
2021年 　６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）予価は税込にて表示しています
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

KADOKAW 1 そうして僕は恋を知る（３） ときたほのじ 726 KADOKAW 25 ソードアート・オンライン　プログレッシブ　冥き夕闇 川原礫/ぷよちゃほか 未定 講談社 17 子猫♂が待ってるので帰ります。（２） くらの 715 小学館 1 ショコラの魔法～メモリアルコレクション～ みづほ梨乃 560
KADOKAW 1 ワケあって、ネコになりました。 めぎむら 726 KADOKAW 25 弱小貴族の異世界奮闘記（２）～うちの領地が大貴 拓平/ｋｉｔａｔｕ（ツギクル）ほ未定 講談社 17 SHAMAN KING（35） 武井宏之 660 小学館 1 恋して　悪役プリンセス！ 辻永ひつじ 484
KADOKAW 1 年下の男の子（４） とりよし 726 KADOKAW 25 ちびっこ賢者、Lv.1から異世界でがんばります！（４みさき樹里/彩戸ゆめほ 未定 講談社 17 シャーマンキング0（１） 武井宏之 770 小学館 1 はろー！マイベイビー（７） かわだ志乃 484
KADOKAW 1 テンプレ学園の転校生（１） いなかしルや 737 KADOKAW 25 きみ子は残像を愛す（１） かしこ 未定 講談社 17 シャーマンキング0（２） 武井宏之 770 小学館 1 ナゾトキ☆ホラーショー　―闇からの招待状― 春瀬花香 484
KADOKAW 1 捨てられ聖女の異世界ごはん旅　隠れスキルでキャ小神奈々/米織ほか 737 KADOKAW 25 ひとりぼっちの○○生活（８） カツヲ 未定 講談社 17 彼氏絶対殺す彼女vs.彼女絶対落とす彼氏 ｓｕｇｉｙａ 748 小学館 1 のぞき穴 能登山けいこ/小森チヒロ 484
KADOKAW 1 妹に婚約者を譲れと言われました　最強の竜に気にｈｉ８ｍｕｇｉ/柏てんほか 737 KADOKAW 25 もいもいスイスイ（２） しでん 未定 講談社 18 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（１） あずま京太郎/中丸洋介 726 小学館 9 RAIDEN-18 荒川弘 950
KADOKAW 4 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。（１） 佐茂すけ/竹村優希ほか未定 KADOKAW 25 私、エリート天使ですが難攻不落なJKに困ってますのやま 未定 講談社 18 大きくなったら結婚する！（３） 深冬ふみ 693 小学館 10 来迎國／らいごうのくに（１） 玉野祐也/鈴木智 650
KADOKAW 4 帰ってください！　阿久津さん（３） 長岡太一 未定 KADOKAW 25 セミリタイアした冒険者はのんびり暮らしたい（１） 久櫛縁ほか 未定 講談社 18 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライ岡沢六十四/るれくちぇほ 726 小学館 10 ケンガンオメガ（９） だろめおん/サンドロビッ 650
KADOKAW 4 夫婦以上、恋人未満。（６） 金丸祐基 未定 KADOKAW 25 限界超えの天賦は、転生者にしか扱えない（１）―オ長月みそか/三上康明ほ未定 講談社 18 アダマスの魔女たち（６） 今井ユウ 726 小学館 10 先生で○○しちゃいけません！（４） 武者サブ 650
KADOKAW 4 TRUMP（１） 末満健一/はまぐり 未定 KADOKAW 25 新米姉妹のふたりごはん（９） 柊ゆたか 未定 講談社 18 Kiss×sis（24） ぢたま某 693 小学館 10 メディアミックスメイデン（１） 武者サブ/丸戸史明 650
KADOKAW 5 ある継母のメルヘン（１） ＯＲＫＡ/Ｓｐｉｃｅ＆Ｋｉｔｔｙ 1034 KADOKAW 25 異世界最強の大魔王、転生し冒険者になる（２） オギノサトシ/月夜涙ほか未定 講談社 23 瑠璃と料理の王様と（13） きくち正太 715 小学館 10 きみに恋する殺人鬼（１） あきやまえんま 650
KADOKAW 5 レディローズは平民になりたい（５） こおりあめ/ひだかなみほ未定 KADOKAW 25 私を喰べたい、ひとでなし（２） 苗川采 未定 講談社 23 賊軍　土方歳三（４） 赤名修 715 小学館 10 送球ボーイズ（19） サカズキ九/フウワイ 530
KADOKAW 5 落命魔女と時をかける旦那様の死なない婚約印（３あずやちとせ 715 KADOKAW 25 熱帯魚は雪に焦がれる（９） 萩埜まこと 未定 講談社 23 傀儡戦記（１） 高殿円/蛇蔵ほか 990 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―七島佳那 499
KADOKAW 5 諸事情により、男装姫は逃亡中！（２） 中条亮/紅城蒼ほか 715 講談社 23 アンメット　―ある脳外科医の日記―（２） 大槻閑人/子鹿ゆずる 715 小学館 10 痴情の接吻（７） 如月ひいろ 499
KADOKAW 5 聖女の魔力は万能です（６） 藤小豆/橘由華ほか 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 23 リエゾン　―こどものこころ診療所―（５） ヨンチャン/竹村優作 715 小学館 10 悪魔と一途　―虜―（３） 織田綺 499
KADOKAW 5 魔王様にパフェを作ったら喜ばれました（３） 要龍 715 講談社 4 女神のスプリンター（６） 原田重光/かろちー 726 講談社 23 ドラゴン桜2（17） 三田紀房 715 小学館 10 もいちど彼と（３） 宮園いづみ 499
KADOKAW 5 悪役腐令嬢様とお呼び！（１） ＧＵＮＰ/節トキほか 715 講談社 4 虎鶫　とらつぐみ　―TSUGUMI PROJECT―（１） ｉｐｐａｔｕ 726 講談社 23 焼いてるふたり（３） ハナツカシオリ 715 小学館 10 30禁（７） 畑亜希美 499
KADOKAW 5 転生したら乙女ゲーの世界？　いえ、魔術を極める坂巻あきむ/櫻井三丸ほ 715 講談社 4 サタノファニ（17） 山田恵庸 726 講談社 23 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（８）土塚理弘 770 小学館 10 うしろに何かみえてますが（２） 赤石路代 499
KADOKAW 5 アデライド（３） ＳＵＨＯ/Ｃｈａｅ　Ｈａｂｉｎ 1034 講談社 4 永久×バレット　新湊攻防戦（２） モリオン航空/藤村緋二 726 講談社 23 紛争でしたら八田まで（６） 田素弘 715 小学館 10 私が恋などしなくても（６） 一井かずみ 499
KADOKAW 5 よくあるファンタジー小説で崖っぷち妃として生き残 ＡｈＢｉｎ/Ｎｏｋｋｉ 1034 講談社 4 三千年目の神対応（１） 加藤文孝 693 講談社 23 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（17） 泰三子 715 小学館 10 S＆M ～sweet marriage～（８） 悠妃りゅう 530
KADOKAW 5 光と影（４） ひおん/ＲＹＵ 1034 講談社 4 ゲシュタルト（１） 陽藤凛吾 726 講談社 23 ハコヅメ別章　アンボックス 泰三子 715 小学館 10 欲張りなお作法　イジワルな手ほどき（６） 天音佑湖 530
KADOKAW 5 レディーメイドクイーン（２） ＫＵＢ/ＤＯＤＡＭ－ＥＯ 未定 講談社 4 おたくの隣りはエルフですか？（５） 植野メグル 693 講談社 23 はたらく細胞LADY（３） 原田重光/乙川灯ほか 715 小学館 11 ポケットモンスター　アニキ編（１） 穴久保幸作/小学館集英 650
KADOKAW 5 セックス＆ダンジョン！！（４） 佐原玄清/ミンカンスキー未定 講談社 4 パラレルパラダイス（14） 岡本倫 726 講談社 23 インビンシブル（１） 瀬下猛 715 小学館 11 スクール×ツクール（４） ｗｏｇｕｒａ/田岡りき 650
KADOKAW 7 三枝教授のすばらしき菌類学教室（３） 香日ゆら 715 講談社 4 彼岸島　48日後…（29） 松本光司 726 講談社 23 珈琲をしづかに（４） みやびあきの 715 小学館 11 てのひら創世記（３） 小川麻衣子 650
KADOKAW 7 阪急タイムマシン 切畑水葉 726 講談社 4 錬金ブライカン（４） 宝依図 726 講談社 23 ワンオペJOKER（１） 宮川サトシ/後藤慶介ほ 748 小学館 11 Bowing！　ボウイング（３） きゅっきゅぽん 650
KADOKAW 7 ラ・マキユーズ～ヴェルサイユの化粧師～（２） みやのはる/堀江宏樹 726 講談社 4 マルジナルテイラ（１） ｌｉｍｌｉｍ 726 講談社 23 束の間の一花（２） タダノなつ 748 小学館 11 はなにあらし（９） 古鉢るか 660
KADOKAW 7 極楽寺ひねもす日記（２） 宮本福助 726 講談社 4 新装版　頭文字D（22） しげの秀一 1100 講談社 23 メダリスト（３） つるまいかだ 748 小学館 11 カイカンドウキ（７） 本名ワコウ 693
KADOKAW 8 このあと滅茶苦茶ラブコメした（２） 仙道八/春日部タケルほ 770 講談社 4 新装版　頭文字D（23） しげの秀一 1100 講談社 30 おかえりアリス（２） 押見修造 528 小学館 11 ヒーローガール×ヒーラーボーイ～TOUCH or DEA大井昌和 693
KADOKAW 8 残念女幹部ブラックジェネラルさん（８） ｊｉｎ 726 講談社 4 新装版　頭文字D（24） しげの秀一 1100 小学館 11 異世界不倫～魔王討伐から十年、妻とはレスの元勇いのまる/大井昌和 693
KADOKAW 8 はぐれ精霊医の診察記録　～聖女騎士団と癒やしの橘由宇/とーわほか 726 講談社 7 図書館の大魔術師（５） 泉光 748 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 11 パラパラデイズ（３） 宇仁田ゆみ 650
KADOKAW 8 淫獄団地（１） 丈山雄為/搾精研究所 726 講談社 7 六道闘争紀（１） 小田世里奈 726 集英社 4 檻ノ中のソリスト（１） 森屋シロ 715 小学館 11 スケートリーディング☆スターズ　キャラクターガイド谷口悟朗/バンダイナム 2880
KADOKAW 8 剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なんですｉｉｍＡｎ＆惟丞/年中麦茶 726 講談社 9 それは霊のしわざです（３） Ｎｏｉｓｅ 715 集英社 4 檻ノ中のソリスト（２） 森屋シロ 715 小学館 17 天野めぐみはスキだらけ！（25） ねこぐち 499
KADOKAW 8 ウィッチギルド　ファンタジア（２） 漆野りひと 748 講談社 9 ダイロクセンス（１） 長門知大 528 集英社 4 ボクとキミの二重探偵（３） 辺天使/津田穂波 550 小学館 17 第九の波濤（15） 草場道輝/高谷智裕 499
KADOKAW 8 この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる（４） こゆき/土日月ほか 726 講談社 9 ヒロインは絶望しました。（８） 千田大輔 528 集英社 4 悪魔のメムメムちゃん（12） 四谷啓太郎 594 小学館 17 保安官エヴァンスの嘘（16） 栗山ミヅキ 499
KADOKAW 8 Only Sense Online（13）―オンリーセンス・オンライン羽仁倉雲/アロハ座長ほ 726 講談社 9 僕たちは繁殖をやめた（２） さおとめやぎ 528 集英社 4 第9砂漠（４） 出口景 572 小学館 17 MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（23） 満田拓也 499
KADOKAW 8 ろんぐらいだぁすとーりーず！（１） 三宅大志 未定 講談社 9 トモダチゲーム（18） 佐藤友生/山口ミコト 528 集英社 4 口が裂けても君には（２） 梶本あかり 660 小学館 17 龍と苺（４） 柳本光晴 499
KADOKAW 10 ゼロスキルの料理番（３） 延野正行/十凪高志ほか未定 講談社 9 29歳独身中堅冒険者の日常（11） 奈良一平 528 集英社 4 SPY×FAMILY（７） 遠藤達哉 528 小学館 17 双亡亭壊すべし（24） 藤田和日郎 499
KADOKAW 10 女子高生の無駄づかい（９） ビーノ 704 講談社 9 ふらいんぐうぃっち（10） 石塚千尋 528 集英社 4 レッドリスト　絶滅進化論（１） 安生正/村瀬克俊 693 小学館 17 トニカクカワイイ（16） 畑健二郎 499
KADOKAW 10 西沢5ミリ短編集　元カノに幻想を抱くなバーカ 西沢５ミリ 704 講談社 9 なれの果ての僕ら（７） 内海八重 528 集英社 4 怪獣8号（３） 松本直也 528 小学館 17 君は008（14） 松江名俊 499
KADOKAW 10 世話やきキツネの仙狐さん（９） リムコロ 704 講談社 9 アルスラーン戦記（15） 荒川弘/田中芳樹 528 集英社 4 血界戦線　Back 2 Back（９） 内藤泰弘 528 小学館 17 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（10） 丸山恭右 880
KADOKAW 10 無慈悲な8bit（５） 山本さほ 未定 講談社 9 命がけでもたりないのさ（２） 大柴健 528 集英社 4 謎尾解美の爆裂推理！！（１） おぎぬまＸ 484 小学館 17 異世界で神様になったので、だいたい何でもできる 高成利季 880
KADOKAW 10 IDOLY PRIDE Beginning of Lodestar（２） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＩＤＯＬＹ　ＰＲＩＤ 704 講談社 9 花園さんちのふたごちゃん（４） 北島音奈 528 集英社 4 新テニスの王子様（33） 許斐剛 528 小学館 17 明日、私は誰かのカノジョ（７） をのひなお 880
KADOKAW 11 さよならじゃねーよ、ばか。 あきやまえんま 814 講談社 9 我間乱―修羅―（16） 中丸洋介 528 集英社 4 ダークギャザリング（７） 近藤憲一 528 小学館 17 異剣戦記ヴェルンディオ（２） 七尾ナナキ 650
KADOKAW 11 怪獣になったゲイ ミナモトカズキ 未定 講談社 9 進撃の巨人（34） 諫山創 572 集英社 4 終わりのセラフ（24） 鏡貴也/山本ヤマトほか 528 小学館 17 無限コンティニューで目指す最強勇者（４） ミヤウチシンゴ/ｋｔ６０ 650
KADOKAW 11 教室の片隅で青春がはじまる 谷口菜津子 未定 講談社 9 進撃の巨人　キャラクター名鑑　FINAL 諫山創 880 集英社 4 ARGONAVIS from BanG Dream！ COMICS（２） 宮島京平/毛利亘宏ほか 693 小学館 17 邪剣さんはすぐブレる（９） 飛田ニキイチ 650
KADOKAW 11 1％の恋（１） 榎屋克優/ｐｉｃｃｏｍｉｃｓ 未定 講談社 9 進撃の巨人　Full color edition（１） 諫山創 726 集英社 4 クーロンズ・ボール・パレード（１） 鎌田幹康/福井あしび 484 小学館 17 裏バイト：逃亡禁止（４） 田口翔太郎 650
KADOKAW 11 1％の恋（２） 榎屋克優/ｐｉｃｃｏｍｉｃｓ 未定 講談社 9 姫騎士は蛮族の嫁（１） コトバノリアキ 715 集英社 4 あやかしトライアングル（４） 矢吹健太朗 484 小学館 17 100人の英雄を育てた最強預言者は＠comic（５） 響眞/あまうい白一ほか 650
KADOKAW 11 ロスト・ラッド・ロンドン（３） シマ・シンヤ 未定 講談社 9 天空侵犯arrive（７） 大羽隆廣/三浦追儺 770 集英社 4 BUILD KING（２） 島袋光年 484 小学館 17 翼くんはあかぬけたいのに（９） 小花オト 650
KADOKAW 11 午後9時15分の演劇論（２） 横山旬 未定 講談社 9 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（２ 原口鳳汰/カラユミほか 715 集英社 4 高校生家族（２） 仲間りょう 484 小学館 18 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～（11） 倉田三ノ路/日向夏ほか 660
KADOKAW 15 ハルタ　2021-JUNE（85） ハルタ編集部 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 宮城森成/さとうほか 715 集英社 4 SAKAMOTO DAYS（２） 鈴木祐斗 484 小学館 18 七海みなみは輝きたい　弱キャラ友崎くん外伝（２） 吉田ばな/屋久ユウキほ 660
KADOKAW 15 煙と蜜（３） 長蔵ヒロコ 未定 講談社 9 新装版　バイオメガ（２） 弐瓶勉 2310 集英社 4 破壊神マグちゃん（４） 上木敬 484 小学館 25 みらいのダンナさま（７） 吉永ゆう 484
KADOKAW 15 たそがれにまにあえば　赤井さしみ作品集 赤井さしみ 未定 講談社 9 りこさんブッチギリです！（３） 大田均 726 集英社 4 Dr.STONE（21） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 484 小学館 25 みどりのとまり木（４） 手島ちあ 484
KADOKAW 15 先生、今月どうですか（１） 高江洲弥 未定 講談社 9 推しが隣で授業に集中できない！（２） 筒井テツ/菅原こゆび 726 集英社 4 呪術廻戦（16） 芥見下々 484 小学館 25 遼河社長はイケない。（３） 文倉咲 499
KADOKAW 15 おまえと恋なんか絶対ない 茶野まめこ 770 講談社 9 未熟なふたりでございますが（９） カワハラ恋 715 集英社 4 恋するワンピース（７） 伊原大貴 506 小学館 25 彼がオフになったら 文倉咲 499
KADOKAW 15 怒りのロードショー（３） マクレーン 未定 講談社 9 キヘイ戰記（３） 原田ケンタロー 781 集英社 4 ONE PIECE（99） 尾田栄一郎 484 小学館 25 兄たちに愛されて、殺されて。 遠山えま 499
KADOKAW 15 艦隊これくしょん　-艦これ-　4コマコミック　吹雪、が桃井涼太/ＤＭＭ．ｃｏｍほ未定 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樋野友行/瀬戸メグルほ 748 集英社 4 BORUTO ―ボルト―　SAIKYO DASH GENERATIO 平健史 572 小学館 25 今夜、社長命令で寝取られます。（１） 遠山えま 499
KADOKAW 15 作りたい女と食べたい女（１） ゆざきさかおみ 770 講談社 9 こいつらの正体が女だと俺だけが知っている（５） ＮＥＯ草野/猫又ぬこほか 715 集英社 4 めちゃめちゃ！ブサイくん（２） 小栗かずまた 550 小学館 25 ラブ・パラサイト（１） 雨村澪 484
KADOKAW 17 気まぐれ主人とバイト執事 ナナイタカ 未定 講談社 9 人外姫様、始めました　～Free Life Fantasy Online 園原アオ/割田コマほか 715 集英社 4 ウィッチウォッチ（１） 篠原健太 484 小学館 25 キスより先に、始めます（６） わたなべ志穂 484
KADOKAW 17 異世界転生BLアンソロジー　 ～転生＆転移した僕 フルール編集部 未定 講談社 9 ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール（１） 土田陸/割田コマほか 990 集英社 4 僕より目立つな竜学生（１） 杠憲太 660 小学館 25 王の獣（７） 藤間麗 484
KADOKAW 17 今日からΩになりました。安里と波多野（１） 舞木サチ 未定 講談社 9 将国のアルタイル（24） カトウコトノ 748 集英社 4 忘却バッテリー（10） みかわ絵子 660 小学館 25 なめて、かじって、ときどき愛でて（12） 湯町深 484
KADOKAW 18 青騎士　第2A号 入江亜季/森薫ほか 未定 講談社 9 お嬢様の僕（９） 田口ホシノ 715 集英社 4 生者の行進Revenge（４） みつちよ丸/佐藤祐紀 693 小学館 25 少年ブラヰド　―男装令嬢と黒書生―（２） 蜜樹みこ 484
KADOKAW 18 青騎士　第2B号 入江亜季/森薫ほか 未定 講談社 9 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます（８）モトエ恵介/ＦＵＮＡほか 715 集英社 4 とげとげ（２） 土田健太 484 小学館 25 仁義なき婿取り（５） 佐野愛莉 484
KADOKAW 23 無職転生～異世界行ったら本気だす～（15） フジカワユカ/理不尽な孫未定 講談社 9 ポーション頼みで生き延びます！（８） 九重ヒビキ/ＦＵＮＡほか 715 集英社 4 キャプテン翼　MEMORIES（１） 高橋陽一 506 小学館 25 これは愛で、恋じゃない（７） 梅澤麻里奈 484
KADOKAW 23 となりの関くん　じゅにあ（１） 森繁拓真 未定 講談社 9 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（14） 福田直叶/むらさきゆきや 748 集英社 4 地獄先生ぬ～べ～S（４） 真倉翔/岡野剛 528 小学館 28 ブラックチャンネル（２） きさいちさとし 499
KADOKAW 23 くまみこ（16） 吉元ますめ 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笠原巴/柑橘ゆすらほか 748 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア（７） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 660 小学館 28 ガイコツ探偵　デッド（１） 高出なおたか 499
KADOKAW 23 僕の妻は感情がない（３） 杉浦次郎 未定 講談社 9 はたらく血小板ちゃん（４） ヤス/柿原優子ほか 693 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（21） 三条陸/稲田浩司ほか 715 小学館 28 ポケットモンスターSPECIAL ソード・シールド（３） 日下秀憲/山本サトシ 499
KADOKAW 23 ようこそ実力至上主義の教室へ（11） 一乃ゆゆ/衣笠彰梧ほか未定 講談社 9 デキる猫は今日も憂鬱（５） 山田ヒツジ 990 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（22） 三条陸/稲田浩司ほか 825 小学館 28 あつまれ　どうぶつの森　とことん！イチバン島 大崎亮平 499
KADOKAW 23 私の傷は死んでも消さない（３） 緋鍵龍彦 未定 講談社 11 ヴァンパイア男子寮（７） 遠山えま 517 集英社 18 DINER ダイナー（14） 平山夢明/河合孝典 638 小学館 28 あつまれ　どうぶつの森　～無人島Diary～（３） ココナスルンバ/任天堂 670
KADOKAW 23 水曜日のおさまけ 豚もう/二丸修一ほか 未定 講談社 11 カワイイなんて聞いてない！！（２） 春藤なかば 495 集英社 18 只野工業高校の日常（４） 小賀ちさと 660 小学館 28 まんがで！にゃんこ大戦争（７） 萬屋不死身之介/ＰＯＮＯ 670
KADOKAW 23 幼なじみが絶対に負けないラブコメ　コミックアンソロ二丸修一/しぐれうい 未定 講談社 11 花と紺青　防大男子に恋しました。（４） 西香はち 495 集英社 18 百合に挟まれて、エスパー！ 鬼龍駿河 未定 小学館 30 教場（１） みどりわたる/長岡弘樹 650
KADOKAW 23 数字で救う！弱小国家（４）電卓で友だちを作る方法えかきびと/長田信織ほか未定 講談社 11 メガネ、時々、ヤンキーくん（１） なるき 495 集英社 18 真・群青戦記（２） 笠原真樹/アジチカ 693 小学館 30 教場（２） みどりわたる/長岡弘樹 650
KADOKAW 23 ボクが勇者で魔王もボクで（４） 炎堂たつや/太田顕喜 未定 講談社 11 吸血鬼を飼うことになりまして（２） 清野静流 495 集英社 18 少年のアビス（５） 峰浪りょう 693 小学館 30 テルカンボーイズ 中原裕 650
KADOKAW 23 まえせつ！（２） 神無月羽兎/むげんだい未定 講談社 11 なでて奏でて（１） 蘭那 495 集英社 18 君のことが大大大大大好きな100人の彼女（６） 中村力斗/野澤ゆき子 660 小学館 30 警眼　―ケイガン―（７） 早坂ガブ 650
KADOKAW 23 Re:ゼロから始める異世界生活　第四章　聖域と強欲花鶏ハルノ/相川有ほか 未定 講談社 11 嵐士くんの抱きマクラ（３） 渡辺あゆ 495 集英社 18 シャドーハウス（８） ソウマトウ 748 小学館 30 往生際の意味を知れ！（４） 米代恭 650
KADOKAW 23 レッチリ（１） こぶだし 未定 講談社 11 稲妻とロマンス（１） みきもと凜 495 集英社 18 久保さんは僕を許さない（５） 雪森寧々 660 小学館 30 忘却のサチコ（16） 阿部潤 650
KADOKAW 23 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です！（弐尉マルコ/ガールズ＆パ未定 講談社 11 ヒヤマケンタロウの妊娠　育児編（上） 坂井恵理 550 集英社 18 シャドークロス（２） スガワラエスコ 693 小学館 30 血の轍（11） 押見修造 650
KADOKAW 23 褐色編集さんとショタ漫画家（２） ごくげつ 未定 講談社 11 ヒヤマケンタロウの妊娠　育児編（下） 坂井恵理 550 集英社 18 ゴールデンカムイ（26） 野田サトル 594 小学館 30 ギターショップ・ロージー（１） 高橋ツトム 650
KADOKAW 23 異世界おじさん（６） 殆ど死んでいる 未定 講談社 11 生徒諸君！　Kids（６） 庄司陽子 495 集英社 18 九龍ジェネリックロマンス（５） 眉月じゅん 660 小学館 30 バトルグラウンドワーカーズ（７） 竹良実 650
KADOKAW 23 ニトの怠惰な異世界症候群　～最弱職〈ヒーラー〉なまえはた/蒸留ロメロほか未定 講談社 11 星降る王国のニナ（５） リカチ 506 集英社 18 貧々福々ナズナさま！（６） 稲葉そーへー 693 小学館 30 エチカの時間（５） 玉井雪雄 650
KADOKAW 23 我が弟子が最も強くてカワイイのである（１） 八月明久/赤石赫々ほか未定 講談社 11 アンタイトル・ブルー（１） 夏目靫子 726 集英社 18 異世界モンスターブリーダー　～チートはあるけど、柑橘ゆすら/とうのきりほ 715 小学館 30 永世乙女の戦い方（５） くずしろ 650
KADOKAW 23 成長チートでなんでもできるようになったが、無職だ橋本良太/時野洋輔ほか未定 講談社 11 おこしやす、ちとせちゃん（６） 夏目靫子 825 集英社 18 モンスター娘のお医者さん0（２） 折口良乃/木村光博ほか 693 小学館 30 らーめん再遊記（３） 河合単/久部緑郎ほか 650
KADOKAW 23 呪いの魔剣で高負荷トレーニング！？　～知られち佐々川いこ/こげ丸ほか 未定 講談社 11 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（２） 鈴菜 550 集英社 18 最強の種族が人間だった件（７） 柑橘ゆすら/音乃夏ほか 693 小学館 30 赤狩り　THE RED RAT IN HOLLYWOOD（10） 山本おさむ 650
KADOKAW 23 四度目は嫌な死属性魔術師（６） 児嶋建洋/デンスケほか 未定 講談社 11 バクテン！！（１） 桜葉ケイ/四ッ木えんぴつ 506 集英社 18 くじ引き特賞：無双ハーレム権（５） 三木なずな（ＧＡ文庫／Ｓ 693 小学館 30 徘徊先生（２） はしもとみつお/伴茶彰 650
KADOKAW 23 便利屋斎藤さん、異世界に行く（５） 一智和智 未定 講談社 11 なのに、千輝くんが甘すぎる。（５） 亜南くじら 495 集英社 18 アリスさんちの囲炉裏端（１） キナミブンタ 未定 小学館 30 チ。―地球の運動について―（４） 魚豊 650
KADOKAW 23 塔の管理をしてみよう（９） 盧恩＆雪笠（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌ未定 講談社 11 落ちて溺れて（１） 伊鳴優子 506 集英社 18 瞬きより迅く！！（３） ふなつかずき 660 小学館 30 オッドタクシー（２） 肋家竹一/此元和津也／ 650
KADOKAW 23 ヤンデレ彼女に眠らせてもらえない話 くすのき 未定 講談社 11 箱庭の主と最期の魔女（２） うさ沢妹子 495 集英社 18 フールズ（３） 皿池篤志 660 小学館 30 報復刑 トータス杉村 650
KADOKAW 24 こはる日和とアニマルボイス（６） 加藤えりこ 未定 講談社 11 イケオジモンスターと絶対零度男子（１） フミト 748 集英社 18 ここは今から倫理です。（６） 雨瀬シオリ 660 小学館 30 3P始めました！！（３） 克・亜樹 700
KADOKAW 24 FOGGY FOOT（２）フォギーフット 紗与イチ 未定 講談社 11 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～（11） 長谷垣なるみ 517 集英社 18 BUNGO ―ブンゴ―（27） 二宮裕次 638 小学館 30 ウマノリ！ガールズパーティー（１） かたおかみさお/梅川陽 650
KADOKAW 24 月華国奇医伝（７） ひむか透留 未定 講談社 11 水曜姉弟（１） 小菊路よう 715 集英社 18 裏切られたSランク冒険者の俺は、愛する奴隷の彼柊咲/川田暁生ほか 693 小学館 30 本阿弥名刀秘録 小田桐道明/大越弘道 1650
KADOKAW 25 彼女が魔女に着替える時（１） 壱師社/冬村蜜柑ほか 未定 講談社 11 御手洗家、炎上する（８） 藤沢もやし 770 集英社 18 世田谷イチ古い洋館の家主になる（１） 山下和美 未定 小学館 30 武士スタント逢坂くん！（６） ヨコヤマノブオ 650
KADOKAW 25 はたらく魔王さま！（18） 和ヶ原聡司/柊暁生ほか未定 講談社 11 東京タラレバ娘　シーズン2（５） 東村アキコ 550 集英社 24 欠けて愛しき恋にツキ。 鶴子 759 小学館 30 岳　完全版　第9集 石塚真一 1700
KADOKAW 25 ゲーセンの彼女（２） オクショウ/ＭＧＭＥＥ 未定 講談社 11 世界で一番早い春（５） 川端志季 550 集英社 24 シティ・ライツ・バースデイ 本郷地下 880 小学館 30 BLUE GIANT EXPLORER（３） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 690
KADOKAW 25 佐々木とピーちゃん（１）異世界でスローライフを楽し 　ぶんころり/プレジ和尚ほ未定 講談社 11 恋するビリオネア　金龍院セイラの華麗なる運命操 ショウマケイト 未定 集英社 24 1日2回（２） いくえみ綾 660 小学館 30 妻観察日記（１） 福満しげゆき 750
KADOKAW 25 クロの戦記　異世界転移した僕が最強なのはベッド サイトウアユム/白瀬優海未定 講談社 15 青色ピンポン（３） 音羽さおり 528 集英社 24 僕の家においで　Wedding（９） 優木なち 484 小学館 30 くーねるまるた　ぬーぼ（６） 高尾じんぐ 652
KADOKAW 25 幼女戦記（22） 東條チカ/カルロ・ゼンほ未定 講談社 17 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（１） 加藤元浩 528 集英社 24 神様が恋をしろと言っている！（３） 花松あやか 506 小学館 30 RIRIA ―伝説の家政婦―　3軒目は純愛ウェディングにしむらともこ 484
KADOKAW 25 しめるちゃんはつきまといたい（２） 鍋谷やかん 未定 講談社 17 Q.E.D.iff ―証明終了―（19） 加藤元浩 528 集英社 24 橙くんはひとりで寝られない（５） 安理由香 506 小学館 30 溺愛ロワイヤル（３） 八神千歳 484
KADOKAW 25 幽霊になったからパンツ見せてもバレないよね！？ゆとりーぬ 未定 講談社 17 白聖女と黒牧師（８） 和武はざの 528 集英社 24 この教師、絶対わざと。（２） ゆず未来 484 小学館 30 ナゾトキ姫は名探偵（16） 阿南まゆき 484
KADOKAW 25 一式さんは恋を知りたい。（２） あららぎあゆね 未定 講談社 17 戦隊大失格（２） 春場ねぎ 528 集英社 24 シンデレラ　クロゼット（６） 柳井わかな 506 小学館 30 日本短編漫画傑作集（１） いしかわじゅん/江口寿史1680
KADOKAW 25 屍刀　-シカバネガタナ-（２） 瀬川はじめ 未定 講談社 17 はじめの一歩（131） 森川ジョージ 528 集英社 24 恋を知らない僕たちは（11） 水野美波 484 小学館 30 日本短編漫画傑作集（２） いしかわじゅん/江口寿史1680
KADOKAW 25 犬飼さん家の押しかけJK（１） 三ツ葉稔 未定 講談社 17 炎炎ノ消防隊（29） 大久保篤 528 集英社 24 三日月とネコ（３） ウオズミアミ 693 小学館 30 日本短編漫画傑作集（３） いしかわじゅん/江口寿史1680
KADOKAW 25 社畜ダンジョンマスターの食堂経営（２）断じて史上最井上みつる/じょんたろう 未定 講談社 17 魔女に捧げるトリック（４） 渡辺静 528 集英社 24 ハツコイメイズ（１） 柚木こむぎ 未定
KADOKAW 25 女神寮の寮母くん。（７） 日野行望 未定 講談社 17 黙示録の四騎士（２） 鈴木央 528 集英社 24 モジコイネネコイ（６） 佐藤ざくり 506
KADOKAW 25 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出され 池野雅博/ざっぽんほか 未定 講談社 17 彼女、お借りします（21） 宮島礼吏 528 集英社 24 僕は小さな書店員。（３） 青山はるの 506
KADOKAW 25 陰の実力者になりたくて！（６） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 17 テスラノート（２） 三宮宏太/西田征史ほか 528 集英社 24 まんまるポタジェⅡ（２） あいざわ遥 506
KADOKAW 25 近所のななこさん（３） 米白粕 未定 講談社 17 ダイヤのA act2（27） 寺嶋裕二 528 集英社 24 ミオの名のもとに（１） 文川よし乃/たしろみや 未定
KADOKAW 25 暑がり生徒会長と冷え性ギャルが僕に迫る（２） 吉辺あくろ 未定 講談社 17 カノジョも彼女（６） ヒロユキ 528 集英社 24 絶叫学級　転生（15） いしかわえみ 484
KADOKAW 25 田舎に帰るとやけになついた褐色ポニテショタがい びみ太 未定 講談社 17 サクラ大戦　漫画版第二部（８） 政一九/広井王子ほか 726 集英社 24 しっぽ街のコオ先生（10） たらさわみち 未定
KADOKAW 25 これはあくまでフィクションだから！（２） 魚屋ウオ 未定 講談社 17 サクラ大戦　漫画版第二部（９） 政一九/広井王子ほか 726 集英社 24 かろりのつやごと（５） 小田ゆうあ 未定
KADOKAW 25 Hush Hush ある日のリスとコヨーテ（３） ＲＯＪＥＲ 未定 講談社 17 シャングリラ・フロンティア（４）　～クソゲーハンター 硬梨菜/不二涼介 715 集英社 24 OH MY DOG！　まっすぐにいこう。～キキの場合～きら 未定
KADOKAW 25 「戦姫絶唱シンフォギアXV」アンソロジーコミック『ま 　  上松範康/金子彰史ほか未定 講談社 17 め組の大吾　救国のオレンジ（２） 曽田正人/冨山玖呂 726 集英社 24 悪魔とラブソング　新装再編版（４） 桃森ミヨシ 未定
KADOKAW 25 ガールズ＆パンツァー　アバンティ！　アンツィオ高 梵辛/ガールズ＆パンツ 未定 講談社 17 左手のための二重奏（４） 松岡健太 715 集英社 24 悪魔とラブソング　新装再編版（５） 桃森ミヨシ 未定
KADOKAW 25 天華百剣　-戯-（３） 天華百剣プロジェクト/御未定 講談社 17 女装してオフ会に参加してみた。（２） くらの 693 集英社 24 悪魔とラブソング　新装再編版（６） 桃森ミヨシ 未定

集英社 24 ボードレールの猫（１） 生藤由美 792

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

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

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671 石山駅前店 ℡ 077-533-7717
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秋田書店 8 木曜日のフルット（９） 石黒正数 499 宙出版 17 素直になるまで逃がさない（シロハート）～年下アルミ缶 744 祥伝社 8 こんなことだれにもいえないけど 夏目珠里/結咲レイ 792 竹書房 30 血海のノア（５）（完） 里見有 770 双葉社 15 異世界で　上前はねて　生きていく～再生魔法こばみそ/岸若まみず 704
秋田書店 8 六道の悪女たち（26）（完） 中村勇志 499 宙出版 24 えっちな方言ギャルにオタク男子が囁かれちゃアンソロジー 825 祥伝社 25 ワイルドえっちで意識トんじゃう！（３）お隣さん紺子ゆきめ 748 竹書房 30 Qpa×uno！エンタメアンソロジー　よいこのイ高崎ぼすこ/明美ほか 1078 双葉社 15 極めた薬師は聖女の魔法にも負けません～コ小澤ゆいな/インバーター 704
秋田書店 8 魔入りました！入間くん（22） 西修 499 宙出版 24 ショタヒーロー大ピンチ！？　人妻熟女怪人のアンソロジー 825 祥伝社 25 筋肉紳士はお嫌いですか？（２）抱かれてやみ伊吹芹/純友良幸 748 大都社 14 オレ様社長の極上な溺愛（１） 夏生恒 715 双葉社 15 箱庭の薬術師　神様に愛され女子の異世界生ふじもとまめ/ぷにちゃん 704
秋田書店 8 放課後の！入間くん（１） 西修/プリンセス編集部 650 宙出版 28 契約結婚…ですが、溺愛されすぎてます！ アンソロジー 744 祥伝社 25 あの時からスキだったんだと思う（上） いのえ門 748 大都社 14 婚約破棄された女は幼なじみにいただかれちざわっこ 715 双葉社 17 みどりの星と屑（３） 瀬崎ナギサ 737
秋田書店 8 SHY（９） 実樹ぶきみ 499 宙出版 28 絶倫セフレの誘惑　好きなのは俺のカラダ、だアンソロジー 744 祥伝社 25 あの時からスキだったんだと思う（下） いのえ門 748 大都社 14 前世療法の現場で見る怖い話　魂の羅針盤 桜ゆう/油豆 715 双葉社 17 ひとくい家族（１） 福満しげゆき 900
秋田書店 8 ハリガネサービスACE（12） 荒達哉 499 宙出版 28 君に捧げる初めての夜 アンソロジー 744 祥伝社 25 悪人の躾け方 ダヨオ 858 大都社 28 番が幼くなりまして世話焼きΩのαごっこ 近藤旭 770 双葉社 17 Let's豪徳寺！SECOND（３） 庄司陽子 792
秋田書店 8 桃源暗鬼（４） 漆原侑来 499 笠倉出版 25 ヤメないわんことバカと恋 さとうじる 770 祥伝社 25 onBLUE（53） 夏野寛子 1000 大都社 28 この世の中心はお猫さま 曽根麻矢 880 双葉社 17 竜王の娘　中国幻想選 鮫島圓 792
秋田書店 8 メイカさんは押しころせない（４） 佐藤ショーキ 693 海王社 10 ケダモノアラシ―Hold me baby！― 黒井モリー 759 スコラマガ 30 （成）IMMORAL Ｃｕｖｉｅ 1320 大都社 28 オオカミ課長のキスは甘い（１）冷徹上司の裏 一之瀬絢 715 双葉社 24 群舞のペア碁（１） 高木ユーナ/公益財団法 693
秋田書店 8 声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思矢村いち 693 海王社 10 毘沙門天様の愛し子 黒井モリー 737 スクウェア 7 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど斧名田マニマニ/唯浦史 660 宝島社 10 巻き込まれて異世界転移する奴は、大抵チー上月まんまる/海東方舟 760 双葉社 28 ライジングサンR（８） 藤原さとし 693
秋田書店 8 バキ外伝　烈海王は異世界転生しても一向に板垣恵介/猪原賽ほか 693 海王社 10 ぼっちのお作法 セキモリ 737 スクウェア 7 神達に拾われた男（７） 蘭々/Ｒｏｙほか 660 宝島社 14 神様は異世界にお引越ししました 夏海真優/アマラほか 770 双葉社 28 桐谷さん　ちょっそれ食うんすか！？（11） ぽんとごたんだ 693
秋田書店 8 SSSS.GRIDMAN新世紀中学生の執事カフェ（ ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤＭＡＮ/迫ミ 693 海王社 10 恋心の果てない理屈 セキモリ 737 スクウェア 7 世界でただ一人の魔物使い　～転職したら魔 筧千里/堂島ノリオほか 680 宝島社 14 再召喚された勇者は一般人として生きていく？濱﨑真代/かたなかじほか 770 双葉社 28 こいぐるみ（２） たなかのか 748
秋田書店 8 WORST外伝　ゼットン先生（３） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 693 海王社 10 ヘンタイだけど愛してる 加森キキ 737 スクウェア 7 ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年 えぞぎんぎつね/阿倍野ち 660 宝島社 14 異世界でも鍵屋さん もりこも/黒六ほか 770 双葉社 30 勇者伝説の裏側で俺は英雄伝説を作ります～まお/ナカノムラアヤスケ 704
秋田書店 8 WORST外伝　ドクロ（７） 髙橋ヒロシ/きだまさし 693 海王社 18 The apple of my eye 円場喜与 737 スクウェア 7 ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか？（６望公太/浦稀えんやほか 660 大誠社 18 凛子さんはシてみたい（４） 藤田みお 700 双葉社 30 勇者パーティーにかわいい子がいたので、告 海李/水星 704
秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（12） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 693 海王社 18 中山と俺 ぐりだそうむ 715 スクウェア 7 妖怪戦葬（５） 弓咲ミサキックス 660 大誠社 18 年の差婚（４） 中間淳生 680 双葉社 30 剣聖の幼馴染がパワハラで俺につらく当たる あおいゆみ/シンギョウガ 704
秋田書店 8 聖闘士星矢　NEXT DIMENSION 冥王神話（1 車田正美 900 キルタイ 17 悪魔のモカちゃん（２） あみみ 920 スクウェア 7 左遷された最強賢者、教師になって無敵のク 鈴森一/かなめもにか 660 駒草出版 2 世界の終わりの魔法使い　完全版（３）影の子西島大介 1760 双葉社 30 二の打ち要らずの神滅聖女～五千年後に目覚高田慎一郎/藤孝剛志 704
秋田書店 8 聖闘士星矢　Final Edition（１） 車田正美 1100 キルタイ 17 恭本さんのひめごと 佐藤ユキノリ 770 スクウェア 7 冒険者をクビになったので、錬金術師として出 　 　佐々木さざめき/紺野賢護 660 ティーアイ 4 （成）千歳 世徒ゆうき 1180 双葉社 30 異世界召喚は二度目です（６） 嵐山/岸本和葉 704
秋田書店 8 聖闘士星矢　Final Edition（２） 車田正美 1100 キルタイ 28 （成）LOVE METER ～寝取られた相棒～ 跳犬 1100 スクウェア 7 デッド・フラッグ（３） ｈｏｌｉｃｏ/ニシカワ醇 660 ティーアイ 4 （成）ママって呼んで（ベタハート）～甘やかし性舞六まいむ 1180 文苑堂 30 （成）とろとろレシピ（ベタハート） ふじはん 1210
秋田書店 8 Lost Children（４） 隅山巴文 693 キルタイ 28 （成）敗北戦姫サクリファイス セレス龍 1100 スクウェア 7 デッド・フラッグ（４）（完） ｈｏｌｉｃｏ/ニシカワ醇 680 ティーアイ 11 （成）サキュバス搾精部 ゆたかめ 1120 文苑堂 30 （成）堕落カノジョ 魚山ケイジ 1210
秋田書店 8 恋するふくらはぎ（４）（完） 吉谷光平 950 キルタイ 28 （成）異世界娼館（２） しいなかずき 1100 スクウェア 7 教会務めの神官ですが、勇者の惨殺死体転送夏川優希/タナカトモ 660 ティーアイ 11 （成）かわいい娘、捕まえた 今河ようじん 1120 フロンティ 11 転生王女は今日も旗を叩き折る（５） 玉岡かがり/ビス 792
秋田書店 16 王家の紋章（67） 細川智栄子 520 キルタイ 28 （成）魔法少女マーテルレア（仮） すみすず 1100 スクウェア 7 青薔薇姫のやりなおし革命記（３） 枢呂紅/双葉はづきほか 660 TOブック 1 穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC（５） 百地/岬 704 フロンティ 18 用務員さんは勇者じゃありませんので（１） 長田馨/棚花尋平 660
秋田書店 16 魔王陛下のお掃除係（５） 我鳥彩子/梶山ミカ 660 クロエ出 4 （成）パコパコしすぎてバカになる 骨太男爵 1120 スクウェア 7 落第賢者の学院無双　 ～二度目の転生、Sラけんたろう/白石新ほか 660 TOブック 1 リワールド・フロンティア＠COMIC（３） 荒木佑輔/国広仙戯 704 フロンティ 22 幼馴染じゃ我慢できない（１） 百瀬あん 740
秋田書店 16 嘘よみと偽飾の王女（２） 小田原みづえ 660 クロエ出 4 （成）トロけ愛ボディのヘンタイお姉さん 桐野いつき 1120 スクウェア 7 友達の妹が俺にだけウザい（３） 三河ごーすと/トマリほか 660 TOブック 15 本好きの下剋上～司書になるためには手段を  香月美夜 660 フロンティ 22 そんな顔してもキスはだめ 露久ふみ 740
秋田書店 16 妻という名の奴隷になって（３） 貝原しじみ 660 幻冬舎コ 24 REALIVE！（２）～帝都神楽舞隊～（完） ＧＭＯライブゲームス（株 693 スクウェア 7 悪役令嬢、五度目の人生を邪竜と生きる。　ー島田莉音/東弥イツキ 660 TOブック 15 ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド エイジ オブ 環望 858 フレックス 11 咲ちゃんは淫魔の子（合掌）（１） ほとむら 693
秋田書店 16 異世界ヤクザのモフモフ滞在記～前職：若頭 中井紳士 770 幻冬舎コ 24 異世界で土地を買って農場を作ろう（４） 岡沢六十四/細雪純ほか 693 スクウェア 7 卑怯者だと勇者パーティを追放されたので働 上下左右/がおうほか 660 TOブック 15 リタイヤした人形師のMMO機巧叙事詩＠CO いづみやおとは/玉梨ネコ 704 フレックス 11 ニーナさんの魔法生活（４） 高梨りんご 693
秋田書店 16 9番目のムサシ（５）ゴーストアンドグレイ 髙橋美由紀 660 幻冬舎コ 24 神の手違いで死んだらチートガン積みで異世 かくろう/石神一威ほか 715 スクウェア 7 万年2位だからと勘当された少年、無自覚に無あざね/ＺＥＮほか 660 TOブック 15 Laurus異世界偏愛コミックアンソロジー（３） 伊藤ハチ/猫井ヤスユキ 704 フレックス 11 邪神ちゃんドロップキック（17） ユキヲ 693
秋田書店 16 エイラと外つ国の王（４） びっけ 660 幻冬舎コ 24 廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活（３） 鈴森一/ＮＵほか 693 スクウェア 7 従魔とつくる異世界ダンジョン（１） 唖鳴蝉/いちやんほか 660 徳間書店 11 モンスター娘のいる日常（17） オカヤド 792 フレックス 15 厨娘公主の美食外交録（１） 黒八/藤春都ほか 759
秋田書店 16 天上恋歌（３）～金の皇女と火の薬師～ 青木朋 660 幻冬舎コ 24 どう考えても死んでいる 雁須磨子 726 スクウェア 7 転生したら宿屋の息子でした　田舎街でのん 錬金王/阿倍野ちゃこほか 660 徳間書店 11 ヒトミ先生の保健室（14） 鮭夫 792 復刊ドッ 24 学園番外地　［愛蔵版］（２）（完） 永井豪＋石川賢＆ダイナ4180
秋田書店 16 あの山越えて　日・日・天のたより（２） 夢路行 770 幻冬舎コ 24 wow！嫁に来ないか キカ糸 748 スクウェア 7 サラリーマンの不死戯なダンジョン（１） 昼熊/Ｔｕｅｓｄａｙほか 660 徳間書店 25 羊の皮を着たケモノ 九號 770 プランタン 7 初恋彼氏は溺愛ストーカー！？　（仮） 上原た壱/南国パインほ 未定
秋田書店 16 思えば遠くにオブスクラ（上） 靴下ぬぎ子 880 幻冬舎コ 24 兵士の嫁入り 宝井さき 770 スクウェア 7 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子みかみてれん/かやこほ 660 徳間書店 25 クリムゾン・スペル（７） やまねあやの 748 プランタン 7 上司がムコ入り！？～極上の種馬になってや 　南国パイン 未定
秋田書店 16 サチのお寺ごはん（９） かねもりあやみ/久住昌之 748 コスミック 5 神様、お嫁に参ります！ 長谷川ゆう 713 スクウェア 7 魔物を従える“帝印”を持つ転生賢者　～かつ苗原一/ＢＢＢＯＸほか 660 徳間書店 25 俺のアオハルが進まない 加藤スス 704 プランタン 30 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（7ｎｏｊｉ/古矢渚ほか 未定
秋田書店 16 10年シてないスダチさん（３） 高田ローズ 748 コスミック 10 イケメン派手男の一途な脅し愛 花田 713 スクウェア 10 86―エイティシックス―　―ラン・スルー・ザ・バ安里アサト/山﨑博也ほか 660 徳間書店 30 めしばな刑事タチバナ（42） 坂戸佐兵衛/旅井とり 616 プランタン 30 僕らのスクランブルース　（仮） ｍａｍｅ　ｍａｒｃｈ 未定
秋田書店 16 教えて（シロハート）旦那サマ（シロハート）（シ草薙竜樹 528 コスミック 17 オオカミくんのはずかしい 内海ロング 759 スクウェア 10 86ーエイティシックスー（３） 安里アサト/吉原基貴ほか 660 日本文芸 9 江戸前の旬（108） 九十九森/さとう輝 748 ブライト出 18 最強ヤンキーがオメガなわけない！ 御茶漬わさび 730
秋田書店 18 大巨蟲列島（５） 藤見泰高/廣瀬周 660 コアマガ 3 よつもじ。～過去も、未来も～ 暮 765 スクウェア 11 キングダム　ハーツIII（２） 天野シロ/野村哲也 660 日本文芸 17 鬼ゴロシ（３） 河部真道 770 ブライト出 18 巨乳ちゃんと巨根上司 小此木葉っぱ 730
秋田書店 18 DEAD Tube（17） 山口ミコト/北河トウタ 693 コアマガ 18 （成）乳虐のルドベキア～悦楽のDIARY～ 琴義弓介 1300 スクウェア 11 電気ウナギの美少女攻略（１） 桜井竜矢/高野孝則 660 日本文芸 17 酒のほそ道（49） ラズウェル細木 770 ブライト出 18 ただの恋愛なんかできっこない　―こじらせ上吹田まふゆ 730
秋田書店 18 聖闘士星矢　冥王異伝　ダークウイング（１） 車田正美/サイトウケンジ 693 コアマガ 25 真夏の鼓動 佐藤アキヒト 754 スクウェア 11 失格紋の最強賢者　～世界最強の賢者が更 進行諸島/肝匠＆馮昊ほ 660 日本文芸 17 モンキーピーク　the Rock（６） 志名坂高次/粂田晃宏 748 ふゅーじ 24 ご隠居コレクション（２） 祀木円 770
秋田書店 18 聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話　番車田正美/手代木史織 693 コアマガ 25 ブラコン兄が隣人にカラダを狙われています まぶた単 765 スクウェア 11 殲滅魔導の最強賢者　無才の賢者、魔導を極進行諸島/月澪＆彭傑ほ 660 日本文芸 17 白竜HADOU（23） 天王寺大/渡辺みちお 748 ふゅーじ 24 BABY（47） アンソロジー 1078
秋田書店 18 海喰い（２） 藤澤勇希/戸田泰成 693 コアマガ 25 （成）スケベドレッシング すぎぢー 1300 スクウェア 11 双翼の武装使い（１） 進行諸島/ｓａｎｏｒｉｎ 660 日本文芸 17 隣人X（２） 楠本哲 792 ぶんか社 5 最強の魔物になる道を辿る俺、異世界中でざさざなみ陽輔/大小判 693
秋田書店 18 うそつきキツネの恋噺（１） めぷちん☆ 660 コアマガ 25 （成）もういっかい！ おなぱん 1400 スクウェア 11 英雄教室（12） 新木伸/岸田こあらほか 660 日本文芸 29 天牌（110） 来賀友志/嶺岸信明 748 ぶんか社 14 あい・ターン（４） おーはしるい 820
秋田書店 18 クズ！！～アナザークローズ九頭神竜男～（ 鈴木大 693 コアマガ 30 （成）これから姉弟でいいことしよっ（シロハー 音音 1300 スクウェア 11 無能なナナ（８） るーすぼーい/古屋庵 680 日本文芸 29 警部補ダイマジン（９） リチャード・ウー/コウノコ 748 ぶんか社 14 春川さんは今日も飢えている（２） おりはらさちこ 820
秋田書店 18 OUT（21） 井口達也/みずたまこと 693 コアミック 18 終末のワルキューレ（11） アジチカ/梅村真也ほか 660 スクウェア 11 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。（５） 有田イマリ 660 日本文芸 29 終園地（上） 本田真吾 770 ぶんか社 17 美味い話にゃ肴あり（12） ラズウェル細木 649
秋田書店 18 初めてのセンセ。（２） 春輝 693 コアミック 18 終末のワルキューレ異聞　呂布奉先飛将伝（ オノタケオ/「終末のワル 660 スクウェア 11 女子高生はおはようって言う（１） ルシファー吉岡/ゆめみつ 660 日本文芸 29 終園地（下） 本田真吾 770 ぶんか社 17 官能小説家は愛を我慢できない　畳の上で何御井ミチル 728
秋田書店 18 運びの犬（４） 清水ヤスヲミ 693 コアミック 18 トレース　科捜研法医研究員の追想（10） 古賀慶 660 スクウェア 11 最速無双のB級魔法使い　一発撃たれる前にＣＫ/山浦柊ほか 660 LINE Dig  15 鬼畜島（17） 外薗昌也 638 ぶんか社 17 無口なおじさま教授が雄になる時　～恋→愛 とうばききょう 713
秋田書店 18 角栄に花束を（４） 大和田秀樹 693 コアミック 18 魔女大戦　32人の異才の魔女は殺し合う（１） 河本ほむら/塩塚誠 682 スクウェア 11 金貨1枚で変わる冒険者生活（３） 天野ハザマ/月島さとほか 660 LINE Dig  15 ムラサキ（３） 厳男子 682 ぶんか社 17 野獣紳士は育てて食らう～極上調教マリッジ 藤丞めぐる/クロサワ 713
秋田書店 18 優駿の門2020馬術（４） やまさき拓味 693 コアミック 18 東京決闘環状戦（３） 山田俊明 682 スクウェア 11 スライム倒して300年、知らないうちにレベルM森田季節/シバユウスケ 660 LINE Dig  15 ××××な僕たちは。（１） 田中ひかる 638 ぶんか社 21 BittersEnd 高山りく/杉岡知哉 660
秋田書店 18 異世界NTR～親友のオンナを最強スキルで堕五里蘭堂/佐藤健悦 693 コアミック 18 19番目のカルテ　徳重晃の問診（３） 富士屋カツヒト/川下剛史 660 スクウェア 11 悪役令嬢の執事様　破滅フラグは俺が潰させ緋色の雨/菖蒲ほか 660 LINE Dig  15 君の嘘すら愛してる（３） 如月あい 880 ぶんか社 29 こんな求愛不純です　10年越しのプロポーズ 高須加ちさ 713
秋田書店 18 漫画　多動力～異世界で元ブラック企業底辺 堀江貴文/村瀬佳子 693 メディアソ 4 トンでもない俺のα（２） 藤咲もえ 748 スクウェア 11 姫野くんは姫になりたくない（２） 三日月ランプ 660 LINE Dig  15 アラフォーリーマンのシンデレラ転生（３） 原田まりる/森倉円ほか 880 芳文社 1 異世界アニメ工房（２） 描く調子 715
秋田書店 18 半グレ―六本木　摩天楼のレクイエム―（１） 草下シンヤ/山本隆一郎 693 メディアソ 4 僕らは運命じゃない 桂馬びんぞこ 737 スクウェア 11 ニーナはパパを暗殺したい（１） 島崎無印/キトラ 660 LINE Dig  15 文学処女（10） 中野まや花 792 芳文社 1 落ちぶれ王女と異世界勇者の建国史（２） キキ 715
秋田書店 18 いきたいわん！　台湾旅行同好会（１） ハヤシ 715 メディアソ 4 二番の中で一番上 真ｉｎｇ 726 スクウェア 11 時使い魔術師の転生無双～魔術学院の劣等葉月秋水/佐久間結衣ほ 660 LINE Dig  15 スマホを落としただけなのに（７）（完） 志駕晃/嶋田ひろあき 682 芳文社 1 きららファンタジア（２） きららファンタジア製作委 715
秋田書店 18 落日のパトス（11） 艶々 693 メディアソ 4 女たらしなオジサンが本気になったら。（２） 南志都 770 スクウェア 11 悪徳女王の心得（２） 澪亜/エトオミユキほか 660 LINE Dig  15 LINEの答えあわせ～男と女の勘違い～（３） ドラマＬＩＮＥの答えあわせ 880 芳文社 1 心の声が漏れやすいメイドさん（１） ぎんもく 715
朝日新聞 18 会社員だけど霊能者修行始めました（３） 山本まゆり/寺尾玲子 902 英和出版 10 お兄ちゃんだって甘えたいわけで。　白熱ラブ餡玉/吹浦ハギ 770 スクウェア 11 嘘憑き狐の巫女様は後宮で謎を占う（１） 唐澤和希/望月桜 660 アイエム 25 その笑顔好きじゃない（５） 駄犬ひろし 660 芳文社 5 先生はタリない××ニスト 吉田屋ろく 792
朝日新聞 18 天使の囀り（２） 貴志祐介/貘九三口造 880 三交社 25 オフィスの豹 ホン・トク 780 スクウェア 22 ヴァニタスの手記（９） 望月淳 660 アイエム 25 高嶺の花男くん（１） ココハル 660 芳文社 5 と或る主従の恋のはなし 有木映子 770
朝日新聞 18 蘇れ！！　不死夫さん（１） マツダユカ 990 メディアソ 25 XLサイズBL さきしたせんむほか 1320 スクウェア 22 渋谷金魚（11）（完） 蒼伊宏海 680 Jパブリッ 18 結婚できないにはワケがある。（３） 邑咲奇 715 芳文社 7 ラディカル・ホスピタル（36） ひらのあゆ 759
朝日新聞 18 オチビサン（10） 安野モヨコ 858 三和出版 30 （成）しとやかなけもの ＲＯＳ 1300 スクウェア 24 ときどき漫画家、金田一蓮十郎～〆切はおと Ｔｅａｍ．きんだいち 790 Jパブリッ 18 結婚できないにはワケがある。（４） 邑咲奇 715 芳文社 7 軍神ちゃんとよばないで（８） 柳原満月 759
茜新社 28 （成）故郷の珠婆様 毒茸人 1430 ジーオー 3 （成）僕らのデイジー だいじ 1210 スクウェア 24 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜く 海空りく/山田こたろほか 660 Jパブリッ 18 SとN 古矢渚 715 芳文社 11 マギアレコード　魔法少女まどか☆マギカ外伝　Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/Ｕ３５ 748
茜新社 28 （成）性春ホリック きいろいたまご 1210 ジーオー 25 （成）能力学園下克上　～僕が学園を制すまでＥＢＡ 1320 スクウェア 24 ゆうべはお楽しみでしたね（８） 金田一蓮十郎 600 Jパブリッ 18 君の足元で愛を知る 後之マツリ 759 芳文社 11 アネモネは熱を帯びる（１） 桜木蓮 693
茜新社 28 （成）ちいさいほうがエッチでしょ（シロハート） きのもと杏 1210 ジーオー 25 （成）MONSTER ―謀欲ノ棲― 唄飛鳥 1210 スクウェア 24 コンビニで君との5分間。（５） 一永のぞみ 660 Jパブリッ 18 地獄の沙汰も欲目しだい 高見乙 759 芳文社 16 まどろみバーメイド（９） 早川パオ 682
茜新社 30 WACKER'S DELIGHT 二戸謙介 759 ジーオー 25 （成）口利き魔女のアンジェリカ チバトシロウ 1100 スクウェア 24 Hなおもちゃの作り方（１） 永谷えんがわ 660 Jパブリッ 25 メランコリック・ランデヴー もみもみじ 759 芳文社 16 彼女ガチャ（６） 吉宗 682
茜新社 30 OPERA（80）オルタナ／やすらぎ アンソロジー 998 ジーオー 30 小春びよりに灰が咲く 市松団子 770 スクウェア 24 BADON（４） オノ・ナツメ 660 ハーパー 1 ミステリアスな恋人 中山紗良/マギー・コック 660 芳文社 16 の、ような（４） 麻生海 682
一迅社 15 僕らの恋と青春のすべて　保健室の僕ら ザエン/ｃｏｃｏａｂａｌｌ 748 ジーオー 30 バレットファング（１） うたたねひろゆき 792 スクウェア 24 千剣の魔術師と呼ばれた剣士（４） 黒須恵麻/高光晶ほか 660 ハーパー 1 嘘つきな御曹子 原田万木子/シンシア・ラ 660 芳文社 16 経理の夏谷さんはガマンできない（３） 財政ろろ 682
一迅社 15 メランコリックスパイラル ＳＩＬＶＡ 770 ジーオー 30 僕たちが家族になるまで（１） あさひよひ 770 スクウェア 24 ほとめくかかし（２）（完） たつひこ 680 ハーパー 1 秘書はシンデレラ 海青/スーザン・メイアー 660 芳文社 16 社畜と少女のエトセトラ社畜と少女の1800日ス板場広志 682
一迅社 15 ドSな裏アカ男子くん すめし 748 ジーオー 30 麺面むすび ヨドカワ 814 スクウェア 25 デュラララ！！　RE;ダラーズ編（７） 成田良悟/ヤスダスズヒト 660 ハーパー 1 愛人契約 佐々木みすず/サリー・ウ 660 芳文社 25 しょうこセンセイ！（３）（完） なじみ 935
一迅社 17 ツン姫さまとダメ王子ちゃん（上） ヨウハ 825 ジーオー 30 OL ―Office Love― どうしまほか 3260 スクウェア 25 魔法科高校の劣等生　師族会議編（３） 佐島勤/石田可奈ほか 660 ハーパー 1 悪女に甘い口づけを 御園えりい/デイ・ラクレア 660 芳文社 25 メイドさんの下着は特別です。（３） みらくるる 935
一迅社 17 ツン姫さまとダメ王子ちゃん（下） ヨウハ 825 ジーオー 30 （成）サマーハレーション結 さいかわゆさ 1760 スクウェア 25 魔法科高校の劣等生　四葉継承編（２） 佐島勤/石田可奈ほか 660 ハーパー 1 午前零時のキス 高倉知子/ブリタニー・ヤ 681 芳文社 25 かぐらまいまい！（２）（完） あひる 935
一迅社 17 踊り場にスカートが鳴る（１） うたたね游 748 ジーオー 30 （成）園 咲次朗 1320 スターツ 18 エリート専務の甘い策略（４） ましろ雪/滝井みらん 704 ハーパー 1 めぐり逢いを待ちわびて 汐宮ゆき/デイ・ラクレア 660 芳文社 25 トールさんの通り道（２）（完） 猫月 935
一迅社 17 私の推しは悪役令嬢。（２） 青乃下/いのり。ほか 748 主婦と生 4 紅の死神は眠り姫の寝起きに悩まされる（２） 深山キリ/もり 693 スターツ 18 クールなCEOと社内政略結婚！？（１） 猫原ねんず/高田ちさき 704 ハーパー 10 幸せのそばに 小林博美/スーザン・フォ 660 芳文社 25 ハルメタルドールズ（２）（完） カコベン 935
一迅社 17 君と綴るうたかた（２） ゆあま 748 少年画報 1 ねこぱんちベスト最新版　2021 アンソロジー 659 スターツ 25 しあわせ食堂の異世界ご飯（３） 文月マロ/ぷにちゃん 704 ハーパー 10 リオの夜は熱く 小越なつえ/ジェニー・ル 660 芳文社 25 魔法少女まどか☆マギカ　10th Anniversary Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/まん 1980
一迅社 22 鬼塚ちゃんと触田くん（２） 中原開平 715 少年画報 14 僕×スター（４） 肥谷圭介 869 スターツ 25 婚約破棄されたので、異世界で温泉宿始めまＥｍｉ＋/吉澤紗矢 704 ハーパー 10 身分違いのフィアンセ 斗田めぐみ/キャサリン・ 660 ホビージ 1 八大種族の最弱血統者（２） ＹＵＴＴＯＵ/藤木わしろ 715
一迅社 22 未確認で進行形　（12） 荒井チェリー 880 少年画報 14 ねこぱんち　出会い猫号 アンソロジー 548 スターツ 25 懲らしめて差し上げますっ！～おてんば王女 葉々ねろ/藍里まめ 704 ハーパー 10 もう一度愛せたら 斗田めぐみ/キャサリン・ 660 ホビージ 1 迷宮メトロ　～目覚めたら最強職だったのでシ高瀬若弥/佐々木ラスト 715
一迅社 22 学食「ハナ」のしあわせごはん（２） ｐｏｔｅ 715 少年画報 14 迷える子羊に猫の手を（２）（完） 遊佐ハルカ 869 秋水社発 14 部長の夜テクが凄すぎて腰が浮きます疼きま 大塚あきら 715 ハーパー 10 月光に誘われて 牧あけみ/バーバラ・ハネ 660 マイクロ 10 ツカ子の婚活デスゲーム（２） ｃｏｊｏｍｏ 897
一迅社 24 ハイガクラ（14） 高山しのぶ 700 少年画報 16 ゾン美少女の藤美さん（２）（完） サイトウリョウ 759 青泉社 21 霊界迷宮（１） はざまもり 825 ハーパー 10 それぞれの秘密 松本夏実/バーバラ・マク 660 マイクロ 29 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念 　  滝乃大祐/一色一凛 693
一迅社 24 Landreaall（37） おがきちか 700 少年画報 16 変と乱 しおやてるこ 825 秋水社発 28 突破婚（２） 村上みちこ 715 ハーパー 10 ギリシア名家の遺産 雁川せゆ/ジュリア・ジェイ 660 マイクロ 29 せっかくチートを貰って異世界に転移したんだ 　  ブッチャーＵ/ムンムン 693
一迅社 24 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に 　アンソロジー 770 少年画報 28 ワンナイト・モーニング（５） 奥山ケニチ 759 秋水社発 28 同居中の弟が甘すぎて困ってます（１） 鳴沢きお 715 ハーパー 17 ニセモノ姫と溺愛王子～氷の仮面に隠された 天点 693 マイクロ 29 アイヲンモール異世界店、本日グランドオープ 　  ほづみりや/坂東太郎 693
一迅社 24 ブルーアーカイブ　コミックアンソロジー（１） アンソロジー 950 少年画報 28 奥山ケニチ短編集　めくれる思春期 奥山ケニチ 880 アルファ 16 史上最高のラブ・リベンジ フブキ楓/冬野まゆ 704 ハーパー 17 悪魔侯爵のあぶない執愛～婚約はカラダからいそてつ/秋桜ヒロロ 693 マッグガ 10 凸凹のワルツ（２） 森野きこり 660
一迅社 25 絶倫従属は箱入り令嬢を鳴かせたい。アンソ アンソロジー 869 少年画報 28 ドンケツ第2章（６） たーし 715 彗星社発 18 指先から本気の熱情～チャラ男消防士はまっ川野タニシ 748 ハーパー 17 淫らな婚前教育～冷徹宰相は鳥籠令嬢を愛で果桃なばこ/伽月るーこ 693 マッグガ 10 終末世界の箱入りムスメ（２） みああわ 682
一迅社 25 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえ 　 　はにゅう/りすまいほか 748 少年画報 28 ビリケツ（２）（完） たーし/染春 715 彗星社発 18 俺に注がれるなんてありがたく思えよ？～暴君はながたみあや 748 ハーパー 17 イジワル社長の恋人レッスン（２） はやぶち伶子/望月沙菜 693 マッグガ 10 妹は猫（２） 仙幸 660
一迅社 25 魔力0で最強の大賢者　～それは魔法ではな 　空地大乃/色意しのぶほ 715 少年画報 28 ウグイス　今日もラブホでお仕事です（１） 民谷剛 759 彗星社発 18 ハグで終わるわけねぇだろ？～今夜、同期に 由葵るゆ 748 白泉社 4 赤髪の白雪姫（24） あきづき空太 495 マッグガ 14 ネタキャラ転生とかあんまりだ！THE COMIC あまねかむらぎ/音無奏ほ 660
一迅社 25 ダンジョン島で宿屋をやろう！　創造魔法を貰 　長野文三郎/結城心一ほ 726 少年画報 28 優しい声よりメシがいい（１） 伊藤静 759 彗星社発 18 上司のアソコはXLサイズ！？～太い先っぽ…可児いとう 748 白泉社 4 末永くよろしくお願いします（３） 池ジュン子 495 マッグガ 14 北海道の現役ハンターが異世界に放り込まれカルトマ/ジュピタースタジ 660
一迅社 25 女騎士ゴブリン （１） オンディ/しんどう 693 少年画報 28 大親友（３） 大島永遠 759 彗星社発 18 性癖ヤバめなオトコに狙われました。（２） ｂｏｖ 748 白泉社 4 機械じかけのマリー（２） あきもと明希 495 マッグガ 14 めっちゃ召喚された件　THE COMIC（２） 六甲島カモメ/さいとうさほ 660
一迅社 25 陽だまりのニーノ （１） みなつき/肋兵器 715 少年画報 30 蒼き鋼のアルペジオ（21） Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 737 彗星社発 18 絶倫地獄～もう一度、俺の子を身ごもれ。（３ もちゃろ 748 白泉社 4 鳩子さんは時々魔法少女（４）（完） 可歌まと 495 マッグガ 14 転生幼女はあきらめない（２） 岬下部せすな/カヤほか 693
一迅社 25 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコ 　アンソロジー 847 新書館 1 わがまま王子は猫を狩る（上） 左京亜也 792 ブラスト出 18 （成）いもうと、ネトリあい カニトマト 1100 白泉社 4 平安あかしあやかし陰陽師（１） こはく/遠藤遼ほか 495 マッグガ 15 ベタ惚れの婚約者が悪役令嬢にされそうなのおやまだみむ/杓子ねこ 660
一迅社 28 竜騎士のお気に入り（４） 蒼崎律/織川あさぎほか 710 新書館 1 わがまま王子は猫を狩る（下） 左京亜也 792 アルファ 24 追い出された万能職に新しい人生が始まりま 宇崎鷹丸/東堂大稀 748 白泉社 4 ヒポクラテスの卵（１） ススキノ海 693 メディアッ 28 （成）黒ギャルちゃんはキミだけを見てる（ベタ 跳馬遊鹿 1320
一迅社 28 花は淫獄へ堕ちずにすむか　―転生脇役の奮さくら真呂/永久めぐるほ 740 新書館 1 セラピーゲーム リスタート（２） 日ノ原巡 737 青林工藝 23 アックス（141） とろろ園ほか 1018 白泉社 4 ウチのバッテリーは何かがおかしい。（１） Ｎ管ジャバ子 660 メディアッ 28 （成）完堕ち（ベタハート）寝取りックス マイノリティ 1320
一迅社 28 魔法使いの婚約者　～Eternally Yours～（１） はいいろ/中村朱里ほか 740 新書館 1 王子禁制 麻生海/月村奎 759 東京漫画 25 UNDEAD（１） 露久ふみ 750 白泉社 4 ミントチョコレート（８） 折笠まみ 495 メディアッ 28 （成）ふたなりっ娘　どっぴゅんLOVE 三浦いお太 1320
一迅社 28 捨てられ男爵令嬢は黒騎士様のお気に入り（ 野津川香/水野沙彰ほか 740 新書館 下 八百夜（３） 那州雪絵 792 東京漫画 25 Cab（74） アンソロジー 1000 白泉社 4 恋と心臓（７） 海道ちとせ 495 楽楽出版 5 （成）催眠肉奴隷日記 獅月しんら 1210
一迅社 28 一目惚れと言われたのに実は囮だと知った伯藤谷陽子/千石かのんほ 700 新書館 下 腐女子、小清水詩織。（１） ミキマキ 836 アース・ス 11 願いを叶えてもらおうと悪魔を召喚したけど、 　となりける/ｓｈｉｒｙｕ 660 白泉社 4 お猫さまズ暮らし。がじがじ わかつきめぐみ 836 楽楽出版 5 （成）歪んではいるがあれは恋だった。 ときわゆたか 1210
一迅社 28 王子様に溺愛されて困ってます～転生ヒロイ 三浦ひらく/月神サキほか 740 ジュネッ 21 恋なんて柄じゃない、けど しみり 770 アース・ス 11 その者。のちに…～気がついたらS級最強！ 　成家慎一郎/ナハァトほか 660 白泉社 4 私達××しました（７） 空あすか 594 リイド社 10 似てない僕らのままで続く あまさわ蟹 748
一迅社 28 ふつつかな悪女ではございますが　～雛宮蝶尾羊英/中村颯希ほか 740 ジュネッ 21 （成）レッスン 梶本潤 1100 アース・ス 11 領民0人スタートの辺境領主様　～青のディアユンボ/風楼ほか 660 白泉社 16 ニラメッコ（１） 久世岳 897 リイド社 10 叶わなかった恋の続きを（３） 下條水月 825
一迅社 28 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　 　アンソロジー 860 新潮社 9 マグロ少女（１） 石川秀幸 682 アース・ス 11 悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ　と、ポ荒木風羽/壱弐参ほか 660 白泉社 18 執事・黒星は傅かない（６） 音久無 495 リイド社 15 山怪（４）狐火になった男 五十嵐晃/田中康弘 759
一迅社 30 ヒーローさんと元女幹部さん（４） そめちめ 748 新潮社 9 ペスト（３） 車戸亮太/カミュ 682 大洋図書 1 bitter drop ビター・ドロップ 四宮和 781 白泉社 18 名探偵　耕子は憂鬱（２） 鈴木ジュリエッタ 495 リイド社 21 （成）ゲーム不倫沼～淫乱人妻が団崩壊させ 星月めろん 1100
一迅社 30 今日はまだフツーになれない Ｕ－ｔｅｍｏ 1100 新潮社 9 軍師様は異世界勇者が気に入らない（３）ラノ 鮫類 726 大洋図書 1 かみついて、じゃれあって ツノナツメ 759 白泉社 18 神の子らの懺悔（２）（完） 千歳四季 495 リイド社 25 （成）蜜母子インモラル 夏のおやつ 1100
一迅社 30 きみが死ぬまで恋をしたい（４） あおのなち 748 新潮社 9 怪獣自衛隊（４） 井上淳哉/白土晴一 726 大洋図書 1 ワリキリ 中川カネ子 759 白泉社 18 ぬこづけ！（16） 柚木色 638 リイド社 25 奈良へ 大山海 1320
一迅社 30 アップルパルフェ　おねロリ百合アンソロジー アンソロジー 990 新潮社 9 売国機関（５） 品佳直/カルロ・ゼン 682 竹書房 5 ストッキングと上司と私『興奮するね、君の脚』紺子ゆきめ 748 白泉社 18 iiiあいすくりん 柚木色/シンエイ動画ほか 990 リイド社 28 剣客商売（40） 大島やすいち/池波正太 660
インテル 25 兄友とセフレになりました（２） ｐｏｎｉ 760 新潮社 9 殺彼―サツカレ―（６）（完） 大介＋旭 704 竹書房 7 よーじょらいふ！（２） あまー 748 白泉社 29 平穏世代の韋駄天達（４） クール教信者/天原 660 リイド社 28 侠客（１） 落合裕介/池波正太郎 700
イースト 14 そして父にならない カトーコーキ 1222 新潮社 9 Artiste（７） さもえど太郎 704 竹書房 7 藤咲忍はかく語りき 吾妻香夜 748 白泉社 29 変女～変な女子高生　甘栗千子～（15） 此ノ木よしる 660 リイド社 30 ゴルゴ13（163）流星雨の彼方で さいとう・たかを 660
イースト 14 悪の秘密結社ネコ（２） ぱんだにあ 880 新潮社 9 「子供を殺してください」という親たち（９） 鈴木マサカズ/押川剛 638 竹書房 7 サブトラクティブミックス 櫻井タイキ 748 白泉社 29 進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生此ノ木よしる 715 リブレ 10 はだしの天使 野ノ宮いと 725
イースト 17 温泉宿の跡取り息子が帰してくれません！（仮鳥葉ゆうじ 748 実業之日 17 時給900円で家族演ってます（２）（完） 白崎 748 竹書房 7 平良さんはやっぱりモテたくない 佐木かやの 748 白泉社 29 俺はロリコンじゃない！（３） 雨蘭 715 リブレ 10 オトナを困らせるんじゃありません！ にやま 725
イースト 17 犬を拾いました。（仮） おんせん 748 実業之日 17 嫌がってるキミが好き（７） 鬼山瑞樹 748 竹書房 10 パトラと鉄十字（４） 真鍋譲治 759 白泉社 29 去勢転生（３） 宮月新/おちゃう 715 リブレ 10 地味リーマン、本番●REC 峰島なわこ 725
イースト 17 塩田先生と雨井ちゃん（４） なかとかくみこ 858 実業之日 17 世界樹の下から始める半竜少女と僕の無双ラ鏑木ハルカ/ｊ・ターナー 748 竹書房 16 覆面の羊（４） 船木涼介 825 白泉社 30 愛の巣へ落ちろ！（２） 南十字明日菜/樋口美沙 748 リブレ 10 蛇龍の婚姻 東野海 725
エンジェ 17 （成）股ひらいて・腰ふって さいだ一明 1200 実業之日 17 マンガでよくわかる　ねこねこ日本史ジュニア そにしけんじ 968 竹書房 16 フェイクファクトリップス 末広マチ 792 白泉社 30 楽園　Le Paradis（36） 蒼樹うめ/中村明日美子 968 リブレ 10 触らないで、抱きしめて（上） 紅 725
エンジェ 17 （成）ずっ尻むっちりぃ ヨッタン 1200 ジャイブ 1 暴君ヴァーデルの花嫁　初夜編（21） 松本帆加 681 竹書房 16 ハッピー・オブ・ジ・エンド おげれつたなか 803 ヒット出版 30 （成）やらしい気分になるアプリ（シロハート）姉ぽんこっちゃん 1100 リブレ 10 触らないで、抱きしめて（下） 紅 725
エンジェ 17 （成）豊かな乳の母と娘 武林武士 1200 ジャイブ 1 おじさま侯爵は恋するお年頃（13） 飛鳥りな 681 竹書房 18 ガチ恋粘着獣　～ネット配信者の彼女になりた星来 660 双葉社 10 童の神（１） 深谷陽/今村翔吾 770 リブレ 10 野良犬の夜 渋江ヨフネ 758
エンジェ 17 （成）まるはだかの南さん 沙神よしつね 1200 小学館ク 5 異世界もう帰りたい（３）（完） ドリヤス工場 748 竹書房 18 顔に泥を塗る（２） ヨシカズ 660 双葉社 10 童の神（２） 深谷陽/今村翔吾 770 リブレ 10 食べてもおいしくありません（３） 山田２丁目 725
オーバー 15 シティな俺がオチるまで（１） やまとかな 未定 小学館ク 5 ULTRAMAN（17） 清水栄一/下口智裕 693 竹書房 24 異世界に転生したら全裸にされた（５）（完） 狐谷まどか/あしもと☆よ 759 双葉社 10 小林さんちのメイドラゴン（11） クール教信者 660 リブレ 18 うちのボスが裸族です（１） 奥めぐ美 748
オーバー 15 甘噛みのエビデンス 野白ぐり 未定 小学館ク 5 ヒッツ（２） 柴田ヨクサル/沢真 748 竹書房 24 チート薬師のスローライフ（５） ケンノジ/春乃えり 759 双葉社 10 小林さんちのメイドラゴン公式ガイドブック　メ クール教信者 900 リブレ 18 このうちとまれ（１） はるこ 748
オーバー 25 俺の前世の知識で底辺職テイマーが上級職ににわリズム/可換環 未定 小学館ク 11 オンライン　The Comic（15）（完） 雨蛙ミドリ/キョカツカサ 660 竹書房 24 どうやらボクの花嫁は女騎士団なようで。（３）のり伍郎 759 双葉社 10 つぐもも（27） 浜田よしかづ 693 リブレ 18 それじゃあこれから何をする？ 木山はる 725
オーバー 25 騎士譚は城壁の中に花ひらく（２） ゆづか正成 未定 小学館ク 11 鬼上司のヤキモチが可愛すぎます！！（２） 月乃睡蓮 748 竹書房 24 搾り取らないで、女商人さん！！（３） くつがえる 759 双葉社 10 こえでおしごと！！（２） 紺野あずれ 693 リブレ 18 のら猫の食卓 暮 725
オーバー 25 底辺領主の勘違い英雄譚（２） ぱらボら/馬路まんじ 未定 小学館ク 15 今日から未来（２） 吉富昭仁 715 竹書房 24 ねえ、ぴよちゃん（６） 青沼貴子 1386 双葉社 10 夏の魔物（２） ノムラララ 704 リブレ 18 モノトーン・ブルー ながべ 824
オーバー 25 サラリーマンが異世界に行ったら四天王になっ村光/ベニガシラ 未定 小学館ク 15 お下がりの女（１） 井上和郎/舞方パーク 748 竹書房 24 実話コレクション　厭怪談　（仮） 柏屋コッコ/小田イ輔 1210 双葉社 10 異時間オーナー　店主交代！ 胡桃ちの 900 リブレ 18 五十、六十、よろこんで。（１） ワイエム系 660
オーバー 25 ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった鵜吉しょう/内々けやきほ未定 小学館ク 29 獅子上司（２） 青木Ｕ平 748 竹書房 28 めんつゆひとり飯（４） 瀬戸口みづき 869 双葉社 10 かりあげクン（66） 植田まさし 748 リブレ 18 恋するヘタレはいつも不器用（１） 九重ヤエ 660
オーバー 25 現実主義勇者の王国再建記（７） 上田悟司/どぜう丸 未定 小学館ク 29 死神娘はぺろぺろしたい（２） 朱白あおい/村田真哉ほ 748 竹書房 28 しょうもないのうりょく（２） 高野雀 825 双葉社 10 ハルドナリ ｎｏｊｉ 792 道玄坂書 21 最後の恋を俺としてよ 里美ゆえ 750
オーバー 25 望まぬ不死の冒険者（７） 中曽根ハイジ/丘野優 未定 小学館ク 29 ローゼンガーテン・サーガ（２） 富士防人/外岡馬骨 748 竹書房 30 よくイけましたヤンキーくん 青梅ななせ 759 双葉社 10 この発情はオフレコでお願いします！ ろむ 770 ワニマガ 8 （成）ぼーかん作品集 ぼーかん 1210
オーバー 25 ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気木乃ひのき/雨川透子 未定 ジーウォ 28 （成）今週のビッチさん れいがろす 1100 竹書房 30 お姉さんは女子小学生に興味があります。（７柚木涼太 748 双葉社 15 古竜なら素手で倒せますけど、これって常識じウメハナ/羽田遼亮 704 ワニマガ 8 （成）西安作品集 西安 1210
オークラ 25 セクシー男優の橘さんに、愛されすぎて困って藍沢ミキ 750 ジーウォ 28 （成）人妻、快楽を知る（仮） 森見明日 1100 竹書房 30 島崎奈々＠お仕事募集中（２） あきばるいき 759 双葉社 15 魔王軍最強の魔術師は人間だった（５） アナジロ/羽田遼亮 704 ワニマガ 8 （成）モテアソビ～常識改変学園～ 背徳漢 1210
宙出版 17 官能小説家一条烈の豹変調教（２）（完） 桃川春日子 728 ジーウォ 28 （成）過去に戻ってヤリなおし（仮） ｔｅｉｌ 1100 竹書房 30 晴れのちシンデレラ　magical（４） 宮成楽 748 双葉社 15 異世界チート開拓記（３） 中村モリス/ファースト 704 ワニマガ 30 （成）山芋とろろ作品集 山芋とろろ 1210
宙出版 17 神林部長と恋人契約　Hが良すぎてもうダメで阿部摘花 713 祥伝社 8 ブランチライン（２） 池辺葵 770 竹書房 30 ト或ル夫婦ノ日乗（３）（完） 崎由けぇき 748 双葉社 15 ハズレポーションが醤油だったので料理するこリスノ/富士とまと（ツギク 704 ワニマガ 30 （成）チェリーをたべさせて？ いづれ 1210
宙出版 17 移住、古民家、セフレ付き！？（６） 藤那トムヲ 744 祥伝社 8 婚姻届に判を捺しただけですが（７） 有生青春 1012 竹書房 30 勇者と魔王のラブコメ（７）（完） ホリエリュウ 869 双葉社 15 パーティーから追放されたその治癒師、実は最鳴海みわ/影茸 704 ワニマガ 30 （成）どぴゅあ 八尋ぽち 1210
宙出版 17 余命1年の契約結婚　その日まで、抱き尽くし 西園寺みちる 728 祥伝社 8 花のあすか組！∞インフィニティ（６） 高口里純 770 竹書房 30 Strange Moon（１） かざあな 759
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朝日新聞出版朝日文庫 7 犬部！ 山田あかね 770 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 古き掟の魔法騎士（２） 羊太郎/遠坂あさぎ 未定 講談社 講談社文庫 15 香菜里屋を知っていますか　香菜里屋シリーズ 　北森鴻 792

朝日新聞出版朝日文庫 7 愛するあなたの子を授かって、十月十日後に死 夕鷺かのう 704 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 演距離カノジョの比奈森さん　派遣カップルはじめ恵比須清司/ななかぐら 未定 講談社 講談社文庫 15 天子蒙塵（３） 浅田次郎 770

朝日新聞出版朝日文庫 7 貴族グレイランサー　英傑の血 菊地秀行 990 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 この聖剣でぶっ殺してやるよ　聖剣使いの覚醒魔春日部タケル/ハリオ 未定 講談社 講談社文庫 15 天子蒙塵（４） 浅田次郎 770

朝日新聞出版朝日文庫 7 結実の産婆みならい帖 五十嵐佳子 737 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 門番少女と雨宿りの日常 寿司サンダー/姐川 未定 講談社 講談社文庫 15 ブルーダイヤモンド〈新装版〉 瀬戸内寂聴 693

朝日新聞出版朝日文庫 7 なみだ 細谷正充/青山文平ほか 770 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 サベージファングお嬢様　史上最強の傭兵は史 赤石赫々/かやはら 未定 講談社 講談社文庫 15 大地の宝玉　黒翼の夢 中村ふみ/六七質 715

岩波書店 岩波文庫 15 楚辞 小南一郎 1320 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強に 　月島秀一/もきゅ 未定 講談社 講談社文庫 15 盤上の敵　新装版 北村薫 770

岩波書店 岩波文庫 15 パサージュ論（４） ヴァルター・ベンヤミン/今村1177 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 ロクでなし魔術講師と禁忌教典（19） 羊太郎/三嶋くろね 未定 講談社 講談社文庫 15 対岸の家事 朱野帰子 660

岩波書店 岩波文庫 15 梵文和訳　華厳経入法界品（上） 梶山雄一/丹治昭義ほか 1067 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 100億回転生した俺は、この世の全ての覇者とな 　日の原裕光/あれっくす 未定 講談社 講談社文庫 15 スイート・マイホーム 神津凛子 715

岩波書店 岩波文庫 15 ゴヤの手紙（下） 大髙保二郎/松原典子 1111 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 好きな人がバレたら死ぬラブコメ 玖城ナギ/フライ 未定 講談社 講談社文庫 15 首の鎖 宮西真冬 715

岩波書店 岩波文庫 15 熱輻射論講義 マックス・プランク/西尾成子 1177 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 母親がエロラノベ大賞受賞して人生詰んだ（２）　夏色青空/米白粕 未定 講談社 講談社文庫 15 暴れ公卿　公家武者信平ことはじめ（４） 佐々木裕一 770

岩波書店 岩波現代文庫 15 六代目圓生コレクション　寄席育ち 三遊亭圓生 1738 KADOKAWA ファンタジア文庫 18 宮廷魔法士です。最近姫様からの視線が気にな安居院晃/美和野らぐ 未定 講談社 講談社文庫 15 損料屋見鬼控え（２） 三國青葉 660

岩波書店 岩波現代文庫 15 コブのない駱駝──きたやまおさむ「心」の軌跡きたやまおさむ 1298 KADOKAWA MF文庫J 25 肉の原見さん 竹井10日/あるみっく 未定 講談社 講談社文庫 15 戦百景　長篠の戦い 矢野隆 770

岩波書店 岩波現代文庫 15 ハルコロ（１） 石坂啓/本多勝一ほか 1430 KADOKAWA MF文庫J 25 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最強ぶんころり/またのんき▼ 未定 講談社 講談社文庫 15 題未定　百万石の留守居役（17） 上田秀人 770

岩波書店 岩波現代文庫 15 ハルコロ（２） 石坂啓/本多勝一ほか 1430 KADOKAWA MF文庫J 25 異世界、襲来（３）（仮） 丈月城/しらび 未定 講談社 講談社文庫 15 七人の証人　新装版 西村京太郎 858

一迅社 一迅社文庫アイリス 18 覆面令嬢と塩漬け公爵（仮） 乙川れい/YuzuKi 730 KADOKAWA MF文庫J 25 Re：ゼロから始める異世界生活（27） 長月達平/大塚真一郎 未定 講談社 講談社文庫 15 碆霊の如き祀るもの 三津田信三 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 18 獣人シリーズ（６）　（仮） 百門一新/春が野かおる 730 KADOKAWA MF文庫J 25 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？（花間燈/sune 未定 講談社 講談社文庫 15 あのポプラの上が空　新装版 三浦綾子 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 18 除霊伯爵家の風変わりな婚約者（仮） 翔花里奈/風ことら 730 KADOKAWA MF文庫J 25 祈る神の名を知らず、願う心の形も見えず、それ品森晶/みすみ 未定 講談社 講談社文庫 15 本格王2021 本格ミステリ作家クラブ/笛吹 814

一迅社 メリッサ文庫 30 どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせてい 碧貴子/すらだまみ 770 KADOKAWA MF文庫J 25 緋弾のアリア（35）（仮） 赤松中学/こぶいち 未定 講談社 講談社文庫 15 マンガ　老荘の思想 蔡志忠/和田武司ほか 825

イースト・プレスソーニャ文庫 3 背徳の恋の旋律（仮） 光月海愛/緒花 792 KADOKAWA MF文庫J 25 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（４．５衣笠彰梧/トモセシュンサク 未定 講談社 講談社文庫 15 東海オンエアの動画が6.4倍楽しくなる本　虫眼鏡 　虫眼鏡 704

イースト・プレスソーニャ文庫 3 幸せな執着（仮） 月城うさぎ/藤浪まり 792 KADOKAWA メディアワークス文 25 エリート社長・生駒氏の「検索してはいけない」ネ水沢あきと 未定 光文社 光文社文庫 16 白昼鬼語　探偵くらぶ 谷崎潤一郎 未定

イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 怖すぎる実話怪談　亡者の章 結城伸夫+逢魔プロジェクト 770 KADOKAWA メディアワークス文 25 異常心理犯罪捜査官・氷膳莉花　剥皮の獣 久住四季 未定 光文社 光文社文庫 16 新隠目付事件控（仮） 鳥羽亮 未定

潮書房光人新光人社NF文庫 下 海軍糧食のウソ、ホント 高森直史 913 KADOKAWA メディアワークス文 25 Missing（６）　合わせ鏡の物語（上） 甲田学人 未定 光文社 光文社文庫 16 出絞と花かんざし（仮） 佐伯泰英 未定

潮出版社 潮文庫 5 おっさんたちの黄昏商店街　それぞれの恋路 池永陽 990 KADOKAWA メディアワークス文 25 夏の最後、石になった君に捧ぐ（仮） 扇風気周 未定 光文社 光文社文庫 16 ランチタイムのぶたぶた（仮） 矢崎存美 未定

潮出版社 潮文庫 5 フィニッシュライン　警視庁「五輪」特警本部・足利椙本孝思 935 KADOKAWA メディアワークス文 25 おとなりの晴明さん（９）　～陰陽師は花の都で笑仲町六絵 未定 光文社 光文社文庫 16 鎮憎師 石持浅海 未定

ヴィレッジブッ villagebooks 30 ゴールデン・イン・デス　イヴ&ローク（51）　（原題J・D・ロブ/青木悦子 1078 KADOKAWA メディアワークス文 25 妖怪大戦争ガーディアンズ外伝　平安百鬼譚 峰守ひろかず 未定 光文社 光文社文庫 16 ブレイン・ドレイン 関俊介 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 主人公にはなれない僕らの妥協から始める恋人鴨野うどん/かふか 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 16年間魔法が使えず落ちこぼれだった俺が、科 ねぶくろ 未定 光文社 光文社文庫 16 緑のなかで 椰月美智子 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 八城くんのおひとり様講座 どぜう丸/日下コウ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 考える身体 三浦雅士 1342 光文社 光文社文庫 16 ちびねこ食堂の思い出ごはん（３）　（仮） 高橋由太 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 黒鳶の聖者（２）　～追放された回復術士は、有 まさみティー/イコモチ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 貧民の帝都 塩見鮮一郎 979 光文社 光文社文庫 16 ショートショート列車 田丸雅智 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 星詠みの魔法使い（２） 六海刻羽/ゆさの 未定 河出書房新社 河出文庫 4 絶対惨酷博覧会　都筑道夫短篇コレクション 都筑道夫 1122 光文社 光文社文庫 16 秘密　異形コレクション（51）（仮） 井上雅彦 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザ友橋かめつ/希望つばめ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 そこにいるのに　13の恐怖の物語 似鳥鶏 814 光文社 光文社文庫 16 馬を売る女　松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 底辺領主の勘違い英雄譚（３）　～平民に優しく 馬路まんじ/ファルまろ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 ある誘拐　警視庁刑事総務課・野村昭一の備忘矢月秀作 814 光文社 光文社文庫 16 沈黙の狂詩曲　精華編（２）　日本最旬ミステリー日本推理作家協会 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 TRPGプレイヤーが異世界で最強ビルドを目指すSchuld/ランサネ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 忍者月影抄　山田風太郎傑作選　忍法篇 山田風太郎 979 光文社 光文社文庫 16 濡れぎぬ　決定版　研ぎ師人情始末（11） 稲葉稔 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな冒険者ギル寺王/由夜 未定 河出書房新社 河出文庫 4 葬送習俗事典 柳田国男 990 光文社 光文社文庫 16 街道の顔　隠れ木戸番日月抄（仮） 喜安幸夫 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 外れスキル【地図化（マッピング）】を手にした少 鴨野うどん/雫綺一生 未定 河出書房新社 KAWADE夢文庫 10 最新版！アジア29か国の今がわかる本（仮） 国際時事アナリスツ 792 光文社 光文社文庫 16 天秤裁き　闇御庭番（８）（仮） 早見俊 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 現実主義勇者の王国再建記（15） どぜう丸/冬ゆき 未定 河出書房新社 KAWADE夢文庫 10 最新版！常識として知っておきたい世界の三大 　歴史の謎を探る会 792 光文社 光文社古典新訳文 16 アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ/遠山明子未定

オークラ出版 プリズム文庫 23 狼王は金の子山羊を溺愛する 釘宮つかさ/やすだしのぐ 750 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 下町洋食バー高野　捨て猫のプリンアラモード 麻宮ゆり子 814 光文社 光文社古典新訳文 16 コモン・センス トマス・ペイン/角田安正 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。（５） しめさば/ぶーた 704 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 菓子屋横丁月光荘（４）　（仮） ほしおさなえ 748 光文社 光文社知恵の森文 16 一流のサービスを受ける人になる方法　極 柘いつか 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 エルフに転生した元剣聖、レベル1から剣を極め大虎龍真/屡那 726 角川春樹事務所時代小説文庫 15 決戦　熱血一刀流（４） 岡本さとる 682 光文社 光文社知恵の森文 16 日本人なら知っておきたい空海と真言宗 山折哲雄 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 落第賢者の学院無双（６）　～二度転生した最強白石新/魚デニム 770 角川春樹事務所時代小説文庫 15 大江戸少女カゲキ団（４） 中島要 704 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 秘剣の名医（９）　蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 715

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないので秋桜ヒロロ/ダンミル 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 焼き天ぷら　料理人季蔵捕物控 和田はつ子 726 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 鬼同心と不滅の剣（２） 藤堂房良 715

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします（４） 浜千鳥/八美☆わん 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 お勝手のあん（４）　（仮） 柴田よしき 748 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 江戸っ子奉行　始末剣 山手樹一郎 715

KADOKAWA ルビー文庫 1 忘れえぬ此の花を、此の想いを ごとうしのぶ/おおや和美 770 角川春樹事務所時代小説文庫 15 親子の絆は途切れなく　親子十手捕物帳（７） 小杉健治 748 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 帝国本土迎撃戦（３） 橋本純 1019

KADOKAWA ルビー文庫 1 極道さんは青春時代もパパで愛妻家 佐倉温/桜城やや 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 キッド 相場英雄 未定 コスミック出版 コスミック文庫 16 神のロジック　次は誰の番ですか？ 西澤保彦 748

KADOKAWA ルビー文庫 1 狼王とたぬきの花嫁道中 小中大豆/陵クミコ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 ラストラン　ランナー（４） あさのあつこ 未定 コスミック出版 コスミック文庫α 22 日帰り異世界、『くまねこ亭』にようこそ！（仮） 烏丸紫明 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 虚ろなるレガリア　Corpse Reviver 三雲岳斗/深遊 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 あぁ、だから一人はいやなんだ いとうあさこ 未定 コスミック出版 セシル文庫 22 俺様虎王とモフッと子育て（２） 星野伶 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 七つの魔剣が支配する（７） 宇野朴人/ミユキルリア 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 作家の人たち 倉知淳 未定 三交社 SKYHIGH文庫 10 ご縁食堂ごはんのお友（シリーズ②）（仮） 日向唯稀/鈴木次郎 748

KADOKAWA 電撃文庫 10 キミの青春、私のキスはいらないの？ うさぎやすぽん/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 神奈川県警「オタク」担当　細川春奈 鳴神響一 未定 彩図社 彩図社文庫 17 吉田松陰に学ぶ　リーダーになる100のルール 沢辺有司 750

KADOKAWA 電撃文庫 10 日和ちゃんのお願いは絶対（３） 岬鷺宮/堀泉インコ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 笑えて、泣けて、するする頭に入る　超現代語訳　房野史典 未定 彩図社 彩図社文庫 17 「ドラえもん」に学ぶ　ダメな人の伸ばし方 小林奨 750

KADOKAWA 電撃文庫 10 ユア・フォルマ（２）　電索官エチカと女王の三つ子菊石まれほ/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 未定 まさきとしか 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 4 映画ノベライズ　るろうに剣心　最終章　The Beg田中創/和月伸宏ほか 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（８） 二丸修一/しぐれうい 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 あなただけの、咲き方で 八千草薫 未定 集英社 集英社文庫 18 本と鍵の季節 米澤穂信 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ソードアート・オンライン　プログレッシブ（８） 川原礫/abec 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 大きなさよなら　どくだみちゃんとふしばな（５） 吉本ばなな 未定 集英社 集英社文庫 18 この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山佳佑 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ダークエルフの森となれ（３）　-現代転生戦争- 水瀬葉月/コダマほか 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 番所医はちきん先生　推理帖 井川香四郎 未定 集英社 集英社文庫 18 漂砂の塔（上） 大沢在昌 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ホヅミ先生と茉莉くんと。 Day.2　ホヅミ、コミカラ 葉月文/DSマイル 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 炎が奔る 吉来駿作 未定 集英社 集英社文庫 18 漂砂の塔（下） 大沢在昌 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ひだまりで彼女はたまに笑う。　step1.めんどくさ高橋徹/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 お江戸甘味処　谷中はつねや（３） 倉阪鬼一郎 未定 集英社 集英社文庫 18 蝶のゆくへ 葉室麟 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 僕の愛したジークフリーデ　第1部　光なき騎士の松山剛/ファルまろ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 名もなき剣　義賊・神田小僧 小杉健治 未定 集英社 集英社文庫 18 絵金、闇を塗る 木下昌輝 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 86―エイティシックス―（10）　―フラグメンタル・ネ安里アサト/I-IVほか 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 蛇合草　小烏神社奇譚（３） 篠綾子 未定 集英社 集英社文庫 18 DEVIL'S DOOR 東山彰良 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 お試しで喚ばれた聖女なのに最強竜に気に入らかわせ秋/三月リヒト 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 江戸美人捕物帳　入舟長屋のおみわ　夢の花 山本巧次 未定 集英社 集英社文庫 18 ヒーローはイエスマン 羽泉伊織 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ること 　富樫聖夜/まち 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 10 独眼竜と会津の執権 吉川永青 未定 集英社 集英社文庫 18 よまにゃにちにち帳 集英社文庫編集部 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される（３） 翡翠/亜尾あぐ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 王と王子の甘くないα婚 小中大豆/三廼 693 集英社 集英社文庫 18 吸血鬼は殺し屋修業中 赤川次郎 未定

KADOKAWA 富士見L文庫 15 おいしいベランダ。　午前10時はあなたとブランチ竹岡葉月/おかざきおか 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 若旦那様としあわせ子育て恋愛 松幸かほ/榊空也 693 集英社 集英社文庫 18 眠狂四郎無情控（上） 柴田錬三郎 未定

KADOKAWA 富士見L文庫 15 平安後宮の薄紅姫（３）　恋する女房と物語の縁遠藤遼/沙月 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 失恋後、険悪だった幼なじみが砂糖菓子みたい 　七烏未奏/うなさか 704 集英社 集英社文庫 18 眠狂四郎無情控（下） 柴田錬三郎 未定

KADOKAWA 富士見L文庫 15 南箱根のおまもり石屋さん　水晶とふくふく白猫 須垣りつ/庭春樹 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（14） むらさきゆきや/鶴崎貴大 726 集英社 集英社文庫 18 七月七日のペトリコール 持地佑季子 未定

KADOKAWA 富士見L文庫 15 熊本くんの本棚　ゲイ彼と私とカレーライス キタハラ/慧子 未定 講談社 講談社X文庫 7 ご飯ください 火崎勇/幸村佳苗 990 集英社 集英社文庫 18 ホラー作家八街七瀬の、伝奇小説事件簿 竹林七草 未定

KADOKAWA 富士見L文庫 15 やおよろず百貨店の祝福　神さまが求めた“灯り未定/未定 未定 講談社 講談社X文庫 7 無敵の城主は愛に溺れる 春原いずみ/鴨川ツナ 935 集英社 集英社文庫 18 時代小説　ザ・ベスト2021 日本文藝家協会 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 小公女 バーネット/羽田詩津子 未定 講談社 講談社学術文庫 10 中国の歴史（12）　日本にとって中国とは何か 尾形勇/鶴間和幸ほか 1485 集英社 集英社オレンジ文庫 18 宝石商リチャード氏の謎鑑定　輝きのかけら 辻村七子/雪広うたこ 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 ゴーストハント（６）　海からくるもの 小野不由美 858 講談社 講談社学術文庫 10 大乗仏教の誕生　「さとり」と「廻向」 梶山雄一 1100 集英社 集英社オレンジ文庫 18 捕まらない男　～警視庁特殊能力係～ 愁堂れな/円陣闇丸 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 ゴーストハント（７）　扉を開けて 小野不由美 880 講談社 講談社学術文庫 10 憲法と国家の理論 清宮四郎/樋口陽一 1551 集英社 集英社オレンジ文庫 18 京都岡崎、月白さんとこ（２）　（仮） 相川真/くじょう 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 ののはな通信 三浦しをん 880 講談社 講談社学術文庫 10 日本冷戦史　1945-1956 下斗米伸夫 1430 集英社 集英社オレンジ文庫 18 推し飯研究会 秋杜フユ/コナリミサト 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 地獄くらやみ花もなき　陸　黒猫の鳴く獄舎 路生よる 660 講談社 講談社タイガ 15 蠱峯神　よろず建物因縁帳 内藤了 792 集英社 集英社オレンジ文庫 18 カイタン　怪談師りん 最東対地/河下水希 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 ブレイブ・ストーリー（上） 宮部みゆき 924 講談社 講談社タイガ 15 帝都上野のトリックスタア 徳永圭 825 集英社 集英社オレンジ文庫 18 脳研ラボ。　（仮） 羽野蒔実/usi 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 ブレイブ・ストーリー（中） 宮部みゆき 924 講談社 講談社タイガ 15 ネメシス（６） 青崎有吾/松澤くれは 792 集英社 集英社オレンジ文庫 18 詩剣女侠 春秋梅菊/新井テル子 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 ブレイブ・ストーリー（下） 宮部みゆき 924 集英社 集英社オレンジ文庫 18 映画ノベライズ　ハニーレモンソーダ 後白河安寿/村田真優 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 怪盗探偵山猫　 深紅の虎 神永学 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 友達のお姉さんと陰キャが恋をするとどうなるのおかゆまさき/長部トム 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 スケルトン・キー 道尾秀介 704 集英社 ダッシュエックス文 25 パワハラ聖女の幼馴染みと絶縁したら、何もかも 　くさもち/マッパニナッタ 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 新・入り婿侍商い帖（７） 千野隆司 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛され三木なずな/柴乃櫂人 未定

KADOKAWA 角川文庫 15 大正幽霊アパート鳳銘館の新米管理人 竹村優希 未定 小学館 小学館文庫 7 愛し子 ロミー・ハウスマン 1320

KADOKAWA 角川文庫 15 辛酸　新装版　田中正造と足尾鉱毒事件 城山三郎 未定 小学館 小学館文庫 7 囁き男 アレックス・ノース/菅原美保 1298

KADOKAWA 角川文庫 15 雲神様の箱　花の窟と双子の媛 円堂豆子/苗村さとみ 792 小学館 小学館文庫 7 旅だから出逢えた言葉（２） 伊集院静 660

KADOKAWA 角川文庫 15 雨と涙と処刑人　（仮） 太田紫織 未定 小学館 小学館文庫 7 きみまろ「夫婦川柳」傑作選（３） 綾小路きみまろ 550

KADOKAWA 角川文庫 15 葦の浮船 松本清張 未定 小学館 小学館文庫 7 今読みたい太宰治私小説集 太宰治 770

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 15 マンダラを生きる 正木晃 未定 小学館 小学館文庫 7 安楽死を遂げるまで 宮下洋一 935

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 15 日本の方言 佐藤亮一 未定 小学館 小学館文庫 7 おばさん探偵　ミス・メープル　銀座発23時59分シ柊坂明日子 638

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 15 日本俗信辞典　衣裳編 常光徹 未定 小学館 小学館文庫 7 猫に嫁入り　～忘れじの約束～ 沖田円 693

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 15 自然のしくみがわかる地理学入門 未定 未定 小学館 小学館文庫 7 鴨川食堂ごちそう 柏井壽 770

KADOKAWA 角川ホラー文庫 15 予言の島 澤村伊智 748 小学館 小学館文庫 7 まぎわのごはん 藤ノ木優 858

KADOKAWA 角川ホラー文庫 15 でえれえ、やっちもねえ 岩井志麻子 未定 小学館 小学館文庫 7 かぎ縄おりん 金子成人 726

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

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

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



出版社 文庫名 予定日 チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェック 書名 著者 予価

小学館 ガガガ文庫 18 育ちざかりの教え子がやけにエモい（４） 鈴木大輔 660 竹書房 蜜猫文庫 22 楽園を遠く離れて（仮） クレイン/すがはらりゅう 880 双葉社 双葉文庫 10 十三階の血 吉川英梨 726

小学館 ガガガ文庫 18 魔女と猟犬（２） カミツキレイニー 759 竹書房 蜜猫文庫 22 国王陛下に電撃求婚されました（仮） 七福さゆり/天路ゆうつづ 880 双葉社 双葉文庫 10 無垢の傷痕　本所署〈白と黒〉の事件簿 麻見和史 660

小学館 ガガガ文庫 18 董白伝～魔王令嬢から始める三国志～（４） 伊崎喬助 726 竹書房 竹書房文庫 28 ゆうわく女肌（仮） 橘真児 770 双葉社 双葉文庫 10 彼方の悪魔 小池真理子 792

小学館 ガガガ文庫 18 史上最強オークさんの楽しい種付けハーレムづ月夜涙 682 竹書房 竹書房怪談文庫 29 第六脳釘怪談（仮） 朱雀門出 748 双葉社 双葉文庫 10 流れ星と遊んだころ〈新装版〉 連城三紀彦 935

小学館 ガガガ文庫 18 楽園殺し 呂暇郁夫 726 竹書房 竹書房怪談文庫 29 北縁怪談　札幌編（仮） 匠平 748 双葉社 双葉文庫 10 ブラックツイン（２）　謀略の旋律（仮） 沢里裕二 759

新書館 ディアプラス文庫 10 バイオリニストの刺繍 砂原糖子/金ひかる 770 竹書房 竹書房怪談文庫 29 闇塗怪談　朽チナイ恐怖（仮） 営業のK 748 双葉社 双葉文庫 10 出雲のあやかしホテルに就職します（10） 硝子町玻璃 671

新書館 ディアプラス文庫 10 ずっとお城で暮らしてた（仮） 小林典雅/麻々原絵里依 748 竹書房 竹書房怪談文庫 29 恐怖箱　怨霊不動産（仮） 加藤一 748 双葉社 双葉文庫 10 はんなり京都　お通り男史　浄化古伝 亰大路 726

新潮社 新潮文庫 24 本当の翻訳の話をしよう 村上春樹/柴田元幸 880 竹書房 竹書房怪談文庫 29 上毛鬼談　群魔（仮） 戸神重明 748 双葉社 双葉文庫 10 淫情アパート（仮） 桜井真琴 748

新潮社 新潮文庫 24 火のないところに煙は 芦沢央 649 宝島社 宝島社文庫 4 こちら副業推進部、事件です 阿部考二 770 双葉社 双葉文庫 10 日本推理作家協会賞受賞作家　傑作短編集（1 　加納朋子/斎藤純ほか 880

新潮社 新潮文庫 24 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 649 宝島社 宝島社文庫 4 合唱　岬洋介の帰還 中山七里 740 双葉社 双葉文庫 10 日本推理作家協会賞受賞作家　傑作短編集（1 　岡嶋二人/笠井潔ほか 880

新潮社 新潮文庫 24 私の少女マンガ講義 萩尾望都/矢内裕子 649 宝島社 宝島社文庫 4 科警研のホームズ　絞殺のサイコロジー 喜多喜久 710 双葉社 双葉文庫 10 新・知らぬが半兵衛手控帖（13）　偽坊主 藤井邦夫 726

新潮社 新潮文庫 24 ほんのきろく 新潮文庫編集部 572 宝島社 宝島社文庫 4 神保町・喫茶ソウセキ　文豪カレーの謎解きレシ柳瀬みちる 748 双葉社 双葉文庫 10 照れ降れ長屋風聞帖（13）　福来〈新装版〉 坂岡真 726

新潮社 新潮文庫 24 月まで三キロ 伊与原新 737 宝島社 宝島SUGOI文庫 4 アイドル、やめました。　AKB48のセカンドキャリ大木亜希子 880 双葉社 双葉文庫 10 拙者、妹がおりまして（１） 馳月基矢 671

新潮社 新潮文庫 24 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 605 筑摩書房 ちくま文庫 14 水瓶 川上未映子 748 双葉社 双葉文庫 10 じゃりン子チエ（17） はるき悦巳 880

新潮社 新潮文庫 24 ハレルヤ！ 重松清 737 筑摩書房 ちくま文庫 14 蒋介石と日本軍人たち 野嶋剛 1430 双葉社 モンスター文庫 30 生贄になった俺が、なぜか邪神を滅ぼしてしま まるせい/チワワ丸 759

新潮社 新潮文庫 24 『十五少年漂流記』への旅 椎名誠 605 筑摩書房 ちくま文庫 14 宿で死ぬ　旅籠ホラー傑作選 朝宮運河 990 双葉社 モンスター文庫 30 隣の席になった美少女が惚れさせようとからか荒三水/さばみぞれ 759

新潮社 新潮文庫 24 てんげんつう 畠中恵 693 筑摩書房 ちくま文庫 14 キネマの黄金時代　巨匠と名優、出会いと別れ西村雄一郎 880 二見書房 ハニー文庫 11 最強騎士様と大人の二人旅 山野辺りり/うすくち 800

新潮社 新潮文庫 24 クイーンズ・ギャンビット ウォルター・テヴィス/小澤身1045 筑摩書房 ちくま文庫 14 45歳の教科書　モードチェンジのすすめ 藤原和博 880 二見書房 ハニー文庫 11 記憶喪失の花嫁は死神元帥に溺愛される 臣桜/園見亜季 800

新潮社 新潮文庫 24 テアトル・オン・アイス 椎名寅生 693 筑摩書房 ちくま文庫 14 愛についてのデッサン 野呂邦暢/岡崎武志 880 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 放課後奴隷倶楽部（仮） 竹内けん 792

新潮社 新潮文庫 24 四元館の殺人　探偵AI（３） 早坂吝 649 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 戦国乱世を生きる力 神田千里 1430 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 幼馴染みに無理やり女装させられたら覚醒しち石神珈琲 792

実業之日本実業之日本社文庫 4 花嫁は迷路をめぐる 赤川次郎 715 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 修験道入門 五来重 1650 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 美少女飼育　淫らな幼乳（仮） 高村マルス 792

実業之日本実業之日本社文庫 4 紳士と淑女のデリバリー食堂 安達瑶 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 戦争体験　一九七〇年への遺書 安田武 1320 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 人妻白書　寝取られ懺悔録（仮） 素人投稿編集部 792

実業之日本実業之日本社文庫 4 桃太郎姫　百万石の陰謀 井川香四郎 759 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 山岡鉄舟先生正伝　おれの師匠 小倉鉄樹/石津寬ほか 1650 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ザ・シークレッツ・シー・キープス（原題） マイケル・ロボサム/田辺千 1518

実業之日本実業之日本社文庫 4 銀行支店長、泣く 江上剛 880 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 システム分析入門 齊藤芳正 1100 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　21 ヴァージン・リバ―（原題） ロビン・カー/高橋佳奈子 1430

実業之日本実業之日本社文庫 4 処断　潜入捜査〈新装版〉 今野敏 792 中央公論新中公文庫 23 嵐山光三郎セレクション　安西水丸　ベスト短篇安西水丸 990 二見書房 シャレード文庫 24 アルファの寵愛　～パブリックスクールの恋～ ゆりの菜櫻/笠井あゆみ 770

実業之日本実業之日本社文庫 4 永田町小町バトル 西條奈加 902 中央公論新中公文庫 23 昭和23年冬の暗号 猪瀬直樹 814 二見書房 シャレード文庫 24 きみとアイスを半分こ　～傲慢王子な社長と保 安曇ひかる/柳ゆと 715

実業之日本実業之日本社文庫 4 きみに「ただいま」を言わせて 櫻いいよ 792 中央公論新中公文庫 23 ボロ家の春秋 梅崎春生 990 二見書房 シャレード文庫 24 学院の帝王 花川戸菖蒲/高峰顕 715

実業之日本実業之日本社文庫 4 16歳の遺書 櫻井千姫 770 中央公論新中公文庫 23 金子光晴を旅する 金子光晴/森三千代 1034 二見書房 二見文庫　官能シ 28 義父の若い後妻（仮） 霧原一輝 792

実業之日本実業之日本社文庫 4 初恋部　恋はできぬが謎を解く 辻堂ゆめ 759 中央公論新中公文庫 23 カンブリア（２）　 傀儡の章　警視庁「背理犯罪」河合莞爾 902 二見書房 二見時代小説文庫 28 ご隠居は福の神（６） 井川香四郎/安里英晴 770

実業之日本実業之日本社文庫 4 寝取られた婚約者　復讐代行屋・矢島香澄 葉月奏太 748 中央公論新中公文庫 23 佐藤春夫中国綺想集　星／南方紀行 佐藤春夫 1100 二見書房 二見時代小説文庫 28 小料理のどか屋　人情帖（32） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 770

実業之日本実業之日本社文庫 4 淫魔女メモリー 睦月影郎 748 中央公論新中公文庫 23 まんぷく旅籠　朝日屋　なんきん餡と三角卵焼 高田在子 770 二見書房 二見時代小説文庫 28 奥小姓裏始末（４） 青田圭一/蓬田やすひろ 770

実業之日本実業之日本社文庫 4 偽装連鎖　警視庁極秘指令 南英男 858 中央公論新中公文庫 23 海軍日記　最下級兵の記録 野口冨士男 1320 文芸社 文芸社文庫 5 甲子園でもう一度きみに逢えたら 片瀬真唯子 726

ジーウォー紅文庫 23 愛の不死鳥 末廣圭 792 中央公論新中公文庫 23 まるさんかく論理学 未定 880 文芸社 文芸社文庫 5 不滅のワイルズ 穂積良洋 726

ジーウォー紅文庫 23 UMAそうな女たち 橘真児 792 中央公論新中公文庫 23 ホワイト・ティース（上） ゼイディー・スミス/小竹由美 1650 文藝春秋 文春文庫 8 泥濘 黒川博行 935

祥伝社 祥伝社文庫 11 金四郎の妻ですが（３） 神楽坂淳 未定 中央公論新中公文庫 23 ホワイト・ティース（下） ゼイディー・スミス/小竹由美 1760 文藝春秋 文春文庫 8 梅花下駄　照降町四季（３） 佐伯泰英 847

祥伝社 祥伝社文庫 11 ウェディングプランナー 五十嵐貴久 未定 中央公論新中公文庫 23 新装版　マンガ日本の歴史（15）　江戸幕府の成石ノ森章太郎 924 文藝春秋 文春文庫 8 神様の罠 辻村深月/乾くるみほか 770

祥伝社 祥伝社文庫 11 十津川と三人の男たち 西村京太郎 未定 鉄人社 鉄人文庫 21 痴女の誕生 安田理央 825 文藝春秋 文春文庫 8 江戸彩り見立て帖　色にいでにけり 坂井希久子 825

祥伝社 祥伝社文庫 11 倉敷　高梁川の殺意 梓林太郎 未定 鉄人社 鉄人文庫 21 新・男のエロ知恵160 「裏モノJAPAN」編集部 748 文藝春秋 文春文庫 8 あなたのためなら　藍千堂菓子噺 田牧大和 858

祥伝社 祥伝社文庫 11 この歌をあなたへ 大門剛明 未定 東京創元社創元推理文庫 14 東京ホロウアウト 福田和代 990 文藝春秋 文春文庫 8 特急ゆふいんの森殺人事件 西村京太郎 825

祥伝社 祥伝社文庫 11 初代北町奉行　米津勘兵衛　満月の奏 岩室忍 未定 東京創元社創元推理文庫 14 白銀の巫女 乾石智子 924 文藝春秋 文春文庫 8 へぼ侍 坂上泉 902

祥伝社 黄金文庫 11 10年後の世界を生き抜く教育 茂木健一郎/竹内薫 未定 東京創元社創元推理文庫 14 魔術師ペンリックの使命 ロイス・マクマスター・ビジョル 1760 文藝春秋 文春文庫 8 立ち上がれ、何度でも 行成薫 1012

祥伝社 黄金文庫 11 「世界史」で読み解けば日本史がわかる 神野正史 未定 東京創元社創元推理文庫 21 手／ヴァランダーの世界 ヘニング・マンケル/柳沢由 1430 文藝春秋 文春文庫 8 悪人 吉田修一 1012

心交社 ショコラ文庫 10 未定 Si/伊東七つ生 759 東京創元社創元推理文庫 21 短編ミステリの二百年（５） グリーン、ヤッフェほか/小森 1540 文藝春秋 文春文庫 8 ヒヨコの猫またぎ 群ようこ 748

心交社 ショコラ文庫 10 この世の果てでもどうかよろしく 谷川藍/榊空也 759 東京創元社創元推理文庫 21 ドロシイ殺し 小林泰三 814 文藝春秋 文春文庫 8 美しく、狂おしく　岩下志麻の女優道 春日太一 924

スターツ出ベリーズ文庫 10 いきなり求婚～一途な旦那様に甘く暴かれて（ 紅カオル 704 東京創元社創元ライブラリ 30 歴史の証人　ホテル・リッツ　生と死、そして裏切ティラー・J・マッツェオ/羽田 1210 文藝春秋 文春文庫 8 堤清二　罪と業　最後の「告白」 児玉博 770

スターツ出ベリーズ文庫 10 身ごもりましたが結婚できません（仮） 惣領莉沙 704 東京創元社創元推理文庫 30 越境者 C・J・ボックス/野口百合子 1430 文藝春秋 文春文庫 8 小林秀雄　美しい花 若松英輔 1210

スターツ出ベリーズ文庫 10 独裁新婚～俺様官僚は花嫁を手のひらで転が宝月なごみ 704 東京創元社創元推理文庫 30 夏を取り戻す 岡崎琢磨 968 文藝春秋 文春文庫 8 合成生物学の衝撃 須田桃子 825

スターツ出ベリーズ文庫 10 瀬名先生とスキャンダラスな嘘婚生活～エリー 皐月なおみ 704 東京創元社創元SF文庫 30 猫の街から世界を夢見る キジ・ジョンスン/三角和代 968 文藝春秋 文春文庫 8 沢村さん家のこんな毎日　久しぶりの旅行と日 益田ミリ 726

スターツ出ベリーズ文庫 10 未定 若菜モモ 704 徳間書店 徳間文庫 8 KEEP OUT　〈新装版〉 黒崎視音 748 文藝春秋 文春文庫 8 世界を変えた14の密約 ジャック・ペレッティ/関美和 1320

スターツ出ベリーズ文庫 10 ペーパーマリッジ～次期頭取の愛され契約妻～砂川雨路 704 徳間書店 徳間文庫 8 KEEP OUT（２）現着　〈新装版〉 黒崎視音 792 文藝春秋 文春学藝ライブラ 8 父・福田恆存 福田逸 1980

スターツ出ベリーズ文庫 10 堅物閣下はわけあり男装令嬢を逃がさない！ 三沢ケイ 704 徳間書店 徳間文庫 8 猫ヲ捜ス夢　蘆野原偲郷 小路幸也 748 フロンティア ダリア文庫 11 純白オメガに初恋プロポーズ 若月京子/明神翼 750

スターツ出ケータイ小説文庫 25 低温幼なじみと恋愛実験（仮） 町野ゆき 550 徳間書店 徳間文庫 8 ドッグファイト 谷口裕貴 1045 プランタン出オパール文庫 4 あまい政略結婚（仮） 山内詠/炎かりよ 未定

スターツ出ケータイ小説文庫 25 極上男子は、地味子を奪いたい。（２）　（仮） ＊あいら＊ 550 徳間書店 徳間文庫 8 十津川警部　郷愁のミステリー・レイルロード 西村京太郎 770 プランタン出オパール文庫 4 イギリス指輪物語（仮） 東万里央/rera 未定

スターツ出ケータイ小説文庫 25 独占しろよ俺のこと（仮） acomaru 550 徳間書店 徳間文庫 8 M.G.H.　楽園の鏡像 三雲岳斗 880 プランタン出オパール文庫 4 偽夫（仮） 麻生ミカリ/逆月酒乱 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 夜叉の鬼神と身籠り政略結婚（２）　（仮） 沖田弥子 660 徳間書店 徳間文庫 8 晋平の矢立　〈新装版〉 山本一力 726 フランス書院フランス書院文庫X 14 姦禁教室【性裁】（仮） 夢野乱月 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 ラズライト（仮） 音はつき 660 徳間書店 徳間文庫 8 静かな町の夕暮に　〈新装版〉 赤川次郎 759 フランス書院フランス書院文庫X 14 青と白の獣愛（仮） 綺羅光 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 恋が僕らを分かつまで（仮） 永良サチ 660 徳間書店 キャラ文庫 25 黒獅子王と小さな花嫁（仮） 月東湊/円陣闇丸 682 プランタン出ティアラ文庫 17 ティアラ文庫溺愛アンソロジー（６）　ギャップ萌 宇奈月香/水戸泉ほか 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 お伊勢　水神様のお宿に嫁入りいたします（２）　和泉あや 660 徳間書店 キャラ文庫 25 式神の名は、鬼外伝（仮） 夜光花/笠井あゆみ 682 プランタン出ティアラ文庫 17 記憶を失った令嬢は影の王に溺愛されています伽月るーこ/潤宮るか 未定

青春出版社青春文庫 10 日本人が追い求めてきた美の世界！　色の名 中江克己 1166 徳間書店 キャラ文庫 25 銀のレクイエム（仮） 吉原理恵子/yoco 682 プランタン出ティアラ文庫 17 悲恋エンドはお断り！（仮） ナツ/北沢きょう 未定

青春出版社青春文庫 10 アドラーが教えてくれた　ふたりの心理学 岩井俊憲 770 徳間書店 キャラ文庫 25 幼なじみマネジメント（仮） 栗城偲/暮田マキネ 682 フランス書院美少女文庫 21 殺したいランキング一位の帰国子女カノジョが嫁わかつきひかる/みやま零 未定

アルファポエタニティ文庫 4 ホントの恋を教えてください。 沢渡奈々子 704 日経BP　日日経ビジネス人文 3 経済学の宇宙 岩井克人/前田裕之 1430 フランス書院美少女文庫 21 婚約破棄された悪役令嬢が俺の性奴隷になる 翅田大介/うまくち醤油 未定

アルファポエタニティ文庫 4 意地悪な彼と不器用な彼女 響かほり 704 日経BP　日日経ビジネス人文 3 親の介護で自滅しない選択 太田差惠子 935 フランス書院美少女文庫 21 タイツの美同級生・阿津木ダイヤがそのおみ足みかど鉄狼/ぐらんで 未定

アルファポエタニティ文庫 4 華麗なる神宮寺三兄弟の恋愛事情 秋桜ヒロロ 704 日経BP　日日経ビジネス人文 3 社長、あなたが辞めなさい 丹羽宇一郎 880 フランス書院フランス書院文庫 25 両隣の淫ら妻【子作りしてください】（仮） 桜庭春一郎 未定

アルファポアルファライト文庫 9 お人好し職人のぶらり異世界旅（５） 電電世界 671 Jパブリッシカクテルキス文庫 18 未定 妃川螢/笹原亜美 836 フランス書院フランス書院文庫 25 嫁孕ませ【息子の嫁調教】（仮） 設楽玲 未定

アルファポ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。（４ 登龍乃月 671 ハーパーコハーレクインSP文 11 あなたを忘れたい ダイアナ・パーマー/清水由 660 フランス書院フランス書院文庫 25 妻の母と三姉妹（仮） 香坂燈也 未定

アルファポアルファライト文庫 9 最強Fランク冒険者の気ままな辺境生活？（１） 紅月シン 671 ハーパーコハーレクインSP文 11 いいがかり ペニー・ジョーダン/高木とし 550 フランス書院フランス書院文庫 25 友だちの母、友だちの姉妹（仮） 秋芳さつき 未定

アルファポレジーナ文庫 9 王太子妃殿下の離宮改造計画（１） 斎木リコ 704 ハーパーコハーレクインSP文 11 聞かせて愛を サラ・クレイヴン/常藤可子 550 フランス書院フランス書院文庫 25 未亡人緊縛孕ませ監禁（仮） 堂条伊織 未定

アルファポレジーナ文庫 9 転がり落ちた聖女 夏目みや 704 ハーパーコハーレクインSP文 11 せつない誓い アーリーン・ジェイムズ/新号 550 フランス書院フランス書院文庫 25 肛虐別荘【美母娘と脱獄囚】（仮） 北野剛雲 未定

アルファポレジーナ文庫 9 利己的な聖人候補（１）　とりあえず異世界でワ やまなぎ 704 ハーパーコmirabooks 11 この恋が偽りでも シャノン・マッケナ/新井ひろ 900 ポプラ社 ポプラ文庫 4 捕り物に姉が口を出してきます　五月大福 神楽坂淳 726

アルファポアルファポリス文庫 16 京都あやかし縁起 桔梗楓 726 ハーパーコmirabooks 11 天使のせせらぎ リンダ・ハワード/林啓恵 930 ポプラ社 ポプラ文庫 4 帝都あやかし屋敷の契約花嫁 江本マシメサ 792

アルファポノーチェ文庫 30 私のベッドは騎士団長 このはなさくや 704 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 2 われらが痛みの鏡（上） ピエール・ルメートル/平岡敦 814 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 夜が暗いとはかぎらない 寺地はるな 814

SBクリエイGA文庫 15 週4で部屋に遊びにくる小悪魔ガールはくびった九曜/小林ちさと 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 2 われらが痛みの鏡（下） ピエール・ルメートル/平岡敦 814 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 コンビニたそがれ堂異聞　千夜一夜 村山早紀 726

SBクリエイGA文庫 15 どうしようもない先輩が今日も寝かせてくれない出井愛/ゆきうなぎ 726 早川書房 ハヤカワ文庫SF 2 カルタン人の葛藤 H・G・エーヴェルス/クルト・マ 770 ホビージャパHJ文庫 1 魔帝教師と従属少女の背徳契約（１） 虹元喜多朗/ヨシモト 693

SBクリエイGA文庫 15 ラブコメ嫌いの俺が最高のヒロインにオトされるなめこ印/餡こたく 726 早川書房 ハヤカワ文庫JA 10 姉さま河岸見世相談処　未練づくし 志坂圭 858 ホビージャパHJ文庫 1 毒舌少女はあまのじゃく（３）　～壁越しなら素直上村夏樹/みれい 693

SBクリエイGA文庫 15 家で無能と言われ続けた俺ですが、世界的にはkimimaro/もきゅ 704 早川書房 ハヤカワ文庫JA 10 サムライ・シェリフ 戸南浩平 770 ホビージャパHJ文庫 1 追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いてSラン御子柴奈々/岩本ゼロゴ 693

SBクリエイGA文庫 15 転生魔王の大誤算（３）　～有能魔王軍の世界 あわむら赤光/kakao 726 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 16 天使と嘘（上） マイケル・ロボサム/越前敏 1100 ホビージャパHJ文庫 1 〈Infinite Dendrogram〉―インフィニット・デンドロ 海道左近/タイキ 693

SBクリエイGA文庫 15 君は初恋の人、の娘 機村械人/いちかわはる 704 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 16 天使と嘘（下） マイケル・ロボサム/越前敏 1100 ホビージャパHJ文庫 1 VR廃人だったのでソースコードで出来た世界に電波ちゃん∞/和遥キナ 693

草思社 草思社文庫 3 対比列伝　ヒトラーとスターリン（４） アラン・ブロック/鈴木主税 2200 早川書房 ハヤカワ文庫JA 16 日本SFの臨界点[中井紀夫篇]　山の上の交響中井紀夫/伴名練 1100 マイクロマガことのは文庫 18 わが家は幽世の貸本屋さん　―残月の告白と妖忍丸/六七質 770

草思社 草思社文庫 3 天皇と接吻　アメリカ占領下の日本映画検閲 平野共余子 1980 早川書房 ハヤカワ文庫NF 16 新薬という奇跡　成功率0.1％の探求 ドナルド・R・キルシュ/オギ・ 1100 マイクロマガことのは文庫 18 ネコとカレーライス　スパイスと秘密のしっぽ 藤野ふじの/ふすい 759

草思社 草思社文庫 3 マツダの魂　不屈の男　松田恒次 中村尚樹 1210 早川書房 ハヤカワ文庫NV 16 黄金の檻 カミラ・レックバリ/奥村章子 1100 マイナビ出版マイナビ出版ファン 11 猫の泣ける話 ファン文庫Tears 792

大和書房 だいわ文庫 中 地球アトラクションへようこそ！ キャメレオン竹田 770 早川書房 ハヤカワ文庫SF 16 生命ゲームの勝者 井口富美子/クルト・マール 770 マイナビ出版マイナビ出版ファン 18 百物語先生ノ一夜ガタリ（仮） 編乃肌/TAKOLEGS 748

大和書房 だいわ文庫 中 アンミカの幸せの選択力 アンミカ 770 原書房 ライムブックス 9 ひと目惚れで恋に落ちるには コートニー・ミラン/倉松奈央 1320 マイナビ出版マイナビ出版ファン 18 古民家カフェのあやかしごはん（仮） 栗栖ひよ子/細居美恵子 748

大和書房 だいわ文庫 中 いちいち悩まなくなる　口ぐせリセット 大嶋信頼 770 PHP研究所PHP文庫 2 こんなに違うよ！日本人･韓国人･中国人[改訂 造事務所 880 三笠書房 知的生きかた文庫 17 人づきあいが上手い人　下手な人（仮） 渋谷昌三 未定

大和書房 だいわ文庫 中 怒らないこと アルボムッレ・スマナサーラ 770 PHP研究所PHP文庫 2 北条義時　「武士の世」を創った男 嶋津義忠 990 三笠書房 知的生きかた文庫 17 世の中を見る目が1分で変わる　すごい雑学（仮坪内忠太 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 7 ぼくの家性夫バイト　（仮） 鷹澤フブキ/東克美 770 PHP研究所PHP文庫 2 重ねる、暮らし 内田彩仍 924 三笠書房 知的生きかた文庫 17 ミス予防「即効、役立つ」ハンドブック（仮） 中島孝志 未定

竹書房 ムーンドロップス文 10 悪徳王女が溺愛されるまで（仮） 青砥あか/黒田うらら 924 PHP研究所PHP文庫 2 古代史に隠された天皇と鬼の正体 関裕二 924 三笠書房 知的生きかた文庫 17 おもしろすぎる！　日本地図のすごい読み方（仮ライフサイエンス 未定

竹書房 ラズベリーブックス 10 The Footman and I（原題） ヴァレリー・ボウマン/旦紀子1320 PHP研究所PHP文庫 2 英語が上達したければネイティブの子どものよ 竹内薫 880 三笠書房 知的生きかた文庫 17 リーダーは話を1分以内にまとめなさい（仮） 沖本るり子 未定

竹書房 竹書房文庫 14 七人の人妻（仮） 睦月影郎 770 PHP研究所PHP文庫 2 本当のことがわかる昭和史（仮） 渡部昇一 1100 三笠書房 王様文庫 30 好かれる人は雑談がうまい（仮） 野口敏 未定

竹書房 竹書房文庫 18 山田正紀短篇集（仮） 山田正紀/日下三蔵 1320 PHP研究所PHP文芸文庫 17 文蔵2021.7・8 「文蔵」編集部 825 三笠書房 王様文庫 30 笑って学べる西洋・日本の美術がわかる本（仮とに～ 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 21 ゆうわく海の家〈新装版〉 美野晶/大柴宗平 770 双葉社 双葉文庫 10 罪なき子 小杉健治 726 三笠書房 王様文庫 30 クヨクヨしがちな自分とサヨナラできる本（仮） 本望和也 未定
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