前零時の公爵夫人 ロレイン・ヒース/さとう史緒 991 ホビージャパンＨＪ文庫 1 最強魔法師の隠遁計画（12） イズシロ/ミユキルリア 619
草思社 草思社文庫 3 人生しょせん、運不運 古山高麗雄 700 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 眠らない月 ヘザー・グレアム/風音さやか 927 ホビージャパンＨＪ文庫 1 紙山さんの紙袋の中には（２） 江ノ島アビス/ｎｅｒｏｐａｓｏ 619
草思社 草思社文庫 3 センチメンタルジャーニー　ある詩人の生涯 北村太郎 700 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 10年越しのラブソング スーザン・ブロックマン/神鳥奈穂子764 ホビージャパンＨＪ文庫 1 〈Infinite Dendrogram〉―インフィニット・デンドログラム―（15）海道左近/タイキ 619
草思社 草思社文庫 3 対比列伝　ヒトラーとスターリン（１） アラン・ブロック/鈴木主税 1700 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫 4 ミレニアム（６）（上）死すべき女 ダヴィド・ラーゲルクランツ/ヘレンハルメ美穂900 ホビージャパンＨＪ文庫 1 追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いてSランク対魔師に成り上がる（２）御子柴奈々/岩本ゼロゴ 619
草思社 草思社文庫 3 対比列伝　ヒトラーとスターリン（２） アラン・ブロック/鈴木主税 1800 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫 4 ミレニアム（６）（下）死すべき女 ダヴィド・ラーゲルクランツ/ヘレンハルメ美穂900 ホビージャパンＨＪ文庫 1 告られたら即死（１） 六升六郎太/ｂｕｎ１５０ 619
大和書房 だいわ文庫 中 誰からも「感じのいい人」と思われる大人の言葉づかい齋藤孝 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 4 〔エッセンシャル版〕行動経済学 ミシェル・バデリー/土方奈美 800 ホビージャパンＨＪ文庫 1 幼なじみで婚約者なふたりが恋人を目指すはなし。（１）緋月薙/ひげ猫 619
大和書房 だいわ文庫 中 孤独の名言集　サガンの言葉 山口路子 680 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 4 エリュシオン脱出 クルト・マール/ペーター・グリーゼほか740 マイクロマガジン社ことのは文庫 20 おとなりさんの診療所　獣医の祖母と三つの課題蒼空チョコ/おとないちあき 700
大和書房 だいわ文庫 中 栄養を全部捨てない調理 中井エリカ 740 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 4 隠娘【いんじょう】 ケン・リュウ/古沢嘉通ほか 800 マイナビ出版マイナビ出版ファン文庫19 万国菓子舗　お気に召すまま　～真珠の指輪とお菓子なたこ焼き～溝口智子/げみ 680
大和書房 だいわ文庫 中 最強の暗記術 本山勝寛 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 六莫迦記　穀潰しの旅がらす 新美健 720 マイナビ出版マイナビ出版ファン文庫19 手作り雑貨ゆうつづ堂（２）（仮） 植原翠/前田ミック 680
大和書房 だいわ文庫 中 日本神話の謎がよくわかる本 松前健 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 早耳屋お花事件帳　見習い泥棒犬 松本匡代 680 三笠書房 王様文庫 1 自分の気持ちを上手に言葉にできる本（仮） 博学面白倶楽部 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文庫 8 淫らママのとりこ（仮） 九坂久太郎/東克美 660 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫 18 十日間の不思議〔新訳版〕 エラリイ・クイーン/越前敏弥 1100 三笠書房 王様文庫 1 眠れないほどおもしろい徒然草（仮） 板野博行 未定
竹書房 ムーンドロップス文庫 10 ひねくれ魔術師は今日もデレない（仮） まるぶち銀河/白崎小夜 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 統計外事態 芝村裕吏 780 三笠書房 王様文庫 1 あなたに起こることはすべて必然（仮） Ｌｉｌｙ　Ｗｉｓｔｅｒｉａ 未定
竹書房 ラズベリーブックス 10 Duke Darcy's Castle（原題） シリア・ジェイムズ/旦紀子 1300 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 庶務ショート 早瀬耕 700 三笠書房 知的生きかた文庫 17 日本の地名　おもしろ雑学（仮） 浅井建爾 未定
竹書房 ラズベリーブックス 10 ブリジャートン家（１）　恋のたくらみは公爵と ジュリア・クイン/村山美雪 1200 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 蒸気と錬金　Stealchemy Fairytale 花田一三六 800 三笠書房 知的生きかた文庫 17 病気に負けない「防衛体力」のつくり方（仮） 岡本裕 未定
竹書房 竹書房文庫 15 ながいながい午睡／最後の火星基地 眉村卓/日下三蔵 1300 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 ALTDEUS: Beyond Chronos Decoding the Erudite小山恭平/柏倉晴樹ほか 1000 三笠書房 知的生きかた文庫 17 デスクワーク整理術（仮） オダギリ展子 未定
竹書房 竹書房ラブロマン文庫 15 艶めき銭湯の兄嫁（仮） 上原稜/妃耶八 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 18 わたしは贋作 バーバラ・ボーランド/服部理佳1000 三笠書房 知的生きかた文庫 17 仕事も人生もうまくいく「成功脳」のつくりかた（仮）加藤俊徳 未定
竹書房 竹書房ラブロマン文庫 22 豊熟の美女（仮） 庵乃音人 670 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 カルフェシュからの指令 デトレフ・Ｇ・ヴィンター/アルント・エルマーほか740 三笠書房 知的生きかた文庫 17 笑って死ぬ知恵（仮） 立川らく朝 未定
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