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KADOKAWA 1 不健康ボーカリストとオイシイ専属契約 みなみ遥 660 KADOKAWA26 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　～落第剣士の学院無双～（２）月島秀一/士土幽太郎ほか未定 講談社 13 ホンノウスイッチ（６） ＫＵＪＩＲＡ 500 集英社 2 僕のヒーローアカデミア（30） 堀越耕平 440 小学館 9 輝夜伝（７） さいとうちほ 454

KADOKAWA 1 同居人の溺愛がすぎる 鷹丘モトナリ 660 KADOKAWA26 異世界転移、地雷付き。（２） レルシー/いつきみずほほか未定 講談社 13 この恋、茶番につき！？（１） 山中梅鉢 660 集英社 2 僕のヒーローアカデミア　チームアップミッション（２） あきやま陽光 440 小学館 9 VSルパン（５） さいとうちほ 454

KADOKAWA 1 令嬢エリザベスの華麗なる身代わり生活（１） よもも/江本マシメサほか 未定 KADOKAWA26 転生ごときで逃げられるとでも、兄さん？（１） ユリシロ/紙城境介ほか 未定 講談社 13 ゆりあ先生の赤い糸（８） 入江喜和 450 集英社 2 ヴィジランテ　―僕のヒーローアカデミアILLEGALS―（12）古橋秀之/別天荒人ほか 480 小学館 9 トロけてもいいですか？（６） 瓜生花子 482

KADOKAWA 1 31番目のお妃様（３） 七輝翼/桃巴ほか 未定 KADOKAWA26 宇宙戦艦ヤマトNEXT スターブレイザーズΛ （１） 吾嬬竜孝/未定 未定 講談社 13 恋じゃないなら名前をつけて（１） 篠丸のどか 660 集英社 2 森林王者モリキング（４） 長谷川智広 460 小学館 9 深夜のダメ恋図鑑（８） 尾崎衣良 454

KADOKAWA 1 腐女子な妹ですみません（２） トモエキコ/九重木春ほか未定 KADOKAWA26 宇宙戦艦ヤマトNEXT スターブレイザーズΛ （２） 吾嬬竜孝/未定 未定 講談社 13 絶対にときめいてはいけない！（８） 築島治 450 集英社 2 AGRAVITY BOYS（５） 中村充志 440 小学館 9 独り身ですが何か？（３） 安タケコ 454

KADOKAWA 1 大預言者は前世から逃げる　～三周目は公爵令嬢に転生したから、バラ色ライフを送りたい～（２）りんこ/寿利真ほか 未定 KADOKAWA26 幼女戦記（21） 東條チカ/カルロ・ゼンほか未定 講談社 13 花野井くんと恋の病（８） 森野萌 450 集英社 2 ブラッククローバー（28） 田畠裕基 440 小学館 9 あしなが王子様は失恋する（３） 藤原よしこ 454

KADOKAWA 1 俺たちマジ校デストロイ（５） たなかマルメロ 未定 KADOKAWA26 勇者召喚に巻き込まれたけど、異世界は平和でした（４）平安ジロー/灯台（モーニングスターブックス／新紀元社）ほか未定 講談社 13 今日、世界一の告白を。 青星早苗 450 集英社 2 僕とロボコ（３） 宮崎周平 440 小学館 9 海神の花嫁（４） 小純月子 454

KADOKAWA 2 上級国民スレイヤー（２） 外本ケンセイ 650 KADOKAWA26 反抗できない！いばらちゃん（２） 藤原あおい 未定 講談社 13 桜のひめごと（１）　～裏吉原恋事変～ 鈴菜 450 集英社 2 おいしいコーヒーのいれ方（７） 青沼裕貴/雀村アオほか 850 小学館 9 好きになるまで傷つけて（１） 深海魚 454

KADOKAWA 2 賭闘の銀（２） 蒼木雅彦 650 KADOKAWA26 妖怪大戦争　ガーディアンズ（１） 鈴木小波/渡辺雄介 未定 講談社 13 あたしのピンクがあふれちゃう（１） 桃生有希 450 集英社 2 Dr.STONE（20） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 440 小学館 9 こんなの、しらない（９） 梨月詩 482

KADOKAWA 2 異世界居酒屋「のぶ」（12） 蝉川夏哉/ヴァージニア二等兵ほか未定 KADOKAWA26 もし、恋が見えたなら（２） 七路ゆうき/みかみてれん未定 講談社 13 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（４）鳥海ペドロ 470 集英社 2 憂国のモリアーティ（14） コナン・ドイル/竹内良輔ほか500 小学館 9 revenge（２） 桃田紗世 482

KADOKAWA 2 IDOLY PRIDE Stage of Asterism（２） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＩＤＯＬＹ　ＰＲＩＤＥ/晴瀬ひろき640 KADOKAWA26 きみがラジオを好きだから（１） 高橋つばさ 未定 講談社 13 ごめん、名波くんとは付き合えない（１） 我楽谷 450 集英社 2 この音とまれ！（24） アミュー 480 小学館 12 切札勝舞はマジック：ザ・ギャザリングを使いつづける（２）コーヘー/松本しげのぶ 700

KADOKAWA 2 書いて欲しけりゃコレを喰え（１） ジェイ・加藤 未定 KADOKAWA26 一人暮らし、熱を出す。恋を知る。（１） だーく 未定 講談社 13 誰かのことを好きなだけ（３） 藤緒あい 680 集英社 2 Thisコミュニケーション（３） 六内円栄 500 小学館 12 疑似ハーレム（６） 斉藤ゆう 591

KADOKAWA 2 地獄くらやみ花もなき（３） 路生よる/藤堂流風 未定 KADOKAWA26 迷惑メールで出逢えたら だーく 未定 講談社 13 光のメゾン（２） 矢島光 680 集英社 2 魔都精兵のスレイブ（７） タカヒロ/竹村洋平 480 小学館 12 転送者　皆川亮二短編集 皆川亮二 727

KADOKAWA 5 聖女の魔力は万能です　～もう一人の聖女～（１） 亜尾あぐ/橘由華ほか 未定 KADOKAWA26 殺戮の天使　Episode.0（４） 真田まこと/名束くだん 未定 講談社 13 あの夜からキミに恋してた（２） 桜乃みか/ボルテージ 680 集英社 2 カワイスギクライシス（３） 城戸みつる 500 小学館 12 海王ダンテ（12） 皆川亮二/泉福朗 670

KADOKAWA 5 悪役令嬢は嫌われ貴族に恋をする（２） 伊吹有/葉山湊月 未定 KADOKAWA26 映画大好きポンポさん　the Omnibus NYALLYWOOD STUDIOS SERIES杉谷庄吾【人間プラモ】 未定 講談社 13 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（６） 松本ひで吉 850 集英社 2 ドラゴンボール超（15） 鳥山明/とよたろう 440 小学館 12 味噌汁でカンパイ！（11） 笹乃さい 591

KADOKAWA 5 記憶喪失の侯爵様に溺愛されています　これは偽りの幸福ですか？（２）ここあ/春志乃ほか 未定 KADOKAWA26 IDOLY PRIDE Beginning of Lodestar（２） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＩＤＯＬＹ　ＰＲＩＤＥ/浅見百合子未定 講談社 13 透明なゆりかご（９） 沖田×華 450 集英社 2 ドラゴンクエスト　蒼天のソウラ（17） 中島諭宇樹/堀井雄二ほか460 小学館 12 マチネとソワレ（９） 大須賀めぐみ 591

KADOKAWA 6 セックス＆ダンジョン！！（３） 佐原玄清/ミンカンスキーほか650 KADOKAWA26 声の小さい小森さんとクソデカ大声の大林くん（１） べっこうリコ 未定 講談社 13 アレンとドラン（５） 麻生みこと 500 集英社 2 遊☆戯☆王　OCG ストラクチャーズ（３） 佐藤雅史/ウェッジホールディングス440 小学館 12 大ダーク（３） 林田球 800

KADOKAWA 7 ゾンビランドサガ　ANTHOLOGY ゾンビランドサガ製作委員会未定 KADOKAWA26 リアデイルの大地にて（３） 月見だしお/Ｃｅｅｚほか 未定 講談社 14 タマロワ　～100％金目当て　資産35億のイケメンを巡る訳アリ女達の玉の輿バトルロワイヤル～（５）山口ミコト/まりお 650 集英社 2 筋魂！ムキムキくん（１） 関井シモン 480 小学館 12 陽気なしめりけ（１） 緒木鈴人 627

KADOKAWA 8 弁当屋さんのおもてなし（１） 十峯なるせ/喜多みどり 未定 KADOKAWA26 社畜が異世界に飛ばされたと思ったらホワイト企業だった（５）結城鹿介/髭乃慎士 未定 講談社 14 私の恋で死んでくれ（２） 山川まち/としき 630 集英社 2 サマータイムレンダ（13） 田中靖規 630 小学館 12 灼熱カバディ（17） 武蔵野創 591

KADOKAWA 8 じしょへん（４） 久木ゆづる 未定 KADOKAWA26 わたしはサキュバスとキスをした（１） 白玉もち 未定 講談社 14 パリピ孔明（５） 四葉夕卜/小川亮 630 集英社 2 ハイパーインフレーション（１） 住吉九 630 小学館 12 ダンベル何キロ持てる？（12） ＭＡＡＭ/サンドロビッチ・ヤバ子591

KADOKAWA 8 BanG Dream！　ガルパ☆ピコ　コミックアンソロジー（３）ブシロード／ＢａｎＧ　Ｄｒｅａｍ！ガルパ☆ピコより未定 KADOKAWA26 最高なあたしの最強なろくでなし攻略法（２） 川上なち助 未定 講談社 14 アスペル・カノジョ（11） 萩本創八/森田蓮次 660 集英社 2 キン肉マン（74） ゆでたまご 440 小学館 12 侵略好意（４） 犬背九二郎 591

KADOKAWA 8 カードファイト！！　ヴァンガード　ターナバウト（１） 影山なおゆき/伊藤彰 未定 KADOKAWA26 死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く（３） 松風水蓮/彩峰舞人ほか未定 講談社 14 餓獣（６） 小池ノクト 630 集英社 2 ヘタリア　World ☆ Stars（５） 日丸屋秀和 900 小学館 12 妹はCIA（２） むうりあん 591

KADOKAWA 8 Thunderbolt Fantasyコミックアンソロジー　宴 Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔ未定 KADOKAWA26 本能寺から始める信長との天下統一（１） 未定/村橋リョウほか 未定 講談社 14 血まみれリグレット（１） 鳩野マメ 650 集英社 2 総理倶楽部（１） 日丸屋秀和/佐倉ケンイチほか900 小学館 12 茨城ごじゃっぺカルテット（２） 豚もう 591

KADOKAWA 9 転生隠者はほくそ笑む（１） 齋藤ちあき/住須譲治ほか未定 KADOKAWA26 家つくりスキルで異世界を生き延びろ（１） 日向ののか/小鳥屋エムほか未定 講談社 14 推しが隣で授業に集中できない！（１） 筒井テツ/菅原こゆび 650 集英社 2 キャプテン翼　KIDS DREAM（４） 高橋陽一/戸田邦和 460 小学館 12 私の夫は冷凍庫に眠っている（２） 高良百/八月美咲 591

KADOKAWA 9 こんちゅき（１） ｚｕｎｔａ/村田真哉 未定 KADOKAWA26 終末ツーリング（１） さいとー栄 未定 講談社 14 攻殻機動隊　THE HUMAN ALGORITHM（２） 藤咲淳一/吉本祐樹 1000 集英社 2 キャプテン翼　ライジングサン（15） 高橋陽一 460 小学館 12 ウソツキ皐月は死が視える（２） 了子 591

KADOKAWA 9 いろはにほエロ！（３） 横山コウヂ 未定 KADOKAWA26 魔々ならぬ（３） ゆーき 未定 講談社 14 笑顔のたえない職場です。（３） くずしろ 630 集英社 2 お迎えに上がりました。～国土交通省国土政策局　幽冥推進課～（５）竹林七草/桜井みわほか 650 小学館 12 君は放課後インソムニア（６） オジロマコト 591

KADOKAWA 9 僕のカノジョ先生（４） 孟倫＆星河蟹/鏡遊ほか未定 KADOKAWA26 まったく最近の探偵ときたら（９） 五十嵐正邦 未定 講談社 15 獣の六番（３） 永椎晃平 480 集英社 2 いともたやすく行われる十三歳が生きる為のお仕事（３）諸葛宙/さいがりゅう 650 小学館 12 へんなものみっけ！（６） 早良朋 591

KADOKAWA 9 どうやら私の身体は完全無敵のようですね（６） さばねこ/ちゃつふさほか 未定 KADOKAWA26 押して駄目なら押してみろ！（３） 廣瀬アユム 未定 講談社 15 不滅のあなたへ（15） 大今良時 480 集英社 2 道産子ギャルはなまらめんこい（５） 伊科田海 600 小学館 12 二月の勝者　―絶対合格の教室―（11） 高瀬志帆 591

KADOKAWA 9 商社マンの異世界サバイバル（１）～絶対人とはつるまねえ～五條さやか/餡乃雲ほか 未定 KADOKAWA26 キョーダイシャフル（１） すのはら風香 未定 講談社 15 ビッグシックス（６） 若生わこ/川 660 集英社 2 灼熱のニライカナイ（３） 田村隆平 440 小学館 12 ダンス・ダンス・ダンスール（20） ジョージ朝倉 591

KADOKAWA 9 今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。（１） かぜぱな/涼暮皐ほか 未定 KADOKAWA26 GT-giRl（１） 長谷見沙貴/ワイズスピーク未定 講談社 15 アスメシ（３） 見原由真/小川錦 630 集英社 2 BUILD KING（１） 島袋光年 460 小学館 12 さくらンボ 吉谷光平 618

KADOKAWA 9 トリニティセブン　7人の魔書使い（25） サイトウケンジ/奈央晃徳未定 KADOKAWA27 アルネの事件簿（４） 稲空穂/春紫 未定 講談社 15 愚者の星（５） 遠藤浩輝 660 集英社 2 その淑女は偶像となる（１） 松本陽介 630 小学館 12 パパは漫才師（６） シャンプーハットこいで 1091

KADOKAWA 9 トリニティセブン　アナスタシア聖伝（３） サイトウケンジ/Ｂｃｏｃａほか未定 講談社 15 アオハれ乙女（３） あかり/ハル 630 集英社 2 PSYCHO-PASS サイコパス3（３） 橋野サル 650 小学館 14 名探偵コナン　満月の夜の二元ミステリー 青山剛昌/トムス・エンタテインメント1182

KADOKAWA 9 植物魔法チートでのんびり領主生活始めます（１）前世の知識を駆使して農業したら、逆転人生始まった件さんねこ/りょうとかえほか未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 15 SHAMAN KING ＆a garden（１） 武井宏之/ジェット草村ほか650 集英社 2 傷だらけのピアノソナタ（２） 齋藤勁吾 630 小学館 14 名探偵コナン（99） 青山剛昌/月見隆士 454

KADOKAWA 9 裏崎さんは表野くんに伝えたい。（１） 今野龍之介 未定 講談社 1 さよなら私のクラマー（14） 新川直司 480 講談社 15 SHAMAN KING（33） 武井宏之 600 集英社 2 新テニスの王子様オフィシャルファンブック　氷帝学園　CALL許斐剛 700 小学館 14 名探偵コナン　絶海の探偵（１） 阿部ゆたか/丸伝次郎ほか454

KADOKAWA 9 蜘蛛ですが、なにか？（10） かかし朝浩/馬場翁ほか 未定 講談社 1 カードキャプターさくら　クリアカード編（10） ＣＬＡＭＰ 470 講談社 15 SHAMAN KING（34） 武井宏之 600 集英社 2 新テニスの王子様オフィシャルファンブック　立海大附属　STRENGTH許斐剛 700 小学館 14 名探偵コナン　絶海の探偵（２） 阿部ゆたか/丸伝次郎ほか454

KADOKAWA 9 蜘蛛ですが、なにか？　蜘蛛子四姉妹の日常（４） 馬場翁/グラタン鳥ほか 未定 講談社 5 月曜日のたわわ（１） 比村奇石 630 講談社 15 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（１） ひな姫/猫又ぬこほか 650 集英社 2 SAKAMOTO DAYS（１） 鈴木祐斗 440 小学館 14 名探偵コナン　JUSTICE PLUS SDB 青山剛昌/キャラメル・ママ 900

KADOKAWA 9 家が燃えて人生どうでも良くなったから、残ったなけなしの金でダークエルフの奴隷を買った。（１）ユズリハ/陸奥こはるほか未定 講談社 5 月曜日のたわわ（１）　青版 比村奇石 909 講談社 15 童貞絶滅列島（５） 川崎順平 650 集英社 2 2.5次元の誘惑（９） 橋本悠 600 小学館 14 名探偵コナン　灰原哀セレクション（上） 青山剛昌 836

KADOKAWA 9 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する（３） 皇ハマオ/月夜涙ほか 未定 講談社 6 明日のエサ　キミだから（６） 若杉公徳 660 講談社 15 くにはちぶ（11） 各務浩章 650 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（16） 三条陸/稲田浩司ほか 750 小学館 14 名探偵コナン　灰原哀セレクション（下） 青山剛昌 836

KADOKAWA 9 みかん氏短編集　ハッピーエンドはいらない みかん氏 未定 講談社 6 ドッペルさん（１） 大海たび 660 講談社 15 マズ飯エルフと遊牧暮らし（10） 大間九郎/ワタナベタカシ 650 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（17） 三条陸/稲田浩司ほか 700 小学館 16 トニカクカワイイ（15） 畑健二郎 454

KADOKAWA 9 不揃いの連理（４） みかん氏 未定 講談社 6 GOD OF DOG（４） 木村航 720 講談社 16 ボールルームへようこそ（11） 竹内友 480 集英社 2 出水ぽすかアートブック　『POSTCARD PLANET』 出水ぽすか 2400 小学館 16 BE BLUES！～青になれ～（43） 田中モトユキ/郁橋むいこ 454

KADOKAWA 9 Unnamed Memory（１） 古宮九時/越水ナオキほか670 講談社 6 首都高SPL（６） 楠みちはる 660 講談社 16 ダイヤのA act2（26） 寺嶋裕二 480 集英社 19 明日ちゃんのセーラー服（８） 博 600 小学館 16 ポンコツちゃん検証中（８） 福地翼 454

KADOKAWA12 王様ランキング（10） 十日草輔 未定 講談社 6 亜童（３） 天野雀 660 講談社 16 カッコウの許嫁（６） 吉河美希 480 集英社 19 ノー・ガンズ・ライフ（12） カラスマタスク 600 小学館 16 あおざくら　防衛大学校物語（20） 二階堂ヒカル 454

KADOKAWA12 伊豆漫玉エレジー 桜玉吉 未定 講談社 6 鬼の又鬼のアモ（３） 多田乃伸明 660 講談社 16 炎炎ノ消防隊（28） 大久保篤 480 集英社 19 ドラフトキング（８） クロマツテツロウ 600 小学館 16 絶対可憐チルドレン（61） 椎名高志 454

KADOKAWA12 未来人サイジョー（１） いましろたかし 未定 講談社 6 こはる　はる！（２） 新井春巻 630 講談社 16 東京卍リベンジャーズ（22） 和久井健 480 集英社 19 劣等眼の転生魔術師　～虐げられた元勇者は未来の世界を余裕で生き抜く～（６）柑橘ゆすら/峠比呂ほか 630 小学館 16 switch（12） 波切敦 454

KADOKAWA12 未来人サイジョー（２） いましろたかし 未定 講談社 6 神龍イデア（１） 連打一人 660 講談社 16 魔女に捧げるトリック（３） 渡辺静 480 集英社 19 劣等眼の転生魔術師　～虐げられた最強の孤児が異世界で無双する～（２）柑橘ゆすら/稍日向ほか 630 小学館 16 双亡亭壊すべし（23） 藤田和日郎 454

KADOKAWA12 未来人サイジョー（３） いましろたかし 未定 講談社 6 ケンシロウによろしく（３） ジャスミン・ギュ 630 講談社 16 カノジョも彼女（５） ヒロユキ 480 集英社 19 王立魔法学園の最下生～貧困街上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する～（１）柑橘ゆすら/長月郁 未定 小学館 16 よふかしのうた（７） コトヤマ 454

KADOKAWA12 高丘親王航海記（３） 近藤ようこ/澁澤龍彦 未定 講談社 6 ソウナンですか？（８） さがら梨々/岡本健太郎 630 講談社 16 彼女、お借りします（20） 宮島礼吏 480 集英社 19 キングダム（61） 原泰久 540 小学館 16 君は008（13） 松江名俊 454

KADOKAWA12 繭、纏う（４） 原百合子 740 講談社 6 セブン☆スターJT（２） 柳内大樹 660 講談社 16 黙示録の四騎士（１） 鈴木央 480 集英社 19 青年少女よ、春を貪れ。（１） 山田シロ彦 未定 小学館 16 天野めぐみはスキだらけ！（24） ねこぐち 454

KADOKAWA12 白湯白かばん作品集（仮） 白湯白かばん 未定 講談社 6 憂鬱リサイタル（１） てにおかひろし 660 講談社 16 テスラノート（１） 三宮宏太/西田征史ほか 480 集英社 19 スーサイドガール（３） 中山敦支 600 小学館 16 焼きたて！！ジャぱん～超現実～（４） 入江謙三/橋口たかし 600

KADOKAWA15 ブラザー・トラップ（７） 日向きょう 630 講談社 6 新装版　頭文字D（16） しげの秀一 1000 講談社 16 カンギバンカ（２） 恵広史/今村翔吾 480 集英社 19 銀河英雄伝説（20） 田中芳樹/藤崎竜 540 小学館 16 ぼくたちつきあってます…？（４） テンヤ 600

KADOKAWA15 好きと嫌いは紙一重 四隅 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（17） しげの秀一 1000 講談社 16 戦隊大失格（１） 春場ねぎ 480 集英社 19 私のHな履歴書みてください（６） 春輝 600 小学館 19 ガンバレッド×シスターズ（３） ミトガワワタル 600

KADOKAWA15 或る別れさせ屋の言い分 芥原圭 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（18） しげの秀一 1000 講談社 16 五等分の花嫁　フルカラー版（13） 春場ねぎ 700 集英社 19 TOUGH 龍を継ぐ男（20） 猿渡哲也 540 小学館 19 ジャジャ（29） えのあきら 600

KADOKAWA15 ハルタ　2021-APRIL（83） ハルタ編集部 未定 講談社 7 ドラゴン桜2 公式ガイドブック　アップデートしつづける勉強法で　東大へ行け！三田紀房/モーニング編集部1200 講談社 16 め組の大吾　救国のオレンジ（１） 曽田正人/冨山玖呂 670 集英社 19 ヴァルハラ・オティンティン館（１） 求嵐/萌木雄太 未定 小学館 19 貧民、聖櫃、大富豪（７） 高橋慶太郎 600

KADOKAWA15 峠鬼（４） 鶴淵けんじ 未定 講談社 7 ラブスコア（２） ＬＥＮ［Ａ－７］ 680 講談社 16 それでも歩は寄せてくる（７） 山本崇一朗 650 集英社 19 お義母さんスイッチ（３） 櫻太助 630 小学館 19 アカゴヒガン（２） 飯沼ゆうき 600

KADOKAWA15 ふしぎの国のバード（８） 佐々大河 未定 講談社 7 口移しの魔女たち（２） ヨシカゲ 660 講談社 20 辺境の老騎士　バルド・ローエン（７） 菊石森生/支援ＢＩＳ 660 集英社 19 MoMo ―the blood taker―（８） 杉戸アキラ 600 小学館 19 青のオーケストラ（９） 阿久井真 591

KADOKAWA16 初恋シトラス 未定 未定 講談社 7 バレてる！カクテルナイト（１） 高山としのり 660 講談社 20 東独にいた（４） 宮下暁 690 集英社 19 無駄飯食らい認定されたので愛想をつかし、帝国に移って出世する　～王国の偉い人にはそれが分からんのです～（１）相野仁/澄沢ソウタほか 630 小学館 19 ヒマチの嬢王（９） 茅原クレセ 591

KADOKAWA16 醜いΩ はカルマに啼く 珈伝 未定 講談社 8 ヒロインは絶望しました。（７） 千田大輔 480 講談社 20 異世界ひとっ娘動物園（２）　僕は絶滅危惧種の飼育員になりました藤原休樹（企画屋）/うめ丸 630 集英社 19 GANTZ:E（２） 奥浩哉/花月仁 630 小学館 19 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレムづくり（５）月見隆士/月夜涙ほか 591

KADOKAWA20 青騎士1号 入江亜季/森薫ほか 未定 講談社 8 花園さんちのふたごちゃん（３） 北島音奈 480 講談社 20 はたらくすすむ（４） 安堂ミキオ 660 集英社 19 ブルース（下） もんでんあきこ/桜木紫乃 600 小学館 19 魔王です。女勇者の母親と再婚したので＠comic（５）郁橋むいこ/森田季節ほか 591

KADOKAWA22 運命を信じない彼が言うには（２） おむ・ザ・ライス 未定 講談社 8 レッドカード（５） 市川マサ 660 講談社 20 魔女と野獣（８） 佐竹幸典 690 集英社 19 ボクらは魔法少年（６） 福島鉄平 630 小学館 19 実験島（２） 岩葉/ＭＩＴＡ 591

KADOKAWA23 ガールズ＆パンツァー　リボンの武者（16） 野上武志/鈴木貴昭ほか未定 講談社 8 この世界は不完全すぎる（３） 左藤真通 650 講談社 23 狩猟のユメカ（３） 古部亮 650 集英社 19 セーブ＆ロードのできる宿屋さん　～カンスト転生者が宿屋で新人育成を始めたようです～（５）稲荷竜/竹内じゅんやほか 630 小学館 19 来迎國／らいごうのくに（１） 玉野祐也/鈴木智 591

KADOKAWA23 やったねたえちゃん！（３） カワディＭＡＸ 未定 講談社 8 幼女とスコップと魔眼王（２） 茅田丸/丁々発止ほか 680 講談社 23 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件（１）クマガエ/宮澤ひしを 650 集英社 19 異世界に来た僕は器用貧乏で素早さ頼りな旅をする（３）紙風船/こちもほか 630 小学館 19 ツキトウサギ（１） 小虎 591

KADOKAWA23 黒のカミサマと白のアデプト（３） 柴嶺タカシ 未定 講談社 8 ラストオーダー（２） 松葉サトル/浜松春日ほか 680 講談社 23 創世のタイガ（８） 森恒二 650 集英社 19 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった！？）（２）みかみてれん/むっしゅほか630 小学館 19 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（９） 丸山恭右 800

KADOKAWA23 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（３） 井冬良/二丸修一ほか 未定 講談社 8 触手魔術師の成り上がり（３） 夜桜エレル/飯田栄静ほか650 講談社 23 K2（39） 真船一雄 650 集英社 19 昨日、助けていただいた魔導書です（３） 森田季節/福袋あけ美ほか650 小学館 19 異世界で神様になったので、だいたい何でもできる！！（６）高成利季 800

KADOKAWA23 魔技科の剣士と召喚魔王（15） 孟倫（ＳＤｗｉｎｇ）/三原みつきほか未定 講談社 8 妖怪アパートの幽雅な日常（22） 深山和香/香月日輪 680 講談社 23 CITY（13） あらゐけいいち 680 集英社 19 僕の未来は魔女の中 なかだまお 900 小学館 19 チート魔術で運命をねじ伏せる（４） 舵真秀斗/月夜涙ほか 591

KADOKAWA23 アキトはカードを引くようです（３） 川田両悟/よう太ほか 未定 講談社 8 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話（６）横田卓馬 630 講談社 23 ひらばのひと（１） 久世番子 650 集英社 19 来世ではちゃんとします（６） いつまちゃん 880 小学館 26 コーヒー＆バニラ（17） 朱神宝 440

KADOKAWA23 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？（７） ありかん/細音啓ほか 未定 講談社 8 時間停止勇者（５） 光永康則 680 講談社 23 ボールパークでつかまえて！（２） 須賀達郎 650 集英社 19 ジャックジャンヌ　Complete Collection―sui ishida works―石田スイ 未定 小学館 26 37.5℃の涙（21） 椎名チカ 440

KADOKAWA23 じいさんばあさん若返る（３） 新挑限 未定 講談社 8 ウイルス転生から始まる異世界感染物語（１） 結城絡繰/ピロ汰 650 講談社 23 ヒラエスは旅路の果て（１） 鎌谷悠希 650 集英社 23 嘘つきオメガの噛ませ方 めがね 690 小学館 26 スパイスとカスタード（10）（完） 宇佐美真紀 440

KADOKAWA23 このヒーラー、めんどくさい（３） 丹念に発酵 未定 講談社 8 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。（２）西田拓矢/海空りく 650 講談社 23 ドラゴン桜2（16） 三田紀房 650 集英社 23 俺の最推しをキミに捧ぐ！ ハシモトミツ 690 小学館 26 Bite Maker ～王様のΩ ～（７） 杉山美和子 440

KADOKAWA23 アビス・コーリング　元廃課金ゲーマーが最低最悪のソシャゲ異世界に召喚されたら（２）野村エージ/槻影ほか 未定 講談社 8 シンデレラは探さない。（２） クロ/天道源ほか 680 講談社 23 リスタート！～34歳ゲームディレクターのつよくてニューゲーム～（１）坂木原レム 650 集英社 23 安全でない僕たちは 奏島ゆこ 780 小学館 26 クイーンズ・クオリティ（14） 最富キョウスケ 440

KADOKAWA23 洞窟王からはじめる楽園ライフ　～万能の採掘スキルで最強に！？～（２）出店宇生/苗原一ほか 未定 講談社 8 交換漫画日記（２） 町田とし子 680 講談社 23 クッキングパパ（157） うえやまとち 650 集英社 23 センチメンタル　キス（３） 小森みっこ 440 小学館 26 ないものねだりの恋たちは（１） 桃川紗奈 440

KADOKAWA23 某大手ダンジョンをクビになったので、実家のダンジョンを継ぎました。（３）天上涼太郎/雉子鳥幸太郎ほか未定 講談社 8 無号のシュネルギア（４） 高田裕三 650 講談社 23 カバチ！！！―カバチタレ！3―（31） 田島隆/東風孝広 650 集英社 23 兄が彼氏で、ごめん。（２） 細堀ゆかり 未定 小学館 26 チョコレート・ヴァンパイア（16） くまがい杏子 440

KADOKAWA23 最低皇子たちによる皇位争『譲』戦　～貧乏くじの皇位なんて誰にでもくれてやる！～（２）鹿乃快楽/榎本快晴ほか未定 講談社 8 恋は世界征服のあとで（３） 野田宏/若松卓宏 660 講談社 23 束の間の一花（１） タダノなつ 680 集英社 23 Papa told me Cocohana ver.9 榛野なな恵 440 小学館 26 異世界魔王は腐女子を絶対逃がさない（２） 池山田剛 440

KADOKAWA23 イタリア人の女の子が居候することになった（２） ハミタ 未定 講談社 8 メイドの岸さん（３） 柏木香乃 650 講談社 23 えんまさんちのケルベロス（３） リベンセイ 900 集英社 23 かわいすぎる男子がお家で待っています（５） 高瀬わか 600 小学館 26 青春ヘビーローテーション（５） 水瀬藍 440

KADOKAWA24 D・N・ANGEL New Edition（７） 杉崎ゆきる 1800 講談社 8 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまった件（５）外池達宏/中山雅史ほか 650 講談社 23 無限の住人～幕末ノ章～（４） 滝川廉治/陶延リュウほか 660 集英社 23 ふつうな僕らの（６） 湯木のじん 460 小学館 26 不埒な蕾（２） 真村ミオ 440

KADOKAWA24 D・N・ANGEL New Edition（８） 杉崎ゆきる 1800 講談社 9 杖と剣のウィストリア（１） 大森藤ノ/青井聖 480 講談社 23 スポットライト（２） 三浦風 660 集英社 23 ひなたのブルー（５） 目黒あむ 440 小学館 26 花嫁Reスタート（１） 京町妃紗 454

KADOKAWA24 僕のジェミニ（１） 森川侑 未定 講談社 9 最果て寮のベネトナシュ（１） 大熊サイヤ 480 講談社 26 D4DJ ―The starting of Photon Maiden―（１） 紅野あつ/ブシロードほか 650 集英社 23 から騒ぎ 河原和音 未定 小学館 28 デュエル・マスターズ　キング（４） 松本しげのぶ 454

KADOKAWA24 百年と魔女（１） ハラヤス 未定 講談社 9 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術学院に入学する（３）佐々木宣人/御子柴奈々ほか650 講談社 30 人形の国（８） 弐瓶勉 680 集英社 23 おとななじみ（６） 中原アヤ 440 小学館 28 ネコサカ！（２） おおばあつし 454

KADOKAWA24 お女ヤン！！　イケメン☆ヤンキー☆パラダイス（14）貴里みち/岬 未定 講談社 9 可愛いだけじゃない式守さん（８） 真木蛍五 650 講談社 30 新装版　バイオメガ（１） 弐瓶勉 2980 集英社 23 僕のオリオン（５） 川端志季 460 小学館 28 怪獣侍（２） 木村風太 454

KADOKAWA26 東方酔蝶華　～ロータスイーター達の酔醒（２） ＺＵＮ/水炊き 未定 講談社 9 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（２）かのう寛人/萩鵜アキほか 650 講談社 30 小説　シドニアの騎士 アサウラ/末弥純ほか 900 集英社 23 ハニーレモンソーダ（16） 村田真優 440 小学館 28 やりすぎ！！！　イタズラくん（５） 吉野あすみ 454

KADOKAWA26 アイドルマスター　シャイニーカラーズ4コマ劇場（１）（仮）未定/バンダイナムコエンターテインメント未定 講談社 9 堂島くんは動じない（１） ぱんやかわ 650 集英社 23 孤食ロボット（７） 岩岡ヒサエ 630 小学館 28 名探偵コナン　特別編　闇夜の追撃手 太田勝/窪田一裕ほか 454

KADOKAWA26 アイドルマスター　シャイニーカラーズ（３） バンダイナムコエンターテインメント/しのざきあきら未定 講談社 9 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（１） 原口鳳汰/カラユミほか 650 集英社 23 たっぷりのキスからはじめて（３） 梨花チマキ 660 小学館 28 ポケモン4コマ学園（６） 山下たかひろ 454

KADOKAWA26 小説　機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ（下）　新装版富野由悠季 未定 講談社 12 お文具といっしょ　その4 お文具 1000 集英社 23 ハレルヤベイビー（２） 仔縞楽々 720 小学館 28 ロボの王子様 槙吾 454

KADOKAWA26 機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ（１） さびしうろあき/矢立肇・富野由悠季未定 講談社 13 東京ミュウミュウ　オーレ！（４） 青月まどか/講談社 470 集英社 23 ケイ×マイ　ぼくと妹のハチャメチャ日記（１） 伊藤いと 未定 小学館 28 Splatoon（14） ひのでや参吉 609

KADOKAWA26 機動戦士Zガンダム　Define シャア・アズナブル　赤の分水嶺（18）北爪宏幸/矢立肇ほか 未定 講談社 13 ぼくらのスタア☆ガール（３） 那波マオ 480 集英社 23 都会の妖精たち ｉｃｈｉｄａ 900 小学館 28 水色時代　ベストセレクション　MU・JA・KI やぶうち優 440

KADOKAWA26 異世界迷宮でハーレムを（７） 氷樹一世/蘇我捨恥（ヒーロー文庫／主婦の友インフォス）ほか未定 講談社 13 となりのオトナくん（３） るかな 450 集英社 30 地獄楽（13） 賀来ゆうじ 440 小学館 28 大人はわかってくれない。（３） まいた菜穂 440

KADOKAWA26 すべての人類を破壊する。それらは再生できない。（７）横田卓馬/伊瀬勝良 未定 講談社 13 ウソ婚（７） 時名きうい 500 集英社 30 地獄楽　解体新書 賀来ゆうじ 900 小学館 28 ショコラの魔法～under glace～ みづほ梨乃 440

KADOKAWA26 治癒魔法の間違った使い方　～戦場を駆ける回復要員～（８）九我山レキ/くろかたほか未定 講談社 13 阿部くんに狙われてます（７） 岩井あき 450 集英社 30 アンデッドアンラック（６） 戸塚慶文 440 小学館 28 トゥインクル☆キッチン きたむらゆうか 440

KADOKAWA26 田舎のホームセンター男の自由な異世界生活（６） うさぴょん/古来歩ほか 未定 講談社 13 きみはかわいい女の子（13） いちのへ瑠美 450 集英社 30 マッシュル―MASHLE―（６） 甲本一 440 小学館 30 夏目アラタの結婚（５） 乃木坂太郎 591

集英社 30 仄見える少年（３） 後藤冬吾/松浦健人 440 小学館 30 栄一（２） 町田翠 591

集英社 30 BORUTO-ボルト-　-NARUTO NEXT GENERATIONS-（14）岸本斉史/池本幹雄ほか 440 小学館 30 横須賀こずえ（４） 小田扉 591

集英社 30 遊☆戯☆王SEVENS ルーク！　爆裂覇道伝！！（１）杉江翼 未定 小学館 30 ハーラーダービー（３） 水上あきら/森高夕次 591

集英社 30 鴨乃橋ロンの禁断推理（２） 天野明 600 小学館 30 正直不動産（11） 大谷アキラ/夏原武ほか 591

集英社 30 トマトイプーのリコピン（４） 大石浩二 440 小学館 30 南風原カーリングストーンズ（４） なかいま強 591

集英社 30 デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い（１） 平方昌宏 未定 小学館 30 しょうもない僕らの恋愛論（６） 原秀則 591

集英社 30 アイテルシー（１） 稲岡和佐 440 小学館 30 フォーシームNEXT（４） さだやす圭 591

集英社 30 左ききのエレン（16） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 460 小学館 30 世界は半分になった（２） くれよんカンパニー 591

集英社 30 夜桜さんちの大作戦（８） 権平ひつじ 440 小学館 30 しっぽの声（９） ちくやまきよし/夏緑ほか 591

集英社 30 めいしす！！！　トラブルメイドシスターズ（１） 永田愁 未定 小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（６） 中村真理子/リチャード・ウー591

集英社 30 赤面しないで関目さん（１） 時田時雨 未定 小学館 30 風の大地（80） かざま鋭二/坂田信弘 591

集英社 30 オトメの帝国（16） 岸虎次郎 630 小学館 30 フルーツ宅配便（13） 鈴木良雄 591

小学館 30 赤狩り　THE RED RAT IN HOLLYWOOD（９） 山本おさむ 591

小学館 30 結婚アフロ田中（10） のりつけ雅春 591

小学館 30 子育てアフロ田中 のりつけ雅春 909

小学館 30 岳　完全版　第7集 石塚真一 1545

小学館 30 もふもふ（３） 森栗丸 682

小学館 30 あさドラ！（５） 浦沢直樹 700

小学館 30 ひねもすのたり日記　第4集 ちばてつや 1200

小学館 30 ちばてつや短編集 ちばてつや 1500

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 予定日チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価
秋田書店 8 AIの遺電子　Blue Age（１） 山田胡瓜 630 キルタイムコミュニケーション28 あくヨメ（４） マツダユウスケ 630 祥伝社 24 onBLUE（52） アンソロジー 909 宝島社 9 生活魔術師達、天空城に挑む 川上ちまき/丘野境界ほか 690 双葉社 27 リバーエンド・カフェ（８） たなか亜希夫 680
秋田書店 8 チキン（32）「ドロップ」前夜の物語 井口達也/歳脇将幸 454 キルタイムコミュニケーション28 ポンコツ女神の異世界創世録（５） 金光鉉/林達永 630 心交社 15 バスタイムロマンス 来栖メロ 640 大誠社 16 依存～女たちは愛を奪い合う～（上） 光原ひつじ 618 双葉社 27 女性の死に方 あらいぴろよ/西尾元 818
秋田書店 8 魔入りました！入間くん（21） 西修 454 キルタイムコミュニケーション28 美女と賢者と魔人の剣（２） モティカ/片遊佐牽太 630 スコラマガジン28 （成）年下くんは初めてよ あさぎ龍 1182 大誠社 16 依存～女たちは愛を奪い合う～（下） 光原ひつじ 636 双葉社 28 麻雀放浪記　風雲篇（１） 嶺岸信明/阿佐田哲也ほか670
秋田書店 8 魔界の主役は我々だ！（５） 津田沼篤/西修ほか 454 キルタイムコミュニケーション28 JKからやり直すシルバープラン（４） 李惠成/林達永 630 スクウェア・エニックス7 俺の現実は恋愛ゲーム？？　～かと思ったら命がけのゲームだった～（11）わるいおとこ/彭傑＆奈栩（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌａｎｄ）ほか600 ティーアイネット2 （成）若妻ネトラレ性交録 紫吹おろし 1018 双葉社 30 転職の神殿を開きました（３） 吉沢はたろう/土鍋 640
秋田書店 8 もういっぽん！（12） 村岡ユウ 454 クロエ出版 2 （成）四姉妹は弟とハーレムしたい！ ぽやむ 1018 スクウェア・エニックス7 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う（５）深山鈴/茂村モト 600 ティーアイネット2 （成）姉妹ハーレム（シロハート）ぱらどっくす 潮風サンゴ 1018 双葉社 30 転生先が残念王子だった件　～今は腹筋1回もできないけど痩せて異世界救います～（１）らた/回復師 640
秋田書店 8 あっぱれ！浦安鉄筋家族（９） 浜岡賢次 454 クロエ出版30 （成）甘えん母～うちのママ、フェロモンがピークで?殖期～零狸 1018 スクウェア・エニックス7 二度転生した少年はSランク冒険者として平穏に過ごす　～前世が賢者で英雄だったボクは来世では地味に生きる～（４）十一屋翠/がおうほか 600 ティーアイネット8 （成）女教師5人と僕1人 おたらい零 1018 双葉社 30 ハズレスキル『ガチャ』で追放された俺は、わがまま幼馴染を絶縁し覚醒する（１）ヱシカ／ショーゴ/木嶋隆太640
秋田書店 8 SHY（８） 実樹ぶきみ 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 おいしすぎて深刻なエラーが発生しました。（２）（完）高橋すぎな 630 スクウェア・エニックス7 そうだ、売国しよう～天才王子の赤字国家再生術～（３）鳥羽徹/えむだほか 600 ティーアイネット30 （成）ケツリーダー 有賀冬 1018 双葉社 30 その門番、最強につき～追放された防御力9999の戦士、王都の門番として無双する～（１）あまなちた/友橋かめつ 640
秋田書店 8 クワトロバッテリー（４） 高嶋栄充 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 ご飯つくりすぎ子と完食系男子（７） 揚立しの 650 スクウェア・エニックス7 乙女ゲーのモブですらないんだが（２） 玉露/日芽野メノ 600 ティーアイネット30 （成）ボクの生ハメ義母 じゃみんぐ 1018 双葉社 30 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。（７）高上優里子/向日葵 640
秋田書店 8 BEAST COMPLEX Ⅱ 板垣巴留 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 クラスが異世界召喚されたなか俺だけ残ったんですが（４）サザンテラス/上田キクほか630 スクウェア・エニックス7 処刑された賢者はリッチに転生して侵略戦争を始める（２）結城絡繰/國友翔太郎ほか600 ティーアイネット30 （成）寝取られた人妻 しょむ 1018 双葉社 30 クラス転移で俺だけハブられたので、同級生ハーレム作ることにした（４）もりたかたかし/新双ロリス640
秋田書店 8 吸血鬼すぐ死ぬ（17） 盆ノ木至 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 おっさんのリメイク冒険日記（５）～オートキャンプから始まる異世界満喫ライフ～緋色優希/小池えいらくほか650 スクウェア・エニックス7 誰かを呪わずにいられないこの世界で（３） 木場健介/うるまなつこ 600 TOブックス 1 おかしな転生（６）最強パティシエ異世界降臨 飯田せりこ 600 文苑堂 30 （成）砂糖菓子より甘いこと。 こしの 1100
秋田書店 8 家庭教師なずなさん（４）（完） 縁山 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 結界師への転生（４） 片岡直太郎/装一ほか 630 スクウェア・エニックス7 異世界転生で賢者になって冒険者生活　～【魔法改良】で異世界最強～（１）進行諸島/神名ゆゆほか 600 TOブックス 1 呪印の女剣士＠COMIC（１） 深津/はーみっと 640 文苑堂 30 （成）中出しのすゝめ そら豆さん 1100
秋田書店 8 ハリガネサービスACE（11） 荒達哉 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 異世界で年下騎士に世話を焼かれています 猫乃森シマ 660 スクウェア・エニックス7 公爵令嬢ティアレシアの復讐～悪魔の力、お借りします～（１）奏舞音/白木苺ほか 600 TOブックス15 Laurus異世界偏愛コミックアンソロジー（２） 緒里たばさ/ｍａｓｈａ 640 フロンティアワークス12 誰かこの状況を説明してください！　～契約から始まるウェディング～（５）木野咲カズラ/徒然花 720
秋田書店 8 あつまれ！ふしぎ研究部（11） 安部真弘 454 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 ご成婚おめでとうございます。 秋葉東子 660 スクウェア・エニックス7 ラスボス、やめてみた　～主人公に倒されたふりして自由に生きてみた～（１）坂木持丸/つきやまなみきほか600 TOブックス15 異世界は幸せ（テンプレ）に満ち溢れている＠COMIC（２）ｃｈｉＹＯＭＩ/羽智遊紀 640 フロンティアワークス15 うさぎは正義（９） 井口病院 627
秋田書店 8 永遠の陽射しの屍（２） 森田将文 630 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 チャンネル登録よろしくね（シロハート） 三尾じゅん太 630 スクウェア・エニックス12 乙女ゲー転送、俺がヒロインで救世主！？（３）武凪知/辻本ユウ 600 TOブックス15 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。＠COMIC（２）蕗野冬/ほのぼのる５００ 640 フロンティアワークス16 銭（インチキ）の力で、戦国の世を駆け抜ける。（１）広石匡司/Ｙ．Ａ 600
秋田書店 8 ノー・レセプション（１）～電波の無い国～ ＫＭＤ/オクショウほか 630 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 カリギュラの恋 みちのくアタミ 760 スクウェア・エニックス12 戦隊レッド　異世界で冒険者になる（１） 中吉虎吉 636 TOブックス15 フェンリル母さんとあったかご飯＠COMIC（３）佐藤夕子/はらくろ 640 フロンティアワークス16 魔獣密猟取締官になったんだけど、保護した魔獣に喰われそうです。（１）けんいちさん太郎/飛野猶 600
秋田書店 8 先輩は刑事パイ（１） サブリック 630 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 しっぽの恋 土田はる 680 スクウェア・エニックス12 ワンルーム、日当たり普通、天使つき。（１） ｍａｔｏｂａ 600 TOブックス15 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第二部　本のためなら巫女になる！（５）鈴華/香月美夜 600 フロンティアワークス22 パパとわたしとあゆむちゃん ぴい 673
秋田書店 8 FAKE MOTION ―卓球の王将―（２） 高橋伸輔/汐留ヱビス商店街「ＦＡＫＥＭＯＴＩＯＮ－卓球の王将－」630 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 凸凹シュガーデイズ（もう一回！） 湯煎温子 700 スクウェア・エニックス12 魔界帰りの劣等能力者（１） たすろう/鳥飼やすゆきほか600 徳間書店 13 壁サー同人作家の猫屋敷くんは承認欲求をこじらせている（２）ミナモトカズキ 720 フロンティアワークス22 ためいきセックスレモネード 箱石タミィ 673
秋田書店 8 FAKE MOTION ―卓球の王将―（３）（完） 高橋伸輔/汐留ヱビス商店街「ＦＡＫＥＭＯＴＩＯＮ－卓球の王将－」630 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 あなたに捧げる私のごはん（２）（完） 松田洋子 700 スクウェア・エニックス12 伝説の竜装騎士は田舎で普通に暮らしたい　～SSSランク依頼の下請け辞めます！～（３）タック/丸智之ほか 600 徳間書店 13 君の筆を折りたい（１） 河原シノ 720 フレックスコミックス12 お湯でほころぶ雪芽先輩（１） 三簾真也 660
秋田書店 16 君の歌声にキスを（２） 薫原好江 600 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売24 リターン漆黒のゴースト　リカ 五十嵐貴久/玄田げんた 680 スクウェア・エニックス12 サイコパス彼女と崩壊する僕の日常（２） Ｋｆｕｍｉ/ＨＵＩＬＡＭＳＩ　（ＦＡＮＦＡＮ　ＣＯＭＩＣ）ほか600 徳間書店 13 独身サラリーマン鈴木の生態（２） 鈴木マ球 900 フレックスコミックス12 手玉に取りたい黒木屋さん（２） ポロロッカ 630
秋田書店 16 偽装結婚のススメ（４）～溺愛彼氏とすれちがい～雨宮榮子 600 コスミック出版15 ハッピー・オメガ・バース 九尾かや 690 スクウェア・エニックス12 八乙女の心の中の俺がヤバイ件（２） もゆる 600 徳間書店 24 月曜九時の恋人 ヤマヲミ 640 プランタン出版発行／フランス書院発売6 子づくり温泉　契約結婚なのに、新婚旅行がイチャ甘すぎます！（仮）アルミ缶/兎山もなか 未定
秋田書店 16 私の着せ替えアイドル様（５）（完） 小島美帆子 600 コスミック出版15 初恋ワイルドビースト 竹若トモハル 680 スクウェア・エニックス12 白蛇様の花嫁（１） 佐保里 600 徳間書店 24 SHOW TIME！ 厘てく 640 プランタン出版発行／フランス書院発売28 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（77）（仮）座裏屋蘭丸/ｎｏｊｉほか 未定
秋田書店 16 地を這う者に翼はいらぬ（１） 鳶田瀬ケビン 700 コスミック出版30 ハツコイ・リセット（４） 黒田うらら 648 スクウェア・エニックス22 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（７）豊田悠 818 徳間書店 24 瑠璃色で君を飾って 緒芋みお 640 プランタン出版発行／フランス書院発売28 スズヘビ求愛論（仮） 夏生んな 未定
秋田書店 16 クジラの子らは砂上に歌う（19） 梅田阿比 454 コアマガジン2 逢縁カタルシス 大島かもめ 685 スクウェア・エニックス22 元カレが腐男子になっておりまして。（６） 麦芋 818 日本文芸社8 中卒労働者から始める高校生活（15） 佐々木ミノル 680 プランタン出版発行／フランス書院発売28 駅弁列車、きみんち行き（仮） エイタツ/夕映月子 未定
秋田書店 16 写楽心中　少女の春画は江戸に咲く（４）（完）会田薫 600 コアマガジン2 今日、別れます 河合あめ 685 スクウェア・エニックス22 氷属性男子とクールな同僚女子（４） 殿ヶ谷美由記 818 日本文芸社8 高嶺のハナさん（４） ムラタコウジ 680 ブライト出版16 そんな顔して、誘ってる？～溺愛社長と身代わりお見合い結婚！？～（１）七月モトミ 664
秋田書店 16 ぼんくら陰陽師の鬼嫁（２） 秋田みやび/遠野由来子 600 コアマガジン24 刺青男と尻軽男 御茶漬わさび 685 スクウェア・エニックス22 ヨルハ　真珠湾降下作戦記録（１） ヨコオタロウ/空路恵 600 日本文芸社8 ボタボタ 板垣巴留 700 ふゅーじょんぷろだくと24 落ちこぼれα とエリートΩ ととふみ 800
秋田書店 16 0のコネクション（２） 風間宏子 680 コアマガジン24 そのままで、かわいい。 神田猫 685 スクウェア・エニックス22 好きな子がめがねを忘れた（７） 藤近小梅 600 日本文芸社8 ガンニバル（10） 二宮正明 680 ふゅーじょんぷろだくと24 さよなら恋人、またきて友だち～宮内ユキについて～（３）ｙｏｈａ 700
秋田書店 16 しあわせは食べて寝て待て（１） 水凪トリ 680 コアマガジン26 （成）照れ（シロハート）わーく～本日の業務はSEXです（シロハート）～ねこあか 1182 スクウェア・エニックス22 弱キャラ友崎くん―COMIC―（６） 屋久ユウキ/フライほか 600 日本文芸社19 白竜HADOU（22） 天王寺大/渡辺みちお 680 ふゅーじょんぷろだくと24 私立帝城学園　―四逸―（３） 夏下冬 700
秋田書店 16 酒と恋には酔って然るべき（６） はるこ 680 コアマガジン30 （成）僕らの潜水性活 ＤＹＴＭ 1182 スクウェア・エニックス22 死神様に最期のお願いをRE（５） 山口ミコト/古代甲 618 日本文芸社19 今宵、妻が。（12） 佐野タカシ 680 ふゅーじょんぷろだくと24 有休オメガ　三三九度 藤峰式 750
秋田書店 16 恋にならないシェアハウス（３）（完） 望月桜 680 コアマガジン30 （成）チェリージェリー キリヤマ太一 1600 スクウェア・エニックス24 聖樹のパン（11） 山花典之/たかはし慶行 600 日本文芸社28 監禁婚～カンキンコン～（７） 近藤しぐれ 680 ふゅーじょんぷろだくと24 BABY（46） アンソロジー 980
秋田書店 16 社長のおやつには私をお召し上がりください～賞味期限は3か月～克本かさね 680 コアミックス20 いくさの子　―織田三郎信長伝―（16） 原哲夫/北原星望 620 スクウェア・エニックス24 その着せ替え人形は恋をする（７） 福田晋一 600 日本文芸社28 CUFFSカフス－傷だらけの街－（６） 東條仁 680 ぶんか社 5 転生した受付嬢のギルド日誌（２） 桝多またたび/Ｓｅｉｃａ 630
秋田書店 20 フランケン・ふらんFrantic（４） 木々津克久 630 コアミックス20 マザーパラサイト（２） 佐藤洋寿 600 スクウェア・エニックス24 デッドマウント・デスプレイ（７） 成田良悟/藤本新太 618 日本文芸社28 ゴールデン・ガイ（３） 渡辺潤 680 ぶんか社 14 群馬犬！（１） 安西理晃 745
秋田書店 20 人狼機ウィンヴルガ（９） 綱島志朗 630 メディアソフト発行／三交社発売5 いっしょに暮らそう 斑まだ 650 スクウェア・エニックス24 EAR'S GIFT ―みみかき先生―（１） 九月タカアキ 600 日本文芸社28 天牌（109） 来賀友志/嶺岸信明 680 ぶんか社 14 アラサー美女は地味女に餌付けされる（１） 梨尾 745
秋田書店 20 聖闘士星矢セインティア翔（15） 車田正美/久織ちまき 630 メディアソフト発行／三交社発売5 コワモテ店主の溺愛仕込み　元ヤクザはドSで絶倫（１）たまちたま 660 スクウェア・エニックス24 さわらぬふたりはナニをする（１） ホリチカ 600 日本文芸社28 アズールレーン　THE ANIMATION 碧き航路にバカンスを（１）がなり龍 700 ぶんか社 14 マチ姉さんのポンコツおとぎ話アワー 安堂友子 818
秋田書店 20 聖闘士星矢EPISODE.Gレクイエム（１） 車田正美/岡田芽武 870 英和出版社発行／三交社発売9 史郎くんのいちばんめ。（１） 田中森よこた 680 スクウェア・エニックス24 だぶるぶる　―Double Bull―（１） 戌森四朗 600 日本文芸社28 異世界大奥でJKは恋をする（１） 大井昌和 700 ぶんか社 15 鮫淵さんのお気に入り！？隣人は一途で甘い強面男子花田 662
秋田書店 20 神呪のネクタール（11） 吉野弘幸/佐藤健悦 630 三交社 23 下僕さまの言うとおり おち 727 スクウェア・エニックス24 マーダーロック　―殺人鬼の凶室―（１） 水城水城/Ｋｏ－ｄａｉ 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 LIBER-リベル-異質犯罪捜査係（３）（完） 倉薗紀彦 870 ぶんか社 15 「襲ってないよ？…愛撫だけ」　世話焼きオーナーの甘い策略うた乃 676
秋田書店 20 大阪MADファミリー（５） 信長アキラ 630 三交社 23 whisper＆mellow ―ウィスパーアンドメロウ―（１）いせざき 727 スクウェア・エニックス24 ゴブリンスレイヤー（11） 蝸牛くも/黒瀬浩介ほか 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 リトル・ロータス（６）（完） 西浦キオ 620 ぶんか社 15 俺様シークの花嫁奴隷（３） 夏生恒 648
秋田書店 20 ぱンすと。（10） 岡田和人 630 メディアソフト発行／三交社発売23 愛と呼ぶにはまだ青い 吉井ハルアキ 660 スクウェア・エニックス24 ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン（７） 蝸牛くも/栄田健人ほか 618 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 鬼畜島（16） 外薗昌也 580 ぶんか社 28 （元）ヤクザは紳士で猛獣　同棲したら秒で食べられちゃいました！（２）田尾裸べっちー 648
秋田書店 20 公道ウルフ（３） 野口賢 600 メディアソフト発行／三交社発売23 先輩、恋をおしえてよ ジョゼ 660 スクウェア・エニックス24 ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》（３）蝸牛くも/青木翔吾ほか 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 信者～ファン 髙橋一仁 620 ぶんか社 28 欲望出張ホテル はるこ 648
秋田書店 20 マトリと狂犬―路地裏の男達―（２） 田島隆/マサシ 630 メディアソフト発行／三交社発売23 ポルノ・タトゥー ともち 660 スクウェア・エニックス24 魔法少女特殊戦あすか（14） 深見真/刻夜セイゴほか 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 灰色の季節、箱庭で（３）（完） はみ 660 ぶんか社 28 オジサマ（※ヤクザ）は甘いものがお好き 鈴川みなと 662
秋田書店 20 デメキン（27） 佐田正樹/ゆうはじめ 630 三和出版 30 （成）筆おろしハーレム大乱交（シロハート） 後藤寿庵 1182 スクウェア・エニックス24 おいしい給食（１） 麻生我等/ＡＭＧ出版 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 君とメリーバッドエンド（２） 時雨さよ 580 芳文社 1 寒がりに雪（２） 吉近イチ 670
秋田書店 20 死にたがりの復讐者（２） あまね水咲 630 三和出版 30 （成）犯ろう系（ベタハート）女子 瀬戸らいお 1182 スクウェア・エニックス27 地縛少年　花子くん（15） あいだいろ 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 ポップコーン・カウボーイ（１） 眠田瞼 580 芳文社 1 恋質屋（１） 光橋あづみ/芝田わん 670
秋田書店 20 エロティック×アナボリック（２） あちゅむち 630 ジーオーティー26 （成）じぇいけい穴る？ 久遠 1100 スクウェア・エニックス27 妖怪学校の先生はじめました！（11） 田中まい 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 うそつきなテトラ（２） ななのいち 620 芳文社 1 ILY.　（アイリ）（１） なるめ 890
秋田書店 20 私には5人の毒親がいる（２） ぐいこ/樹生ナト 630 ジーオーティー26 （成）J系制服女子えっちしよ～濃厚性交ハメハメどっぴゅん～たくろう 1000 スクウェア・エニックス27 魔法女子学園の助っ人教師（５） 東導号/藤本桜ほか 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 リベンジ・ラブ（３） ちーにょ 800 芳文社 5 男の密会はベッドの中で 藤崎こう 680
秋田書店 20 漫画　多動力～異世界で元ブラック企業底辺SEがロケットを飛ばすまで～（１）堀江貴文/村瀬佳子 630 ジーオーティー30 （成）誘惑ミルフィーユ ぱんちらステーキ 1100 スクウェア・エニックス27 紅い霧の中から（２） 野原もさえ 600 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 過去を見る花（２） セイ 800 芳文社 5 女装レイヤーが上司にバレたらしぬる 斎藤屑 680
秋田書店 20 高嶺の華は乱れ咲き（４） いとうえい 600 ジーオーティー30 （成）むちむちぱいおにあ みさおか 1000 スクウェア・エニックス27 『ディズニー　ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミック（２）ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社1000 Jパブリッシング19 セックスはテストプレイに入りますか！？ 甘味みつ 648 芳文社 5 マギア☆レポート（４） Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/ＰＡＰＡ1000
秋田書店 20 アタマの中のアレを食べたい（２） アサギユメ 1000 ジーオーティー30 （成）幼なじみで恋人の彼女とシたいことぜんぶたかしな浅妃 1100 スターツ出版16 お気の毒さま、今日から君は俺の妻（３） 孝野とりこ/あさぎ千夜春 640 Jパブリッシング19 恋して　キスして　かんじゃいたい 東条さかな 648 芳文社 7 らいか・デイズ（29） むんこ 690
茜新社 27 （成）5の2のこいばな。 まやふふ（賢） 1100 ジーオーティー30 コーポ・ア・コーポ（３） 岩浪れんじ 700 スターツ出版16 -50kgのシンデレラ（５） 紅月りと。/望月いく 640 Jパブリッシング20 残り物には福がある。（１） 御茶まちこ/日向そら 699 芳文社 7 うららのパンツは店長を困らせる（２） ｓａｋｕ 690
茜新社 27 （成）女のコはその指の動きに弱いんです 嶺本八美 1100 ジーオーティー30 しまいまい ふぁっ熊 745 スターツ出版23 転生王女のまったりのんびり！？異世界レシピ（１）池知奈々/雨宮れん 640 Jパブリッシング20 異世界トリップの脇役だった件 椎名咲月/葉月クロル 699 芳文社 7 めい　be love（１） いちかわ壱 690
茜新社 27 （成）ラブラブ抱っこしよ（ベタハート） ポンスケ 1100 ジーオーティー30 全メ連　horny BAAAD やんちゃ 720 スターツ出版23 破滅エンドまっしぐらの悪役令嬢に転生したので、　おいしいご飯を作って暮らします（１）七緒たつみ/和泉あや 640 Jパブリッシング23 お金ならあります 桜庭ちどり 699 芳文社 12 ゆるキャン△（12） あｆろ 630
茜新社 27 （成）年上の少女はお好きですか？ 大嘘 1200 少年画報社1 デラックスねこぱんち　キジトラ猫の小梅さん　2021ほしのなつみ 640 スターツ出版23 悪役令嬢って何をすればいいんだっけ？（１） 相良なほ/ｓｏｙ 640 Jパブリッシング23 タテガミに愛羅武勇 鯨田ヒロト 699 芳文社 15 信長のシェフ（29） 梶川卓郎 620
一迅社 15 クランクアップラバーキュー 二条めも 700 少年画報社12 はめドル！（４）（完） 東雲龍 650 秋水社発行／青泉社発売12 旦那さま（仮）は溺愛ヤクザ（２）何度も突かれて声、止まらない…！秕ユウジ 650 ハーパーコリンズ・ジャパン1 シークとの一夜 湊よりこ/キム・ローレンス 600 芳文社 15 神様のバレー（25） 渡辺ツルヤ/西崎泰正 620
一迅社 15 ヤリチンによるトラウマ克服××× ゆずしを 680 少年画報社12 潔癖女王のヤリ返し 蛇光院三郎 650 秋水社発行／青泉社発売26 見えない私の恋は不自由。（１） ばにー浦沢 650 ハーパーコリンズ・ジャパン1 堕ちたエンジェル 黒川あづさ/エイミー・Ｊ・フェッツァー600 芳文社 15 本日のバーガー（17） 花形怜/才谷ウメタロウ 620
一迅社 15 プレイアフターコール オオタコマメ 680 少年画報社12 はじめて尽くしのえまぐらし なぎはしここ 650 秋水社発行／青泉社発売26 猛毒のくちづけ（１） 立野真琴 650 ハーパーコリンズ・ジャパン1 手なずけられた花嫁 藍まりと/スーザン・フォックス600 芳文社 15 夜と海（３）（完） 郷本 620
一迅社 16 ロンリーガールに逆らえない（３） 樫風 680 少年画報社12 マンガで分かる心療内科（21） ゆうきゆう/ソウ 690 アルファポリス発行／星雲社発売1 元獣医の令嬢は婚約破棄されましたが、もふもふたちに大人気です！（１）上原誠/園宮りおん 680 ハーパーコリンズ・ジャパン1 恋の秘訣 伊藤悶/ジョー・リー 600 芳文社 15 瓜を破る（１） 板倉梓 620
一迅社 16 羽山先生と寺野先生は付き合っている（４） 黄井ぴかち 680 少年画報社12 マンガで分かる肉体改造　免疫力アップ編 ゆうきゆう/ソウ 690 アルファポリス発行／星雲社発売1 詐騎士（９） 麻菜摘/かいとーこ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン1 裁きの日～幸福の女神が微笑むとき～ 神奈アズミ/ペニー・ジョーダン600 芳文社 22 熱中！コボちゃん（６）元気に飛び出せ編 植田まさし 500
一迅社 16 ゆめぐりゆりめぐり（４） はづき 680 少年画報社12 ねこぱんち　五月晴れ猫号 アンソロジー 498 アルファポリス発行／星雲社発売1 最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか（３）ほおのきソラ/鳳ナナ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン1 真実は言えない 紅迫春実/レベッカ・ウインターズ600 芳文社 27 RPG不動産（３） 険持ちよ 850
一迅社 16 私の百合はお仕事です！（８） 未幡 680 少年画報社12 迷える子羊に猫の手を（１） 遊佐ハルカ 790 アルファポリス発行／星雲社発売1 転生令嬢は庶民の味に飢えている（２） 住吉文子/柚木原みやこ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン1 誘惑はシチリア式で 野妻まゆ美/サラ・モーガン600 芳文社 27 ななどなどなど（２） 宇崎うそ 850
一迅社 24 ありふれた職業で世界最強　コミックアンソロジーアンソロジー 843 少年画報社15 おぼこい魔女はまじわりたい！（１） 仲邑エンジツ 650 彗星社発行／星雲社発売16 俺の指で乱れろ。～閉店後のサロン、意地悪に焦らされて（３）ｎｅｃｏ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン9 プリンスの冷たいキス 麻生歩/ケイト・ヒューイット600 芳文社 27 夢見るルネサンス（２）（完） 海老川ケイ 850
一迅社 24 イジらないで、長瀞さん　コミックアンソロジー アンソロジー 650 少年画報社26 外道の歌（12） 渡邊ダイスケ 650 彗星社発行／星雲社発売16 「好きだ。」挿れたら伝わる…堅物オトコのひたむきな最愛祈崎ひな汰 680 ハーパーコリンズ・ジャパン9 愛なき王と氷の女神 麻生歩/ケイト・ヒューイット600 芳文社 27 しずねちゃんは今日も眠れない（１） 逸見 850
一迅社 24 カーニヴァル（27） 御巫桃也 620 少年画報社26 鬼門街　KARMA（６） 永田晃一 650 彗星社発行／星雲社発売16 寝たふりしても、無駄だから～姉の彼氏が私を夜這う（４）とやま十成 680 ハーパーコリンズ・ジャパン9 望まれぬプロポーズ 山下友美/ペニー・ジョーダン600 芳文社 27 またぞろ。（１） 幌田 850
一迅社 24 神クズ☆アイドル（４） いそふらぼん肘樹 680 少年画報社26 児童養護施設で育った俺がマンガ家になるまでの（おおよそ）8760日（２）永田晃一 780 彗星社発行／星雲社発売16 バレずにデキたらご褒美やるよ（２） フジュ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン9 情熱を戒めて 中村理恵/キャロル・モーティマー619 芳文社 28 女子校だからセーフ（３） おーうち 650
一迅社 27 恋はいいから眠りたい！（１） しはる 650 少年画報社30 プラネット・ウィズ（６） 水上悟志 650 彗星社発行／星雲社発売16 黒ギャルになったから親友とヤってみた。（２） 織島ユポポ 680 ハーパーコリンズ・ジャパン9 罠におちたウエイトレス 山本鹿乃子/キャロル・モーティマー600 芳文社 28 ヤンキー×ジャーキー（２）（完） 由井ひな子 650
一迅社 27 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた（４）脊髄引き抜きの刑 640 少年画報社30 魔もりびと（１） 東裏友希 650 ブラスト出版発行／星雲社発売16 （成）隙なし女子、初泥酔のち睡姦タイム いのうえみたん 1000 ハーパーコリンズ・ジャパン9 愛なき富豪と孤独な家政婦 宮本果林/ジェニー・ルーカス600 ホビージャパン1 『王の菜園』の騎士と、『野菜』のお嬢様（２） 狸田にそ/江本マシメサ 620
一迅社 27 慰み者の戦姫 吉村英明 670 少年画報社30 太陽系SF冒険大全　スぺオペ！（４） 麻宮騎亜 700 ブラスト出版発行／星雲社発売16 （成）パコりすぺくとっ☆～夏、濡れサカリ編～タカヤマノン 1000 ハーパーコリンズ・ジャパン9 恋泥棒をつかまえて 狩野真央/デブラ・キャロル600 ホビージャパン1 魔眼と弾丸を使って異世界をぶち抜く！（２） 瀬菜モナコ/かたなかじ 620
一迅社 27 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコミック（10）アンソロジー 770 少年画報社30 家族遊欺（１） 森山大輔 690 サード・ライン・ネクスト発行／星雲社発売30 33歳清らか腐女子が年下男子と朝帰り！？（２）蜂谷ナナオ 600 ハーパーコリンズ・ジャパン16 次期社長に再会したら溺愛されてます（４） 由多いり/宇佐木 630 マイクロマガジン社9 なつめとなつめ（２） 空翔俊介 815
一迅社 30 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。（２）松浦ぶんこ/天壱ほか 670 新書館 1 花鳥風月（９） 志水ゆき 850 青林工藝舎28 アックス（140） 駕籠真太郎ほか 925 白泉社 5 赤髪の白雪姫（23） あきづき空太 450 マイクロマガジン社9 ＃神奈川に住んでるエルフ（１） 鎧田 815
一迅社 30 王太子妃になんてなりたくない！！（２） 黒木捺/月神サキほか 640 新書館 1 明日の君に、言いたい事がある。（上） 瀬戸うみこ 690 青林工藝舎28 都市とインフラストラクチャー 駕籠真太郎 1100 白泉社 5 天堂家物語（９） 斎藤けん 450 マイクロマガジン社27 ご主人様とゆく異世界サバイバル！　THE COMIC（２）ＳＡＳＡＹＵＫｉ/リュート 630
一迅社 30 男装令嬢の不本意な結婚（１） 咲宮いろは/もりほか 640 新書館 1 明日の君に、言いたい事がある。（下） 瀬戸うみこ 690 東京漫画社16 恋する鼓動のその先に 空緒 670 白泉社 5 マリッジパープル（５） 林みかせ 450 マイクロマガジン社27 エロいスキルで異世界無双　THE COMIC（１）薬味紅生姜/まさなん 630
一迅社 30 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～（３）おの秋人/文庫妖ほか 640 新書館 下 JOKER REBOOT（５） 霜月かいり/麻城ゆうほか 670 東京漫画社26 Cab（73） アンソロジー 909 白泉社 5 琉球のユウナ（６） 響ワタル 450 マイクロマガジン社27 突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～　THE COMIC（１）火事屋/蛙田アメコ 630
一迅社 30 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（５）アンソロジー 780 新書館 下 僕らの奏でる物語（２） かわい千草 690 アース・スターエンターテイメント12 転生してから40年。そろそろ、おじさんも恋がしたい。　二度目の人生はハーレムルート！？（２）えむあ/清露ほか 600 白泉社 5 毒と花道（２）（完） たしろみや/猶本三羽 450 マッグガーデン9 とつくにの少女（11）（完） ながべ 600
イースト・プレス19 坂の途中の小鳩荘（仮） 曽根愛 1000 ジュネット 19 オメガポルノcase.春平 広里かな 700 アース・スターエンターテイメント12 転生したらドラゴンの卵だった～イバラのドラゴンロード～（４）ＲＩＯ/猫子ほか 600 白泉社 5 ミミズクと夜の王（１） 鈴木ゆう/紅玉いづき 450 マッグガーデン9 三千世界を弔って（１） 二ツ森曜子 620
イースト・プレス19 むかつくアイツに撫でられたい。（仮） 泉くれは 680 ジュネット 19 （成）かべアナ学園入獄編　完全版 藍川いたる 1100 アース・スターエンターテイメント12 ヤマノススメ（20） しろ 600 白泉社 5 不祥事アイドル（３） 慎本真 600 マッグガーデン9 ソフィアの円環（２） 山田怜 620
エンジェル出版15 （成）酒痴肉凛 朝倉満 1000 ジュネット 19 （成）かべアナ学園出獄編　完全版 藍川いたる 1200 大洋図書 1 それは春の終わりに 野白ぐり 690 白泉社 5 髪を切りに来ました。（３） 高橋しん 680 マッグガーデン9 ドラゴン、家を買う。（７） 絢薔子/多貫カヲ 620
エンジェル出版15 （成）集合せよ！ドリフトV 尾崎晶 1000 新潮社 9 インスタントライフ（１） 江戸川治 620 大洋図書 1 faker 千代崎 710 白泉社 20 暁のヨナ（35） 草凪みずほ 450 マッグガーデン9 ビートルズ×ラブ！（１） 彩ｎａＴｓｕ 600
エンジェル出版15 （成）タンタシオンの隣人 十はやみ 1000 新潮社 9 ルナティックサーカス（１） 古屋兎丸 700 大洋図書 1 わかちあいたい、ね 夏江夢子 690 白泉社 20 赤ずきんに狼男は懐かない（１） ナツミ 450 マッグガーデン9 女装してめんどくさい事になってるネクラとヤンキーの両片想い（６）とおる 600
オーバーラップ15 異星人の子を授かりまして。 まるかわ 未定 新潮社 9 ケーキの切れない非行少年たち（２） 鈴木マサカズ 620 竹書房 1 闇麻のマミヤ（３） 福本伸行 700 白泉社 20 ルチルの錬金術（１） さくまれん 450 マッグガーデン9 拾われ子猫と元ヤクザ（１） カミムラリドル 600
オーバーラップ15 完璧執事のかわいいひみつ（１） 新矢りん 未定 新潮社 9 見せたがりの露乃ちゃん（２） 降本孟 620 竹書房 1 HERO（17） 前田治郎/福本伸行 700 白泉社 28 無法島（４） 森恒二 650 マッグガーデン14 タイトルが決まらない（仮）（１） 藤野ハルマ/ウエハラシホ 600
オーバーラップ15 可愛いから君がわるい 稔ねんこ 未定 新潮社 9 東京トイボクシーズ（３） うめ 700 竹書房 1 むこうぶち（55） 天獅子悦也 680 白泉社 28 ふたりエッチ（83） 克・亜樹 600 マッグガーデン14 骨ドラゴンのマナ娘（１） 雪白いち 630
オーバーラップ24 底辺領主の勘違い英雄譚（１） ぱらボら/馬路まんじ 未定 新潮社 9 サバエとヤッたら終わる（３） 早坂啓吾 640 竹書房 2 タナカの異世界成り上がり（２） ぐり/菊野郎 660 白泉社 28 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦（７）（完）ｏｋａｍａ/細音啓ほか 600 マッグガーデン14 路地迷宮のロージー（３）（完） 十月士也 630
オーバーラップ24 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠をむさぼるまで（５）七六/鬼影スパナ 未定 新潮社 9 マグメル深海水族館（７） 椙下聖海 600 竹書房 7 クソアンチ・ラブデストロイ さきしたせんむ 680 白泉社 28 となりの信國さんは俺のことが好きな気がする（１）安田剛助 650 マッグガーデン14 MARS RED（２） 唐々煙/藤沢文翁 600
オーバーラップ24 ありふれた職業で世界最強　零（６） 神地あたる/白米良 未定 新潮社 9 鹿楓堂よついろ日和（14） 清水ユウ 580 竹書房 7 シュガードラッグ（１） 頼長 650 白泉社 28 人類を滅亡させてはいけません（１） 蒲夕二/高畑弓 650 マッグガーデン14 おかげさま（１） 雪乃のりたま 600
オーバーラップ24 ありふれた職業で世界最強（８） ＲｏＧａ/白米良 未定 新潮社 9 死役所（18） あずみきし 580 竹書房 7 お前に絶対言えないコト 本山あこ 650 白泉社 30 転生悪女の黒歴史（６） 冬夏アキハル 450 マッグガーデン14 画鬼の爪（１） ユウキケイ 600
オーバーラップ24 最果てのパラディン（７） 奥橋睦/柳野かなた 未定 新潮社 9 働かないふたり（22） 吉田覚 500 竹書房 12 女子高生と聖職者さん（２） 財政ろろ 690 白泉社 30 偽りのフレイヤ（６） 石原ケイコ 450 マッグガーデン15 あめつちだれかれそこかしこ（９） 青桐ナツ 600
オーバーラップ24 異世界魔法は遅れてる！（８） ＣＯＭＴＡ/樋辻臥命 未定 実業之日本社15 白と黒～Black & White～（１） Ｓａｌ　Ｊｉａｎｇ 700 竹書房 15 もっとナカまで愛してあげる～お見合い相手と絶倫SEX（３）星乃みなみ 680 白泉社 30 絶頂島の姫（３） ゆりせれい 580 久志本出版発行／メディア・パル発売8 太陽犬ゼロ Ｍｏｏ．念平 1200
オーバーラップ24 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中（８） サワノアキラ/秤猿鬼 未定 実業之日本社15 SHWD《シュード》（１） ｓｏｎｏ．Ｎ 750 竹書房 15 キックミー・ボーイ 上原あり 690 白泉社 30 アクトジジョウ（１） きゆう 500 メディアックス24 （成）まる見え（ベタハート）少女銭湯 朝比奈まこと 1200
オークラ出版26 征服男子。先生のHなところ、見せて？（上） 黒崎なおき 662 実業之日本社15 エデンの処女（４）（完） 渡邉嘘海 800 竹書房 20 ガチ恋粘着獣　～ネット配信者の彼女になりたくて～（２）星来 600 白泉社 30 蜜薔薇の結婚（５） 水谷京子 540 メディアックス26 （成）TS娘だらけ まる寝子 1200
オークラ出版26 征服男子。先生のHなところ、見せて？（下） 黒崎なおき 662 実業之日本社15 ホモ漫画家、ストリッパーになる 熊田プウ助 1200 竹書房 20 潮と壱成（２）（完） 宇野ユキアキ 600 白泉社 30 メジロバナの咲く（２） 中村明日美子 700 メディアックス26 （成）ふたなり奴隷市場 石野鐘音 1200
オークラ出版28 唇はエゴイスティック（上） 藤河るり 736 実業之日本社15 ペイル・ブルー・ドット　バトルアスリーテス大運動会　ReSTART！（２）高遠るい/バトルアスリーテス大運動会ＲｅＳＴＡＲＴ！製作委員会ほか680 竹書房 27 新婚よそじのメシ事情（３）（完） 小坂俊史 890 白泉社 30 ぱらのま（４） ｋａｓｈｍｉｒ 830 メディアックス26 （成）爆乳妻の淫（みだ）しなみ 仁志田メガネ 1200
オークラ出版28 唇はエゴイスティック（下） 藤河るり 736 実業之日本社15 はぐるまどらいぶ。（３）レアスキルで世界を駆け抜けるかばやきだれ/紺藤けい 680 竹書房 27 ばつ×いち（10） おーはしるい 820 一二三書房24 姉が剣聖で妹が賢者で（１） そらモチ 680 楽楽出版 6 （成）強制妊活 ＳＡＳ 1100
宙出版 13 三十路ゲイ、勃たなくなりました。　～自己否定と闘った1460日～ミナモトカズキ 1200 実業之日本社15 ポラリティ透明期（３）（完） 綾幡フイヱ 720 竹書房 27 どるから（７） ハナムラ/石井和義ほか 720 ヒット出版社14 （成）ハーレムメイドのダメダメ（ベタハート）えっちハチゴ 1000 楽楽出版 6 （成）恋性活 あるかな（ｍｉ） 1100
宙出版 15 六年、執愛。～年下神主の甘い鎖に囚われて～（下）御井ミチル 662 実業之日本社30 ねこねこ日本史（10） そにしけんじ 800 竹書房 27 ギャル医者あやっぺ（２） 長イキアキヒコ/バーグハンバーグバーグ860 ヒット出版社28 （成）女の子は断れない イコール 1000 楽楽出版 9 艶話酒場オタクバー　無限オタク編 花見沢Ｑ太郎/雷門風太 800
宙出版 15 年下上司のウタマロ様　でっかい彼を受け止めますっ！！（３）春宮ぱんだ 648 ジャイブ 1 熱愛プリンス　お兄ちゃんはキミが好き（17） 青月まどか 619 竹書房 27 だってこの人かわいいし子供も2人できたから 猫田リコ 650 双葉社 9 季節の国のけものたち～Summer Nude～ 霧嶋珠生 720 リイド社 5 ゴルゴ13（200）亡者と死臭の大地 さいとう・たかを 630
宙出版 24 変身美少女大ピンチ、悪堕ち絶頂アンソロジーコミック（３）アンソロジー 750 ジャイブ 1 盗賊王のおしのび花嫁（３） 神月凛 619 竹書房 30 大学ではじめて恋人ができた人の話（２） ひみつ 820 双葉社 9 腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～（３）藤咲もえ 720 リイド社 9 あまのじゃくギャンブラー 藤平しらべ 680
宙出版 24 終電逃したOLさんたちのちょっとアブナイ夜な百合アンソロジー（２）アンソロジー 750 ジャイブ 1 印伝さんと縁結び（10） 小糸さよ 619 竹書房 30 寄性獣医・鈴音（13） 春輝 630 双葉社 9 ハッピーシュガー・シェアハウス 桃尻ひばり 720 リイド社 13 鬼役（17） 橋本孤蔵/坂岡真 630
宙出版 28 絶倫教授　オトナの職業図鑑 アンソロジー 676 小学館クリエイティブ9 嫁入りのススメ（１）大正御曹司の強引な求婚 福嶋ユッカ 680 竹書房 30 おれの星に手を出すな！（１） 静子 660 双葉社 12 野原ひろし　昼メシの流儀（８） 塚原洋一/臼井儀人 600 リイド社 13 鬼切丸伝（13） 楠桂 636
宙出版 28 絶倫パティシエ　オトナの職業図鑑 アンソロジー 676 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 竹書房 30 みんな私のはらのなか（１） ちさこ 660 双葉社 12 わざと見せてる？　加茂井さん。（５） エム。 630 リイド社 24 空飛ぶ馬 タナカミホ/北村薫 900
宙出版 28 絶倫ボディガード　オトナの職業図鑑 アンソロジー 676 小学館クリエイティブ15 明日の恋と空模様（２）（完） 伊藤正臣 650 竹書房 30 いえない秘密の愛し方（１） 卯蟹うか 660 双葉社 12 飛野さんのバカ（４） 筋肉☆太郎 630 リイド社 24 千年ダーリン（１） 岩澤美翠 670
宙出版 28 もっと絶倫ヤクザ　オトナの職業図鑑 アンソロジー 676 小学館クリエイティブ28 ヒメノスピア（８） 村田真哉/柳井伸彦 670 竹書房 30 大きい女の子は好きですか？（７） 愛染五郎 680 双葉社 12 部屋裏のバイテン（２） 竹本泉 827 リイド社 27 ワイド版　鬼平犯科帳（58） さいとう・たかを/池波正太郎700
笠倉出版社7 こいの徒花 横澤しっか 690 小学館クリエイティブ28 怪堂茜のトーチャクだもん！ふろむ　やじきた道中記（３）おみなえし/ユニバーサルエンターテインメント650 竹書房 30 VRMMOでサモナー始めました（５）（完） テトメト/藤島真ノ介ほか 690 双葉社 15 蛇神カグラ！（１） 福留和 630 リイド社 27 扇島歳時記（２） 高浜寛 1000
笠倉出版社16 合コン相手は肉食警官！？ 佐鳥百/踊る毒林檎 680 小学館クリエイティブ28 ハナビちゃんは遅れがち（３） 白金らんぷ/まみむほか 650 竹書房 30 最強の吸血姫は妹が欲しいっ！（２） 緋色の雨/カイシンシ 690 双葉社 15 隣にりんごが届きました（２） にたもと 630 リブレ 1 いけにえもんぜんばらい 加藤スス 659
笠倉出版社24 花ときどきくま 墨矢ケイ 700 ジーウォーク27 （成）雌の秘め事 みたらし侯成 1000 竹書房 30 イケメンに転生したけど、チートはできませんでした。（１）みかんゼリー/下田将也 690 双葉社 15 風のペンション―約束― 大谷博子 600 リブレ 1 かいじゅう 時羽兼成 659
笠倉出版社30 SANCTIFY霊魂侵蝕（２） ＧＯＤＳＳＴＡＴＩＯＮ/生鐵落ほか750 ジーウォーク27 （成）不純なカンケイ 桜湯ハル 1000 竹書房 30 殺戮のクインデッド（２） 葉生田采丸 690 双葉社 15 心のイタリアごはん（６）（完） 野崎ふみこ 730 リブレ 9 ファインダーの蜜月 やまねあやの 679
海王社 9 くちづけは嘘の味（７） サガミワカ 670 ジーウォーク27 （成）同居人は浮遊霊 ＹＵ 1000 竹書房 30 ケモノな私と酔いませんか？（２） 色意しのぶ 690 双葉社 15 オオカミ王子の言うとおり（11）（完） 上森優/ももしろ 600 リブレ 9 アイツの大本命（12） 田中鈴木 649
海王社 9 未熟な獣の子供たち 都みめこ 670 ジーウォーク27 （成）人妻味の淫嗅～ひとつまみのアロマ～ ブラザーピエロ 1000 竹書房 30 健全美少女はシゴきたい！！（１） 黒飛ただし 690 双葉社 15 それでも愛を誓いますか？（５） 萩原ケイク 630 リブレ 9 コスメティック・プレイラバー（５） 楢島さち 689
海王社 9 かりそめビッチ南くん 栗原カナ 670 祥伝社 8 女の園の星（２） 和山やま 680 竹書房 30 おすわり、よくできました 三栖よこ 680 双葉社 15 交換ウソ日記（下） よしまる/櫻いいよ 630 リブレ 9 嗅ぐな触るなキスするな ヒサオ 659
海王社 9 ヘヴンズダーリン 紺色ルナ 690 祥伝社 8 私たちが恋する理由（１） ｍａ２ 840 竹書房 30 閉じこめちゃってもいいんだよ？ にこ山Ｐ蔵 680 双葉社 15 聖女じゃないと追放されたので、もふもふ従者（聖獣）とおにぎりを握る（１）東端/夕日 640 リブレ 9 酷くしないで（10） ねこ田米蔵 659
海王社 9 ハッピーパラサイト 鮭田ねね 690 祥伝社 8 だから私はメイクする（２） シバタヒカリ/劇団雌猫 940 竹書房 30 明けても暮れても　―続　いつか恋になるまで―　【小冊子付き初回限定版】倉橋トモ 860 双葉社 15 地味姫と黒猫の、円満な婚約破棄（１） 灰音アサナ/真弓りの 640 リブレ 20 お酒と推しが生きがいです ｔａｐｏｎ 600
海王社 20 小林先輩は女の子でシたい うり 670 祥伝社 8 JSさんとOLちゃん（１） ゆりかご 840 竹書房 30 刑務官が明かす死刑の話　（仮） 一之瀬はち 1100 双葉社 15 転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料理します～お飾り王妃はマイペースに最強です～（２）もにつなのに/桜井悠 640 リブレ 20 デキないふたり（１） 里村 630
海王社 20 マリオネットの祈り 樋木ゆいち 670 祥伝社 8 怪奇千万！猫町商店街（１） 金魚鉢でめ 700 大都社 12 制服プレイ（12） ＰＩＫＯＰＩＫＯ 650 双葉社 15 優しい家族と、たくさんのもふもふに囲まれて。～異世界で幸せに暮らします～（２）ひのみち/ありぽん 640 リブレ 20 六と類 水曜日 659
キルタイムコミュニケーション16 （成）常習的メスガキ飽和状態 吸斬 1000 祥伝社 8 こむぎびよりのコッペパン（１） 魚田南 700 大都社 12 長谷川くんのが大きくて入りません！？（６）身長差40センチの絶倫彼氏さんかく 650 双葉社 15 ヒトを勝手に参謀にするんじゃない、この覇王。～ゲーム世界に放り込まれたオタクの苦労～（３）ｙｏｓ/港瀬つかさ 640 道玄坂書房発行／れんが書房新社発売24 私の可愛いヴァレット 鳥丸太郎 691
キルタイムコミュニケーション16 （成）NandZ単行本（仮） ＮａｎｄＺ 1000 祥伝社 8 うちでクズ男は飼えません！ 山口八三 940 大都社 12 冷酷課長の脳内はHな妄想ばかり。（２） 黒岬光 650 双葉社 23 映画クレヨンしんちゃん　謎メキ！花の天カス学園高田ミレイ/臼井儀人ほか 454 道玄坂書房発行／れんが書房新社発売24 いぢめて下さいΩ 様 相音きう 700
キルタイムコミュニケーション16 （成）二次元コミックマガジン　絶頂快楽が止まらないエロトラップダンジョン（２）しーあーる/晩月雪加ほか1000 祥伝社 8 カノジョは今日もかたづかない（２） 加納梨衣 680 大都社 26 メスイキ幼馴染との添い遂げ方 いけがみ小５ 700 双葉社 27 終のひと（１） 清水俊 640 ワニマガジン社15 （成）gonza作品集 ｇｏｎｚａ 1000
キルタイムコミュニケーション17 カイ様は専属メイド♂にくびったけ たなせたな 700 祥伝社 24 後ハッピーマニア（２） 安野モヨコ 920 大都社 26 「こんにちは、キジ猫です。」 たぁぽん 800 双葉社 27 みかづきマーチ（４） 山田はまち 620 ワニマガジン社30 （成）変熊作品集 変熊 1000
キルタイムコミュニケーション24 （成）Zutta単行本（仮） Ｚｕｔｔａ 1000 祥伝社 24 かしましめし（４） おかざき真里 920 大都社 26 魔王引退（２） 遠藤淑子 800 双葉社 27 アミグダラ（３） 永田一由 640 ワニマガジン社30 （成）塩おにんこ作品集 塩おにんこ 1000
キルタイムコミュニケーション24 （成）二次元コミックマガジン　ふたなり微リョナ　雑魚メス勃起を破壊陵辱ｂｏｗａｌｉａ/Δ ９ほか 1000 祥伝社 24 監察医と刑事の、ふしだら。 うたみつほ 680 大都社 26 俺たちの話をしよう そるてぃ 750 双葉社 27 達人伝～9万里を風に乗り～（29） 王欣太 600 ワニマガジン社30 （成）秋白秋乃作品集 秋白秋乃 1000
キルタイムコミュニケーション24 （成）催眠学性指導（仮） ｙａｓｕ 1000 祥伝社 24 ちっぱい彼女と美人彼氏（５） ｎｅｃｏ 580 大都社 26 オフィスのヒメゴト　幼なじみと（２） 上杉響士郎 700 双葉社 27 Odds VS！（23） 石渡治 630 ワニマガジン社30 （成）武将武作品集 武将武 1100
キルタイムコミュニケーション28 サキュバスじゃないモン！（４） ほりとも 630 祥伝社 24 甘く痺れて抜けない、義兄の棘　～駿ちゃん、大好きです…～（２）八重代七瑚 680
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朝日新聞出版朝日文庫 7 天国までの百マイル　［新装版］ 浅田次郎 740 KADOKAWA 角川文庫 23 絵が殺した 黒川博行 未定 講談社 講談社文庫 15 カットバック　警視庁FC（２） 今野敏 600
朝日新聞出版朝日文庫 7 13歳、「私」をなくした私性暴力と生きることのリアル山本潤 750 KADOKAWA 角川文庫 23 江戸落語奇譚　寄席と死神 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 脳男　新装版 首藤瓜於 700
朝日新聞出版朝日文庫 7 軍隊マニュアルで読む日本近現代史日本人はこうして戦場へ行った一ノ瀬俊也 700 KADOKAWA 角川文庫 23 後宮の検屍女官 小野はるか 未定 講談社 講談社文庫 15 食べるぞ！世界の地元メシ 岡崎大五 未定
朝日新聞出版朝日文庫 7 5万4千円でアジア大横断 下川裕治 900 KADOKAWA 角川文庫 23 あの夏、二人のルカ 誉田哲也 未定 講談社 講談社文庫 15 下り酒一番（５） 千野隆司 620
朝日新聞出版朝日文庫 7 辰巳八景 山本一力 800 KADOKAWA 角川文庫 23 弁当屋さんのおもてなし　しあわせ宅配篇（２） 喜多みどり/イナコ 未定 講談社 講談社文庫 15 覆面作家 大沢在昌 680
朝日新聞出版朝日文庫 7 FUNNY BUNNY 飯塚健 800 KADOKAWA 角川文庫 23 新・千里眼（仮） 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 15 バルス 楡周平 800
岩波書店 岩波文庫 15 法の哲学（下）自然法と国家学の要綱 ヘーゲル/上妻精ほか 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 仏教 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 15 花のいのち 瀬戸内寂聴 600
岩波書店 岩波文庫 15 パサージュ論（３） ヴァルター・ベンヤミン/今村仁司ほか未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 コタン　違星北斗遺稿 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 いたずらにモテる刑事の捜査報告書 石川智健 650
岩波書店 岩波文庫 15 王の没落 イェンセン/長島要一 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 東方の言葉 中村元 未定 講談社 講談社文庫 15 ベスト8ミステリーズ2017 日本推理作家協会 未定
岩波書店 岩波文庫 15 ペスト カミュ/三野博司 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 23 茶の湯の歴史 神津朝夫 未定 講談社 講談社文庫 15 本のエンドロール 安藤祐介 未定
岩波書店 岩波現代文庫 15 宗教と科学の接点 河合隼雄 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 23 ホーンテッド・キャンパス　待ちにし主は来ませり櫛木理宇/ヤマウチシズ 未定 講談社 講談社文庫 15 掟上今日子の婚姻届 西尾維新 620
岩波書店 岩波現代文庫 15 増補　軍隊と地域　郷土部隊と民衆意識のゆくえ荒川章二 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 23 魔夜中の七不思議（仮） 最東対地 未定 講談社 講談社文庫 15 幻想商店街 堀川アサコ 650
岩波書店 岩波現代文庫 15 増補　オーウェルのマザー・グース　歌の力、語りの力川端康雄 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら（３）土日月/よう太 未定 講談社 講談社文庫 15 敵討ちか主殺しか　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美 780
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者（８） 香月航/ねぎしきょうこ 638 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 学戦都市アスタリスク（17）六花団円 三屋咲ゆう/ｏｋｉｕｒａ 未定 講談社 講談社タイガ 15 アンデッドガール・マーダーファルス（３） 青崎有吾/大暮維人 690
一迅社 一迅社文庫アイリス 20 聖なる花婿の癒やしごはん　愛情たっぷり解呪スープを召しあがれ瀬川月菜/由貴海里 638 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 大親友が女の子だと思春期に困るようこそ1000分の1秒の世界へ！赤福大和/さばみぞれ 未定 講談社 講談社タイガ 15 叙述トリック短編集 似鳥鶏/石黒正数 750
一迅社 メリッサ文庫 28 王子様に溺愛されて困ってます（３）～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～月神サキ/アオイ冬子 660 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 七人の魔剣姫とゼロの騎士団（２） 川田両悟/ＧｒｅｅＮ 未定 光文社 光文社文庫 13 三毛猫ホームズの裁きの日 赤川次郎 未定
イースト・プレスソーニャ文庫 5 ソーニャ文庫アンソロジー　化け物の恋（仮） 山野辺りり/八巻にのはほか 720 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 金に余裕ができたので、騙されたふりをして女子高生を養うことにした。（仮）砂義出雲/えーる 未定 光文社 光文社文庫 13 ポストカプセル 折原一 未定
イースト・プレスソーニャ文庫 5 王様の鳥籠（仮） 桜井さくや/鈴ノ助 720 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。（２）天乃聖樹/成海七海ほか 未定 光文社 光文社文庫 13 ただいまつもとの事件簿（仮） 新津きよみ 未定
イースト・プレスソーニャ文庫 5 背徳の恋の旋律（仮） 光月海愛/緒花 720 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 ぼくたちのリメイク　Ver.β （３） 木緒なち/えれっと 未定 光文社 光文社文庫 13 二人の推理は夢見がち 青柳碧人 未定
イースト・プレス文庫ぎんが堂 12 ゼロからわかる悪魔事典 かみゆ歴史編集部 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 ベノム　求愛性少女症候群 城崎/かいりきベアほか 未定 光文社 光文社文庫 13 境内ではお静かに七夕祭りの事件帖 天祢涼 未定
イースト・プレス文庫ぎんが堂 12 ゼロからわかる幻想生物事典 かみゆ歴史編集部 700 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 神は遊戯に飢えている。（２） 細音啓/智瀬といろ 未定 光文社 光文社文庫 13 メールヒェンラントの王子 金子ユミ 未定
潮書房光人新社光人社ＮＦ文庫 下 零戦の真実 坂井三郎 900 KADOKAWA メディアワークス文庫24 王都の死神と光を秘めた少女　イスカンダル王国物語（２）森山光太郎 未定 光文社 光文社文庫 13 ショコラティエ 藤野恵美 未定
潮出版社 潮文庫 5 ローザ・パークス自伝　「人権運動の母」が歩んだ勇気と自由への道ローザ・パークス 1000 KADOKAWA メディアワークス文庫24 それから俺はかっこいいバイクを買った（仮） 未定 未定 光文社 光文社文庫 13 信州・善光寺殺人事件 梓林太郎 未定
潮出版社 潮文庫 5 おっさんたちの黄昏商店街 池永陽 800 KADOKAWA メディアワークス文庫24 宮廷医の娘（３） 冬馬倫 未定 光文社 光文社文庫 13 射殺警視庁分室刑事（仮） 南英男 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 居候先の三姉妹がえっちなトレーニングを求めてくる坂東太郎/さとうぽて 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 放課後の図書室でお淑やかな彼女の譲れないラブコメ（２）九曜/フライ 未定 光文社 光文社文庫 13 探偵小説シリーズ（仮） 日下三蔵 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 駅徒歩7分1DK。JD、JK付き。（１） 書店ゾンビ/ユズハ 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 エイス大陸クロニクル～死に戻りから始める初心者無双～津野瀬文/七原冬雪 未定 光文社 光文社文庫 13 本懐 上田秀人 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 D級冒険者の俺、なぜか勇者パーティーに勧誘されたあげく、王女につきまとわれてる（２）白青虎猫/りいちゅ 未定 河出書房新社 河出文庫 2 NOVA 2021年号（仮） 大森望 ### 光文社 光文社文庫 13 親子の絆　新装版研ぎ師人情始末（10） 稲葉稔 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ブレイドスキル・オンライン（２）～ゴミ職業で最弱武器でクソステータスの俺、いつのまにか『ラスボス』に成り上がります！～馬路まんじ/霜降（Ｌａｐｌａｃｉａｎ）未定 河出書房新社 河出文庫 2 JALの心づかいグランドスタッフが実践する究極のサービス上阪徹 720 光文社 光文社文庫 13 狼の牙八丁堀つむじ風（12） 和久田正明 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 魔王と竜王に育てられた少年は学園生活を無双するようです（２）熊乃げん骨/無望菜志 未定 河出書房新社 河出文庫 2 泣きかたをわすれていた 落合恵子 720 光文社 光文社文庫 13 無暁の鈴 西條奈加 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 Re:RE─リ：アールイー─（２）転生者を殺す者 中島リュウ/ノキト 未定 河出書房新社 河出文庫 2 5分後に涙が溢れるラスト エブリスタ 600 光文社 光文社古典新訳文庫13 小公女 バーネット/土屋京子 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 俺は星間国家の悪徳領主！（３） 三嶋与夢/高峰ナダレ 未定 河出書房新社 河出文庫 2 5分後に慄き極まるラスト エブリスタ 600 光文社 光文社知恵の森文庫13 タイから始めるバックパッカー入門 藤井伸二 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ありふれた職業で世界最強　零（６） 白米良/たかやＫｉ 未定 河出書房新社 河出文庫 2 私のモーツァルト 吉田秀和 900 光文社 光文社知恵の森文庫13 隣の嵐くん 関修 未定
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く（６）彩峰舞人/シエラ 未定 河出書房新社 河出文庫 2 脳にはバグがひそんでる進化した脳の残念な盲点ディーン・ブオノマーノ/柴田裕之### コスミック出版 コスミック時代文庫 12 お毒見役　みだら帖（２） 睦月影郎 650
オーバーラップオーバーラップ文庫 24 現実主義勇者の王国再建記（14） どぜう丸/冬ゆき 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 9 「食」が変えた世界史（仮） 玉造潤 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 天保艶犯科帖（３） 八神淳一 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 新妹魔王の契約者（13） 上栖綴人/大熊猫介 660 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 9 古今東西へんな法律なぜそんな法律ができた？　そのために起きた悲喜劇とは？（仮）オフィステイクオー 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 最強同心　剣之介（６） 早見俊 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました（８）ざっぽん/やすも 640 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 やわらかな湯気の向こう（仮） 長月天音 660 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 帝の同心　八瀬三四郎（仮） 藤村与一郎 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 この世界、わたしに都合がいいようです！ 気がつけば毛玉/０２９ 640 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 稲荷町グルメロード 行成薫 660 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 殿さま浪人幸四郎（２） 聖龍人 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 スーパーカブ（７） トネ・コーケン/博 660 角川春樹事務所時代小説文庫 15 新・里見八犬伝（上） 鎌田敏夫 640 コスミック出版 コスミック戦記文庫 19 本土決戦1944（上）（仮） 橋本純 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 飛び降りようとしている女子高生を助けたらどうなるのか？岸馬きらく/黒なまこほか 660 角川春樹事務所時代小説文庫 15 新・里見八犬伝（下） 鎌田敏夫 640 コスミック出版 コスミック文庫α 21 大家族四男（9） 日向唯稀 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 あなたを諦めきれない元許嫁じゃダメですか？（３）桜目禅斗/かるたも 700 角川春樹事務所時代小説文庫 15 くら姫　出直し神社たね銭貸し 櫻部由美子 680 コスミック出版 コスミック文庫α 21 「転生したので、歯医者をしながら伯爵家を立て直します！」（仮）亜坂たかみ 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 世界最速のレベルアップ 八又ナガト/ｆａｍｅ 660 角川春樹事務所時代小説文庫 15 一膳めし屋丸九（５） 中島久枝 660 コスミック出版 コスミック文庫α 21 可哀想な運命を背負った赤ちゃんに転生したけど、もふもふたちと楽しく魔法世界で生きています！（仮）ひなの琴莉 650
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 幼なじみからの恋愛相談。　相手は俺っぽいけど違うらしいケンノジ/やとみ 660 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 心を励ます　中国名言・名詞 河田聡美 730 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 9 百々とお狐の本格巫女修行（４） 千冬/紅木春 760
KADOKAWA スニーカー文庫 3/31 他人を寄せつけない無愛想な女子に説教したら、めちゃくちゃ懐かれた向原三吉/いちかわはる 640 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 「はじめまして」を3000回 喜多喜久 850 三交社 ラルーナ文庫 20 刑事に悩める恋の色 高月紅葉/小山田あみ 700
KADOKAWA ビーンズ文庫 3/31 春日坂高校漫画研究部（５）恋はマンガよりも奇なり！あずまの章/ヤマコほか 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 猫だからね そにしけんじ 690 三交社 ラルーナ文庫 20 異世界で王子様と子育てロマンス！？ 柚月美慧/上條ロロ 700
KADOKAWA ビーンズ文庫 3/31 義理の妹が聖女だからと婚約破棄されましたが私は妖精の愛し子です桜井ゆきな/白谷ゆう 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃 890 彩図社 彩図社文庫 19 最新研究でここまでわかった　日本史　通説のウソ日本史の謎検証委員会 682
KADOKAWA ビーンズ文庫 3/31 黒のグリモワールと呪われた魔女 春野こもも/ｉｙｕｔａｎｉ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 向こうの果て 竹田新 810 彩図社 彩図社文庫 19 図解いちばんやさしい仏教とお経の本 沢辺有司 682
KADOKAWA ルビー文庫 3/31 もふもふ黒豹男爵の慈愛花嫁 真崎ひかる/明神翼 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 ドS刑事　井の中の蛙大海を知らず殺人事件 七尾与史 810 集英社 集英社文庫 20 浮雲心霊奇譚　呪術師の宴（仮） 神永学 未定
KADOKAWA ジュエル文庫 1 妾の後宮妃ランキングは133番目のようです＋皇帝陛下と妾のグルメな新婚はじめました藍杜雫/ＳＨＡＢＯＮ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 世にも美しき数学者たちの 二宮敦人 810 集英社 集英社文庫 20 アンド・アイ・ラブ・ハー　東京バンドワゴン（仮） 小路幸也 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 春夏秋冬代行者　春の舞（上） 暁佳奈/スオウ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 メガバンク　起死回生 波多野聖 890 集英社 集英社文庫 20 TAS 特別師弟捜査員（仮） 中山七里 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 メイジアン・カンパニー（２） 佐島勤/石田可奈 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 モネのあしあと 原田マハ 600 集英社 集英社文庫 20 大人は泣かないと思っていた（仮） 寺地はるな 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 家出中不良女子小学生の妹をかくまうことになった腹違いの兄の一週間。（仮）佐々山プラス 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 やっぱり、僕の姉ちゃん 益田ミリ 690 集英社 集英社文庫 20 会津　友の墓標（仮） 西村京太郎 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 わたし以外とのラブコメは許さないんだからね（３）羽場楽人/イコモチ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 いのちの停車場 南杏子 810 集英社 集英社文庫 20 死媒蝶（仮） 森村誠一 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 君が、仲間を殺した数（２）─魔塔に挑む者たちの痕─有象利路/叶世べんち 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 われら滅亡地球学クラブ 向井湘吾 850 集英社 集英社文庫 20 闘鬼　斎藤一（仮） 吉川永青 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 魔王学院の不適合者（９）～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～秋/しずまよしのり 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 ブランケット・ブルームの星型乗車券 吉田篤弘 770 集英社 集英社文庫 20 真説・佐山サトル　タイガーマスクと呼ばれた男（仮）田崎健太 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 男女の友情は成立する？（いや、しないっ！！）（2）じゃあ、ほんとにアタシと付き合っちゃう？七菜なな/Ｐａｒｕｍ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 自分を好きになりたい わたなべぽん 650 集英社 集英社文庫 20 桜色の魂　チャスラフスカはなぜ日本人を50年も愛したのか（仮）長田渚左 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（７） 二丸修一/しぐれうい 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 8 雪見酒　居酒屋お夏 岡本さとる 750 集英社 集英社文庫 20 邂逅（仮） 小杉健治 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 春夏秋冬代行者　春の舞（下） 暁佳奈/スオウ 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 19 旦那様は恋人を拾う 間之あまの/花小蒔朔衣 660 集英社 集英社文庫 20 和三郎江戸修行　激烈（仮） 高橋三千綱 未定
KADOKAWA 電撃文庫 9 世界征服系妹（２） 上月司/あゆま紗由 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 19 乙女ゲーで狼陛下の溺愛攻略対象です 松雪奈々/陵クミコ 630 集英社 集英社文庫 20 復讐の家（仮） ステフ・チャ/宮内もと子 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 記憶喪失の侯爵様に溺愛されています（３）これは偽りの幸福ですか？春志乃/一花夜 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（３） 猫又ぬこ/へいろー 620 集英社 集英社オレンジ文庫 20 これは経費で落ちません！（８）～経理部の森若さん～（仮）青木祐子/ｕｋｉ 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言ったの？（２）ぷにちゃん/Ｌａｒｕｈａ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 剣帝学院の魔眼賢者（２） ツカサ/きさらぎゆり 660 集英社 集英社オレンジ文庫 20 平安あや解き草紙（仮） 小田菜摘/シライシユウコ 未定
KADOKAWA ビーズログ文庫 15 ワケあり竜騎士団で子育て始めました　～堅物団長となぜか夫婦になりまして～文里荒城/昌未 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 無敵の城主は恋に落ちる 春原いずみ/鴨川ツナ 820 集英社 集英社オレンジ文庫 20 ホテルクラシカル猫番館横浜山手のパン職人（ブーランジェール）（４）（仮）小湊悠貴/井上のきあ 未定
KADOKAWA ドラゴンブック 20 「知識の剣」の魔神の主（１）（仮） 北沢慶 未定 講談社 講談社学術文庫 15 一外交官の見た明治維新 アーネスト・サトウ/鈴木悠 ### 集英社 集英社オレンジ文庫 20 会社の裏に同僚埋めてくるけど何か質問ある？（仮）夕鷺かのう/くろのくろ 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 講談社 講談社学術文庫 15 メッカ　イスラームの都市社会 後藤明 920 集英社 集英社オレンジ文庫 20 精霊指定都市（仮） 我鳥彩子/けーしん 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 魔王2099（２）幻想終焉都市・秋葉原 紫大悟/クレタ 未定 講談社 講談社学術文庫 15 中国の歴史（10）ラストエンペラーと近代中国　清末　中華民国菊池秀明 ### 集英社 集英社オレンジ文庫 20 月の汀に啼く鵺は巷説山野風土夜物語（仮） 長谷川夕/睦月ムンク 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 あなたを救いに未来から来たと言うヒロインは三人目ですけど？氷純/うらたあさお 未定 講談社 講談社学術文庫 15 古典について 吉川幸次郎 960 集英社 集英社オレンジ文庫 20 瀬戸際のハケンと窓際の正社員（仮） ゆきた志旗/いのうえさきこ 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 通勤電車で会う女子高生に、なぜかなつかれて困っている甘粕冬夏/はくり 未定 講談社 講談社文庫 15 螢坂　香菜里屋シリーズ（３）〈新装版〉 北森鴻 620 集英社 集英社オレンジ文庫 23 映画ノベライズ　るろうに剣心最終章　The Final（仮）田中創/和月伸宏ほか 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（８）女神の慟哭下等妙人/水野早桜 未定 講談社 講談社文庫 15 さくら、さくら　おとなが恋して　新装版 林真理子 524 集英社 ダッシュエックス文庫 23 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった！？）（３）みかみてれん/竹嶋えく 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 追放魔術教官の後宮ハーレム生活 琴平稜/さとうぽて 未定 講談社 講談社文庫 15 グリーン・レクイエム　新装版 新井素子 未定 集英社 ダッシュエックス文庫 23 攻略難易度ハードモードの地球産ダンジョン～ボッチが異世界の奴隷少女たちと、余裕で攻略するそうです！～歩谷健介/てつぶた 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 辺境都市の育成者（３）迷宮の蒼薔薇 七野りく/福きつね 未定 集英社 ダッシュエックス文庫 23 魔弾の王と凍漣の雪姫（８） 川口士/美弥月いつか 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 少女と血と勇者先生と 蒼木いつろ/ＰＯＫＩｍａｒｉ 未定 集英社 ダッシュエックス文庫 23 魔弾の王と聖泉の双紋剣（５） 瀬尾つかさ/川口士ほか 未定
KADOKAWA ファンタジア文庫 20 両親の借金を肩代わりしてもらう条件は日本一可愛い女子高生と一緒に暮らすことでした。（２）雨音恵/ｋａｋａｏ 未定 集英社 ダッシュエックス文庫 23 元勇者は静かに暮らしたい（４） こうじ/鍋島テツヒロ 未定
KADOKAWA 角川文庫 23 ソーダ・ボーイ（仮） 吉村喜彦 未定 集英社 ダッシュエックス文庫 23 王立魔法学園の最下生（２）～貧困街上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する～柑橘ゆすら/青乃下ほか 未定
KADOKAWA 角川文庫 23 退屈のお殿さま 和久田正明 未定 小学館 小学館文庫 1 小説　ホムンクルス 江波光則 640
KADOKAWA 角川文庫 23 雪割草 横溝正史 未定 小学館 小学館文庫 6 私はスカーレット（４） 林真理子 600
KADOKAWA 角川文庫 23 血の葬送曲（仮） 未定 未定 小学館 小学館文庫 6 看取り医　独庵 根津潤太郎 660
KADOKAWA 角川文庫 23 警視庁機動捜査隊216 仮面の十月 安井国穂 未定 小学館 小学館文庫 6 刑事特捜隊「お客さま」相談係（２）織姫の夜 鳴神響一 820
KADOKAWA 角川文庫 23 フラッガーの方程式 浅倉秋成 未定 小学館 小学館文庫 6 刑事仙道　見取り捜査　京都御朱印巡り殺人事件赤木京太郎 720
KADOKAWA 角川文庫 23 みんなが、ひとりでいても寂しそうに見えなければいいのに　つれづれノート（39）銀色夏生 未定 小学館 ガガガ文庫 20 結婚が前提のラブコメ（４） 栗ノ原草介 620
KADOKAWA 角川文庫 23 産業医・渋谷雅治の事件カルテ 未定 未定 小学館 ガガガ文庫 20 剣と魔法の税金対策（２） ＳＯＷ 660
KADOKAWA 角川文庫 23 おでん居酒屋ふみ　占い繁盛記 渡辺淳子 未定 小学館 ガガガ文庫 20 千歳くんはラムネ瓶のなか（５） 裕夢 730
KADOKAWA 角川文庫 23 妖魔なオレ様と下僕な僕（仮） 椹野道流 未定 小学館 ガガガ文庫 20 千歳くんはラムネ瓶のなか（５）SS冊子付き特装版裕夢/ｒａｅｍｚ ###
KADOKAWA 角川文庫 23 向島・箱屋の新吉（３）（仮） 小杉健治 未定 新紀元社 ポルタ文庫 中 探しものは妖怪ですか？はざまの神社の猫探偵霜月りつ/すずむし 650
KADOKAWA 角川文庫 23 お江戸やすらぎ飯　初恋 鷹井伶/小説工房シェルパ 未定 新書館 ウィングス文庫 9 伯爵令嬢ですがゾンビになったので婚約破棄されました渡海奈穂/夏乃あゆみ 860
KADOKAWA 角川文庫 23 ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング/河合祥一郎未定 新書館 ディアプラス文庫 9 恋をしていたころ 安西リカ/尾賀トモ 680
KADOKAWA 角川文庫 23 銀橋 中山可穂 未定 新潮社 新潮文庫 26 全裸監督村西とおる伝 本橋信宏 ###
KADOKAWA 角川文庫 23 さしすせその女たち 椰月美智子 未定 新潮社 新潮文庫 26 吃音伝えられないもどかしさ 近藤雄生 550
KADOKAWA 角川文庫 23 仕事のあとは江戸の町で食べ歩いています（仮）神楽坂淳 未定 新潮社 新潮文庫 26 雪ぐ人「冤罪弁護士」今村核の挑戦 佐々木健一 590
KADOKAWA 角川文庫 23 不在 彩瀬まる 未定 新潮社 新潮文庫 26 ルポ　川崎 磯部涼 630
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新潮社 新潮文庫 26 文豪の凄い語彙力 山口謠司 550 竹書房 竹書房怪談文庫 28 実話怪事記　怨み禍（仮） 真白圭 680 双葉社 双葉文庫 15 暗色コメディ 連城三紀彦 850
新潮社 新潮文庫 26 大奥づとめ 永井紗耶子 630 竹書房 竹書房怪談文庫 28 羅刹ノ国　北九州怪談行（仮） 菱井十拳 680 双葉社 双葉文庫 15 京都丸太町の恋衣屋さん 天花寺さやか 610
新潮社 新潮文庫 26 ひとつむぎの手 知念実希人 750 竹書房 竹書房怪談文庫 28 算命学怪談　占い師の怖い話（２）（仮） 幽木武彦 680 双葉社 双葉文庫 15 おいしい診療所の魔法の処方箋（２） 藤山素心 620
新潮社 新潮文庫 26 月の炎 板倉俊之 670 竹書房 ラヴァーズ文庫 30 龍の恋炎（仮） ふゆの仁子/奈良千春 660 双葉社 双葉文庫 15 蜜命係長と島のオンナたち（仮） 霧原一輝 660
新潮社 新潮文庫 26 僕とぼく妹の命が奪われた「あの日」から 川名壮志 590 竹書房 ラヴァーズ文庫 30 舐め男～年上の生徒にナメられています～（仮）西野花/國沢智 660 双葉社 双葉文庫 15 はぐれ長屋の用心棒（51）鬼神の叫び 鳥羽亮 630
新潮社 新潮文庫 26 どうやらオレたち、いずれ死ぬっつーじゃないですかみうらじゅん 630 宝島社 宝島社文庫 7 甘美なる誘拐 平居紀一 800 双葉社 双葉文庫 15 藍染袴お匙帖（13） 藤原緋沙子 630
新潮社 新潮文庫 26 死神の弟子とかなり残念な小説家。 榎田ユウリ 630 宝島社 宝島社文庫 7 臨床法医学者・真壁天　秘密基地の首吊り死体高野結史 720 双葉社 双葉文庫 15 家請人克次事件帖（３）春告げ鳥〈新装版〉 築山桂 630
新潮社 新潮文庫 26 テアトル・オン・アイス 椎名寅生 630 宝島社 宝島社文庫 7 私立図書館・黄昏堂の奇跡　持ち出し禁止の名もなき奇書たち岡本七緒 720 双葉社 双葉文庫 15 おんな与力　花房英之介（２） 鳴神響一 630

新潮社 新潮文庫 26 神秘の短剣（上）ダーク・マテリアルズ（２） フィリップ・プルマン 670 宝島社 宝島社文庫 7 鎌倉うずまき案内所 青山美智子 750 双葉社 双葉文庫 15 北の御番所検使書留帳（１）春の雪（仮） 芝村凉也 680
新潮社 新潮文庫 26 神秘の短剣（下）ダーク・マテリアルズ（２） フィリップ・プルマン 670 宝島社 宝島社文庫 7 静かに眠るドリアードの森で　緑の声が聴こえる少女冴内城人 760 双葉社 双葉文庫 15 15分のお江戸コメディ　ことわざ時代劇 瀬尾英男 570
実業之日本社実業之日本社文庫 8 十津川警部捜査行　愛と幻影の谷川特急 西村京太郎 760 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 7 新版　人生の指針が見つかる　座右の銘　1500 別冊宝島編集部 600 双葉社 双葉文庫 15 じゃりン子チエ（15） はるき悦巳 800
実業之日本社実業之日本社文庫 8 ファンクション7 相場英雄 830 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 7 新版　必ず誰かに話したくなる心理学　99題 渋谷昌三/岡崎博之 600 双葉社 モンスター文庫 30 極点の炎魔術師～ファイアボールしか使えないけど、モテたい一心で最強になりました～シクラメン/ミユキルリア 680

実業之日本社実業之日本社文庫 8 天城越え殺人事件私立探偵・小仏太郎 梓林太郎 720 筑摩書房 ちくま文庫 12 石の文学館時間が織りなす物語 和田博文 860 双葉社 モンスター文庫 30 社畜男はB人お姉さんに助けられて――（３） 櫻井春輝/あむ 710
実業之日本社実業之日本社文庫 8 きみを殺す、その日まで いぬじゅん 700 筑摩書房 ちくま文庫 12 新青年アンソロジー 「新青年」研究会 1700 双葉社 モンスター文庫 30 必勝ダンジョン運営方法（15） 雪だるま/ファルまろ 680
実業之日本社実業之日本社文庫 8 雲雀坂の魔法使い 沖田円 700 筑摩書房 ちくま文庫 12 おれたちと大砲 井上ひさし 1000 二見書房 ハニー文庫 12 訳あり令嬢の婚約破談計画 阿部はるか/成瀬山吹 713
実業之日本社実業之日本社文庫 8 お助け椀　人情料理わん屋 倉阪鬼一郎 700 筑摩書房 ちくま文庫 12 先端で、さすわ　さされるわ　そらええわ 川上未映子 680 二見書房 ハニー文庫 12 幼なじみの騎士様の愛妻になりました 真宮藍璃/すがはらりゅう 727
実業之日本社実業之日本社文庫 8 排除　潜入捜査〈新装版〉 今野敏 720 筑摩書房 ちくま文庫 12 水瓶 川上未映子 680 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 両隣の人妻（仮） 綾野馨 720
実業之日本社実業之日本社文庫 8 白バイガール　フルスロットル 佐藤青南 740 筑摩書房 ちくま文庫 12 世界奇食大全　増補版 杉岡幸徳 800 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 夜行列車の君を探して（仮） 津村しおり 720
実業之日本社実業之日本社文庫 8 アケマン　警視庁LSP 明田真子 沢里裕二 680 筑摩書房 ちくま文庫 12 理不尽な進化　増補新版遺伝子と運のあいだ 吉川浩満 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 青い瞳の美少女（仮） 諸積直人 720
実業之日本社実業之日本社文庫 8 負けるための甲子園 谷山走太 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 民俗地名語彙事典 松永美吉 2000 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 素人告白スペシャル　熟女との忘れられない性体験（仮）素人投稿編集部 720
実業之日本社実業之日本社文庫 8 北町奉行所前腰掛け茶屋 吉田雄亮 700 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 近代とホロコースト ジグムント・バウマン/森田典正1600 二見書房 ザ・ミステリ・コレクション21 コヴェット（原題） Ｊ・Ｒ・ウォード/氷川由子 1380
ジーウォーク紅文庫 27 つゆだくでお願い 葉月奏太 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 世界市場の形成 松井透 1500 二見書房 ザ・ミステリ・コレクション21 フロング・ハイランダー（原題） リンゼイ・サンズ/喜須海理子 1200
ジーウォーク紅文庫 27 三十年の欲望 うかみ綾乃 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 フォン・ノイマンの生涯 ノーマン・マクレイ/渡辺正ほか1700 二見書房 シャレード文庫 26 わすれられない恋ならば 谷崎泉/ミギノヤギ 700
祥伝社 祥伝社文庫 16 源平妖乱　鬼夜行 武内涼 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 フィヒテ入門講義 ヴィルヘルム・Ｇ・ヤコプス 1200 二見書房 シャレード文庫 26 本気で不純な生存戦略　～精気吸引はじめました～高月まつり/八千代ハル 650
祥伝社 祥伝社文庫 16 初代北町奉行　米津勘兵衛　弦月の帥 岩室忍 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 近代日本思想選　福沢諭吉 福沢諭吉/宇野重規 1600 二見書房 シャレード文庫 26 迷子のオメガはどこですか　～カプセルトイの小さな月～弓月あや/Ｃｉｅｌ 650
祥伝社 祥伝社文庫 16 ひと 小野寺史宜 未定 中央公論新社中公文庫 21 新装版　五郎治殿御始末 浅田次郎 520 二見書房 二見文庫　官能シリーズ26 灰色の病棟（仮） 桜井真琴 720
祥伝社 祥伝社文庫 16 平凡な革命家の死 樋口有介 未定 中央公論新社中公文庫 21 神を統べる者（３）上宮聖徳法王誕生篇 荒山徹 920 二見書房 二見時代小説文庫 26 剣客大名　柳生俊平（17） 麻倉一矢/安里英晴 658
祥伝社 祥伝社文庫 16 オレと俺 水生大海 未定 中央公論新社中公文庫 21 都鄙問答 石田梅岩/加藤周一 1000 二見書房 二見時代小説文庫 26 椿平九郎　留守居秘録（２） 早見俊/西のぼる 700
祥伝社 祥伝社文庫 16 映画女優　吉永小百合 大下英治 未定 中央公論新社中公文庫 21 阿呆旅行 未定 940 二見書房 二見時代小説文庫 26 大江戸けったい長屋（４） 沖田正午 720

祥伝社 祥伝社文庫 16 鳶　新・戻り舟同心 長谷川卓 未定 中央公論新社中公文庫 21 香港・濁水渓増補版 邱永漢 1000 文芸社 文芸社文庫 5 ニュー・ワールズ・エンド 川口祐海 700
祥伝社 祥伝社文庫 16 寝ず身の子　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定 中央公論新社中公文庫 21 教科書名短篇家族の時間 中央公論新社 700 文芸社 文芸社文庫 5 あの日、松の廊下で 白蔵盈太 680
祥伝社 黄金文庫 16 世界で一番　かわいい名言 ひすいこたろう 未定 中央公論新社中公文庫 21 もぐら新章　青嵐 矢月秀作 680 文藝春秋 文春文庫 6 初詣で　照降町四季（１） 佐伯泰英 780
祥伝社 黄金文庫 16 24時間の使い方 石川和男 未定 中央公論新社中公文庫 21 サルと人間サル化する人間社会 山極壽一 700 文藝春秋 文春文庫 6 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ 870
心交社 ショコラ文庫 12 善き王子のための裏切りのラメント（仮） 片岡/みずかねりょう 690 中央公論新社中公文庫 21 ウィトゲンシュタイン家の人びと闘う家族 アレグザンダー・ウォー/塩原通緒1500 文藝春秋 文春文庫 6 影ぞ恋しき（上） 葉室麟 750
心交社 ショコラ文庫 12 ソラの人 朝丘戻/苑生 850 中央公論新社中公文庫 21 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 6 影ぞ恋しき（下） 葉室麟 750
スターツ出版ベリーズ文庫 9 最愛未満～史上最悪のおめでた結婚【元号旦那様シリーズ令和編】（仮）水守恵蓮 640 中央公論新社中公文庫 21 赤い死の舞踏会ポー作品集 エドガー・アラン・ポー/吉田健一1000 文藝春秋 文春文庫 6 音叉 髙見澤俊彦 770
スターツ出版ベリーズ文庫 9 天才脳外科医は新妻を愛し尽くしたい（仮） 佐倉伊織 640 中央公論新社中公文庫 21 新装版　マンガ日本の歴史（13）織田信長と関白秀吉石ノ森章太郎 840 文藝春秋 文春文庫 6 赤い風 梶よう子 1000
スターツ出版ベリーズ文庫 9 愛憎エンゲージメント（仮） 吉澤紗矢 640 東京創元社創元推理文庫 12 わたしの忘れ物 乾ルカ 780 文藝春秋 文春文庫 6 海を抱いて月に眠る 深沢潮 900
スターツ出版ベリーズ文庫 9 クールな御曹司は二度目の初恋を逃がさない（仮）宇佐木 640 東京創元社創元推理文庫 12 見守るもの千蔵呪物目録（３） 佐藤さくら 1000 文藝春秋 文春文庫 6 最後の相棒　歌舞伎町麻薬捜査 永瀬隼介 900
スターツ出版ベリーズ文庫 9 極上エリートパイロットに契約結婚を申し込まれました（仮）未華空央 640 東京創元社創元ＳＦ文庫 12 超動く家にて 宮内悠介 800 文藝春秋 文春文庫 6 小屋を燃す 南木佳士 660
スターツ出版ベリーズ文庫 9 奪うよ、キミの心も身体も全部（仮） 田崎くるみ 640 東京創元社創元推理文庫 21 スタイルズ荘の怪事件【新訳版】 アガサ・クリスティ/山田蘭 880 文藝春秋 文春文庫 6 武士の流儀（５） 稲葉稔 680
スターツ出版ベリーズ文庫 9 気の毒なお姫様の幸せなお話（仮） もり 640 東京創元社創元推理文庫 21 殺人者の手記（上） ホーカン・ネッセル/久山葉子 1040 文藝春秋 文春文庫 6 神のふたつの貌 貫井徳郎 900
スターツ出版ケータイ小説文庫ピンクレーベル26 花嫁修業のため、幼なじみと極甘（シロハート）同居が始まります（仮）言ノ葉リン 500 東京創元社創元推理文庫 21 殺人者の手記（下） ホーカン・ネッセル/久山葉子 1040 文藝春秋 文春文庫 6 バナナの丸かじり 東海林さだお 670
スターツ出版ケータイ小説文庫ピンクレーベル26 ＊あいら＊新シリーズ（１）（仮） ＊あいら＊ 500 東京創元社創元推理文庫 21 死者だけが血を流す／淋しがりやのキング日本ハードボイルド全集（１）生島治郎生島治郎/北上次郎ほか 1500 文藝春秋 文春文庫 6 人口減少社会の未来学 内田樹 800
スターツ出版ケータイ小説文庫ブラックレーベル26 イジメ返し―新たな復讐―（仮） なぁな 500 東京創元社創元推理文庫 30 金木犀と彼女の時間 彩坂美月 800 文藝春秋 文春文庫 6 バイバイバブリー 阿川佐和子 620
スターツ出版スターツ出版文庫 28 新米パパの双子ごはん（２）（仮） 遠藤遼 600 東京創元社創元推理文庫 30 魔軍跳梁　赤江瀑アラベスク（２）（仮） 赤江瀑/東雅夫 1400 文藝春秋 文春文庫 6 選べなかった命　出生前診断の誤診で生まれた子河合香織 750

スターツ出版スターツ出版文庫 28 龍神様と巫女花嫁の契り（２）（仮） 涙鳴 600 東京創元社創元ＳＦ文庫 30 小惑星ハイジャック ロバート・シルヴァーバーグ/伊藤典夫780 文藝春秋 文春文庫 6 乗客ナンバー23の消失 セバスチャン・フィツェック/酒寄進一1000
スターツ出版スターツ出版文庫 28 まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見夏衛 600 徳間書店 徳間文庫 14 僕らの課外授業 赤川次郎 680 文藝春秋 文春学藝ライブラリー 6 義経の東アジア 小島毅 1700
スターツ出版スターツ出版文庫 28 明日、君が死ぬことを僕だけが知っていた（仮） 加賀美真也 600 徳間書店 徳間文庫 14 麻倉玲一は信頼できない語り手 太田忠司 720 フロンティアワークスダリア文庫 13 恋は秘めたる情慾に　─旧制高校モラトリアム─高月紅葉/北沢きょう 700
青春出版社青春文庫 12 暮らしと心の「すっきり」が続く　ためない習慣 金子由紀子 890 徳間書店 徳間文庫 14 ジャパン・ガンズ 神野オキナ 840 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 6 ヤンデレ策士な御曹司に知らないうちに婚姻届を出されていました（仮）山野辺りり/八美☆わん 未定
青春出版社青春文庫 12 世の中の裏がきちんとわかる！　理系の話（仮）おもしろサイエンス学会 790 徳間書店 徳間文庫 14 下町不思議町物語 香月日輪 600 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 6 スパダリ夫と若奥様、シチュエーションHで子作り中！！（仮）七福さゆり/獅童ありす 未定
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 7 デビルな社長と密着24時 七福さゆり 640 徳間書店 徳間文庫 14 クレインファクトリー 三島浩司 880 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 6 Perfume（仮） 白石さよ/芦原モカ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 7 猫かぶり御曹司の契約恋人 加地アヤメ 640 徳間書店 キャラ文庫 27 暴君竜を飼いならせ（10）（仮） 犬飼のの 620 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 13 制服奴隷市場【十匹の餌食】（仮） 夏月燐 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 9 のんびりVRMMO記（８） まぐろ猫＠恢猫 610 徳間書店 キャラ文庫 27 花降る王子の婚礼（２）（仮） 尾上与一 620 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 13 肉玩具にされた隣人妻（仮） 御前零士 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 9 巻き込まれ召喚！？　そして私は『神』でした？？（３）まはぷる 610 徳間書店 キャラ文庫 27 簒奪者は気高きΩ に跪く（仮） 華藤えれな 620 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 19 悪女（と誤解される私）が腹黒王太子様の愛され妃になりそうです（仮）栢野すばる/八美☆わん 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 9 欠陥品の文殊使いは最強の希少職でした。（３） 登龍乃月 610 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 5 24の「神話」からよむ宗教 中村圭志 900 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 19 あやかしの恋情（仮） 蒼磨奏/獅童ありす 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 9 異世界でカフェを開店しました。（13） 甘沢林檎 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 5 食糧と人類飢餓を克服した大増産の文明史 ルース・ドフリース/小川敏子 1000 フランス書院美少女文庫 20 僕には吸血鬼狩り（ヴァンパイアハンター）なお姉ちゃんがいます（仮）青橋由高/ＨＩＭＡ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 9 乙女ゲームの悪役なんてどこかで聞いた話ですが（４）柏てん 640 Jパブリッシングカクテルキス文庫 19 未定 義月粧子 755 フランス書院美少女文庫 20 僕は小さな淫魔のしもべ（仮） 葉原鉄/玉之けだま 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 9 元獣医の令嬢は婚約破棄されましたが、もふもふたちに大人気です！（１）園宮りおん 640 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 3/26 星は見ている ベティ・ニールズ/麦田あかり 627 フランス書院美少女文庫 20 なんでソープに先生が！？（仮） サエキヨウスケオルタ/みな本未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 忘れえぬ魔女の物語（２） 宇佐楢春/かも仮面 700 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 3/26 罪深い肖像画 リン・グレアム/秋元由紀子 627 フランス書院フランス書院文庫 26 逆恨み孕ませ【人妻鬼調教】（仮） 八雲蓮 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 魔神に選ばれし村人ちゃん、都会の勇者を超越する年中麦茶太郎/ｓｈｎｖａ 640 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 3/26 情熱と絶望のはざまで シャロン・ケンドリック/吉本ミキ 627 フランス書院フランス書院文庫 26 今すぐ入れてください（仮） 夏川瞬 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 その商人の弟子、剣につき（２） 蒼機純/美和野らぐ 700 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 3/26 情熱だけの関係 ミランダ・リー/森島小百合 627 フランス書院フランス書院文庫 26 奈落の美界【麗姫無惨】（仮） 綺羅光 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 神殺しの魔王、最弱種族に転生し史上最強になる（２）えぞぎんぎつね/ＴＥＤＤＹ 700 ハーパーコリンズ・ジャパンエロティカ・ラブロ文庫 1 セクシーすぎる隣人～獰猛なイケメンの淫らで甘い罠～イライザ・アダムス/中野恵 664 フランス書院フランス書院文庫 26 妻の母の喪服姿が色っぽすぎて（仮） 高宮柚希 未定

SBクリエイティブＧＡ文庫 15 俺とコイツの推しはサイコーにカワイイ（２） りんごかげき/ＤＳマイル 700 ハーパーコリンズ・ジャパンエロティカ・ラブロ文庫 1 淫らな子爵の欲望に無垢な令嬢は翻弄される ジャッキー・バルボサ/古瀬梨乃664 フランス書院フランス書院文庫 26 子づくり出張【女社長と新人社員】（仮） 美和令 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 尽くしたがりなうちの嫁についてデレてもいいか？（２）斧名田マニマニ/あやみ 700 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 9 ボスへの想い ダイアナ・パーマー/神鳥奈穂子600 フランス書院フランス書院文庫 26 強制ネトラセ人妻（仮） 大角やぎ 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女の小さなデレも見逃さずにぐいぐいいく（３）ふか田さめたろう/ふーみ 700 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 9 花婿の誓い レベッカ・ウインターズ/高山恵 500 ポプラ社 ポプラ文庫 7 守護霊刑事 藤崎翔 680
草思社 草思社文庫 5 対比列伝　ヒトラーとスターリン（３） アラン・ブロック/鈴木主税 2000 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 9 危険な億万長者 サラ・モーガン/東みなみ 500 ポプラ社 ポプラ文庫 7 百貨の魔法 村山早紀 800
草思社 草思社文庫 5 図書館の興亡 マシュー・バトルズ/白須英子1200 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 9 秘められた絆 アン・メイザー/中原もえ 500 ホビージャパンＨＪ文庫 1 異界心理士の正気度と意見 水城正太郎/黒井ススム 619
草思社 草思社文庫 5 絵師の魂　渓斎英泉 増田晶文 980 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 塔の上の婚約者 ジョアンナ・リンジー/さとう史緒 945 ホビージャパンＨＪ文庫 1 「私と一緒に住むってどうかな？」（１） 水口敬文/ろうか 619
草思社 草思社文庫 5 自然という幻想多自然ガーデニングによる新しい自然保護エマ・マリス/岸由二ほか 1000 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 淡い夢のほとりで キャット・マーティン/高科優子 891 ホビージャパンＨＪ文庫 1 魔界帰りの劣等能力者（６） たすろう/かる 619
大和書房 だいわ文庫 中 大衆食堂へ行こう 東海林さだお 800 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 愛のソネット ステファニー・ローレンス/鈴木たえ子800 ホビージャパンＨＪ文庫 1 精霊幻想記（19） 北山結莉/Ｒｉｖ 619
大和書房 だいわ文庫 中 無敵の思考 ひろゆき 680 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫 1 第八の探偵 アレックス・パヴェージ/鈴木恵 900 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
大和書房 だいわ文庫 中 孤独と上手につきあう9つの方法 和田秀樹 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 1 デジタル・ミニマリスト　スマホに依存しない生き方カル・ニューポート/池田真紀子 800 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 657
大和書房 だいわ文庫 中 勝者のゴールデンメンタル 飯山晄朗 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 1 法典分子大感染 ペーター・グリーゼ/アルント・エルマーほか740 毎日新聞出版毎日文庫 30 極小農園日記 荻原浩 700
竹書房 竹書房ラブロマン文庫 5 しくじり女上司（仮） 美野晶/大柴宗平 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 9 吉原美味草紙　人騒がせな蟹祭り 出水千春 780 毎日新聞出版毎日文庫 30 その話は今日はやめておきましょう 井上荒野 750
竹書房 ラズベリーブックス 9 ブリジャートン家（３）もう一度だけ円舞曲を ジュリア・クイン/村山美雪 1200 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 9 風待ちのふたり　薫と芽衣の事件帖 倉本由布 720 マイクロマガジン社ことのは文庫 20 海辺のカフェで謎解きを　～マーフィーの恋の法則～悠木シュン/中村至宏 690
竹書房 ラズベリーブックス 9 Who's That Earl（原題） スザンナ・クレイグ/辻早苗 1100 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫 14 バザールの少年探偵 ディーパ・アーナパーラ/坂本あおい1000 マイナビ出版マイナビ出版ファン文庫Ｔｅａｒｓ12 動物園であった泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 720
竹書房 ムーンドロップス文庫 12 異世界から来た賢者様はお嫁様をさがしている（仮）竹輪/逆月酒乱 840 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 14 大日本帝国の銀河（２） 林譲治 800 マイナビ出版マイナビ文庫 20 色を楽しむ大人のおしゃれ 堀川波 930
竹書房 竹書房ラブロマン文庫 12 なまめき地方妻（仮） 桜井真琴 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 14 ポストコロナのSF 日本ＳＦ作家クラブ 800 マイナビ出版マイナビ文庫 20 日本のふくもの図鑑 上大岡トメ/ふくもの隊 880
竹書房 竹書房文庫 12 素人手記　こわいほどキモチいい！　鬼畜のカイカンに目覚めて（仮）愛の体験編集部 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 エルファード人の野望 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/クルト・マールほか740 マイナビ出版マイナビ出版ファン文庫21 質屋からすのワケアリ帳簿（６）（仮） 南潔/冬臣 680

竹書房 竹書房文庫 16 大聖神 横田順彌/日下三蔵 1200 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 マザーコード キャロル・スタイヴァース/金子浩1000 マイナビ出版マイナビ出版ファン文庫21 豆腐料理のおいしい、豆だぬきのお宿 江本マシメサ/Ｍｅｉｊ 680
竹書房 竹書房文庫 19 欲望の時刻（仮） 多加羽亮 700 原書房 ライムブックス 9 復縁は甘くひそやかに べサニー・ベネット/緒川久美子1200 三笠書房 知的生きかた文庫 19 マッキンゼーで学んだ段取りの技法（仮） 大嶋祥誉 未定
竹書房 竹書房文庫 22 タルタロスの目覚め（上）（仮） ジェームズ・ロリンズ/桑田健 800 一二三書房ブレイブ文庫 24 姉が剣聖で妹が賢者で（２） 戦記暗転 760 三笠書房 知的生きかた文庫 19 「急がない人」が、いい人生を送る（仮） 斎藤茂太 未定
竹書房 竹書房文庫 22 タルタロスの目覚め（下）（仮） ジェームズ・ロリンズ/桑田健 800 PHP研究所ＰＨＰ文庫 5 日本人が知るべき東アジアの地政学 茂木誠 880 三笠書房 知的生きかた文庫 19 〔新版〕一瞬で大切なことを伝える技術（仮） 三谷宏治 未定
竹書房 蜜猫文庫 22 国王陛下は新妻に溺愛されている（仮） 伽月るーこ/なおやみか 800 PHP研究所ＰＨＰ文庫 5 日本人として知っておきたい世界史の教訓（仮） 中西輝政 900 三笠書房 知的生きかた文庫 19 ぜったい幸せになれる話し方の秘密（仮） 佐藤富雄 未定
竹書房 蜜猫文庫 22 運命の二人は、なんどでも恋に落ちる（仮） 如月/ことね壱花 800 PHP研究所ＰＨＰ文庫 5 鬼滅の刃で哲学する（仮） 小川仁志 680 三笠書房 知的生きかた文庫 19 生涯現役は、50代の人生で決まる（仮） 下重暁子 未定
竹書房 竹書房ラブロマン文庫 26 女体めぐりの出張（仮） 伊吹功二 700 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 19 文蔵2021.5 「文蔵」編集部 750 三笠書房 王様文庫 28 眠れないほどおもしろい「三大宗教」（仮） 並木伸一郎 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 28 凶鳴怪談（２）（仮） 岩井志麻子/徳光正行 680 双葉社 双葉文庫 15 踊る彼女のシルエット 柚木麻子 610 三笠書房 王様文庫 28 わかりすぎて困る心理テスト（仮） 中嶋真澄 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 28 実話奇譚　魘魅（仮） 川奈まり子 680 双葉社 双葉文庫 15 できそこないの世界でおれたちは 桜井鈴茂 630 三笠書房 王様文庫 28 気持ちのムダづかい（仮） 松本紹圭 未定


	2021年4月コミック新刊
	2021年4月文庫新刊

