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KADOKAW 1 BACK STAGE！！（１） 影木栄貴/蔵王大志 792 KADOKAW 21 次はさせてね（10） 榎木りか 未定 講談社 9 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師で佐々木宣人/御子柴奈々 715 集英社 2 青の祓魔師（27） 加藤和恵 528 小学館 9 数字であそぼ。（６） 絹田村子 499

KADOKAW 1 浅草鬼嫁日記　あやかし夫婦は今世こそ幸せになり 藤丸豆ノ介/友麻碧ほか 770 KADOKAW 21 ＊＊とキス付き2DK（１） コリス 未定 講談社 9 可愛いだけじゃない式守さん（９） 真木蛍五 715 集英社 2 歯医者さん、あタってます！（３） 山崎将 484 小学館 9 ミステリと言う勿れ（９） 田村由美 499

KADOKAW 1 虐げられし令嬢は、世界樹の主になりました（１） 永倉早/桜井悠ほか 770 KADOKAW 21 推しに嘘をついて近づいてしまいました。 有村唯 未定 講談社 9 死ぬほど君の処女が欲しい（４） てぃーろんたろん 715 集英社 2 るろうに剣心―明治剣客浪漫譚・北海道編―（６） 和月伸宏/黒碕薫 528 小学館 9 君がブルーバード（２） 山田こもも 499

KADOKAW 1 地味で目立たない私は、今日で終わりにします。（３）住吉文子/大森蜜柑ほか 737 KADOKAW 26 スモーキン'パレヱド（10） 片岡人生/近藤一馬 未定 講談社 9 不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも吉村英明/木嶋隆太ほか 715 集英社 2 怪物事変（14） 藍本松 528 小学館 9 18歳、新妻、不倫します。（５） わたなべ志穂 499

KADOKAW 1 薬師の伯爵令嬢は伝説の仔竜に愛される（２） Ｌｕｎａ．Ｍ/みずつきほか 737 KADOKAW 26 めしに導かれしエルフ 柚子桃/司馬漬けほか 未定 講談社 9 堂島くんは動じない（２） ぱんやかわ 715 集英社 2 早乙女姉妹は漫画のためなら！？（10） 山本亮平 693 小学館 9 花火 吉原由起 499

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 26 理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれますか？ 三河ごーすと/マッハダイ 未定 講談社 9 D4DJ ―The Starting of Photon Maiden―（２） 紅野あつ/ブシロードほか 715 集英社 2 アラガネの子（２） 佐々木尚 693 小学館 9 歪んでる私が溺愛されてます（５） 響あい 530

KADOKAW 1 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（８） ほしな/ぷにちゃんほか 737 KADOKAW 26 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 9 不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた藤モロホシ/茨木野ほか 715 集英社 2 屍人荘の殺人（４） 今村昌弘/ミヨカワ将 748 小学館 9 オジサンとムスメ（４） 五条うるの 530

KADOKAW 1 悪役令嬢は推しが尊すぎて今日も幸せ（１） 真丸イノ/ぷにちゃんほか 737 KADOKAW 26 アラサーOLハマーン様（１） いわさきまさかず/矢立肇未定 講談社 9 Fate/Grand Order アンソロジーコミック　STAR RELI ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 未定 集英社 2 アイテルシー（２） 稲岡和佐 484 小学館 12 星のカービィ　デデデでプププなものがたり　傑作選　ひかわ博一 650

KADOKAW 2 Fate/Grand Order -Epic of Remnant‐　亜種特異点 　 　 　武中英雄/ＴＹＰＥ－ＭＯＯ未定 KADOKAW 26 ラル飯～ランバ・ラルの背徳ごはん～（１） 谷和也/鈴木小波ほか 未定 講談社 13 魔女怪盗LIP☆S（５） 鏡はな/壱コトコ 572 集英社 2 AGRAVITY BOYS（６） 中村充志 484 小学館 12 Yの箱船（５） 石蕗永地/天樹征丸 650

KADOKAW 2 美木さん、大好きです！（２） 小畑つねちか 未定 KADOKAW 26 影の英雄の日常譚（２）勇者の裏で暗躍していた最強ｋａｎｃｏ/坂石遊作ほか 未定 講談社 13 アンライバルド　NAOMI天下一（１） 上北ふたご/水野タマほか 594 集英社 2 AGRAVITY BOYS（７） 中村充志 484 小学館 12 君は冥土様。（３） しょたん 660

KADOKAW 2 夢で見たあの子のために（８） 三部けい 未定 KADOKAW 26 ロードス島戦記　誓約の宝冠（３） 鈴見敦/水野良ほか 未定 講談社 13 恋のはじまり（４） 蒼井まもる 495 集英社 2 僕とロボコ（４） 宮崎周平 484 小学館 12 死神坊ちゃんと黒メイド（13） イノウエ 660

KADOKAW 2 理想のヒモ生活（12） 日月ネコ/渡辺恒彦（ヒー 未定 KADOKAW 26 はじめてのギャル（13） 植野メグル 未定 講談社 13 夜の下で待ち合わせ（１） 三次マキ 495 集英社 2 夜桜さんちの大作戦（９） 権平ひつじ 484 小学館 12 グレイテストM ～偉人麻雀大戦～（２） 河本ほむら/武野光ほか 660

KADOKAW 2 ひぐらしのなく頃に　業（３） 竜騎士０７／０７ｔｈ　Ｅｘｐ 未定 KADOKAW 26 異世界チート魔術師（11） 内田健（ヒーロー文庫／主未定 講談社 13 クズな君しか愛せない（２） 汐咲りな 495 集英社 2 逃げ上手の若君（１） 松井優征 484 小学館 12 放課後さいころ倶楽部（19） 中道裕大 693

KADOKAW 2 ひぐらしのなく頃に　業　コミックアンソロジー 竜騎士０７／０７ｔｈ　Ｅｘｐ 未定 KADOKAW 26 オーバーロード（15） 深山フギン/大塩哲史ほか未定 講談社 13 世界で一番いたらぬ恋（２） 北川夕夏 495 集英社 2 仄見える少年（４） 後藤冬吾/松浦健人 484 小学館 12 国境のエミーリャ（４） 池田邦彦/津久田重吾 650

KADOKAW 2 八神庵の異世界無双　月を見るたび思い出せ！（４ 蒼木雅彦/天河信彦ほか 715 KADOKAW 26 オーバーロード　不死者のOh！（８） じゅうあみ/丸山くがねほ 未定 講談社 13 佐倉は私を好きすぎる（１） 雪宮ふゆ 495 集英社 2 ブラッククローバー（29） 田畠裕基 484 小学館 12 明治ココノコ（２） 坂ノ睦 650

KADOKAW 5 臆病な伯爵令嬢は揉め事を望まない 小箱ハコ/白猫ほか 未定 KADOKAW 26 機動戦士ガンダムさん　（19）の巻 大和田秀樹/矢立肇ほか未定 講談社 13 カモナ　マイハウス！（５） 南波あつこ 495 集英社 2 ブラッククローバーSD アスタくん魔法帝への道（２） 田畠裕基/小林拙太 506 小学館 12 灼熱カバディ（19） 武蔵野創 650

KADOKAW 5 転生魔女は滅びを告げる（４） ｓｏｒａ/柚原テイル 715 KADOKAW 26 ネクストライフ（６） 相野仁（ヒーロー文庫／主未定 講談社 13 愛しい嘘　優しい闇（１） 愛本みずほ 726 集英社 2 ブラッククローバーSD アスタくん魔法帝への道（３） 田畠裕基/小林拙太 506 小学館 12 出会って5秒でバトル（17） みやこかしわ/はらわたさ 650

KADOKAW 5 田中家、転生する。（１） 加藤ミチル/猪口ほか 715 KADOKAW 26 Fate/Apocrypha（10） 石田あきら/東出祐一郎ほ未定 講談社 13 H/P ホスピタルポリスの勤務日誌（５） 杜野亜希 550 集英社 2 アンデッドアンラック（７） 戸塚慶文 484 小学館 12 プロミス・シンデレラ（12） 橘オレコ 650

KADOKAW 5 百花宮のお掃除係（２） ｓｈｏｙｕ/黒辺あゆみほか 715 KADOKAW 26 Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない（１） 槌田/ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 924 講談社 13 ホンノウスイッチ（７） ＫＵＪＩＲＡ 550 集英社 2 奴隷遊戯GUREN（５） ヤマイナナミ/井深みつほ 693 小学館 12 ミドリノバショ（３） 岡Ｑ 650

KADOKAW 5 異世界で精霊師はじめます。（２） ｄｏｍａｃ/Ｇｌｂｙ 1034 KADOKAW 26 アムロと僕 竹宮さとし/若井おさむほ 未定 講談社 13 水晶の響（４） 斉藤倫 528 集英社 2 れっつ！ハイキュー！？（８） レツ/古舘春一 429 小学館 12 専業不倫～堕ちていく主夫と主婦～（４） 甘詰留太 693

KADOKAW 5 外科医エリーゼ（６） ｍｉｎｉ/ｙｕｉｎ 1034 KADOKAW 27 准教授・高槻彰良の推察（２） 相尾灯自/澤村御影ほか 649 講談社 13 スロー・ジェットコースター（１） 佐倉チカコ 495 集英社 2 デッドプール：SAMURAI（２） 笠間三四郎/植杉光 693 小学館 12 結婚するって、本当ですか（４） 若木民喜 650

KADOKAW 5 お前みたいなヒロインがいてたまるか！（２） 青葉/白猫ほか 715 KADOKAW 27 刀剣乱舞-ONLINE-アンソロジー（３）（仮） 「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 　 　715 講談社 13 甘くない彼らの日常は。（６） 野切耀子 495 集英社 2 姫様”拷問”の時間です（６） 春原ロビンソン/ひらけい 660 小学館 12 処方箋上のアリア（２） 三浦えりか 650

KADOKAW 5 後宮の夜叉姫（１） 奥山エリー/仁科裕貴ほか 715 KADOKAW 27 悪魔に取り憑かれたけど私はとっても幸せです。 九田こすも 693 講談社 13 棗センパイに迫られる日々（１） かみのるり 495 集英社 2 その淑女は偶像となる（２） 松本陽介 715 小学館 12 宇宙めし！（５） 日向なつお 650

KADOKAW 5 冒険者の服、作ります！（１）～異世界ではじめるデ すけお/甘沢林檎ほか 715 KADOKAW 27 狼ゲーム（３） 紺野ぱる/スタジオわさび 693 講談社 13 私の好きはかくせない。（１） 三月薫 495 集英社 2 Mr.Clice（10） 秋本治 484 小学館 12 いじめ探偵（１） 榎屋克優/阿部泰尚 650

KADOKAW 5 私はご都合主義な解決担当の王女である（３） 米田和佐/まめちょろほか 715 KADOKAW 27 平野と鍵浦（２） 春園ショウ 649 講談社 13 カラダ、重ねて、重なって（２） ｉｋｏ 748 集英社 2 双星の陰陽師（25） 助野嘉昭 528 小学館 12 異世界失格（５） 若松卓宏/野田宏 650

KADOKAW 5 悪役令嬢の追放後！　教会改革ごはんで悠々シスタ吉村旋/柚原テイル 715 KADOKAW 27 殺し愛（11） Ｆｅ 649 講談社 13 傘寿まり子（16） おざわゆき 726 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　勇者アバンと獄炎の三条陸/芝田優作 484 小学館 12 DIYマン（２） 中川いさみ 900

KADOKAW 7 旺華国後宮の薬師（２） 初依実和/甲斐田紫乃ほ 726 KADOKAW 27 魔王様としゅんくん（６） ｍｏｎａｃａ 649 講談社 13 溺愛くんは手を出せない（２） 杜若わか 748 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　クロスブレイド（１） 天望良一 506 小学館 12 阿・吽（14） おかざき真里/阿吽社 750

KADOKAW 7 カレーの唄。（下） 月吉/山崎佐保子 726 KADOKAW 27 みなと商事コインランドリー（２） 缶爪さわ/椿ゆず 未定 講談社 13 となりの保護者ちゃん（３） 立樹まや 495 集英社 2 キン肉マン（75） ゆでたまご 484 小学館 12 パパは漫才師（７） シャンプーハットこいで 1200

KADOKAW 9 弟子が可愛すぎてつらい（１） 火山雷弌 未定 KADOKAW 27 はじめてのキャンプさん（１） 双葉末月 未定 講談社 13 超絶片思いハイスペック吉田（１） 藤沢志月 495 集英社 2 2.5次元の誘惑（10） 橋本悠 660 小学館 16 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（11） 丸山恭右 880

KADOKAW 9 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君（６） 東ふゆ 726 KADOKAW 27 異世界女子監獄（１） いづみみなみ 未定 講談社 13 どうせ、恋してしまうんだ。（２） 満井春香 517 集英社 2 傷だらけのピアノソナタ（３） 齋藤勁吾 715 小学館 16 最強職《竜騎士》から初級職《運び屋》＠comic（８） あまうい白一/泉彩ほか 650

KADOKAW 9 ゲーセン少女と異文化交流（２） 安原宏和 未定 KADOKAW 27 アサルトリリィ　League of Gardens -full bloom-（２） 月並甲介/阿羅本景ほか未定 講談社 13 ケイ×ヤク　―あぶない相棒―（６） 薫原好江 715 集英社 2 きるる　KILL ME（３） 叶恭弘 660 小学館 16 異世界アイドル（２） 和泉杏花/近江谷ほか 650

KADOKAW 9 それともタイムリープにする？（１） 緋原俊介 726 KADOKAW 27 アサルトリリィ　Last Bullet コミックアンソロジー アサルトリリィ製作委員会未定 講談社 13 ホタルノヒカリ　BABY（６） ひうらさとる 550 集英社 2 灼熱のニライカナイ（４） 田村隆平 484 小学館 16 九条学園生徒会は交わる（２） 幸路/月夜涙 650

KADOKAW 9 ストラテジックラバーズ（１） 三色網戸。 726 KADOKAW 27 思春期と男子校！？と中野くん（１） 東３８５ 未定 講談社 13 わたしのお嫁くん（４） 柴なつみ 550 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（23） 三条陸/稲田浩司ほか 770 小学館 16 暑がりヒナタさんと寒がりヨザキくん（３） ますだ悠 650

KADOKAW 9 デスマーチからはじまる異世界狂想曲（12） あやめぐむ/愛七ひろほか 726 KADOKAW 27 アイドルマスター　ミリオンライブ！　Blooming Clove バンダイナムコエンターテ未定 講談社 13 やんごとなき一族（９） こやまゆかり 550 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（24） 三条陸/稲田浩司ほか 715 小学館 16 恋する淫魔の禁欲生活（１） 蒼尊 650

KADOKAW 9 村人ですが何か？（９） 鯖夢/白石新ほか 726 KADOKAW 27 アエカナル（２） 笹倉綾人 未定 講談社 13 七つ屋志のぶの宝石匣（14） 二ノ宮知子 550 集英社 2 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（25） 三条陸/稲田浩司ほか 825 小学館 16 MAO（９） 高橋留美子 499

KADOKAW 9 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です（６） 潮里潤/三嶋与夢ほか 726 KADOKAW 27 ソードアート・オンライン　アリシゼーション　リコリス（ 緋呂河とも/川原礫ほか 未定 講談社 14 ふたりソロキャンプ（10） 出端祐大 715 集英社 16 プレイボール2（12） ちばあきお/コージィ城倉 528 小学館 16 ポンコツちゃん検証中（９） 福地翼 499

KADOKAW 9 金色の文字使い（15）―勇者四人に巻き込まれたユ 尾崎祐介/十本スイほか 726 KADOKAW 27 晴れた日に少女はギターを（２） ツカモリシュウジ/矢島弘 未定 講談社 14 パリピ孔明（６） 四葉夕卜/小川亮 693 集英社 16 バトゥーキ（11） 迫稔雄 638 小学館 16 絶対可憐チルドレン（62） 椎名高志 499

KADOKAW 9 極振り拒否して手探りスタート！　特化しないヒーラー蒼井一秀/刻一ほか 726 KADOKAW 27 女装しないのは俺だけなのか！？（１） 田中ぬぬ 未定 講談社 14 忍者と極道（６） 近藤信輔 715 集英社 16 鬼獄の夜（７） 加藤キャシー 693 小学館 16 BE BLUES！～青になれ～（44） 田中モトユキ 499

KADOKAW 9 魔王学園の反逆者（２）～人類初の魔王候補、眷属少溝口ぜらちん/久慈マサム 726 KADOKAW 27 みはらし荘の6人の花嫁（２） 松沢まり 未定 講談社 14 シルバーポールフラワーズ（３） 如意自在 715 集英社 16 adabana ―徒花―（下） ＮＯＮ 693 小学館 16 あおざくら　防衛大学校物語（21） 二階堂ヒカル 499

KADOKAW 9 公爵令嬢の嗜み（８） 梅宮スキ/澪亜ほか 704 KADOKAW 27 比羅坂日菜子がエロかわいいことを俺だけが知って 紺矢ユキオ 未定 講談社 14 ざんげ飯（３） こだまはつみ 715 集英社 16 青年少女よ、春を貪れ。（２） 山田シロ彦 660 小学館 16 葬送のフリーレン（５） アベツカサ/山田鐘人 499

KADOKAW 9 悪役令嬢？　いいえ、極悪令嬢ですわ（３） 浅名ゆうな/斯波浅人ほか未定 KADOKAW 27 愚かな天使は悪魔と踊る（11） アズマサワヨシ 未定 講談社 14 ダモクレスのゴルフ（３） 本島幸久 528 集英社 16 炎上ヒーローアコ（２） 佐倉えび 660 小学館 16 よふかしのうた（８） コトヤマ 499

KADOKAW 9 村づくりゲームのNPCが生身の人間としか思えない 森田和彦/昼熊ほか 未定 KADOKAW 27 押して駄目なら押してみろ！（４） 廣瀬アユム 未定 講談社 14 寄生獣リバーシ（８） 岩明均/太田モアレ 726 集英社 16 キングダム（62） 原泰久 638 小学館 16 switch（13） 波切敦 499

KADOKAW 9 賢者の孫（17） 吉岡剛/菊池政治ほか 未定 KADOKAW 28 ばけもの夜話づくし（９） マツリ 682 講談社 15 ましろのおと（28） 羅川真里茂 528 集英社 16 キングダム公式ガイドブック　戦国七雄人物録 原泰久 未定 小学館 16 switch（14） 波切敦 499

KADOKAW 9 賢者の孫　Extra Story（４） 吉岡剛/清水ケイスケほか未定 KADOKAW 30 異世界から帰還したら恋愛フラグが立ちました 本庄りえ 未定 講談社 15 カンギバンカ（３） 恵広史/今村翔吾 528 集英社 16 MoMo ―the blood taker―（９） 杉戸アキラ 660 小学館 16 switch（15） 波切敦 499

KADOKAW 9 賢者の孫SP（３） 吉岡剛/西沢秀二ほか 未定 KADOKAW 30 駄犬に注意！ とりよし 未定 講談社 15 男子高校生を養いたいお姉さんの話（10） 英貴 715 集英社 16 王立魔法学園の最下生～貧困街上がりの最強魔法柑橘ゆすら/長月郁 693 小学館 16 妖怪ギガ（７） 佐藤さつき 660

KADOKAW 9 うぶな27才とむくな11才（２） 瀬口たかひろ 704 KADOKAW 30 俺の暴君は手に負えない あずみつな 未定 講談社 15 SHAMAN KING 公式アニメガイド 講談社 1320 集英社 16 善人おっさん、生まれ変わったらSSSランク人生が確 三木なずな/ゆづましろほ 693 小学館 19 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。＠comic 伊緒直道/渡航ほか 660

KADOKAW 9 怪物メイドの華麗なるお仕事（３） 田辺ゆがた 704 KADOKAW 30 蛇神様と千年の恋 陸裕千景子/天野かづき 未定 講談社 15 シャーマンキングFLOWERS（１） 武井宏之 770 集英社 16 アサシンズプライド（８） 天城ケイ/ニノモトニノほか 660 小学館 19 煩悩☆西遊記（３） クリスタルな洋介 660

KADOKAW 9 モノのケものぐらし　稲生物怪録異譚（１） りりうら世都 704 KADOKAW 30 美味しいアナタ 杉原マチコ 未定 講談社 15 シャーマンキングFLOWERS（２） 武井宏之 770 集英社 16 岩元先輩ノ推薦（１） 椎橋寛 未定 小学館 19 アカゴヒガン（３） 飯沼ゆうき 660

KADOKAW 9 冒険者ギルドのチート経営改革（１）魔神に育てられ 一杉エーイチ/ハーーナ殿未定 KADOKAW 30 悪役令嬢になんかなりません。私は『普通』の公爵令ユハズ/明。ほか 未定 講談社 15 らぶキョ　～家庭教師が××すぎて勉強どころじゃな多喜れい 715 集英社 16 たぬきときつねと里暮らし（１） くみちょう 未定 小学館 19 誰そ彼に海が泣く（２） 結月さくら 660

KADOKAW 9 魔法科高校の劣等生　古都内乱編（４） 佐島勤/柚木Ｎ’ほか 未定 KADOKAW 30 悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言ったの？（１） あさここの/ぷにちゃんほ 未定 講談社 15 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうか 志水アキ/京極夏彦 715 集英社 16 オリンピア・キュクロス（６） ヤマザキマリ 660 小学館 19 殺し屋は今日もBBAを殺せない。（４） 芳明慧 693

KADOKAW 9 田舎の美少年 右野マコ 未定 KADOKAW 30 麻実くんはガチ恋じゃない！（６） ひととせはるひ 未定 講談社 15 双子の男女がわからない（１） 阿部花次郎 715 集英社 16 金魚妻（９） 黒澤Ｒ 660 小学館 21 漫画家本スペシャル　花村えい子本 花村えい子 1760

KADOKAW 12 イキ死ニ　令和少女狂奇譚 ハセガワＭ 未定 KADOKAW 30 異世界の沙汰は社畜次第（２） 采和輝/八月八ほか 未定 講談社 16 DEAR BOYS ACT4（８） 八神ひろき 528 集英社 16 エロスの種子（５） もんでんあきこ 660 小学館 26 柚木さんちの四兄弟。（９） 藤沢志月 484

KADOKAW 12 双子たちの諸事情（２） 鉄一 737 KADOKAW 30 加護なし令嬢の小さな村　～さあ、領地運営を始めまひなた水色/ぷにちゃんほ未定 講談社 16 カッコウの許嫁（７） 吉河美希 528 集英社 16 BORDER66（４） 小森陽一/藤堂裕 693 小学館 26 その先はプライベートです（４） 後藤みさき 484

KADOKAW 12 EVOL （イーヴォー）（１） カネコアツシ 836 KADOKAW 30 私、アイドル宣言（１） ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ/モゲラッタ未定 講談社 16 ダイヤのA act2（27） 寺嶋裕二 528 集英社 16 地下室ダンジョン　～貧乏兄妹は娯楽を求めて最強 錆び匙/ひびぽんほか 693 小学館 26 ＊キスは20歳になってから（４） のの子 484

KADOKAW 12 EVOL （イーヴォー）（２） カネコアツシ 858 講談社 16 女神のカフェテラス（２） 瀬尾公治 528 集英社 16 不倫食堂（18） 山口譲司 693 小学館 26 社内マリッジハニー（９） 藤原えみ 484

KADOKAW 15 だって先生だから（１） 木林静 693 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 16 恋か魔法かわからない！（３） 内山敦司 528 集英社 21 テイク　ユアー　タイム 多賀タイラ 792 小学館 26 ねぇ先生、知らないの？（６） 浅野あや 484

KADOKAW 15 テラン　volume1　2021（SUMMER) ハルタ編集部 未定 講談社 2 小説　劇場版　七つの大罪　光に呪われし者たち 松田朱夏/鈴木央 792 講談社 16 EDENS ZERO（16） 真島ヒロ 528 集英社 21 ふれないでリトルスター マミタ 759 小学館 26 黒猫に甘噛み（１） 華谷艶 484

KADOKAW 15 金曜日はアトリエで（３） 浜田咲良 未定 講談社 6 GTO パラダイス・ロスト（16） 藤沢とおる 726 講談社 16 東京卍リベンジャーズ（23） 和久井健 528 集英社 21 垣根と境内 おまる 825 小学館 26 黒崎秘書に褒められたい（３） 宮坂香帆 484

KADOKAW 15 極東事変（３） 大上明久利 未定 講談社 6 オペ看（３） ミサヲ/人間まお 726 講談社 16 賢者が仲間になった！（１） アズ 528 集英社 21 キャラメル　シナモン　ポップコーン（２） 吉住渉 484 小学館 26 20×20（３） 中島ベガ 484

KADOKAW 15 ミギとダリ（６） 佐野菜見 未定 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（12） 福本伸行 726 講談社 16 英戦のラブロック（１） シヒラ竜也 550 集英社 21 君がトクベツ（７） 幸田もも子 484 小学館 26 異世界魔王は腐女子を絶対逃がさない（３） 池山田剛 484

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 770 講談社 6 みなみけ（22） 桜場コハル 693 講談社 16 甘神さんちの縁結び（１） 内藤マーシー 528 集英社 21 乙女椿は笑わない（６） 高梨みつば 484 小学館 26 青春ヘビーローテーション（６） 水瀬藍 484

KADOKAW 15 今日も明日も、君と 佐久本あゆ 770 講談社 6 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（２） 御池慧/桂あいり 726 講談社 16 それでも歩は寄せてくる（８） 山本崇一朗 715 集英社 21 君に届け番外編～運命の人～（２） 椎名軽穂 484 小学館 26 クズとケモ耳（８） 杉しっぽ 530

KADOKAW 15 オメガの婿取り 黒井よだか 770 講談社 6 利口になるには青すぎる（１） 大沼隆揮/内田裕人 726 講談社 16 異修羅　―新魔王戦争―（１） メグリ/珪素 726 集英社 21 恋のようなものじゃなく（２） 南塔子 484 小学館 26 はるお嬢さま、恋のお時間です！（２） 中原杏 484

KADOKAW 16 明治従属タングステン（上） たつもとみお 未定 講談社 6 つまねこ～妻とねこの話～（１） 田中光 836 講談社 16 バウンスバック（２） こしのりょう 787 集英社 21 きよく、やましく、もどかしく。（１） アリハラナオ 484 小学館 26 ブラックアリス（７） なかむらさとみ 484

KADOKAW 16 明治従属タングステン（下） たつもとみお 未定 講談社 6 サラリーマン山崎シゲルNEO（１） 田中光 未定 講談社 19 地球から来たエイリアン（１） 有馬慎太郎 726 集英社 21 兄が彼氏で、ごめん。（３） 細堀ゆかり 506 小学館 26 名探偵は三姉妹！？（２） あずき友里 484

KADOKAW 20 イーデン教授の優雅な休日 智田直 未定 講談社 6 サラリーマン山崎シゲルNEO（２） 田中光 未定 講談社 19 恥じらう君が見たいんだ（１） 甜米らくれ 726 集英社 21 はやくしたいふたり（４） 日下あき 484 小学館 26 今日からパパは神様です。（３） 寺本実月 484

KADOKAW 20 北北西に曇と往け〈ワイド版〉（１） 入江亜季 未定 講談社 6 デスティニーラバーズ（５） 智弘カイ/カズタカ 715 講談社 19 オカルトちゃんは語れない（６） ペトス/橋本カヱほか 726 集英社 21 愛したがりのメゾン（６） 里中実華 506 小学館 26 青のアイリス（１） やぶうち優 484

KADOKAW 20 狼の口〈ワイド版〉（１） 久慈光久 未定 講談社 7 サメガール（４） 雪本愁二 726 講談社 20 OL進化論（43） 秋月りす 935 集英社 21 200m先の熱（２） 桃森ミヨシ 660 小学館 26 あつまれどうぶつの森　～のんびり島だより～（１） 加藤みのり/任天堂 670

KADOKAW 21 サイダーのように言葉が湧き上がる（２） おおのいも/フライングドッ 671 講談社 7 ウィッチクラフトワークス（16） 水薙竜 726 講談社 20 バトルスタディーズ（27） なきぼくろ 715 集英社 21 ハコイリのムスメ（12） 池谷理香子 506 小学館 26 うちの犬が子ネコ拾いました。（４） 竜山さゆり 858

KADOKAW 21 サイダーのように言葉が湧き上がる（３） おおのいも/フライングドッ 671 講談社 8 怨嗟の楔（２） 椿太郎 528 講談社 20 カバチ！！！―カバチタレ！3―（32） 田島隆/東風孝広 715 集英社 21 サレタガワのブルー（３） セモトちか 990 小学館 28 ゾイドワイルド2＋ 森茶/タカラトミー 670

KADOKAW 21 探偵はもう、死んでいる。（３） 麦子/二語十ほか 671 講談社 8 この世界は不完全すぎる（４） 左藤真通 715 講談社 20 上京生活録イチジョウ（１） 三好智樹/瀬戸義明ほか 748 集英社 21 サレタガワのブルー（４） セモトちか 990 小学館 28 ポケットモンスター　～サトシとゴウの物語！～（３） 五味まちと/田尻智ほか 499

KADOKAW 21 剣鬼恋歌　Re：ゼロから始める異世界生活†真銘譚（野崎つばた/長月達平ほ 671 講談社 8 ぼくたちのリメイク（５） 閃凡人/木緒なちほか 748 講談社 20 四ノ宮小唄はまだ死ねない　―BORDER OF THE D りいちゅ/大槻涼樹ほか 715 集英社 21 モーメント　永遠の一瞬（15） 槇村さとる 484 小学館 28 ウソツキ！ゴクオーくん（23） 吉もと誠 499

KADOKAW 21 緋弾のアリア　Gの血族（４） こよかよしの/赤松中学ほ 671 講談社 8 レベル1だけどユニークスキルで最強です（７） 真綿/三木なずなほか 715 講談社 20 ヘビオ　寄宿舎人外ダヰアリー（１） モコ 715 集英社 21 ミオの名のもとに（２） 文川よし乃/たしろみや 484 小学館 28 ケシカスくん　夜更かし最高！お泊まり会編 村瀬範行 499

KADOKAW 21 悪役令嬢に転生したはずがマリー・アントワネットでし小出よしと 704 講談社 8 触手魔術師の成り上がり（４） 夜桜エレル/飯田栄静ほ 715 講談社 20 クッキングパパ（158） うえやまとち 715 集英社 21 HIGH SCORE（20） 津山ちなみ 484 小学館 28 チビカスくん　50音で大笑い！！編 村瀬範行 950

KADOKAW 21 FX戦士くるみちゃん（１） でむにゃん/炭酸だいすき 704 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（７横田卓馬 693 講談社 20 風太郎不戦日記（３） 山田風太郎/勝田文 715 集英社 21 ハニーレモンソーダ（17） 村田真優 484 小学館 30 不妊男子（１） 玄黄武 650

KADOKAW 21 桜の森の鬼暗らし（３） 黒榮ゆい 未定 講談社 8 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしの 戸野タエ/伏瀬ほか 748 講談社 20 ボールパークでつかまえて！（３） 須賀達郎 715 集英社 21 ハニーレモンソーダ　Side Stories 村田真優 484 小学館 30 プラタナスの実（３） 東元俊哉 650

KADOKAW 21 ヤンキー君と白杖ガール（６） うおやま 未定 講談社 8 妖怪アパートの幽雅な日常（23） 深山和香/香月日輪 748 講談社 20 刷ったもんだ！（４） 染谷みのる 715 集英社 21 ふたりのポラリス（５） 柚原瑞香 506 小学館 30 うきわ、と風鈴。　―友達以上、不倫未満―（１） 野村宗弘 650

KADOKAW 21 異世界薬局（７） 高野聖/高山理図ほか 715 講談社 8 俺の『鑑定』スキルがチートすぎて（２）　～伝説の勇 龍牙翔/澄守彩ほか 715 講談社 20 ひとりでしにたい（３） カレー沢薫/ドネリー美咲 715 集英社 21 ここからはオトナの時間です。（１） つきのおまめ 748 小学館 30 スノウボールアース（１） 辻次夕日郎 650

KADOKAW 21 限界レベル1からの成り上がり　～最弱レベルの俺が上向だい/未来人Ａほか 未定 講談社 8 異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃい遠山えま 715 講談社 20 JKさんちのサルトルさん（１） さのさくら/大間九郎 715 集英社 21 新装版　ひみつのアッコちゃんμ（３） 上北ふたご/井沢ひろしほ 759 小学館 30 Deep3（１） 飛松良輔/水野光博 650

KADOKAW 21 廃バスに住む（１） イチヒ 未定 講談社 8 メイドの岸さん（４） 柏木香乃 528 講談社 20 ブラックガルド（４） 花田陵 759 集英社 21 わたしの家はフツー（２） 佐野未央子 660 小学館 30 警眼　―ケイガン―（８） 早坂ガブ 650

KADOKAW 21 異世界で手に入れた生産スキルは最強だったようで 　満月シオン/遠野九重ほ 未定 講談社 8 関西弁お姉さんと純真少年（３） ばくや 715 講談社 20 グラゼニ　～パ・リーグ編～（12） 足立金太郎/森高夕次 715 集英社 21 悪魔とラブソング　新装再編版（７） 桃森ミヨシ 814 小学館 30 あの月に向かって打て！（６） 寒川一之 650

KADOKAW 21 ジンメンソウといっしょ（１） 寺田亜太朗 704 講談社 8 フェチップル（８） るり原ズラチー 715 講談社 21 グラゼニ　～夏之介の青春～（４） 森高夕次/太秦洋介 715 集英社 21 悪魔とラブソング　新装再編版（８） 桃森ミヨシ 836 小学館 30 機動戦士ガンダム　バンディエラ（４） 加納梨衣/矢立肇ほか 650

KADOKAW 21 異世界でアイテムコレクター（３） 今泉サルチェンコ/時野洋未定 講談社 8 犬になったら好きな人に拾われた。（３） 古川五勢 704 講談社 21 水溜まりに浮かぶ島（４） 三部けい 715 小学館 30 ジャガーン（13） にしだけんすけ/金城宗幸 650

KADOKAW 21 魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始めるのは有馬明香/いかぽんほか 未定 講談社 9 Fate/Grand Order ―Epic of Remnant―　亜種特異 　 　 　ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/渡れい 528 講談社 21 ヤンキー水戸黄門（１） 和田洋人 715 小学館 30 トリリオンゲーム（２） 池上遼一/稲垣理一郎 650

KADOKAW 21 辺境ぐらしの魔王、転生して最強の魔術師になる（２ 村市/千月さかきほか 未定 講談社 9 菌と鉄（１） 片山あやか 495 講談社 21 JJM 女子柔道部物語（11） 恵本裕子/小林まこと 715 小学館 30 JUMBO MAX（３） 高橋ツトム 650

KADOKAW 21 日常ロック（１） 松並香葉/トラゾーほか 704 講談社 9 UQ HOLDER！（26） 赤松健 528 講談社 21 激辛課長　NEW EDITION（３） 前田悠 715 小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（７） 中村真理子/リチャード・ 650

KADOKAW 21 異世界転移者のマイペース攻略記（３） 山珠彩貴/なんじゃもんじ 未定 講談社 9 WIND BREAKER（２） にいさとる 528 講談社 21 傀儡戦記（１） 高殿円/蛇蔵ほか 990 小学館 30 釣りバカ日誌（108） 北見けんいち/やまさき十 650

KADOKAW 21 盗掘王（３） ３Ｂ２Ｓ/Ｙｕｎｓ（ＲＥＤＩＣＥ　未定 講談社 9 100万の命の上に俺は立っている（12） 奈央晃徳/山川直輝 528 講談社 21 とんがり帽子のキッチン（３） 佐藤宏海/白浜鴎 715 小学館 30 テツぼん（29） 永松潔/高橋遠州 713

KADOKAW 21 盗掘王（４） ３Ｂ２Ｓ/Ｙｕｎｓ（ＲＥＤＩＣＥ　未定 講談社 9 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST（９） 真島ヒロ/上田敦夫 528 講談社 21 とんがり帽子のアトリエ（９） 白浜鴎 715 小学館 30 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション（11）浅野いにお 763

KADOKAW 21 極道高校生（２） ｌｅｅ　ｈｏｏｎ　ｙｏｕｎｇ/ＫＩＭ　 　1034 講談社 9 金の糸（１） 稲妻桂 528 講談社 21 ヴィンランド・サガ（25） 幸村誠 726 小学館 30 女の体をゆるすまで（上） ペス山ポピー 1200

KADOKAW 21 僕と彼女の転生る異世界（３） コジィ 未定 講談社 9 イジらないで、長瀞さん（11） ナナシ 528 講談社 21 イサック（11） 真刈信二/ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ 726 小学館 30 女の体をゆるすまで（下） ペス山ポピー 1200

KADOKAW 21 黒の魔王（６） 的場りょう/菱影代理ほか未定 講談社 9 復讐の教科書（７） 廣瀬俊/河野慶 528 講談社 21 おおきく振りかぶって（35） ひぐちアサ 726 小学館 30 日本短編漫画傑作集（４） いしかわじゅん/江口寿史1680

KADOKAW 21 博士と××したい助手ゾンビ！？ 山久悠 未定 講談社 9 微妙に優しいいじめっ子（10） もすこ 715 講談社 21 天国大魔境（６） 石黒正数 726 小学館 30 日本短編漫画傑作集（５） いしかわじゅん/江口寿史1680

KADOKAW 21 ドラマティック・アイロニー（９） なま子 未定 講談社 9 捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国未来人Ａ/クリカラマルほ 715 講談社 21 友達として大好き（３） ゆうち巳くみ 726 小学館 30 日本短編漫画傑作集（６） いしかわじゅん/江口寿史1680

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 弱虫ペダル（73） 渡辺航 499 キルタイ 8 田所さん（３） ＴＡＴＳＵＢＯＮ 693 シューク 7 イノセントを穢すキス 五月女えむ 825 竹書房 29 友達の姉ちゃんと懐あそび（２）（完） 栗原和明 759 双葉社 15 なきごえ聞かせて？　かなでさん（２）（完） ななつ藤 693

秋田書店 8 弱虫ペダル　SPARE BIKE（９） 渡辺航 539 キルタイ 8 キルタイム性癖シリーズ　どっちがエロい！？こうきくう 748 スコラマガ 30 （成）お兄ちゃんのHな堕とし方 アーセナル 1300 竹書房 29 魔法少女にあこがれて（５） 小野中彰大 748 双葉社 15 監禁区域レベルX（２） ｍｅｓｈｅ/大石ロミー（Ｄｒ． 737

秋田書店 8 フルアヘッド！ココ　ゼルヴァンス（13） 米原秀幸 499 キルタイ 8 姫騎士がクラスメート！　THE COMIC（５） ＮＯ．ゴメス/ＥＫＺ 693 スクウェア 7 SINoALICE ―シノアリス―（３） ヨコオタロウ/アオキタクト 660 竹書房 29 人狼ゲーム　ロスト・エデン（１） 麗太朗/川上亮 759 双葉社 15 ジャイアント・ギグ（１） 三ツ矢彰 693

秋田書店 8 もういっぽん！（13） 村岡ユウ 499 キルタイ 13 （成）メス堕ちりとるほーる 緋乃ひの 1100 スクウェア 7 異世界転移したのでチートを生かして魔法剣 進行諸島/なのらほか 660 竹書房 29 里見☆八犬伝REBOOT（11） よしむらなつき 759 双葉社 15 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強樽戸アキ/しょぼんぬ 704

秋田書店 8 あっぱれ！浦安鉄筋家族（10） 浜岡賢次 499 キルタイ 27 （成）めーすけ単行本（仮） めーすけ 1100 スクウェア 7 異世界賢者の転生無双　～ゲームの知識で異進行諸島/三十三十ほか 660 竹書房 29 異世界ちゃんこ　横綱目前に召喚されたんだ 林ふみの 759 双葉社 15 食べるだけでレベルアップ！～駄女神といっしラサハン/ｋｔ６０ 704

秋田書店 8 バキ道（10） 板垣恵介 499 キルタイ 27 （成）きらら★キララNTR 魔法少女は変わって 　  雨宮ミズキ/さかき傘 1100 スクウェア 7 難攻不落の魔王城へようこそ～デバフは不要御鷹穂積/蚕堂ｊ１ほか 660 竹書房 29 売れない漫画家と世話焼きの怨霊さん（１） 三戸 748 双葉社 15 わたし、聖女じゃありませんから（１） さとうしらたま/長月おと 704

秋田書店 8 ヤンキーJKクズハナちゃん（６） 宗我部としのり 499 キルタイ 27 （成）二次元コミックマガジン　メスガキ男の娘 　ベンジャミン/桜シロウほ 1100 スクウェア 7 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみ森田季節/出水高軌ほか 660 竹書房 29 メイドインアビス（10） つくしあきひと 946 双葉社 15 北の砦にて（２） 明野たわ/三国司 704

秋田書店 8 僕の心のヤバイやつ（５） 桜井のりお 499 キルタイ 29 （成）あおむし単行本（仮） あおむし 1100 スクウェア 7 漆黒使いの最強勇者　仲間全員に裏切られた瀬戸メグル/木村有里ほ 660 竹書房 29 メイドインアビス　公式アンソロジー第四層（仮つくしろ夕莉/つくしあきひ 902 双葉社 15 ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される（ 仲倉千景/とびらの 704

秋田書店 8 黒羽白書（１） 内田康平 499 キルタイ 29 （成）淡夢単行本（仮） 淡夢 1100 スクウェア 7 レベル0の魔王様、異世界で冒険者を始めます瑞智士記/烏丸佐々ほか 660 竹書房 29 えっちなおてつだい犬の性長記録 仁井ちく 748 双葉社 28 島さん（２） 川野ようぶんどう 693

秋田書店 8 潮が舞い子が舞い（６） 阿部共実 660 キルタイ 29 （成）わんわんお父さん（上）（仮） 前向きなドＭ 1100 スクウェア 7 おっさん冒険者ケインの善行（７） 風来山/沖野真歩ほか 660 竹書房 29 僕のおまわりさん　【小冊子付き初回限定版】 にやま 990 双葉社 28 エイジング―80歳以上の若者が暮らす島―（ 友野ヒロ 704

秋田書店 8 戦国グリッドマン（３）（完） ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤＭＡＮ/田村 693 キルタイ 29 （成）わんわんお父さん（下）（仮） 前向きなドＭ 1100 スクウェア 7 最強のおっさんハンター異世界へ　～今度こそ月島秀一/勇沢梛木ほか 660 大都社 12 社長、Hなご奉仕は業務外です！（４） 坂崎未侑 715 双葉社 28 Odds VS！（24） 石渡治 693

秋田書店 8 きみのご冥福なんていのらない（１） 松尾あき 693 クロエ出 2 （成）身近な姉穴と弟棒～射精したらいい子いＡＣはせべ 1120 スクウェア 7 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたケンノジ/松浦はこほか 680 大都社 12 転生美女と夜が野獣王子（１） 春野さく 715 双葉社 28 ヴェクサシオン～連続猟奇殺人と心眼少女～湯川義弘 737

秋田書店 8 クローズ外伝　鳳仙花（11）the beginning of H髙橋ヒロシ/齋藤周平 693 クロエ出 2 （成）あなたのカラダだったのに フライデイ 1120 スクウェア 7 ヨルとクロ（１） 雨沢もっけ 900 大都社 12 絶倫弁護士の夜の顔（５）ご利用は計画的に 真黒皇子/Ｋｏｇｕｒｅ 715 双葉社 30 魔王様、リトライ！R（３） 身ノ丈あまる/神埼黒音 704

秋田書店 8 聖闘士星矢　Final Edition（３） 車田正美 1100 幻冬舎コ 21 ロストピース あずみ京平 748 スクウェア 7 最強魔法師の隠遁計画－ジ・オルターネイテ イズシロ/米白かるほか 660 大都社 12 オタク処女は恋に不器用（２） 望月蜜桃 715 双葉社 30 転生したけどチート能力を使わないで生きてみトトキハルキ/大邦将人（ 704

秋田書店 8 聖闘士星矢　Final Edition（４） 車田正美 1100 幻冬舎コ 21 訳あって、新婚です 上田にく 726 スクウェア 7 不遇職『テイマー』は最弱スキル『正拳突き』で 　木嶋隆太/なかやかな 660 大都社 26 誘惑の調教開発生活 ミツハシトモ 770 双葉社 30 再臨勇者の復讐譚（４） 仁藤楓/羽咲うさぎ 704

秋田書店 8 聖闘士星矢　Final Edition（５） 車田正美 1100 幻冬舎コ 21 蛇蝎のごとく愛してる 丼丸 726 スクウェア 7 朝起きたらダンジョンが出現していた日常につ 　ポンポコ狸/ＤＳマイルほ 660 大都社 26 そこのキミ、耳とシッポが出てますよ？十二支ツキヨノ１３６ 770 双葉社 30 錬金貴族の領地経営（２） 采芽杏奈/三島千廣 704

秋田書店 15 亡国のマルグリット（７） すもももも 660 幻冬舎コ 21 おわりもん（２） 高須光聖/忠見周 715 スクウェア 12 不機嫌なモノノケ庵（18）（完） ワザワキリ 660 大都社 26 ある日とある日ととある日のクル 竹本泉 880 双葉社 30 ダンジョン＋ハーレム＋マスター（４）（完） 長次郎/三島千廣 704

秋田書店 15 茉莉花官吏伝（４）～後宮女官、気まぐれ皇帝石田リンネ/高瀬わか 660 幻冬舎コ 21 相棒はスライム！？（１）～最強の相棒を得たなんじゃもんじゃ/かなしみ 715 スクウェア 12 不機嫌なモノノケ庵（18.5）　祝ノ書 ワザワキリ 1000 大都社 26 勇者さまのアレがチート級すぎて困ってます メリノ 825 双葉社 30 最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪ど オカザキトシノリ/小鈴危 704

秋田書店 15 十三歳の誕生日、皇后になりました。（２） 石田リンネ/青井みと 660 ゴルフダ 1 オーイ！とんぼ（32） かわさき健/古沢優 660 スクウェア 12 白雷の騎士（３） 山内泰延 660 大都社 26 霊能力者になりたくていろいろやってみた 伊藤ロイ 880 双葉社 30 モンスターのご主人様（８） 咲良宗一郎/日暮眠都 704

秋田書店 15 八雲京語り　宮廷に鈴の音ひびく（２） 羽根川牧人/ゆうなぎ 660 コスミック 15 穢れたキャンバスに降る雨は 宮野川ゆきたろ 759 スクウェア 12 侍女なのに…聖剣を抜いてしまった！（３） あきのみどり/言炎ほか 660 宝島社 13 異世界のんびり素材採取生活 ユミサキ/錬金王ほか 740 フロンティ 12 転生しまして、現在は侍女でございます。（４） 田中ててて/玉響なつめ 660

秋田書店 15 陰陽師・安倍晴明（３） 結城光流/川端新 660 コアマガ 2 スグルくんファイト！ しおからにがい 776 スクウェア 12 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 ティーアイ 1 （成）僕とお義母さんの秘密の関係 成島ゴドー 1120 フロンティ 20 スウィートシュガースウィート 束原さき 740

秋田書店 15 華仙公主夜話（２）その麗人、後宮の闇を斬る喜咲冬子/みなもと悠 660 コアマガ 16 （成）オタクに優しいギャルとか、巨乳の幼なじふみひこ 1300 スクウェア 12 転生した元奴隷、最強の貴族になって年上の三木なずな/棚橋なもしろ 660 ティーアイ 1 （成）えっちな妹とちびっ娘ハーレム 創田ぐみ 1120 フロンティ 20 ゆうきくんはえっちなオモチャ 亞眼 770

秋田書店 15 春秋宮廷アンティーカ（１）～偽りの麗人、蹊をひかり旭 660 コアマガ 21 ワンナイトホテル 高岡七六 754 スクウェア 12 悪役令嬢は今日も華麗に暗躍する　追放後も道草家守/高松翼ほか 660 ティーアイ 8 （成）メスガキ教育的（ベタハート）指導 シン・普禅 1120 フレックス 12 アラフォー冒険者、伝説となる～SSランクの娘タッ公/延野正行ほか 759

秋田書店 15 まちのヤクザとパン屋さん　極 あめのジジ 770 コアマガ 21 スロー・ラブ・ライフ 三木原針 765 スクウェア 16 ホリミヤ（16）（完） ＨＥＲＯ/萩原ダイスケ 660 TOブック 1 淡海乃海　水面が揺れる時（６） もとむらえり/イスラーフィ 704 フレックス 12 魔物の国と裁縫使い～凍える国の裁縫師、伝駄犬めし/今際之キワミほ 759

秋田書店 15 遊びじゃねえんだ（上） タクミユウ 792 コアマガ 26 （成）人妻部長 万屋百八 1300 スクウェア 16 堀さんと宮村くん　おまけ（15） ＨＥＲＯ 1100 TOブック 1 レムシータ・ブレイブス・オンライン～スローラ 森名尚/右薙光介 704 フレックス 12 怪人開発部の黒井津さん（２） 水崎弘明 693

秋田書店 15 遊びじゃねえんだ（下） タクミユウ 770 コアマガ 26 （成）茜色に悶える人妻 ビッチ☆ゴイゴスター 1300 スクウェア 16 ホリミヤ画集　卒アル ＨＥＲＯ/萩原ダイスケ 1800 TOブック 1 不遇職の弓使いだけど何とか無難にやってま成瀬真琴/洗濯紐 704 フレックス 12 理系が恋に落ちたので証明してみた。（10） 山本アリフレッド 660

秋田書店 15 まほろばの番人（１） 潮見知佳 660 コアマガ 30 （成）小麦色ふぁっしねいしょん！ ニム 1300 スクウェア 20 ジャヒー様はくじけない！（７） 昆布わかめ 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 　 　勝木光/香月美夜 660 フレックス 12 怨霊奥様（７） 若狭たけし 715

秋田書店 15 思えば遠くにオブスクラ（下） 靴下ぬぎ子 880 コアミック 19 前田慶次　かぶき旅（７） 原哲夫/堀江信彦ほか 682 スクウェア 20 最近雇ったメイドが怪しい（４） 昆布わかめ 730 TOブック 15 忌み子と呼ばれた召喚士＠COMIC（３） コイシ/緑黄色野菜 704 フレックス 15 おじさんが私の恋を応援しています（脳内）（１井野ジュン 726

秋田書店 15 ナースのチカラ（５）～私たちにできること訪問広田奈都美 825 コアミック 19 尾かしら付き。（４）（完） 佐原ミズ 660 スクウェア 20 事情を知らない転校生がグイグイくる。（９） 川村拓 660 TOブック 15 大賢者の愛弟子～防御魔法のススメ～＠CO ａｂｕａ/ナカノムラアヤスケ 704 フレックス 15 かくりよ神獣紀　異世界で、神様のお医者さんイヌ乃さえこ/糸森環ほか 759

秋田書店 15 いのちの器（85） 上原きみ子 605 コアミック 19 送魂の少女と葬礼の旅（６） 路那 682 スクウェア 20 怪人麗嬢（６） 田代哲也 660 TOブック 15 ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイ 螢子/あてきち 704 復刊ドッ 27 鉄腕アトム70th トレジャーBOX ［FAMILY TIM 手塚治虫/手塚プロダクシ####

秋田書店 15 加賀谷次長、狙われてます！（３） 小山田容子 748 メディアソ 5 鬼と男娼 もづ九 737 スクウェア 20 魔女の世界で最強なのは物理ですが何か？ 壱 660 TOブック 15 超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲー久松ゆのみ/かずは 704 プランタン 6 保健室の眠り姫　先生の執着愛と甘美なキスやなぎりと/兎山もなか 未定

秋田書店 15 淫楽島～ちちくりあいらんど～ 秋元奈美 748 メディアソ 5 恋の奴隷 水田ゆき 726 スクウェア 20 勇者名探偵（３） 北欧ゆう 660 徳間書店 13 ゆりでなる（シロハート）えすぽわーる（３） なおいまい 990 プランタン 6 保健室の眠り姫　先生の執着愛と甘美なキスやなぎりと/兎山もなか 未定

秋田書店 15 君だけしか愛せない～束縛エロス～ 神代京子 748 メディアソ 5 腐男子くんは試したい みづい甘 726 スクウェア 20 魔王と俺の叛逆記（７） 吉川英朗 680 徳間書店 13 宇宙人ちゃん通学中 新盤 990 プランタン 30 探偵事務所の飼い主さま（仮） ｎｏｊｉ 未定

秋田書店 19 どろろと百鬼丸伝（５） 手塚治虫/士貴智志 693 メディアソ 5 惚れ薬つくりたい同好会 ドンドン 726 スクウェア 26 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。― 渡航/ぽんかん⑧ほか 660 徳間書店 13 昔勇者で今は骨（４） 内々けやき/佐伯庸介ほ 792 ブライト出 16 甘えたい獣（上） ゆいつ 700

秋田書店 19 サイボーグ009 BGOOPARTS DELETE（３） 石ノ森章太郎/岡崎つぐお 693 英和出版 9 スイッチ・ファンシー・ボーイ　～愛しのウェイト日野雄飛 726 スクウェア 26 モンスタブー（４）（完） 高橋悠也/ＴＡＬＩ 680 徳間書店 26 寄宿舎の黒猫は夜をしらない（上） 鯛野ニッケ 748 ブライト出 16 甘えたい獣（下）小冊子付き ゆいつ 1000

秋田書店 19 絢爛たるグランドセーヌ（18） Ｃｕｖｉｅ 693 英和出版 9 受けをびしょびしょにしたいBL（仮） ヒロハルヨシほか 1000 スクウェア 26 【配信中】女神チャンネル！　え、これ売名です徳山銀次郎/近江のこほ 660 徳間書店 26 寄宿舎の黒猫は夜をしらない（下） 鯛野ニッケ 748 ブライト出 16 漫画家とヤクザぷらす コダ 700

秋田書店 19 津軽先輩の青森めじゃ飯！（４）（完） 仁山渓太郎 660 三交社 27 視線部屋 ホン・トク 730 スクウェア 26 ナイツ＆マジック（15） 天酒之瓢/加藤拓弐ほか 660 徳間書店 26 御子柴くんご指名ください 古川ふみ 726 ブライト出 16 スマホ×ボーイフレンド　～携帯彼氏と恋愛エ白海さくら 700

秋田書店 19 ハケンの忍者アカバネ（２） みなもと悠 660 三和出版 29 （成）フラチナジュクジョ タカスギコウ 1300 スクウェア 26 兄の嫁と暮らしています。（10） くずしろ 660 日本文芸 8 異世界三冠王（１） 渡辺保裕 748 ブライト出 16 異国のオオカミさんと、ひとつ屋根の下。 古谷ラユ 780

秋田書店 19 戦争めし（７） 魚乃目三太 660 ジーオー 28 （成）丹 幾花にいろ 1210 スクウェア 26 さよならエデン（２） 愛南ぜろ 660 日本文芸 16 ガンニバル（11） 二宮正明 748 ブライト出 16 先生、家賃はまだですか！？ あさひ 700

秋田書店 19 ちらん―特攻兵の幸福食堂―（４）（完） 魚乃目三太 693 ジーオー 28 （成）ヨールキ・パールキ作品集（２） 露々々木もげら 1760 スクウェア 26 恋は論破できない（１） 柳原望 660 日本文芸 16 アシスタントの桃栗さん 早野旬太郎 770 ふゅーじ 20 シュガーソルト 鳶田瀬ケビン 770

秋田書店 19 明日クビになりそう（３） サレンダー橋本 660 ジーオー 28 （成）思い出の中でもイカされる 板場広し 1265 スクウェア 26 恋は論破できない（２） 柳原望 660 日本文芸 16 ギフト±（22） ナガテユカ 748 ぶんか社 9 流水さんの百物語　2周目 流水りんこ 950

秋田書店 19 荒くれKNIGHT リメンバー・トゥモロー（８） 吉田聡 693 ジーオー 30 OL -Office Love- どうしまほか 3260 スクウェア 27 アラフォー男の異世界通販生活（４） 朝倉一二三/やまかわほ 660 日本文芸 16 男の作法 池波正太郎/なかじまもり 792 ぶんか社 14 ゆるふわと情熱のあいだ 袴田めら 990

秋田書店 19 恋愛志向生徒会（５） 如月群真 693 ジーオー 30 ぷらすアルファ（１） 九段そごう 715 スクウェア 27 東京エイリアンズ（３） ＮＡＯＥ 660 日本文芸 29 女子寮猫のタマさん（２） 春輝 770 ぶんか社 14 となりの怪異談～身近なゾッとする話～ 小林薫 950

秋田書店 19 デメキン（28） 佐田正樹/ゆうはじめ 693 ジーオー 30 （成）あたなといっしょにイきたい やっそん義之 1100 スクウェア 27 帰還した勇者の後日譚（２） 月夜乃古狸/吉沢メガネ 660 日本文芸 29 銀牙伝説ノア（11） 高橋よしひろ 748 ぶんか社 15 スパダリと結婚したら私のストーカーだった件 春宮ぱんだ 713

秋田書店 19 優等生と秘密のお仕事（５） あずまゆき 693 ジーオー 30 （成）1ぱこ2ぱこ3ぱこり 丸居まる 1265 スクウェア 27 ただ幸せな異世界家族生活　～転生して今度舞/水沢翔ほか 660 日本文芸 29 全裸稼業（２） 尾藤麻論/オオイシヒロト 770 ぶんか社 15 太一くんに餌付けされてます～ごはんからエッにわの池 713

朝日新聞 20 ペットの声が聞こえたら命をつなぐ保護活動編オノユウリ/塩田妙玄 913 ジーオー 30 （成）あまとろえっち 毒でんぱ 1100 スクウェア 27 そらに陽だまり（１） かなめもにか 660 LINE Dig  15 女神降臨（６） ｙａｏｎｇｙｉ 880 ぶんか社 15 ヤクザの甘い噛み痕　キス以上のこと、教えてみずしまりこ 744

茜新社 28 （成）ないしょのむりくり みなすきぽぷり 1320 主婦と生 2 項羽と劉邦、あと田中（３） 亜希乃千紗/古寺谷雉ほ 693 秋水社発 12 「今夜、俺とセックスしとく？」（２）バツイチ上司神室リツコ 715 LINE Dig  15 闇異本（１） 外薗昌也/高港基資 682 ぶんか社 29 0日婚でも恋したい（１） 青山りさ 713

一迅社 5 お稲荷JKたまもちゃん！（６） ユウキレイ 704 主婦と生 2 北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし（６） 白樺鹿夜/江本マシメサほ 693 秋水社発 26 あなたは夫に騙されている（２） 笹倉ぱんだ 715 LINE Dig  15 ブレデュール家の娘たち（３）（完） 財賀アカネ 638 ぶんか社 29 0日婚でも恋したい（２） 青山りさ 713

一迅社 9 THE IDOLM@STER MILLION LIVE！　THEAT     ｉｍａ/バンダイナムコエン 897 主婦と生 2 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイこ 　桂イチホ/ふか田さめたろ 693 アルファ 16 恋結び 桃月はるか/明里もみじ 704 LINE Dig  15 僕のソルシエール（３） 夕希実久 638 ぶんか社 29 黒弁護士の痴情　世界でいちばん重い純愛（ すみ 744

一迅社 9 THE IDOLM@STER MILLION LIVE！　THEAT    凪庵/バンダイナムコエン 897 少年画報 12 ヤンキー娘になつかれて今年も受験に失敗しジェームスほたて 715 彗星社発 16 王子の本命は悪役令嬢 Ｒｅ：ｍｉｍｕ 748 LINE Dig  15 兇器博物館（２） 岡田伸一/奥村惇一朗ほ 682 芳文社 1 姉を好きなお姉さんと（２） 真くん 715

一迅社 14 今日も猫様はかわいい 水稀たま 770 少年画報 12 いいわけも出来ない　～姉彼～（１） 水島空彦 715 彗星社発 16 オオカミさんは食べられたい～不器用女子とヘ御握むすび 748 LINE Dig  15 兇器博物館（３）（完） 岡田伸一/奥村惇一朗ほ 682 芳文社 1 スクールカウンセラーうさみ先生の悩み相談室庄司七 935

一迅社 16 きたない君がいちばんかわいい（４） まにお 748 少年画報 12 やんちゃギャルの安城さん（８） 加藤雄一 715 彗星社発 16 イチャイチャしようよ、クマ系彼氏くん。 土橋朱里 748 LINE Dig  15 #ティールブルーの羽色（２） 河井あぽろ 682 芳文社 1 ひめちゃんは重い女（１） 花束葬式 990

一迅社 16 セメルパルス　semelparous（３） 荻野純 748 少年画報 12 やんちゃギャルの安城さんたち　高1編（４） 加藤雄一/すおしろ 715 彗星社発 16 異文化エッチは甘い眩暈。～日本人とどっちが百瀬こあ 748 LINE Dig  15 恋はくせもの（３）（完） 大箕すず 638 芳文社 5 初恋のウラには こうじま奈月 748

一迅社 20 気をつけなよ、お姉さん。（１） サスケ 715 少年画報 12 安城さんの学校の保健室の小牧先生（３）（完加藤雄一/綾杉つばき 715 彗星社発 16 森のくまさん、冬眠中。 ハルチカ 748 ファンギル 19 ニューノーマル 相原瑛人 748 芳文社 5 パーフェクトピンクラバー 二須りぃ 770

一迅社 20 氷室の天地　Fate/school life （14） 磨伸映一郎/ＴＹＰＥ－ＭＯ 880 少年画報 12 園田の歌（５） 渡邊ダイスケ/永田諒 715 ブラスト出 16 （成）恋結びぱらどくす あおき七瀬 1100 モバイル 19 辻英司は恋をしない ｒａｓｕ 770 芳文社 5 迷子のΩは獣人αに満たされたい なつはづき 770

一迅社 20 友人キャラの俺がモテまくるわけないだろ？（ はるまれ/世界一（株式会 715 少年画報 12 それいけ！BLUE MELLOW（１） 落合更起 715 ブラスト出 16 （成）アソコ洗い屋さん！～碧眼ガールとイカせトヨ 1100 モバイル 19 俺の目を見てイけ 時計 792 芳文社 7 花丸町の花むすび（２） むんこ 759

一迅社 26 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 12 ねこぱんち　夏物語号 アンソロジー 548 アルファ 30 Eランクの薬師（４） 鳴海マイカ/雪兎ざっく 748 Jパブリッ 16 押しかけ御曹司の新妻にされそうです！ 壱川いちか 759 芳文社 7 めい be love（２） いちかわ壱 759

一迅社 26 アズールレーン　コミックアンソロジー　Break アンソロジー 950 少年画報 12 5時からの軍手ネコ（２）（完） 藤凪かおる 869 アルファ 30 お父さんは神様です。（１） 汐田潤 748 Jパブリッ 19 だって、ヤらしいことしたい 葛城かつら 715 芳文社 7 新コボちゃん（49） 植田まさし 627

一迅社 26 舞台に咲け！（２） 春園ショウ 700 少年画報 15 勇者になれなかった俺は異世界で（１） 倉田フラト/添宋 770 アルファ 30 ダィテス領攻防記（６） 狩野アユミ/牧原のどか 748 Jパブリッ 19 執着αの調教メソッド とのまろ 759 芳文社 12 あいらいく俳句（３）（完） 骨抜きチキン 693

一迅社 26 彼に依頼してはいけません（６） 雪広うたこ 700 少年画報 15 勇者になれなかった俺は異世界で（２） 倉田フラト/添宋 770 アルファ 下 チートなタブレットを持って快適異世界生活（１宝乃あいらんど/ちびすけ 748 ハーパー 1 フィアンセ雇います アリスン/ジャスミン・クレ 660 芳文社 12 先輩、ちょっといいですか？（１） 黒宮魚 693

一迅社 27 朝焼けは黄金色　THE IDOLM@STER （４） まな/高橋龍也ほか 748 少年画報 15 美味しいエルフ　異世界エルフはコンビニおにＩＳＵＴＯＳＨＩ 715 アルファ 下 アルゲートオンライン（５） 玲衣/桐野紡 748 ハーパー 1 憂鬱なプリンセス 佐々木みすず/サリー・ウ 660 芳文社 15 本日のバーガー（18）（完） 花形怜/才谷ウメタロウ 682

一迅社 27 朝焼けは黄金色　THE IDOLM@STER （５） まな/高橋龍也ほか 803 少年画報 15 創造主なのでもっと優しくしてください！ 瀬戸一里 759 アルファ 下 さようなら竜生、こんにちは人生（７） くろの/永島ひろあき 748 ハーパー 1 シンデレラの嘆き 有沢遼/ルーシー・モンロ 660 芳文社 15 妻、小学生になる。（８） 村田椰融 682

一迅社 27 思春期ちゃんのしつけかた　（５） 中田ゆみ 693 少年画報 15 オレは床で寝ます！（２）（完） ９℃ 715 アルファ 下 もふもふと異世界でスローライフを目指します寺田イサザ/カナデ 748 ハーパー 1 あなただけに言う秘密 水原冬樹/ケイト・ヒューイ 660 芳文社 15 元カノの弟が可愛いって話（３）（完） てぃーろんたろん 682

一迅社 27 今日、小柴葵に会えたら。　（３） フライ/竹岡葉月 704 少年画報 26 鬼門街KARMA（７） 永田晃一 759 アルファ 下 異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く？ ひらぶき雅浩/シ・ガレット 748 ハーパー 1 甘い手ほどき ゆうき刹那/ジョアンナ・ニ 660 芳文社 15 そんな家族なら捨てちゃえば？（１） 村山渉 682

一迅社 27 Fate/Grand Order -Epic of Remnant-　亜種特 　 　 　 　ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/大森葵 594 少年画報 26 アンファミ　～アンリミテッド・ファミリー～（２）（小幡文生 748 アルファ 下 禍虎―喰人狩り―（２） うさとる 748 ハーパー 1 白い結婚は忘れじの富豪と 松葉博/ナタリー・アンダー 660 芳文社 27 私を球場に連れてって！（４）（完） スーパーまさら/うみのと 935

一迅社 27 防御力ゼロの嫁　（５） 矢野トシノリ 748 少年画報 26 A.K.A 小幡文生 715 アルファ 下 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める（ 浅川圭司/謙虚なサーク 748 ハーパー 1 恋の香りが消える前に 宇井野りお/マーガレット 660 芳文社 27 推しごとびより（１） はづき 935

一迅社 27 どっちも気づかない。　（２） 東ふゆ 715 少年画報 26 後部座席のクロノセンパイ 艶々/小夏ゆーた 715 アルファ 下 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮武田充司/あてきち 748 ハーパー 9 拝啓、子爵さま 星合操/エリザベス・ロー 660 芳文社 27 ぎんしお少々（１） 若鶏にこみ 935

一迅社 30 同人女百合アンソロジー アンソロジー 990 少年画報 26 追放された錬金術師さん、最強のダンジョンを未来人Ａ/三登いつきほか 715 アルファ 下 転生しちゃったよ（いや、ごめん）（７） やとやにわ/ヘッドホン侍 748 ハーパー 9 秘密のまま別れて 山田圭子/リン・グレアム 681 芳文社 27 みこへんげっ！ まえ葉 935

一迅社 30 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者（４アズマミドリ/香月航ほか 740 少年画報 26 いたいお姉さんは好きですか？（７）（完） 若菜 825 アルファ 下 転生薬師は異世界を巡る（３） マツオカヨシノリ/山川イブ 748 ハーパー 9 傲慢すぎるプロポーズ 斗田めぐみ/キャサリン・ 660 芳文社 27 TVアニメゆるキャン△　SEASON2 公式ガイドあｆろ/まんがタイムきらら 3300

一迅社 30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に 　ｎｉｓｈｉ/山口悟ほか 710 少年画報 26 赤魂ねこぱんち　恐 アンソロジー 693 アルファ 下 不遇職とバカにされましたが、実際はそれほど南条アキマサ 748 ハーパー 9 秘密の電撃結婚 斗田めぐみ/キャサリン・ 660 ホビージ 1 孤児院テイマー（２） 倉崎もろこ/安藤正樹 715

一迅社 30 仮初め寵妃のプライド～皇宮に咲く花は未来 環/タイガーアイ 710 少年画報 26 黒魂ねこぱんち　怖 アンソロジー 693 アルファ 下 平兵士は過去を夢見る（６） 鈴木イゾ/丘野優 748 ハーパー 9 七日間だけの愛人 綾部瑞穂/ケイト・カーライ 660 ホビージ 26 WIXOSS DIVA（A）LIVE TRY！！！ 吉岡榊 1430

一迅社 30 落ちこぼれ魔女と恋を知らない天才魔術師（１飴降あめり 710 少年画報 29 宇宙人ムームー（３） 宮下裕樹 759 アルファ 下 勇者の孫と魔王の娘（５） 不動らん 748 ハーパー 9 花嫁レンタル商会 サクヤカイシ/エマ・ゴール 681 マイクロ 9 さくらと介護とオニオカメ！（２） たかの歩 748

一迅社 30 悪役令嬢（予定）らしいけど、私はお菓子が食ｃｈａｎｙ/佐槻奏多ほか 710 新書館 1 魔法使いは触れて解ける 星倉ぞぞ 759 東京漫画 2 春懸けて、鶯 那梧なゆた 770 ハーパー 9 脱ぎ捨てた過去 文月今日子/キャスリン・ 660 マッグガ 9 リィンカーネーションの花弁（14） 小西幹久 671

一迅社 30 訳あり令嬢ですが、溺愛されて今では幸せで 　アンソロジー 860 新書館 1 リミットハニー（３） 七瀬 737 東京漫画 2 カットオーバー・クライテリア 大麦こあら 760 ハーパー 16 副社長と秘密の恋人契約（２） 榎本さく/カノン・リア 693 マッグガ 9 迷宮ブラックカンパニー（７） 安村洋平 682

インテル 21 獣医のカレはかまってくれない 木成あけび 760 新書館 下 原獣文書（10）（完） なるしまゆり 737 東京漫画 9 俺の恋人の半分は純情でデキている ときたほのじ 750 白泉社 5 この凶愛は天災です（３） 夢木みつる 495 マッグガ 9 ふかふかダンジョン攻略記～俺の異世界転生ＫＡＫＥＲＵ 660

イースト 19 ダンピアのおいしい冒険（３） トマトスープ 977 新書館 下 東の森の魔女の庭（１） 越田うめ 792 東京漫画 21 珍好でぃすかばぁ～ 北のぐみん 750 白泉社 5 リバース×リバース（３） 天乃忍 495 マッグガ 14 琥珀の夢で酔いましょう（４） 依田温/村野真朱 682

エンジェ 15 （成）マン×デレ 大林森 1200 ジュネッ 16 サハラの隻眼狼 五月女えむ 770 アース・ス 12 転生したら兵士だった？！　残刻の復讐者（１咲メギコ/師裏剣ほか 660 白泉社 5 お嬢、お目覚めの時間です（１） 樫八重子 495 マッグガ 14 MARS RED（３）（完） 唐々煙/藤沢文翁 660

エンジェ 15 （成）果樹園 山崎かずま 1200 ジュネッ 16 ド腐れダンディーズ イクヤス 770 アース・ス 12 世界最強の努力家～誰も知らない【努力】の才遠田マリモ/蒼乃白兎ほか 660 白泉社 5 姫君は騎士団長（２） 屋丸やす子 495 マッグガ 14 スローライフがしたい大賢者、娘を拾う。（３） ムラ黒江/空野進ほか 660

エンジェ 15 （成）やさしいおばさんやらしいおばさん 英丸 1200 ジュネッ 16 XLサイズですが、結婚させてくれますか？ たまち 770 アース・ス 12 最強パーティーの雑用係　After Heroic Tale（佐藤貴文/ｐｅｃｏほか 660 白泉社 5 秘密　season0（10） 清水玲子 825 マッグガ 14 剣聖の称号を持つ料理人（３） 海田ゆた/天那光汰ほか 660

エンジェ 15 （成）HOT ROD にしまきとおる 1200 新潮社 8 インスタントライフ（２） 江戸川治 682 アース・ス 12 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す　      青辺マヒト/十夜ほか 660 白泉社 5 かげきしょうじょ！！（11） 斉木久美子 660 マッグガ 14 異世界転生の冒険者（５） しばの番茶/ケンイチ 660

オーバー 15 モニター越しの上司／部下（１） ビグある 未定 新潮社 8 クレイジーフードトラック（２） 大柿ロクロウ 748 アース・ス 12 戦国小町苦労譚（９）義弟との絆 沢田一/夾竹桃ほか 660 白泉社 5 「かげきしょうじょ！！」公式ガイドブック　オン斉木久美子 990 フィール 14 朧月のレゴリス　アリス・ギア・アイギス外伝（ えらんと 990

オーバー 15 アンバーバニラの花嫁 倉田イツ子 未定 新潮社 8 AV男優はじめました（３） 蛙野エレファンテ 682 アース・ス 12 帰ってきた元勇者（４） なるさわ景/ニシほか 660 白泉社 8 戦略結婚　～華麗なるクズな人々～（１） 黒沢明世/とらふぐ 770 メディアッ 27 （成）人妻は職場でメスになる 虹色チャーハン亭 1320

オーバー 15 結婚してから同じ布団で寝てません 小池ぬーみん 1320 新潮社 8 先輩、パンツはいてますか？（３）（完） 西島黎 726 大洋図書 1 雨傘をとじる夏 後藤 803 白泉社 8 あたらしい結婚生活（１） 本田優貴 770 メディアッ 27 （成）義母と娘のコンチェルト〈姦全版〉 山田タヒチ 1650

オーバー 25 フシノカミ（１）～辺境から始める文明再生記～黒杞よるの/雨川水海 未定 新潮社 8 しゃばけ（３） みもり/畠中恵 682 竹書房 1 ムダヅモ無き改革　プリンセスオブジパング（1大和田秀樹 748 白泉社 20 墜落JKと廃人教師（11） ｓｏｒａ 495 メディアッ 27 （成）乙女のはらわた　―山本賢治リョナ作品 山本賢治 1320

オーバー 25 Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファしゅにち/友橋かめつ 未定 新潮社 8 最後の秘境　東京藝大（４）天才たちのカオス 土岐蔦子/二宮敦人 682 竹書房 5 イトコのBigな怪物くん＃たっぷり濡らす＃その蝶らら 748 白泉社 20 恋に無駄口（５） 福山リョウコ 495 楽楽出版 6 （成）寝取られ姉妹公開ハーレム（シロハート）くちびる茶漬 1210

オーバー 25 不死者の弟子（２）～邪神の不興を買って奈落かせい/猫子 未定 新潮社 8 JKハルは異世界で娼婦になった（４） 山田Ｊ太/平鳥コウ 682 竹書房 7 あいまいみー（11）（完） ちょぼらうにょぽみ 946 白泉社 20 顔だけじゃ好きになりません（２） 安斎かりん 495 楽楽出版 6 （成）よめコス　らぶらぶエッチパラダイス 茶入敬文 1210

オーバー 25 生まれ変わった《剣聖》は楽をしたい（３） 鉄田猿児/笹塔五郎 未定 新潮社 8 傾国の仕立て屋　ローズ・ベルタン（５） 磯見仁月 748 竹書房 7 フェイクゴシップ ｂｏｖ 748 白泉社 20 ラバーズハイ～親友の彼氏とマッチングしてし安斎かりん/永塚未知流 495 リイド社 5 ゴルゴ13（201）最終通貨の攻防 さいとう・たかを 693

オーバー 25 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強 やもりちゃん/じゃき 未定 新潮社 8 プリニウス（11） ヤマザキマリ/とり・みき 770 竹書房 7 ヤンチェリキッス！（２） 安堂ろめだ 748 白泉社 20 コレットは死ぬことにした（19） 幸村アルト 495 リイド社 9 おっかねえお前が一番 時羽兼成 748

オーバー 25 Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異糸町秋音/鬼ノ城ミヤ 未定 新潮社 8 山と食欲と私（14） 信濃川日出雄 572 竹書房 14 もっとナカまで愛してあげる～お見合い相手と星乃みなみ 748 白泉社 20 婚前アットホーム（２） 松月滉 693 リイド社 13 暁の犬（３） 高瀬理恵/鳥羽亮 850

オーバー 25 境界迷宮と異界の魔術師（６） ばう/小野崎えいじ 未定 ジャイブ 1 竜帝のお抱え薬師（１） 鮎村幸樹 681 竹書房 15 ちぃちゃんのおしながき（17） 大井昌和 869 白泉社 20 恋するMOON DOG（６） 山田南平 693 リイド社 13 仕掛人　藤枝梅安（９） 武村勇治/池波正太郎 660

オーバー 25 魔王様の街づくり！　～最強のダンジョンは近吉川英朗/月夜涙 未定 ジャイブ 1 蛇神さまと贄の花姫（６） 蓮水りく 681 竹書房 15 浅春観測 鳥谷コウ 748 白泉社 20 アウトブライド　―異系婚姻―（３） 月永遠子 572 リイド社 16 鬼平犯科帳（73）どら息子 さいとう・たかを/池波正太 660

オーバー 25 黒の召喚士（10） 天羽銀/迷井豆腐 未定 ジャイブ 1 盗賊王のおしのび花嫁（４） 神月凛 681 竹書房 15 受けちゃんクリニック　～次の受けちゃんどうぞ高橋なめ子 792 白泉社 20 理想の彼氏のはずなのに（１） ののい 572 リイド社 16 （成）Mother's Care Service 児島未生 1100

オークラ 26 ヘンアイすぎるオジサマは、今日も私をめちゃもなか知弘 728 小学館ク 5 仮面ライダークウガ（17） 石ノ森章太郎/井上敏樹 715 竹書房 15 ハッピーアワーガールズ（２） 揚立しの 748 白泉社 20 蜻蛉（８） 河惣益巳 495 リイド社 20 カラーレス（５） ＫＥＮＴ 792

オークラ 28 CALL 朝田ねむい 810 小学館ク 9 33歳、バツイチ、恋愛からはじめます。（２）（完御茶まちこ/伊吹芹 748 竹書房 15 無人島に何か一つ持ってくとしたら何持ってく 大塚志郎 990 白泉社 28 ポンコツ淫魔♂は恋がしたい（１） ｓｕｎｏｍａ 770 リイド社 29 児玉まりあ文学集成（３） 三島芳治 748

オークラ 28 君と見たナナイロスペクトラム 園家あきる 810 小学館ク 14 アイドリバティ（１） 詩原ヒロ 715 竹書房 15 無人島に何か一つ持ってくとしたら何持ってく 大塚志郎 990 白泉社 29 あそびあそばせ（12） 涼川りん 660 リイド社 29 太郎は水になりたかった（３）（完） 大橋裕之 990

宙出版 15 新装版　夜の帳　密やかな恋 本崎月子 744 小学館ク 14 それでもペンは止まらない（3） 熊田龍泉 715 竹書房 15 サキュバス先生と呼ばないで つりがねそう 759 白泉社 29 ペリリュー　―楽園のゲルニカ―（11）（完） 武田一義/平塚柾緒 660 リイド社 30 新やる気まんまん　オット！どっこい（１） 山田参助 880

宙出版 15 オフィスで発情！？　イクまでえっちしてくれるこりすキョーコ 713 小学館ク 29 キリングバイツ（18） 村田真哉/隅田かずあさ 748 竹書房 15 ルカくんのセックスマネジメント 桃尻ひばり 792 白泉社 29 平穏世代の韋駄天達（５） クール教信者/天原 660 リブレ 9 Punch↑（７） 鹿乃しうこ 747

宙出版 15 XLな彼を受け入れたいけど、ぽっちゃり女子で芳村かなみ 744 小学館ク 29 GUINEA PIG ROOM TOUR 鳩川ぬこ 748 竹書房 19 狂蝕人種（５） 室井まさね 781 白泉社 29 信長の忍び（18） 重野なおき 660 リブレ 9 ジュリアが首ったけ（６） 扇ゆずは 714

宙出版 15 ダメ！あん！もう！再会0秒、ヤクザの××に花里ひかり 713 ジーウォ 27 （成）甘い狂気 咲楽亭 1100 竹書房 19 ブルータル　殺人警察官の告白（４） 古賀慶/伊澤了 660 白泉社 29 軍師　黒田官兵衛伝（５） 重野なおき 660 リブレ 9 いいわけなんて全部ウソ 仔縞楽々 725

宙出版 15 イケメン堅物将校様は処女メイドを逃さない！みずの雪見 744 ジーウォ 27 （成）美少女マニアクス 大盛り 1100 竹書房 21 くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことにひな姫 759 白泉社 29 真田魂（３） 重野なおき 660 リブレ 9 けものは奥まで鳴かされたい 南国ばなな 725

宙出版 26 変身美少女大ピンチ、悪堕ち絶頂アンソロジーアンソロジー 825 ジーウォ 27 （成）好きな娘のお姉さん オレイロ 1100 竹書房 26 サキュバスな委員長にお断りされまして（２） い～どぅ～ 759 白泉社 29 追放悪役令嬢の旦那様（２） なつせみ/古森きりほか 715 リブレ 9 ボクの旦那様（３） 直野儚羅 725

宙出版 26 堅物風紀委員長とナイショでイチャラブするアアンソロジー 825 祥伝社 8 やわ男とカタ子（６） 長田亜弓 770 竹書房 26 イケメンに転生したけど、チートはできませんでみかんゼリー/下田将也 759 白泉社 30 魚社会 ｐａｎｐａｎｙａ 1078 リブレ 9 俺の生徒はかわいくない 外岡もったす 725

宙出版 28 「今、キミと結ばれたい」乱れて濡れる夏の恋 アンソロジー 744 祥伝社 8 転がる女と恋の沼（１） 芥文絵 792 竹書房 26 ソレ、舐めてもいいですか　オレさま整体師は むにんしおり 715 白泉社 30 海の市街戦 黒井緑 858 リブレ 19 あかりと彼はなやましい（２） 鶴亀まよ 791

宙出版 28 彼は激しめ×××がお好き　～濃密大胆プレアンソロジー 744 祥伝社 8 こっち向いてよ向井くん（２） ねむようこ 1012 竹書房 27 化け猫さんは恩返しがしたい（２）（完） 梨尾 935 ヒット出版 20 （成）女子高生が制服姿でえっちなことをしてい冬みかん 1100 リブレ 19 獏の花嫁（２） 街こまち 726

宙出版 28 愛について考える　甘く切ない純愛アンソロジアンソロジー 744 祥伝社 8 サチコと神ねこ様（６） ｗａｋｏ 1012 竹書房 27 ずぼら先輩とまじめちゃん（１） 東３８５ 869 ヒット出版 28 （成）いじめられっこの僕、催眠アプリで女の子やみなべ 1100 リブレ 20 幼なじみ婚（１）～天才棋士は不器用なケダモ金森ケイタ 748

海王社 9 アゲイン　アンド　アゲイン カキネ 737 祥伝社 8 つんドル！～人生詰んだ元アイドルの事情～飯田ヨネ/大木亜希子 924 竹書房 27 若旦那はザンネン。（２） 小池定路 946 双葉社 9 羅城恋月夜 朔ヒロ 792 リブレ 20 幼なじみ婚（２）～天才棋士は不器用なケダモ金森ケイタ 748

海王社 9 double suicide トジツキハジメ 847 祥伝社 8 にぶんのいち夫婦（７） 黒沢明世/夏川ゆきの 792 竹書房 27 若旦那はザンネン。（３）（完） 小池定路 946 双葉社 9 暑い夏、ぼくらは。 恋煩シビト 792 道玄坂書 16 サディスティックマイドッグ ふじい葛西 750

海王社 9 黒龍に蝶のキス 山本ティナ 781 祥伝社 8 レディメイドヒロイン（１） うめだ悠 770 竹書房 27 だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！（３） 佐野妙 946 双葉社 12 小林さんちのメイドラゴン　お篭りぐらしのファ ノブヨシ侍/クール教信者 660 ワニマガ 15 （成）ひみつのつぼみ えーすけ 1210

海王社 9 お参りですよ（10） 山本小鉄子 737 祥伝社 26 この初恋は不透明。～じれた獣に悪酔いした 青山りさ 759 竹書房 27 スパロウズホテル（11） 山東ユカ 869 双葉社 12 小林さんちのメイドラゴン　カンナの日常（９） 木村光博/クール教信者 660 ワニマガ 15 （成）にこびぃ作品集 にこびぃ 1210

海王社 9 ちんつぶ（４） 大和名瀬 715 祥伝社 26 蜂蜜えっち。（２）草食男子と同居…のはずが 山田愛妃 748 竹書房 28 オルタナティブメランコリー（上） 渋谷一月 902 双葉社 12 小林さんちのメイドラゴン　フルカラーコミック　クール教信者 1056 ワニマガ 15 （成）momi作品集 ｍｏｍｉ 1430

海王社 9 セカンドバージン アヒル森下 715 祥伝社 26 両性花（３）交わる運命の番 キラト瑠香 748 竹書房 28 オルタナティブメランコリー（下） 渋谷一月 902 双葉社 12 カワセミさんの釣りごはん（４） 匡乃下キヨマサ 693 ワニマガ 30 （成）言いなりッ娘 さじぺん 1210

海王社 20 キミドリ 仁嶋中道 781 シューク 7 蜜果（１） ａｋａｂｅｋｏ 803 竹書房 29 ものカノ　もののけ彼女たちとマッチングした主藤こよみ 759 双葉社 12 乙女戦争外伝Ⅱ　火を継ぐ者たち（下） 大西巷一 770 ワニマガ 30 （成）鬼頭サケル作品集 鬼頭サケル 1210

海王社 20 春雷と蜜 劣情 781 シューク 7 蜜果（２） ａｋａｂｅｋｏ 803 竹書房 29 恋するサキュバスのイケない事情（２） リーフィ 759 双葉社 12 徳川の猿（４）（完） 藤田かくじ 693 ワン・パブ 29 印刷ボーイズは二度死ぬ 奈良裕己 1320

シューク 7 エゴイストにはなびかない 五月女えむ 814 竹書房 29 雪の新妻は僕と溶け合いたい（２） 三星めがね 759 双葉社 12 部長と2LDK（２）（完） おりはらさちこ 900
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朝日新聞出版朝日文庫 7 「裏国境」突破　東南アジア一周大作戦 下川裕治 946 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 日蓮の手紙ビギナーズ　日本の思想 植木雅俊 未定 講談社 講談社文庫 15 ありんす国の料理人（１） 神楽坂淳 693

朝日新聞出版朝日文庫 7 完本　アイヌの碑 萱野茂 990 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 日本俗信辞典　衣裳編 常光徹 未定 講談社 講談社文庫 15 鬼火（上） マイクル・コナリー/古沢嘉通 990

朝日新聞出版朝日文庫 7 発達障害だから強くなれたぼくが発達障害だか 　市川拓司 990 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 資本主義問題 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 15 鬼火（下） マイクル・コナリー/古沢嘉通 990

朝日新聞出版朝日文庫 7 深尾くれない 宇江佐真理 990 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 16 戦国関東覇権史北条氏康の家臣団 黒田基樹 未定 講談社 講談社文庫 15 マンガ　孫子・韓非子の思想 蔡志忠/和田武司ほか 748

朝日新聞出版朝日文庫 7 質問　老いることはいやですか？ 落合恵子 880 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 こわい本（３）狂乱 楳図かずお 未定 講談社 講談社文庫 15 あめつちのうた 朝倉宏景 946

岩波書店 岩波文庫 15 風車小屋だより ドーデー/桜田佐 858 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 拝み屋念珠怪談　緋色の女 郷内心瞳 未定 講談社 講談社文庫 15 海を見ていたジョニー　新装版 五木寛之 737

岩波書店 岩波文庫 15 丹下健三建築論集 豊川斎赫 924 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 返校　影集小説 七海有紀/李則攸ほか 未定 講談社 講談社文庫 15 スワロウテイルの消失点　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒 902

岩波書店 岩波文庫 15 国家と神話（上） カッシーラー/熊野純彦 1320 KADOKAWA 角川ホラー文庫 16 バチカン奇跡調査官　天使の群れの導く処 藤木稟 未定 講談社 講談社文庫 15 川っぺりムコリッタ 荻上直子 704

岩波書店 岩波現代文庫 15 危機の時代の歴史学のために歴史論集（３） 成田龍一 1606 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 元カノとのじれったい偽装結婚（２） 望公太/ぴょん吉 未定 講談社 講談社文庫 15 宝島（上） 真藤順丈 924

岩波書店 岩波現代文庫 15 増補版　日本レスリングの物語 柳澤健 1738 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 お嫁さんにしたいコンテスト1位の後輩に弱みを 岩波零/阿月唯 未定 講談社 講談社文庫 15 宝島（下） 真藤順丈 715

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 皇帝陛下の専属司書姫（仮） やしろ慧/なま 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 好きな人が五人で一人のフリをしていたので、　 壱日千次/うなさか 未定 講談社 講談社文庫 15 青い春を数えて 武田綾乃 693

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 奥様は伯爵家の宝石士　魔法の王冠を納品するあさばみゆき/豆の素 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 義妹生活（３） 三河ごーすと/Ｈｉｔｅｎ 未定 講談社 講談社文庫 15 八丁堀の忍（５）討伐対、動く 倉阪鬼一郎 770

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 竜騎士のお気に入り（９）ふたりは宿命に直面中織川あさぎ/伊藤明十 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 ぼくたちのリメイク（９）（仮） 木緒なち/えれっと 未定 講談社 講談社文庫 15 院内刑事　シャドウ・ペイシェンツ 濱嘉之 858

一迅社 メリッサ文庫 30 邪魔者のようですが、王子の昼食は私が作るよ 天の葉/花綵いおり 770 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲ土日月/よう太 未定 光文社 光文社文庫 13 神のダイスを見上げて 知念実希人 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 2 狼マフィアの正しい躾け方（仮） 八巻にのは/辰巳仁 792 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 21 ライアー・ライアー（８） 久追遥希/ｋｏｎｏｍｉ（きのこの未定 光文社 光文社文庫 13 エーテル麻薬取締官　霧島彩（１） 辻寛之 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 2 わけあり執事の策略愛（仮） 山田椿/天路ゆうつづ 792 KADOKAWA メディアワークス文 21 青の誓約　市条高校サッカー部（仮） 綾崎隼/ワカマツカオリ 未定 光文社 光文社文庫 13 臨床心理士　月島繭子 大石圭 未定

イースト・プレス悦文庫 12 夏の夜の未亡人（仮） 葉月奏太 792 KADOKAWA メディアワークス文 21 オーダーは探偵に（12）（仮） 近江泉美 未定 光文社 光文社文庫 13 ガイエン（仮） 姉小路祐 未定

イースト・プレス悦文庫 12 未亡人倶楽部（仮） 睦月影郎 792 KADOKAWA メディアワークス文 21 かりそめ夫婦の縁起めし 江中みのり 未定 光文社 光文社文庫 13 謀略警視庁分室刑事（仮） 南英男 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 第二次世界大戦残存艦艇 大内建二 913 KADOKAWA メディアワークス文 21 僕がきみと出会って恋をする確率（仮） 吉月生 未定 光文社 光文社文庫 13 ショートショート列車 田丸雅智 未定

潮出版社 潮文庫 5 夏の坂道 村木嵐 990 KADOKAWA ファミ通文庫 30 『夜長姫と耳男』のあどけない遊戯 野村美月/竹岡美穂 未定 光文社 光文社文庫 13 謀りの訴吟味方与力望月城之進（３）（仮） 小杉健治 未定

潮出版社 潮文庫 5 加害者よ、死者のために真実を語れ 藤井誠二 1045 河出書房新社 河出文庫 6 羆撃ち侍（仮） 井原忠正 913 光文社 光文社文庫 13 追慕隠密船頭（７） 稲葉稔 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 21 今日から彼女ですけど、なにか？（２） 満屋ランド/塩かずのこ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 これから泳ぎにいきませんか 穂村弘 968 光文社 光文社文庫 13 修禅寺物語　新装増補版 岡本綺堂 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 21 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 6 日航123便墜落　疑惑のはじまり 青山透子 ### 光文社 光文社文庫 13 結ぶ縁父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 21 カーストクラッシャー月村くん（１） 高野小鹿/ｍａｇａｋｏ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 伊藤比呂美の歎異抄 伊藤比呂美 869 光文社 光文社文庫 13 術策惣目付臨検仕る（２）（仮） 上田秀人 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 21 追放されたS級鑑定士は最強のギルドを創る（５瀬戸夏樹/ふーろ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 読者はどこにいるのか読者論入門 石原千秋 990 光文社 光文社古典新訳文 13 フロイト、性と愛について語る フロイト/中山元 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 21 友人キャラの俺がモテまくるわけないだろ？（５）世界一/長部トム 未定 河出書房新社 河出文庫 6 ドーナツ経済 ケイト・ラワース/黒輪篤嗣 ### 光文社 光文社文庫キャラ 13 千手學園少年探偵團真夏の恋のから騒ぎ（仮） 金子ユミ 未定

KADOKAWA ジュエル文庫 1 Beautiful 花衣沙久羅/吉崎ヤスミ 880 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 業界の怪談（仮） 夢プロジェクト 792 光文社 光文社文庫キャラ 13 古着屋紅堂～よろづ相談承ります（３） 玖神サエ 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 魔王学園の反逆者（５）～人類初の魔王候補、眷久慈マサムネ/ｋａｋａｏ 792 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 最新版　関西人の常識vs関東人の常識（仮） 博学こだわり倶楽部 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 殿さま忍者（４） 聖龍人 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って雲雀湯/シソ 748 河出書房新社 河出文庫 26 古代ローマ人の帝国（上） アルベルト・アンジェラ/関口 ### コスミック出版 コスミック時代文庫 9 密命将軍　松平通春（２） 早見俊 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 ようこそ『追放者ギルド』へ（２）～無能なSランク メソポ・たみあ/Ｕ助 770 河出書房新社 河出文庫 26 古代ローマ人の帝国（下） アルベルト・アンジェラ/関口 ### コスミック出版 コスミック時代文庫 9 人情長屋　江戸ごよみ（仮） 山田剛 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 マジカルエクスプローラー　エロゲの友人キャラ 入栖/神奈月昇 704 角川春樹事務所ハルキ文庫 1 911代理店（２）ギルティ― 渡辺裕之 748 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 柔肌くずし　蜜色大奥（仮） 睦月影郎 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 終末なにしてますか？　もう一度だけ、会えます 枯野瑛/ｕｅ 748 角川春樹事務所時代小説文庫 1 父子剣踊る　新剣客同心親子舟 鳥羽亮 726 コスミック出版 コスミックセシル文 20 インテリヤクザはベビーシッターに恋をする はなのみやこ 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い（７）無能を演タンバ/夕薙 748 角川春樹事務所時代小説文庫 1 親子の絆は永遠に　親子十手捕物帳（７） 小杉健治 770 コスミック出版 コスミック文庫α 20 神様の子守はじめました。スピンオフ　神子のい霜月りつ 715

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 王弟殿下のお気に入り　転生しても天敵から逃 新山サホ/ｃｏｍｅｔ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 炎天夢　東京湾臨海署安積班 今野敏 748 三交社 ラルーナ文庫 20 騎士と王太子の寵愛オメガ　～青い薔薇と運命 滝沢晴/兼守美行 770

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 やり直せるみたいなので、今度こそ憧れの侍女 一分咲/茲助 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 わたしの本の空白は 近藤史恵 748 三交社 艶情文庫 30 マーメイドの淫惑 睦月影郎 794

KADOKAWA ルビー文庫 1 神楽坂様、初恋の謎解きのお時間です 佐倉温/麻々原絵里依 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 焼肉で勝負！　食堂のおばちゃん（10） 山口恵以子 682 三交社 艶情文庫 30 犬と暮らせば人妻に当たる 橘真児 794

KADOKAWA ルビー文庫 1 黒狼宰相は白銀の皇子を執愛する 魚形青/壱也 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 流星シネマ 吉田篤弘 814 サンマーク出版 サンマーク文庫 14 お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！ 中村文昭 770

KADOKAWA 電撃文庫 9 日和ちゃんのお願いは絶対（３） 岬鷺宮/堀泉インコ 693 角川春樹事務所時代小説文庫 15 父子ゆえ　摺師安次郎人情暦 梶よう子 814 彩図社 彩図社文庫 19 大きな文字でもう一度読みたい　文豪の名作短 彩図社文芸部 730

KADOKAWA 電撃文庫 9 嘘と詐欺と異能学園（仮） 野宮有/ｋａｋａｏ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 神様の果物　江戸菓子舗照月堂 篠綾子 704 彩図社 彩図社文庫 19 戦時中の日本 歴史ミステリー研究会 750

KADOKAWA 電撃文庫 9 キグナスの乙女たち（２） 佐島勤/石田可奈 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 26 異世界ハーレム物語（３）（仮） 黒名ユウ/立花オミナほか 792 集英社 集英社文庫 15 宴の前（仮） 堂場瞬一 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 オーバーライト（３）─ロンドン・インベイジョン（仮池田明季哉/みれあ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 新版　夜明けを待ちながら 五木寛之 未定 集英社 集英社文庫 15 しない。（仮） 群ようこ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 俺を好きなのはお前だけかよ（16） 駱駝/ブリキ 737 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 陸くんは、女神になれない 田丸久深 未定 集英社 集英社文庫 15 隠れの子（仮） 小路幸也 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 声優ラジオのウラオモテ（５）夕陽とやすみは大人二月公/さばみぞれ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 鳥居の向こうは、知らない世界でした。（５）～私 友麻碧 未定 集英社 集英社文庫 15 旅先のオバケ（仮） 椎名誠 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 ウザ絡みギャルの居候が俺の部屋から出ていか真代屋秀晃/咲良ゆき 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 敏腕社長は箱庭うさぎを溺愛したい 杉原朱紀/猫乃森シマ 726 集英社 集英社文庫 15 暗夜鬼譚　空蝉挽歌（中）（仮） 瀬川貴次 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 僕達にはやっぱりダークエルフの取説が必要だ 鎌池和馬/真早 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 溺愛神様と恋はじめます 秀香穂里/六芦かえで 726 集英社 集英社文庫 15 鏡のなかのアジア（仮） 谷崎由依 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスを 香坂マト/がおう 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れアサヒ/飴玉コン 726 集英社 集英社文庫 15 神遊び（仮） 清水朔 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 ドラキュラやきん！（３） 和ヶ原聡司/有坂あこ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 PROJECT SCARD ～月影の双翼～ 八薙玉造/ＧｏＨａｎｄｓ 748 集英社 集英社文庫 15 1974年のサマークリスマス林美雄とパックインミ 柳澤健 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 ヒロイン不在の悪役令嬢は婚約破棄してワンコ系柊一葉/じろあるばほか 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 冰剣の魔術師が世界を統べる（３）世界最強の魔御子柴奈々/梱枝りこ 880 集英社 集英社文庫 15 太陽の子　GIFT OF FIRE（仮） 樹島千草 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 十三歳の誕生日、皇后になりました。（５） 石田リンネ/Ｉｚｕｍｉ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 魔王様、憎き聖女のペットに転生する 猫又ぬこ/クロがねや 715 集英社 集英社文庫 15 徳川最後の将軍　慶喜の本心（仮） 植松三十里 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（12） ぷにちゃん/成瀬あけの 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 蜜月の幕があがる 藍生有/慧 902 集英社 集英社文庫 15 智に働けば　三成伝説（仮） 集英社文庫編集部 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 わたしの幸せな結婚（５） 顎木あくみ/月岡月穂 704 講談社 講談社Ｘ文庫 5 サン・ピエールの宝石迷宮 篠原美季/サマミヤアカザ 880 集英社 集英社文庫 15 すべてのドアを鎖せ（仮） ライリー・セイガー/鈴木恵 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 紅霞後宮物語　第零幕五、未来への階梯 雪村花菜/桐矢隆 660 講談社 講談社タイガ 15 大変、申し訳ありませんでした 保坂祐希 847 集英社 集英社オレンジ文庫 15 合唱組曲・吸血鬼のうた 赤川次郎/ひだかなみ 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 あやかし夫婦は地獄の果てで君を待つ。 友麻碧/あやとき 704 講談社 講談社学術文庫 15 阿蘭陀通詞 片桐一男 ### 集英社 集英社オレンジ文庫 15 威風堂々惡女（７） 白洲梓/蔀シャロン 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 焔の舞姫 藤宮彩貴/ＨｘｘＧ 704 講談社 講談社学術文庫 15 世界の神話入門 呉茂一 ### 集英社 集英社オレンジ文庫 15 神招きの庭（４）断ち切るは厄災の糸 奥乃桜子/宵マチ 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 神様の恋愛相談請け負います　僕と白猫の社務尼野ゆたか/ゆき哉 726 講談社 講談社学術文庫 15 言霊の民俗誌 野本寛一 ### 集英社 集英社オレンジ文庫 15 怪談男爵　籠手川晴行 瀬川貴次/ＴＨＯＲＥＳ柴本 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 最強不敗の神剣使い（２）剣爛武闘祭編 羽田遼亮/えいひ 未定 講談社 講談社学術文庫 15 ヨーロッパ中世の社会史 増田四郎 ### 集英社 集英社文庫コミック 16 妖怪ハンター　稗田の生徒たち　美加と境界の神諸星大二郎 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 推しが俺を好きかもしれない 川田戯曲/館田ダン 未定 講談社 講談社文庫 15 悪の五輪 月村了衛 748 集英社 集英社文庫コミック 16 未来歳時記　バイオの黙示録 諸星大二郎 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 公女殿下の家庭教師（９）英雄の休息日 七野りく/ｃｕｒａ 未定 講談社 講談社文庫 15 猫弁と星の王子 大山淳子 814 集英社 ダッシュエックス文 21 史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する柑橘ゆすら/青乃下 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 妹の友達の美人ヤンキーJK 世間知らず過ぎて マリパラ/セカイノフシギほか 693 講談社 講談社文庫 15 さかさま少女のためのピアノソナタ 北山猛邦 737 集英社 ダッシュエックス文 21 君は僕の後悔 しめさば/しぐれうい 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 大罪ダンジョン教習所の反面教師　伝説のパー 御鷹穂積/へいろー 未定 講談社 講談社文庫 15 なめくじに聞いてみろ　新装版 都筑道夫 ### 集英社 ダッシュエックス文 21 不屈の冒険魂（３）雑用積み上げ最強へ。超エリ漂鳥/刀彼方 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 幼馴染の妹の家庭教師をはじめたら（４）（仮） すかいふぁーむ/葛坊煽 未定 講談社 講談社文庫 15 コンビニなしでは生きられない 秋保水菓 836 集英社 ダッシュエックス文 21 黒猫の剣士～ブラックなパーティを辞めたらＳ級妹尾尻尾/石田あきら 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 追放魔術教官の後宮ハーレム生活（２） 琴平稜/さとうぽて 未定 講談社 講談社文庫 15 夏の終わりの時間割 長岡弘樹 682 集英社 ダッシュエックス文 21 異世界最高の貴族、ハーレムを増やすほど強く 三木なずな/へいろー 未定

KADOKAWA 角川文庫 16 氷獄 海堂尊 未定 講談社 講談社文庫 15 5分後に意外な結末　ベスト・セレクション　心震 桃戸ハル 715 小学館 小学館文庫 6 狩られる者たち アルネ・ダール/田口俊樹ほ ###

KADOKAWA 角川文庫 16 里山奇談　あわいの歳時記 ｃｏｃｏ/日高トモキチほか 未定 小学館 小学館文庫 6 閉じ込められた女 ラグナル・ヨナソン/吉田薫 ###

KADOKAWA 角川文庫 16 殺人ゲーム 未定 未定 小学館 小学館文庫 6 うちの宿六が十手持ちですみません（２） 神楽坂淳 682

KADOKAWA 角川文庫 16 ゴーストタウン　冥界のホームズ 柳広司/竹清仁 未定 小学館 小学館文庫 6 龍の後宮 宮池貴巳/睦月ムンク 660

KADOKAWA 角川文庫 16 彩雲国物語（13）黎明に琥珀はきらめく 雪乃紗衣 未定 小学館 小学館文庫 6 帝都千一夜　美男のシェヘラザード 三木笙子/桐矢隆 660

KADOKAWA 角川文庫 16 君たちは今が世界 朝比奈あすか 未定 小学館 小学館文庫 6 親子鷹十手日和 小津恭介 792

KADOKAWA 角川文庫 16 准教授・高槻彰良の推察EX 澤村御影/鈴木次郎 未定 小学館 小学館文庫 6 突きの鬼一　饗宴 鈴木英治 770

KADOKAWA 角川文庫 16 山の帰り道 沢野ひとし 未定 小学館 小学館文庫 6 扉のかたちをした闇 江國香織/森雪之丞 726

KADOKAWA 角川文庫 16 ふるさと美味旅籠 出水千春 未定 小学館 小学館文庫 6 警視庁殺人犯捜査第五係　少女たちの戒律 穂高和季 979

KADOKAWA 角川文庫 16 向島・箱屋の新吉（４）（仮） 小杉健治 未定 小学館 小学館文庫 6 安楽死を遂げた日本人 宮下洋一 913

KADOKAWA 角川文庫 16 計略の猫　新・大江戸定年組 風野真知雄 未定 小学館 小学館文庫 6 十津川警部　海の見える駅　愛ある伊予灘線 西村京太郎 693

KADOKAWA 角川文庫 16 戒名探偵　卒塔婆くん 高殿円 未定 小学館 小学館文庫 6 オッドタクシー 涌井学 825

KADOKAWA 角川文庫 16 あの日、ぼくたちは 飯島敏宏 未定 小学館 小学館文庫 6 死にたい、ですか 村上しいこ 825

KADOKAWA 角川文庫 16 最後の晩ごはん　後輩とあんかけ焼きそば 椹野道流 未定 小学館 ガガガ文庫 21 剣と魔法の税金対策（３） ＳＯＷ 726

KADOKAWA 角川文庫 16 コールド・ファイル　警視庁刑事部資料課・比留間山邑圭 未定 小学館 ガガガ文庫 21 シュレディンガーの猫探し（３） 小林一星 759

KADOKAWA 角川文庫 16 カラスの祈り　警視庁53教場 吉川英梨 未定 小学館 ガガガ文庫 21 貘 長月東葭 759

KADOKAWA 角川文庫 16 千里眼　ノン＝クオリアの終焉 松岡圭祐 未定 小学館 ガガガ文庫 21 君は本当に僕の天使なのか しめさば 682

KADOKAWA 角川文庫 16 花嫁化鳥 寺山修司 未定 小学館 ガガガ文庫 21 負けヒロインが多すぎる！ 雨森たきび 682

KADOKAWA 角川文庫 16 脳科学捜査官　真田夏希　ストレンジ・ピンク 鳴神響一 未定 小学館 ガガガ文庫 21 ミモザの告白 八目迷 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

新書館 ディアプラス文庫 9 王子ですが、お嫁にきました 小林典雅/麻々原絵里依 748 竹書房 竹書房怪談文庫 29 拝み屋備忘録（５）（仮） 郷内心瞳 748 双葉社 双葉文庫 15 おれは一万石（17）不漁の鰯（仮） 千野隆司 693

新書館 ディアプラス文庫 9 一途なファンの恋心 海野幸/カワイチハル 748 竹書房 竹書房怪談文庫 29 「超」怖い話　辛（仮） 松村進吉 748 双葉社 双葉文庫 15 浪人奉行（11） 稲葉稔 693

新潮社 新潮文庫 28 姫君を喰う話 宇能鴻一郎 693 竹書房 竹書房怪談文庫 29 恐怖箱　煉獄百物語（仮） 加藤一/神沼三平太ほか 748 双葉社 双葉文庫 15 照れ降れ長屋風聞帖（14）盆の雨〈新装版〉 坂岡真 693

新潮社 新潮文庫 28 「私」を受け容れて生きる―父と母の娘― 末盛千枝子 737 竹書房 ラヴァーズ文庫 30 オメガの乳芽（仮） バーバラ片桐/奈良千春 814 双葉社 双葉文庫 15 拙者、妹がおりまして（２） 馳月基矢 671

新潮社 新潮文庫 28 マリコ、うまくいくよ 益田ミリ 572 竹書房 ラヴァーズ文庫 30 ギルティフィール いおかいつき/國沢智 770 双葉社 双葉文庫 15 犬棒日記 乃南アサ 671

新潮社 新潮文庫 28 冥界からの電話 佐藤愛子 506 竹書房 竹書房文庫 30 ベストSF2021 大森望 1320 双葉社 双葉文庫 15 じゃりン子チエ（18） はるき悦巳 880

新潮社 新潮文庫 28 夏の騎士 百田尚樹 649 宝島社 宝島社文庫 6 3分で読める！　眠れない夜に読む心ほぐれる物『このミステリーがすごい！』 748 双葉社 モンスター文庫 30 おい、外れスキルだと思われていた《チートコー どまどま/福きつね 770

新潮社 新潮文庫 28 ざんねんなスパイ 一條次郎 737 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 6 完全改訂版　読むだけですっきりわかる日本地理後藤武士 660 双葉社 モンスター文庫 30 魔法学園の大罪魔術師（２）～半端者の吸血鬼 楓原こうた/トモゼロ 748

新潮社 新潮文庫 28 文豪ナビ　藤沢周平 新潮文庫 539 宝島社 宝島社文庫 21 護られなかった者たちへ 中山七里 858 二見書房 二見サラ文庫 12 成金商家物語　～ツンデレおじさんは美人な年下江本マシメサ/榎本 770

新潮社 新潮文庫 28 さらば南紀の海よ 西村京太郎 605 筑摩書房 ちくま文庫 12 青春ドラマ夢伝説「俺たちシリーズ」とTVドラマの岡田晋吉 1100 二見書房 二見サラ文庫 12 織姫の結婚　～染殿草紙～ 岡本千紘/藤ヶ咲 704

新潮社 新潮文庫 28 数学者たちの楽園「ザ・シンプソンズ」を作った天サイモン・シン/青木薫 781 筑摩書房 ちくま文庫 12 向田邦子シナリオ集昭和の人間ドラマ 向田邦子/向田和子 990 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 不思議処女　秘密の思い出（仮） 伊吹泰郎 792

新潮社 新潮文庫 28 密約の核弾頭（上） マーク・キャメロン/田村源二 880 筑摩書房 ちくま文庫 12 アイヌの世界に生きる 茅辺かのう 924 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 M女学院ゴルフ部　美少女奴隷養成所（仮） 藤隆生 792

新潮社 新潮文庫 28 密約の核弾頭（下） マーク・キャメロン/田村源二 880 筑摩書房 ちくま文庫 12 哀愁新宿円舞曲　増補版 都筑道夫/日下三蔵 1210 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 なまいきプリンセス（仮） 綿引海 792

新潮社 新潮文庫 28 炎舞館の殺人 月原渉 693 筑摩書房 ちくま文庫 12 新版　いっぱしの女 氷室冴子 770 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 熟年白書　取り戻した性春（仮） 素人投稿編集部 792

新潮社 新潮文庫 28 ホラー・アンソロジー（仮） 恩田陸 693 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 陸軍将校の教育社会史（上）立身出世と天皇制 広田照幸 1320 二見書房 二見ホラー×ミステ 21 ボギー　―怪異考察士の憶測―（仮） 黒史郎/ｍｉｅｚｅ 858

実業之日本実業之日本社文庫 16 ブラックリスト　警視庁監察ファイル 伊兼源太郎 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 陸軍将校の教育社会史（下）立身出世と天皇制 広田照幸 1320 二見書房 二見ホラー×ミステ 21 ふたりかくれんぼ（仮） 最東対地/もの久保 792

実業之日本実業之日本社文庫 16 水族館ガール（８） 木宮条太郎 770 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 ヴードゥーの神々 ゾラ・ニール・ハーストン/常田 1650 二見書房 二見ホラー×ミステ 21 アンハッピーフライデー　闇に蠢く恋物語（仮） 山口綾子/岡田圭市 748

祥伝社 祥伝社文庫 14 房総グランオテル 越谷オサム 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 アメリカを作った思想五〇〇年の歴史 ジェニファー・ラトナー＝ロー 1430 二見書房 二見ホラー×ミステ 21 パラサイトグリーン　ある樹木医の記録（仮） 有間カオル/朝宮運河ほか 858

祥伝社 祥伝社文庫 14 黒鳥の湖 宇佐美まこと 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 日本的思考の原型民俗学の視角 高取正男 1100 二見書房 二見ホラー×ミステ 21 わざわざゾンビを殺す人間なんていない。 小林泰三/我孫子武丸ほか 935

祥伝社 祥伝社文庫 14 isoroku 柴田哲孝 未定 中央公論新中公文庫 21 さそりたち 井上ひさし 814 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ボーイフレンド・マテリアル（原題） アレクシス・ホール/金井真弓 1518

祥伝社 祥伝社文庫 14 矢上教授の夏休み 森谷明子 未定 中央公論新中公文庫 21 私はたゆたい、私はしずむ 石川智健 748 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　21 ヘッドロング（原題） シャノン・マッケナ/寺下朋子 1210

祥伝社 祥伝社文庫 14 灰色の柩 山田正紀 未定 中央公論新中公文庫 21 どくとるマンボウ医局記新版 北杜夫 968 二見書房 シャレード文庫 26 遍歴の騎士と泣き虫竜　～のらドラゴンのご主人夢乃咲実/Ｃｉｅｌ 770

祥伝社 祥伝社文庫 14 悪女刑事　女帝の遺言 沢里裕二 未定 中央公論新中公文庫 21 連弾 佐藤青南 814 二見書房 シャレード文庫 26 小鳥たちの巣　―新米諜報員と寄宿舎の秘密―高月紅葉/九鳥ぽぽ 743

祥伝社 祥伝社文庫 14 鼠子待の恋　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定 中央公論新中公文庫 21 少将滋幹の母　他三篇 谷崎潤一郎 1320 二見書房 二見文庫　官能シ 26 人妻ののぞき穴（仮） 葉月奏太 792

祥伝社 祥伝社文庫 14 柳生七星剣 長谷川卓 未定 中央公論新中公文庫 21 青空と逃げる 辻村深月 858 二見書房 二見時代小説文庫 26 女郎蜘蛛　怪盗　黒猫（３） 和久田正明/森豊 770

祥伝社 祥伝社文庫 14 寒月に立つ　風の市兵衛　弐 辻堂魁 未定 中央公論新中公文庫 21 時代の一面大戦外交の手記　東郷茂徳遺稿 東郷茂徳 1320 二見書房 二見時代小説文庫 26 古来稀なる大目付（３） 藤水名子/安里英晴 770

祥伝社 黄金文庫 14 知らなきゃ恥ずかしい！？　日本語ドリル 上田まりえ 825 中央公論新中公文庫 21 月白の道戦争散文集 丸山豊 1100 二見書房 二見時代小説文庫 26 本丸　目付部屋（９） 藤木桂/西のぼる 770

祥伝社 黄金文庫 14 しなやかにたくましく生きた　なでしこたちの日本白駒妃登美 未定 中央公論新中公文庫 21 徳川思想小史 源了圓 1210 二見書房 二見時代小説文庫 26 罷免家老　世直し帖（１）（仮） 瓜生颯太 770

心交社 ショコラ文庫 12 未定 Ｓｉ/伊東七つ生 759 中央公論新中公文庫 21 新装版　マンガ日本の歴史（16）大開発時代と忠石ノ森章太郎 924 文藝春秋 文春文庫 7 百花 川村元気 803

心交社 ショコラ文庫 12 未定 夕映月子/Ｃｉｅｌ 759 鉄人社 鉄人文庫 21 映画になった奇跡の実話　これが美談の真相だ鉄人ノンフィクション編集部 980 文藝春秋 文春文庫 7 一夜の夢　照降町四季（４） 佐伯泰英 825

スターツ出ベリーズ文庫 9 俺の全部でキミを奪う　～御曹司はママと息子を美希みなみ 704 鉄人社 鉄人文庫 21 あなたの知らない超トンデモ漫画100 鉄人社編集部 693 文藝春秋 文春文庫 7 日傘を差す女 伊集院静 891

スターツ出ベリーズ文庫 9 天敵御曹司と溺愛ニンカツ婚！？（仮） 佐倉伊織 704 東京創元社創元推理文庫 12 星砕きの娘 松葉屋なつみ 990 文藝春秋 文春文庫 7 彼方のゴールド 大崎梢 869

スターツ出ベリーズ文庫 9 水野×国峰シークレットベビー（仮） ｐｉｎｏｒｉ 704 東京創元社創元推理文庫 21 見知らぬ人 エリー・グリフィス/上條ひろみ 1210 文藝春秋 文春文庫 7 雲州下屋敷の幽霊 谷津矢車 814

スターツ出ベリーズ文庫 9 身代わりの私がエリート御曹司から政略結婚を迫宇佐木 704 東京創元社創元推理文庫 21 酔いどれ探偵／二日酔い広場日本ハードボイル都筑道夫/北上次郎ほか 1650 文藝春秋 文春文庫 7 トライアングル・ビーチ 林真理子 770

スターツ出ベリーズ文庫 9 今夜、君は僕の腕の中（仮） 砂原雑音 704 東京創元社創元推理文庫 21 名探偵の証明　密室館殺人事件 市川哲也 946 文藝春秋 文春文庫 7 太陽と毒ぐも 角田光代 858

スターツ出ベリーズ文庫 9 竜王陛下のもふもふお世話係（２）（仮） 三沢ケイ 704 東京創元社創元推理文庫 21 水晶宮の死神 田中芳樹 880 文藝春秋 文春文庫 7 穴あきエフの初恋祭り 多和田葉子 726

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 26 密室でふたり、イケナイコト。（仮） 干支六夏 550 東京創元社創元ＳＦ文庫 21 不死身の戦艦銀河連邦SF傑作選 Ｊ・Ｊ・アダムズ/佐田千織ほか 1496 文藝春秋 文春文庫 7 色仏 花房観音 803

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 26 惚れて堕としてもっとして。（仮） みゅーな＊＊ 550 東京創元社創元推理文庫 29 パーカー・パインの事件簿【新訳版】 アガサ・クリスティ/山田順子 990 文藝春秋 文春文庫 7 不要不急の男 土屋賢二 715

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 26 今日も、私は瀬那先生を誘惑します。（仮） ばにぃ 550 東京創元社創元推理文庫 29 死の黙劇山沢晴雄セレクション 山沢晴雄/戸田和光 1034 文藝春秋 文春文庫 7 メランコリック・サマー みうらじゅん 803

スターツ出野いちご文庫 26 きみとほにゃらら（仮） 雨 660 徳間書店 徳間文庫 8 討ちて候（上） 門田泰明 803 文藝春秋 文春文庫 7 手紙のなかの日本人 半藤一利 781

スターツ出スターツ出版文庫 28 今夜、きみの声が聴こえる（２）（仮） いぬじゅん 660 徳間書店 徳間文庫 8 討ちて候（下） 門田泰明 803 文藝春秋 文春文庫 7 太平洋の試練ガダルカナルからサイパン陥落まイアン・トール/村上和久 1210

スターツ出スターツ出版文庫 28 堕ち神様とかりそめ家族～神様双子育てます～編乃肌 660 徳間書店 徳間文庫 8 アリスの国の殺人〈新装版〉 辻真先 748 文藝春秋 文春文庫 7 太平洋の試練ガダルカナルからサイパン陥落まイアン・トール/村上和久 1320

スターツ出スターツ出版文庫 28 アディショナルタイム（仮） 日野祐希 660 徳間書店 徳間文庫 8 蒼穹の五輪 夏見正隆 737 フロンティア ダリア文庫 13 蛇恋艶華 西野花/笠井あゆみ 730

スターツ出スターツ出版文庫 28 五神仙山幻想恋譚～孤独の龍は贄の花嫁を愛 皐月なおみ 660 徳間書店 徳間文庫 8 夢曳き船〈新装版〉 山本一力 847 プランタン出 オパール文庫 6 幼馴染と最高に幸せな夫婦になりました（仮） 宮小路やえ/天路ゆうつづ 未定

青春出版社青春文庫 12 図説　地図で迫る古代日本のルーツ！　聖徳太 　千田稔 1309 徳間書店 キャラ文庫 27 絶世の美男（仮） 久我有加/未定 682 プランタン出 オパール文庫 6 年下のオトコ　あなたのすべては俺のもの（仮） 山野辺りり/カトーナオ 未定

青春出版社青春文庫 12 健診・人間ドックではわからない！　かくれ高血糖 　池谷敏郎 825 徳間書店 キャラ文庫 27 白き神の掌で（仮） 宮緒葵/未定 682 プランタン出 オパール文庫 6 絶倫すぎます、鬼部長！（仮） 吉桜美貴/ｃｏｍｕｒａ 未定

アルファポエタニティ文庫 7 激愛マリッジ 玉紀直 704 徳間書店 キャラ文庫 27 巣喰う獣（仮） 渡海奈穂/未定 682 プランタン出 ティアラ文庫 19 悲恋エンドはお断り！（仮） ナツ/北沢きょう 未定

アルファポエタニティ文庫 7 史上最高のラブ・リベンジ 冬野まゆ 704 ハーパーコヴァニラ文庫 2 完璧社長は溺愛ストーカー！？～ヤバいほど愛玉紀直/無味子 704 プランタン出 ティアラ文庫 19 子作りミッション発生中！？　異世界で聖女に転しみず水都/駒田ハチ 未定

アルファポエタニティ文庫 7 優しい手に守られたい 水守真子 704 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 口づけの行方 ダイアナ・パーマー/氏家真智 660 プランタン出 ティアラ文庫 19 極上王子、運命のつがいを拾う（仮） 花菱ななみ/白崎小夜 未定

アルファポアルファライト文庫 9 もふもふと異世界でスローライフを目指します！カナデ 671 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 ばら色の頬にキス ベティ・ニールズ/小林節子 550 フランス書院美少女文庫 20 母乳ちゃんは射（だ）したい。　ともみ先輩と妹す上原りょう/ひつじたかこ 未定

アルファポアルファライト文庫 9 異世界をスキルブックと共に生きていく（１） 大森万丈 671 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 買われた結婚 エマ・ダーシー/吉田洋子 550 フランス書院美少女文庫 20 異世界エロチート魔術師（仮） 内田健/ＴｗｉｎＢｏｘ 未定

アルファポ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？ まはぷる 671 ハーパーコハーレクインＳＰ文 9 不死鳥の翼 ヘレン・ブルックス/鈴木靖子 550 フランス書院美少女文庫 20 それでも奴隷エルフさんは解放されたくない（仮 内田弘樹/タジマ粒子 未定

アルファポレジーナ文庫 9 異世界で、もふもふライフ始めました。 黒辺あゆみ 704 ハーパーコマーマレード文庫 9 失恋したら、愛したがり御曹司から求愛宣言され河野美姫 660 フランス書院フランス書院文庫 27 引っ越し先の美隣人（仮） 鷹山倫太郎 未定

アルファポレジーナ文庫 9 婚約破棄されまして（笑）（１） 竹本芳生 704 ハーパーコマーマレード文庫 9 婚約破棄しましたが、御曹司の愛され新妻にな 綾瀬麻結 660 フランス書院フランス書院文庫 27 女教師【肛虐委員会】（仮） 御堂乱 未定

アルファポレジーナ文庫 9 転移先は薬師が少ない世界でした（１） 饕餮 704 ハーパーコマーマレード文庫 9 略奪溺愛～敏腕御曹司は箱入り娘を一夜に奪い西條六花 660 フランス書院フランス書院文庫 27 熟女とお泊まり旅行（仮） 伏見京 未定

アルファポアルファポリス文庫 16 ここは裏町、私はキツネ、恋する乙女は今日（京長月夢路 704 ハーパーコマーマレード文庫 9 あなたの赤ちゃんですが、結婚しません！～エリ砂川雨路 660 フランス書院フランス書院文庫 27 僕の未亡人【いやと言えなくて】（仮） 天崎僚介 未定

アルファポアルファポリス文庫 16 迦国あやかし後宮譚（２） シアノ 726 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 すべて風に消えても シャロン・サラ/岡本香 960 フランス書院フランス書院文庫 27 「友母」孕ませ【プライド崩壊】（仮） 一柳和也 未定

アルファポアルファポリス文庫 30 きよのお江戸料理日記（２） 秋川滝美 737 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 ふたりだけの荒野 リンダ・ハワード/林啓恵 960 フランス書院フランス書院文庫 27 人妻奴隷オークション（仮） 河田慈音 未定

静山社 静山社文庫 6 ハリー・ポッターと呪いの子　第一部〈舞台脚本　Ｊ・Ｋ・ローリング/ジョン・ティ 858 ハーパーコエロティカ・ラブロ・ 16 2人の戦士と乙女の激しすぎる夜～淫欲の呪い アン・カルフーン/小長光弘美 990 ぶんか社 まんがグリム童話 9 金瓶梅（48） 竹崎真実 700

静山社 静山社文庫 6 ハリー・ポッターと呪いの子　第二部〈舞台脚本　Ｊ・Ｋ・ローリング/ジョン・ティ 858 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 1 夜の爪痕 アレクサンドル・ガリアン/伊禮 1100 法藏館 法蔵館文庫 9 英国の仏教発見 フィリップ・Ｃ・アーモンド/奥山 1430

SBクリエイＧＡ文庫 15 どうか俺を放っておいてくれなぜかぼっちの終わ相崎壁際/間明田 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 1 後悔するイヌ、嘘をつくニワトリ動物たちは何を考ペーター・ヴォールレーベン/ 770 法藏館 法蔵館文庫 9 改訂　祇園祭と戦国京都 河内将芳 1100

SBクリエイＧＡ文庫 15 貴サークルは“救世主”に配置されました（２） 小田一文/肋兵器 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 1 シオム・ソム銀河の凪ゾーン ペーター・グリーゼ/Ｈ・Ｇ・フラ 770 ポプラ社 ポプラ文庫 6 ライフ 小野寺史宜 814

SBクリエイＧＡ文庫 15 魔神に選ばれし村人ちゃん、都会の勇者を超越年中麦茶太郎/ｓｈｎｖａ 748 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 14 悪童たち（上） 紫金陳/稲村文吾 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 金沢古妖具屋くらがり堂　夏きにけらし 峰守ひろかず 792

SBクリエイＧＡ文庫 15 厳しい女上司が高校生に戻ったら俺にデレデレ 徳山銀次郎/よむ 704 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 14 悪童たち（下） 紫金陳/稲村文吾 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 京都はんなり、かりそめ婚（２） 華藤えれな 770

SBクリエイＧＡ文庫 15 泥酔彼女（２）「弟クンがんばえー」「助けて」 串木野たんぼ/加川壱互 726 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 14 大日本帝国の銀河（３） 林譲治 968 ホビージャパＨＪ文庫 1 モブから始まる探索英雄譚（１） 海翔/あるみっく 693

SBクリエイＧＡ文庫 15 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされて佐伯さん/はねこと 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 14 日本SFの臨界点[新城カズマ篇]月を買った御婦新城カズマ/伴名練 1100 ホビージャパＨＪ文庫 1 グッバイ現実世界 電波ちゃん∞/和遥キナ 693

SBクリエイＧＡ文庫 15 ただ制服を着てるだけ 神田暁一郎/４０原 704 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 14 水野瀬高校放送部の四つの声 青谷真未 770 ホビージャパＨＪ文庫 1 幼馴染で婚約者なふたりが恋人をめざす話（２） 緋月薙/ひげ猫 693

大和書房 だいわ文庫 8 菜の花食堂のささやかな事件簿　裏切りのジャム碧野圭 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 14 強盗請負人 スタン・パリッシュ/上條ひろみ 1100 ホビージャパＨＪ文庫 1 俺は知らないうちに学校一の美少女を口説いて 午前の緑茶/葛坊煽 693

大和書房 だいわ文庫 8 語り継ぐこの国のかたち 半藤一利 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 スリマヴォの冒険 エルンスト・ヴルチェク/アル 770 ホビージャパＨＪ文庫 1 六畳間の侵略者！？（38） 健速/ポコ 693

大和書房 だいわ文庫 8 ニューヨークの美しい人をつくる「時間の使い方」エリカ 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 火星へ（上） メアリ・ロビネット・コワル/酒 1100 毎日新聞出版毎日文庫 30 極北へ 石川直樹 880

大和書房 だいわ文庫 8 京大現代文で読解力を鍛える 出口汪 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 火星へ（下） メアリ・ロビネット・コワル/酒 1100 マイクロマガ ことのは文庫 20 ヨロヅノコトノハ　やまとうたと天邪鬼 いのうええい/沙月 770

竹書房 竹書房ラブロマン文 5 南国ハーレムパラダイス（仮） 河里一伸/東克美 770 原書房 コージーブックス 7 アガサ・レーズンと完璧すぎる主婦 Ｍ・Ｃ・ビートン/羽田詩津子 1155 マイナビ出版マイナビ出版ファン 21 ニシキタ幸福堂ときめきサンドイッチ（仮） 烏丸紫明/ななミツ 748

竹書房 竹書房ラブロマン文 12 みだら指南の塾（仮） 北條拓人/大柴宗平 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 官邸襲撃 高嶋哲夫 1012 三笠書房 知的生きかた文庫 19 「快老生活」のすすめ（仮） 轡田隆史 未定

竹書房 竹書房文庫 16 時の子供たち（上）（仮） エイドリアン・チャイコフスキー 880 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 怪談喫茶ニライカナイ　蝶化身が還る場所 蒼月海里 792 三笠書房 知的生きかた文庫 19 脳にいい！　足にいい！　全身がよみがえる朝体林泰史 未定

竹書房 竹書房文庫 16 時の子供たち（下）（仮） エイドリアン・チャイコフスキー 880 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 深夜廻（仮） 日本一ソフトウエア/黒史郎ほ 825 三笠書房 知的生きかた文庫 19 相手の心の中が怖いくらい透けて見える技術（仮羽山璃香 未定

竹書房 竹書房文庫 19 人妻手記　淫らに咲き狂う昼顔たちの告白（仮） 愛の体験編集部 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 ゆびさき怪談一四〇字の怖い話 織守きょうや/澤村伊智ほか 792 三笠書房 知的生きかた文庫 19 読めば心が熱くなる　中国古典100話　ピンチを 山口謠司 未定

竹書房 竹書房文庫 21 未成仏百物語（仮） 小田イ輔/黒木あるじほか 748 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 わらべうた〈童子〉時代小説傑作選 宮部みゆき/西條奈加ほか 814 三笠書房 知的生きかた文庫 19 結果を出すポジティブ習慣術（仮） 冨山真由 未定

竹書房 蜜夢文庫 21 恋するペシミスト　彼女は愛し愛されたい（仮） 櫻井音衣/千影透子 924 双葉社 双葉文庫 15 刑事の慟哭 下村敦史 759 三笠書房 王様文庫 30 「ジブリアニメ」で心理分析できる本（仮） 清田予紀 未定

竹書房 蜜夢文庫 21 エッチをしたらタイムスリップ？　時を超えても、あ当麻咲来/すみ 924 双葉社 双葉文庫 15 後宮の花は偽りに集う（仮） 天城智尋 671 三笠書房 王様文庫 30 眠れないほどおもしろい平家物語（仮） 板野博行 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 29 奥羽怪談（仮） 黒木あるじ/小田イ輔ほか 748 双葉社 双葉文庫 15 PTA会長は官能作家 霧原一輝 781 三笠書房 王様文庫 30 いいことがすぐに起こる！　運の磨きかた（仮） 勝沼慧衣 未定
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