
2021年 　10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 SOTUS（１） 慧/ＢｉｔｔｅｒＳｗｅｅｔ 880 講談社 6 虎鶫　とらつぐみ　―TSUGUMI PROJECT―（３） ｉｐｐａｔｕ 726 講談社 21 そのモガリは熱を知らない（１） ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨＩＲＯ 715 小学館 7 なつのの京 わたせせいぞう 2750
KADOKAW 1 役立たずと言われたので、わたしの家は独立します！（１） 黒野ユウ/遠野九重ほか 737 講談社 6 永久×バレット　新湊攻防戦（３） モリオン航空/藤村緋二 726 講談社 21 ワールド　イズ　ダンシング（２） 三原和人 715 小学館 7 ハートカクテル　オータムストーリーズ わたせせいぞう 3520
KADOKAW 1 元ホームセンター店員の異世界生活（１）　～称号≪DIYマス八川キュウ/ＫＫほか 737 講談社 6 犬と屑（１） 朝賀庵 726 講談社 21 ダーウィンクラブ（１） 朱戸アオ 715 小学館 8 私が恋などしなくても（７） 一井かずみ 499
KADOKAW 1 しがない転生令嬢は平穏に暮らしたい（１） おだやか/タイラほか 737 講談社 6 利口になるには青すぎる（２） 大沼隆揮/内田裕人 726 講談社 21 JKさんちのサルトルさん（２） さのさくら/大間九郎 715 小学館 8 悪魔と一途　―虜―（４） 織田綺 499
KADOKAW 1 歴史に残る悪女になるぞ　悪役令嬢になるほど王子の溺愛保志あかり/大木戸いず 737 講談社 6 ソウナンですか？（９） さがら梨々/岡本健太郎 693 講談社 21 クッキングパパ（159） うえやまとち 715 小学館 8 どうしようもない僕とキスしよう（５） 北川みゆき 499
KADOKAW 1 最強の鑑定士って誰のこと？　～満腹ごはんで異世界生活不二原理夏/港瀬つかさ 737 講談社 6 双生遊戯（１） 岡田淳司 726 講談社 21 グラゼニ～パ・リーグ編～（13） 足立金太郎/森高夕次 715 小学館 8 今宵もお待ちしております（１） 北川みゆき 499
KADOKAW 4 八雲百怪（５） 大塚英志/森美夏 1320 講談社 6 彼岸島　48日後…（31） 松本光司 726 講談社 21 OL進化論（43） 秋月りす 935 小学館 8 海神の花嫁（５） 小純月子 499
KADOKAW 4 ロード・エルメロイII世の事件簿（８） 東冬/三田誠／ＴＹＰＥ－ 704 講談社 6 彼、岸島（３） 佐世保太郎/松本光司 693 講談社 21 アイの歌声を聴かせて（１） 吉浦康裕/前田めぐむ 748 小学館 8 S＆M～sweet marriage～（９） 悠妃りゅう 530
KADOKAW 4 SK∞　エスケーエイト　チルアウト！ トリヤス/ボンズ・内海紘 704 講談社 6 三千年目の神対応（２） 加藤文孝 693 講談社 21 十角館の殺人（４） 綾辻行人/清原紘 770 小学館 8 お嬢様はお仕置きが好き（５） もりなかもなか 530
KADOKAW 4 であいもん（12） 浅野りん 704 講談社 6 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（５） ＣＬＡＭＰ 880 講談社 21 メダリスト（４） つるまいかだ 770 小学館 12 ホテル・インヒューマンズ（１） 田島青 660
KADOKAW 4 異世界行っても少年マンガの主人公は1ミリもブレない！！ 梅澤春人 704 講談社 6 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（６） ＣＬＡＭＰ 880 講談社 21 無限の住人～幕末ノ章～（５） 滝川廉治/陶延リュウほか 748 小学館 12 エル婚！　～ぼっちエルフの婚活日記～（１） くさかべなつみん 660
KADOKAW 4 ドM女子とがっかり女王様（３） 狐ヶ崎 704 講談社 6 スイカ（１） 森とんかつ 726 講談社 21 魔王の帰還 一穂ミチ/嵐山のり 748 小学館 12 流血女神伝　～帝国の娘～（１） 須賀しのぶ/窪中章乃ほ 660
KADOKAW 4 地獄くらやみ花もなき（４） 路生よる/藤堂流風 704 講談社 6 半助喰物帖（６） 草香去来/灯まりも 748 講談社 21 トップウGP（９） 藤島康介 748 小学館 12 女だから、とパーティを追放されたので伝説の魔女と最強タ 蛙田あめこ/りりうら世都 660
KADOKAW 4 異世界居酒屋「のぶ」（13） 蝉川夏哉/ヴァージニア二 704 講談社 6 六道闘争紀（２） 小田世里奈 748 講談社 29 転生大聖女の異世界のんびり紀行（１） キダニエル/四葉夕ト 748 小学館 12 廃妃は再び玉座に昇る　～耀帝後宮異史～（１） はるおかりの/ミナミ 660
KADOKAW 4 とんでもないオヤジ Ｗａｔａｒｕ　Ｓｔｕｄｉｏ 未定 講談社 6 新・地獄堂霊界通信（１） みもり/香月日輪 748 講談社 29 真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終 松もくば/鬱沢色素ほか 748 小学館 12 剣と魔法の税金対策＠comic（１） ＳＯＷ/蒼井ひな太ほか 660
KADOKAW 5 どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。（２） 釜田/六つ花えいこほか 715 講談社 7 ぼくたちのリメイク（６） 閃凡人/木緒なちほか 748 講談社 29 悪食令嬢と狂血公爵　～その魔物、私が美味しくいただきま水辺チカ/星彼方ほか 748 小学館 12 味噌汁でカンパイ！（12） 笹乃さい 650
KADOKAW 5 光と影（５） ひおん/ＲＹＵ 1034 講談社 7 転生大聖女の目覚め～瘴気を浄化し続けること二十年、起錬金王/五色安未ほか 715 講談社 29 ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そ新城一/海月崎まつり 748 小学館 12 こぐまのケーキ屋さん　そのろく カメントツ 998
KADOKAW 5 こじらせ王太子と約束の姫君（２） ｖａｎ/栗須まりほか 715 講談社 7 ライドンキング（７） 馬場康誌 748 講談社 29 今日もわたしは元気ですぅ！！（キレ気味）　転生悪役令嬢に木乃ひのき/古森きり 715 小学館 12 海王ダンテ（13） 皆川亮二/泉福朗 760
KADOKAW 5 私この度、王国騎士団独身寮の家政婦をすることになりまし赤羽にな/如月美樹ほか 715 講談社 7 魔法使い黎明期（４） タツヲ/虎走かけるほか 748 講談社 29 幸せカナコの殺し屋生活（６） 若林稔弥 未定 小学館 12 LIFE MAKER（１） 宇津江広祐 650
KADOKAW 6 はにとらっ！　召喚勇者をハメるハニートラップ包囲網（１） 宮社惣恭/けてるほか 715 講談社 7 シンデレラは探さない。（３） クロ/天道源ほか 748 小学館 12 やきゅうみようよ！ 辻島もと 650
KADOKAW 8 黒ギャルさんが来る！（２） いつむ 726 講談社 7 よくわからないけれど異世界に転生していたようです（８） 内々けやき/あしほか 715 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 12 銀狼ブラッドボーン（15） 艮田竜和/雪山しめじ 650
KADOKAW 8 どうやら私の身体は完全無敵のようですね（７） さばねこ/ちゃつふさほか 726 講談社 7 人外姫様、始めました　～Free Life Fantasy Online～（５） 園原アオ/割田コマほか 715 集英社 4 呪術廻戦（17） 芥見下々 484 小学館 12 異世界ナンパ（２） 滝本竜彦/みやけりくほか 650
KADOKAW 8 トリニティセブン　7人の魔書使い（26） サイトウケンジ/奈央晃徳 726 講談社 7 追放の賢者、世界を知る（１）　～幼馴染勇者の圧から逃げ 杉乃紘/深山鈴ほか 715 集英社 4 僕とロボコ（５） 宮崎周平 484 小学館 12 裏バイト：逃亡禁止（５） 田口翔太郎 650
KADOKAW 8 トリニティセブン　リヴィジョン（２） サイトウケンジ/西尾洋一 726 講談社 7 「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、な芳橋アツシ/延野正行ほ 715 集英社 4 この音とまれ！（25） アミュー 528 小学館 12 きみに恋する殺人鬼（２） あきやまえんま 650
KADOKAW 8 ダイガクちゃん×はいすくーる！（２） 馬かのこ 726 講談社 7 アラフォー営業マン、異世界に起つ！　～女神パワーで人生柏木トウコ/澄守彩ほか 715 集英社 4 スライムドーン！！（５） かねこ統 550 小学館 12 正義の学園（１） 三生 650
KADOKAW 8 咎なスキルで無双する異世界ハーレム怪盗団（２） 深山ユーキ/木曽フミヒロ 726 講談社 7 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレ 笠原巴/柑橘ゆすらほか 715 集英社 4 とげとげ（３） 土田健太 506 小学館 12 出会って5秒でバトル（18） はらわたさいぞう/みやこ 650
KADOKAW 8 鉄鍋のジャン！五行クンの楽しい香港生活（２） 西条真二/前田克紀 726 講談社 8 フォロワーが彼女になりました（１） やまもと桃 528 集英社 4 マッシュル　―MASHLE―（８） 甲本一 506 小学館 12 映像研には手を出すな！（６） 大童澄瞳 650
KADOKAW 8 この素晴らしい世界に祝福を！（14） 渡真仁/三嶋くろねほか 726 講談社 8 Fate/Grand Order ―turas realta―（11） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/カワグ 528 集英社 4 僕のヒーローアカデミア（32） 堀越耕平 506 小学館 12 二月の勝者　―絶対合格の教室―（13） 高瀬志帆 650
KADOKAW 8 ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん（１） 二式恭介 726 講談社 8 おかえりアリス（３） 押見修造 528 集英社 4 ヴィジランテ　―僕のヒーローアカデミアILLEGALS―（13） 古橋秀之/別天荒人ほか 528 小学館 12 こころのナース夜野さん（４） 水谷緑 650
KADOKAW 8 Fate/Grand Order 英霊食聞録（１） 十駒マコト/ＴＹＰＥ－ＭＯ 704 講談社 8 暁の屍狩（２） 檜乃坂耀季 528 集英社 4 クーロンズ・ボール・パレード（３） 鎌田幹康/福井あしび 484 小学館 18 名探偵コナン（100） 青山剛昌 499
KADOKAW 8 ファイブスター物語（16） 永野護 1430 講談社 8 ダイロクセンス（２） 長門知大 528 集英社 4 あやかしトライアングル（６） 矢吹健太朗 484 小学館 18 名探偵コナン　紺青の拳（１） 青山剛昌/阿部ゆたかほ 499
KADOKAW 8 衛宮さんちの今日のごはん（７） ＴＡａ/只野まことほか 704 講談社 8 D4DJ ―The Starting of Photon Maiden―（３） 紅野あつ/ブシロードほか 715 集英社 4 破壊神マグちゃん（６） 上木敬 484 小学館 18 名探偵コナン　紺青の拳（２） 青山剛昌/阿部ゆたかほ 499
KADOKAW 8 三大陸英雄記（３） 神谷ユウ/桜木桜ほか 704 講談社 8 メイドの岸さん（５） 柏木香乃 715 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（10） 権平ひつじ 484 小学館 18 名探偵コナン　犯人の犯沢さん（６） かんばまゆこ/青山剛昌 499
KADOKAW 8 冒険者ギルドのチート経営改革（２）　魔神に育てられた事務一杉エーイチ/ハ――ナ殿 704 講談社 8 純とかおる（２） 二駅ずい 715 集英社 4 アオのハコ（２） 三浦糀 484 小学館 18 名探偵コナン　工藤新一セレクション（１） 青山剛昌 920
KADOKAW 8 ニッターズハイ！（１） 猫田ゆかり 704 講談社 8 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（４） 原口鳳汰/カラユミほか 715 集英社 4 ブラッククローバー（30） 田畠裕基 484 小学館 18 名探偵コナン　工藤新一セレクション（２） 青山剛昌 920
KADOKAW 8 宇宙戦艦ヤマトNEXT スターブレイザーズΛ（３） 吾嬬竜孝/西崎義展ほか未定 講談社 8 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少佐々木宣人/御子柴奈々 715 集英社 4 アンデッドアンラック（８） 戸塚慶文 484 小学館 18 BE BLUES！～青になれ～（45） 田中モトユキ 499
KADOKAW 8 秘すれば華なり（２） 矢神うた/葛原昏 未定 講談社 8 不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れる吉村英明/木嶋隆太ほか 715 集英社 4 こちら葛飾区亀有公園前派出所（201） 秋本治 605 小学館 18 あおざくら　防衛大学校物語（22） 二階堂ヒカル 499
KADOKAW 8 やがて最強のPKキラー（職業：商人）（１） 原田絵理/ａａａ 704 講談社 8 Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部をユーリ/右薙光介ほか 715 集英社 4 マジメサキュバス柊さん（１） ちると 660 小学館 18 MAO（10） 高橋留美子 499
KADOKAW 8 クラス最安値で売られた俺は、実は最強パラメーター（１） ＲＹＯＭＡ/カンブリア爆発 704 講談社 8 可愛いだけじゃない式守さん（10） 真木蛍五 715 集英社 4 奴隷遊戯GUREN（６） ヤマイナナミ/井深みつほ 693 小学館 18 かけあうつきひ（２） 福井セイ 499
KADOKAW 8 マヌケなFPSプレイヤーが異世界へ落ちた場合（５） 佐伯淳一/地雷原ほか 未定 講談社 8 ギャルとクトゥルフ（１） ぽんとごたんだ 未定 集英社 4 藤本タツキ短編集「17-21」 藤本タツキ 484 小学館 18 バイロケーターズ（２） 田辺狭介 499
KADOKAW 8 ラヴィアンローズ　バラ色の余生（１） エマオ 未定 講談社 8 十二支とネズミとはぐれ猫（１） ぬら次郎 未定 集英社 4 ダンダダン（２） 龍幸伸 528 小学館 18 はじめラブコメ　オガベベ（１） おきらくボーイ 499
KADOKAW 8 暁花薬殿物語（３） 霜月星良/佐々木禎子ほ未定 講談社 13 ヴァンパイア男子寮（８） 遠山えま 517 集英社 4 アラガネの子（３） 佐々木尚 693 小学館 18 君は008（16） 松江名俊 499
KADOKAW 8 雪花妃伝　～藍帝後宮始末記～（１） 瀬田一乃/都月きく音ほか未定 講談社 13 賊軍　土方歳三（５） 赤名修 715 集英社 4 キネマキア（１） オオヒラ航多 660 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（23） オダトモヒト 499
KADOKAW 8 神辺先生の当直ごはん（１） ちんねん/能一ニェ 未定 講談社 13 紫電改343（４） 須本壮一 715 集英社 4 大正処女御伽話　―厭世家ノ食卓―（１） 桐丘さな 528 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。　公式ファンブック オダトモヒト/キャラメル・ 750
KADOKAW 8 恋の満ち引き～年下の婚約者が好みすぎて困っています～竹若トモハル 未定 講談社 13 弁護士と17歳（４） 小野アンビ 495 集英社 4 ボクとキミの二重探偵（４） 辺天使/津田穂波 550 小学館 18 アラタカンガタリ～革神語～　リマスター版（14） 渡瀬悠宇 1300
KADOKAW 12 オダリスク（上） 市川ラク 891 講談社 13 カワイイなんて聞いてない！！（３） 春藤なかば 495 集英社 4 カワイスギクライシス（４） 城戸みつる 550 小学館 18 異世界美少女受肉おじさんと（５） 池澤真/津留崎優 880
KADOKAW 12 オダリスク（下） 市川ラク 891 講談社 13 猫とキス（３） 千里みこ 495 集英社 4 終わりのセラフ（25） 鏡貴也/山本ヤマトほか 528 小学館 18 送球ボーイズ（20） フウワイ/サカズキ九 530
KADOKAW 12 高丘親王航海記（４） 近藤ようこ/澁澤龍彦 未定 講談社 13 阿部くんに狙われてます（８） 岩井あき 495 集英社 4 ドラゴンクエスト　蒼天のソウラ（18） 中島諭宇樹/堀井雄二ほ 528 小学館 18 ペルソナ5（９） 村崎久都/アトラス 650
KADOKAW 15 まついぬたいむ 著者なし 未定 講談社 13 星降る王国のニナ（６） リカチ 528 集英社 4 キン肉マン（76） ゆでたまご 484 小学館 18 茨城ごじゃっぺカルテット（３） 豚もう 650
KADOKAW 15 村井の恋（６） 島順太 924 講談社 13 生徒諸君！　Kids（７） 庄司陽子 495 集英社 4 灼熱のニライカナイ（５） 田村隆平 528 小学館 18 魔斬りの家光（２） 十九島信 650
KADOKAW 15 ブラザー・トラップ（８） 日向きょう 693 講談社 13 おちたらおわり（６） すえのぶけいこ 550 集英社 4 レッドリスト　絶滅進化論（３） 安生正/村瀬克俊 693 小学館 18 女の子が抱いちゃダメですか？（４） ねじがなめた 650
KADOKAW 15 アンラッキーと恋の嵐 波真田かもめ 未定 講談社 13 ヨリシロトランク（３） 鬼頭莫宏/カエデミノル 715 集英社 4 神のまにまに（１） 猗笠怜司 660 小学館 18 夜のお友にどうですか？（２） 吉野郁/うみのまや 650
KADOKAW 15 今日からΩになりました。安里と波多野（２） 舞木サチ 未定 講談社 13 忍者と極道（７） 近藤信輔 715 集英社 4 アメノフル（２） たけぐし一本/みたらし三 484 小学館 18 派遣社員あすみの家計簿（１） 青木祐子/雨野さやか 650
KADOKAW 15 即席アドリブラバー　Debut！ 黒田くろた 未定 講談社 13 ココ・ロングバケーション（１） 近藤令 715 集英社 4 2.5次元の誘惑（11） 橋本悠 660 小学館 18 仙果と鬼（１） 冬織透真 650
KADOKAW 15 ハルタ　2021-OCTOBER（88） ハルタ編集部 未定 講談社 13 偏差値10の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（１） 紺乃ユウキ 726 集英社 4 PSYCHO-PASS サイコパス3（４） 橋野サル/サイコパス製作 715 小学館 19 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～（12） 日向夏/倉田三ノ路ほか 660
KADOKAW 15 生き残った6人によると（２） 山本和音 未定 講談社 13 殺し屋やめたい（１） 外木寸 715 集英社 4 終末のハーレム（13） 宵野コタロー/ＬＩＮＫ 693 小学館 19 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～（９） 麻生羽呂/高田康太郎 660
KADOKAW 15 クプルムの花嫁（２） ｎａｍｏ 未定 講談社 13 能面女子の花子さん（７） 織田涼 726 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア（８） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 660 小学館 19 ヴァンピアーズ（６） アキリ 660
KADOKAW 15 ハメられたほうが悪い ふるやちるこ 770 講談社 13 あたしのピンクがあふれちゃう（４） 桃生有希 550 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア学園（２） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮほか 660 小学館 22 TVアニメ『半妖の夜叉姫』公式ガイドブック サンライズ/小学館ほか 2500
KADOKAW 20 青騎士　第4号 あすか編集部 未定 講談社 13 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（３） 鈴菜 550 集英社 4 TVアニメ『呪術廻戦』1st.Seasonコンプリートブック 芥見下々 1980 小学館 26 その先はプライベートです（４） 後藤みさき 484
KADOKAW 20 乙嫁語り〈ワイド版〉（４） 森薫 未定 講談社 13 カードキャプターさくら　クリアカード編（11） ＣＬＡＭＰ 517 集英社 19 キャプテン2（３） ちばあきお/コージィ城倉 528 小学館 26 花嫁Reスタート（２） 京町妃紗 484
KADOKAW 20 北北西に曇と往け〈ワイド版〉（４） 入江亜季 未定 講談社 13 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（５） 鳥海ペドロ 517 集英社 19 片喰と黄金（６） 北野詠一 693 小学館 26 これは愛で、恋じゃない（８）（完） 梅澤麻里奈 484
KADOKAW 21 勇者運送屋（１） 三ツ矢だいふく 671 講談社 13 ザツキ　～私をスターにしなさい～（２） 桜庭ゆい/望月拓海 748 集英社 19 オオカミライズ（５） 伊藤悠 660 小学館 26 次はいいよね、先輩（１） 梅澤麻里奈 484
KADOKAW 21 ディーふらぐ！（16） 春野友矢 671 講談社 13 私とこわれた吸血鬼（３） 厘のミキ 748 集英社 19 不倫島（２） 真中みのり/高山としのり 693 小学館 26 イケメン貧乏神と同居はじめました！（２） 杏乃/花井有人 484
KADOKAW 21 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？（８） ありかん/細音啓ほか 671 講談社 13 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～（12） 長谷垣なるみ 517 集英社 19 BLACK TIGER  ブラックティガー（８） 秋本治 660 小学館 26 愛と獣と十戒と（１） ちより 484
KADOKAW 21 探偵はもう、死んでいる。―the lost memory―（２） ｐｏｎｉ/二語十ほか 671 講談社 13 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（７） 松本ひで吉 935 集英社 19 明日ちゃんのセーラー服（９） 博 660 小学館 26 お願いエリカ僕をイカせて 三つ葉優雨 484
KADOKAW 21 世界の終わりの世界録（８） 細音啓/雨水龍 671 講談社 13 ながたんと青と　―いちかの料理帖―（７） 磯谷友紀 550 集英社 19 王立魔法学園の最下生～貧困街上がりの最強魔法師、貴族柑橘ゆすら/長月郁 未定 小学館 26 いい弟、悪い弟（５） 瀬能じゅん 484
KADOKAW 21 ガールズ＆パンツァー　劇場版Variante（７） 伊能高史/ガールズ＆パ 704 講談社 13 私の町の千葉くんは。（９） おかもととかさ 550 集英社 19 陽キになりたい時雨さん（１） 大浜カナタ 未定 小学館 26 20×20（４） 中島ベガ 484
KADOKAW 22 鳴かせてくれない上家さん（３） 古日向いろは/更伊俊介 未定 講談社 13 のだめカンタービレ　新装版（２） 二ノ宮知子 1320 集英社 19 黒鉄のヴァルハリアン（１） 松原利光 660 小学館 26 王の獣（８） 藤間麗 484
KADOKAW 22 ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚（４） 芹之由奈/シンギョウガク 715 講談社 15 ノラガミ（24） あだちとか 528 集英社 19 惰性67パーセント（８） 紙魚丸 660 小学館 26 ないものねだりの恋たちは（２） 桃川紗奈 484
KADOKAW 22 見える子ちゃん（６） 泉朝樹 未定 講談社 15 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（２） 加藤元浩 528 集英社 19 ぎんぎつね（16） 落合さより 715 小学館 26 パーフェクトスキャンダル（５） 菊乃杏 484
KADOKAW 22 じいさんばあさん若返る（４） 新挑限 未定 講談社 15 Q.E.D.iff ―証明終了―（20） 加藤元浩 528 集英社 19 猛き黄金の国　伊能忠敬（上） 本宮ひろ志 未定 小学館 26 仁義なき婿取り（６） 佐野愛莉 484
KADOKAW 22 出遅れテイマーのその日暮らし（６） タチバナ/棚架ユウほか 未定 講談社 15 英戦のラブロック（２） シヒラ竜也 528 集英社 19 猛き黄金の国　伊能忠敬（下） 本宮ひろ志 未定 小学館 26 青春ヘビーローテーション（７） 水瀬藍 484
KADOKAW 22 ふりむけばアザラシ（２） とく村長 未定 講談社 15 炎炎ノ消防隊（31） 大久保篤 528 集英社 19 ボクらは魔法少年（７） 福島鉄平 693 小学館 26 エレベーター降りて左（１） 相原実貴 700
KADOKAW 22 異世界チートサバイバル飯（７） 山田モジ美/赤石赫々ほ 未定 講談社 15 彼女、お借りします（23） 宮島礼吏 528 集英社 19 青年少女よ、春を貪れ。（３） 山田シロ彦 660 小学館 26 栖川マキの恐怖学校伝説（４） 栖川マキ 484
KADOKAW 22 魔王を倒した俺に待っていたのは、世話好きなヨメとのイチャ森あいり/ふーみほか 未定 講談社 15 ブルーロック（16） 金城宗幸/ノ村優介 528 集英社 19 柚子川さんは、察して欲しい。（１） 茶菓山しん太 748 小学館 26 大人はわかってくれない。（４） まいた菜穂 484
KADOKAW 22 このヒーラー、めんどくさい（４） 丹念に発酵 未定 講談社 15 テスラノート（４） 三宮宏太/西田征史ほか 528 集英社 19 魔法少女には向かない職業（４） 斜線堂有紀/片山陽介 693 小学館 26 ヴァンパイアの花嫁～3時には甘い口づけを～ 小倉あすか 484
KADOKAW 22 俺だけレベルアップな件（７） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ 1034 講談社 15 カノジョも彼女（８） ヒロユキ 528 集英社 19 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじみかみてれん/むっしゅほ 748 小学館 26 カラフル！ ときわ藍 484
KADOKAW 22 俺だけレベルアップな件（８） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ 1034 講談社 15 ダモクレスのゴルフ（３） 本島幸久 715 集英社 19 女騎士さんのしくじりメシ　～異世界女子日本ごはん探訪紀 森田季節/星野蒼一朗 未定 小学館 27 愛蔵版ツルモク独身寮（１） 窪之内英策 1980
KADOKAW 22 塔の管理をしてみよう（10） 盧恩＆雪笠（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌ未定 講談社 15 め組の大吾　救国のオレンジ（３） 曽田正人/冨山玖呂 726 集英社 19 只野工業高校の日常（５） 小賀ちさと 660 小学館 27 愛蔵版ツルモク独身寮（２） 窪之内英策 1980
KADOKAW 22 ホームレス転生（６）　～異世界で自由すぎる自給自足生活 久遠まこと/徳川レモンほ未定 講談社 15 ときめきのいけにえ（３） うぐいす祥子 726 集英社 19 壬生義士伝（11） 浅田次郎/ながやす巧 682 小学館 28 ブラックチャンネル（３） きさいちさとし 499
KADOKAW 22 ハデスさまの無慈悲な婚姻（２） 上地優歩 704 講談社 15 男子高校生を養いたいお姉さんの話（11） 英貴 715 集英社 25 かわいいは僕のキズ 如月マナミ/無理薫 759 小学館 28 デカ杉デッカくん（２） あずまかなき 499
KADOKAW 25 今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。（２） かぜぱな/涼暮皐ほか 726 講談社 15 それでも歩は寄せてくる（９） 山本崇一朗 715 集英社 25 あいまいなウルフ 末広マチ 759 小学館 28 スーパーマリオくん（57） 沢田ユキオ 499
KADOKAW 25 今日から家政婦さんっ！（５） 夏葉じゅん/きたこほか 未定 講談社 15 絶対聖域のチェリオン（１） 川田暁生 715 集英社 25 シンデレラ　クロゼット（７） 柳井わかな 506 小学館 29 君は放課後インソムニア（７） オジロマコト 650
KADOKAW 26 絶対に風呂に入りたくない彼女VS絶対に風呂に入れたい彼蝉丸 未定 講談社 15 ヒプノシスマイク　―Before The Battle―　Dawn Of Divisio ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤ 770 集英社 25 うちの弟どもがすみません（５） オザキアキラ 484 小学館 29 サターンリターン（６） 鳥飼茜 650
KADOKAW 26 Fate/Grand Order コミックアラカルト　PLUS！　SP 対決編 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/コンプ 未定 講談社 15 SHAMAN KING マルコス（３） 武井宏之/ジェット草村 715 集英社 25 僕のオリオン（６） 川端志季 506 小学館 29 味いちもんめ　継ぎ味（７） 倉田よしみ/あべ善太ほ 650
KADOKAW 26 プランダラ（19） 水無月すう 未定 講談社 15 SHAMAN KING FAUST8 永遠のエリザ（１） 武井宏之/虎走かける 715 集英社 25 モジコイネネコイ（７） 佐藤ざくり 506 小学館 29 教場（４） 長岡弘樹/みどりわたる 650
KADOKAW 26 転生ごときで逃げられるとでも、兄さん？（２） ユリシロ/紙城境介ほか 未定 講談社 15 東京ガレキ少女（１） 山草遊 715 集英社 25 はやくしたいふたり（５） 日下あき 484 小学館 29 機動戦士ガンダム　バンディエラ（５） 加納梨衣/矢立肇ほか 650
KADOKAW 26 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。（５） おいもとじろう/夕蜜柑ほ 未定 講談社 15 兄ヨメさんの世話を焼く（１） えとう誠 693 集英社 25 神様が恋をしろと言っている！（５） 花松あやか 506 小学館 29 ジャガーン（14） 金城宗幸/にしだけんすけ 650
KADOKAW 26 アンゴルモア　元寇合戦記　博多編（５） たかぎ七彦 未定 講談社 15 コウガさんの噛みぐせ（１） 月野和青 715 集英社 25 兄が彼氏で、ごめん。（４） 細堀ゆかり 未定 小学館 29 BABEL（10） 石川優吾 650
KADOKAW 26 聖剣学院の魔剣使い（４） 蛍幻飛鳥/志瑞祐ほか 未定 講談社 15 絶対暴君ピカレスク さねもり束 825 集英社 25 月のお気に召すまま（７） 木内ラムネ 484 小学館 29 前科者（８） 香川まさひと/月島冬二 650
KADOKAW 26 反抗できない！いばらちゃん（３） 藤原あおい 未定 講談社 20 それでも吉祥寺だけが住みたい街ですか？（１） マキヒロチ 726 集英社 25 太陽よりも眩しい星（１） 河原和音 未定 小学館 29 昭和天皇物語（９） 能條純一/半藤一利ほか 650
KADOKAW 26 変わらないで、緒方くん！（２） 神奈なごみ 未定 講談社 20 神龍イデア（２） 連打一人 726 集英社 25 今夜、小説家先生とナイショで（２） 田島みみ 550 小学館 29 こはぜ町ポトガラヒー　～ヒト月三百文晦日払～（３） 昌原光一 650
KADOKAW 26 甘辛義姉妹に挟まれてます（１） 霧崎秀征 未定 講談社 20 亜童（４） 天野雀 726 集英社 25 サムライカアサンNEO 板羽皆 748 小学館 29 警視庁犯罪被害者支援室の女（４） 六月柿光 650
KADOKAW 26 機動戦士ムーンガンダム（８） 福井晴敏/虎哉孝征ほか未定 講談社 20 踊るリスポーン（６） 三ヶ嶋犬太朗 726 集英社 25 消えた初恋（７） ひねくれ渡/アルコ 484 小学館 29 くーねるまるた　ぬーぼ（７） 高尾じんぐ 652
KADOKAW 26 幼女戦記（23） 東條チカ/カルロ・ゼンほ 未定 講談社 20 恥じらう君が見たいんだ（２） 甜米らくれ 726 集英社 25 幼な妻でごめんっ！（６） えばんふみ 506 小学館 29 BLUE GIANT EXPLORER（４） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 690
KADOKAW 26 東方酔蝶華　～ロータスイーター達の酔醒（３） ＺＵＮ/水炊き 未定 講談社 20 異世界ひとっ娘動物園（３）　僕は絶滅危惧種の飼育員にな藤原休樹（企画屋）/うめ 726 集英社 25 猫には猫の猫ごはん。（１） 御木ミギリ 660 小学館 29 日本本゜ 黒鉄ヒロシ 2600
KADOKAW 27 絶体絶命ゲーム（２） 佐藤まひろ/藤ダリオほか 693 講談社 20 英語BOYS（１） 石川実 726 集英社 25 猫には猫の猫ごはん。（２） 御木ミギリ 660 小学館 29 父の暦（谷口ジローコレクション） 谷口ジロー 3000
KADOKAW 27 青春鉄道　2022年度版 青春 990 講談社 20 CANDY ＆ CIGARETTES（10） 井上智徳 726 集英社 25 サレタガワのブルー（５） セモトちか 990
KADOKAW 27 ニニンがシノブ伝ぷらす（１） 古賀亮一 未定 講談社 20 雨夜の月（１） くずしろ 726 集英社 25 おうちにかえろう（１） 香純裕子 未定
KADOKAW 27 腐男子先生！！！！！（７） 結城あみの/瀧ことは 未定 講談社 20 笑顔のたえない職場です。（４） くずしろ 715 集英社 25 あの人は昨日と同じ空を見上げてる（５） 宮川匡代 550
KADOKAW 27 とんで火に入るゆりの犬（２） りべるむ 未定 講談社 20 妻と僕の小規模な育児（５） 福満しげゆき 792 集英社 25 日に流れて橋に行く（６） 日高ショーコ 748
KADOKAW 27 テキトーなメイドのお姉さんと偉そうで一途な坊っちゃん（４）大原ロロン 未定 講談社 20 つまねこ～妻とねこの話～（２） 田中光 836
KADOKAW 27 大人をだめにする看護師北野さん（２） ぜっきょ 未定 講談社 21 没イチ（２） きらたかし/小谷みどり 715
KADOKAW 27 悪いが私は百合じゃない（３） もちオーレ 未定 講談社 21 SUPERMAN vs飯　スーパーマンのひとり飯（１） 宮川サトシ/北郷海ほか 748
KADOKAW 27 セカイはアレでデキテイル（１） 山本晋 未定 講談社 21 金田一37歳の事件簿（11） 天樹征丸/さとうふみや 715
KADOKAW 27 ばっかつ！～麦酒喝采～（３） 葉賀ユイ 未定 講談社 21 金田一37歳の事件簿　公式ガイドブック　トリック詳細解説＆天樹征丸/さとうふみやほ1320
KADOKAW 27 キョーダイシャッフル（２） すのはら風香 未定 講談社 21 ウチは別れて暮らしてる（１） カワハラ恋 726
KADOKAW 27 女神さまの愛がぐいぐいくる（３） みづきたけひと 737 講談社 21 天地創造デザイン部（７） 蛇蔵/鈴木ツタほか 715
KADOKAW 27 転生七女ではじめる異世界ライフ（１）　万能魔力があれば貴ｍａｊｏｃｃｏｉｄ/四葉夕トほ 未定 講談社 21 僕の奥さんはちょっと怖い（１） 栗田あぐり 726
KADOKAW 27 からふるキューシート！（１） ちくわ。 未定 講談社 21 はたらく細胞BABY（４） 福田泰宏/清水茜 726
KADOKAW 27 死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く（４） 松風水蓮/彩峰舞人ほか未定 講談社 21 未熟なふたりでございますが（10） カワハラ恋 715
KADOKAW 27 つぐみ先輩の好きはちょっと変（１） きあま紀一 未定 講談社 21 バトルスタディーズ（29） なきぼくろ 715
KADOKAW 27 おいしい異世界　～異世界×グルメコミックアンソロジー～（ 電撃Ｇ’ｓマガジン編集部未定 講談社 21 カバチ！！！―カバチタレ！3―（35） 田島隆/東風孝広 715
KADOKAW 27 家つくりスキルで異世界を生き延びろ（２） 日向ののか/小鳥屋エム未定 講談社 21 カバチ！！！―カバチタレ！3―（36） 田島隆/東風孝広 715
KADOKAW 28 崩壊3rd THE COMIC（４） ｍｉＨｏＹｏ 未定 講談社 21 ボールパークでつかまえて！（４） 須賀達郎 715
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秋田書店 8 DESTRA ―デストラ―（３） 本田優貴 693 キルタイ 8 新米錬金術師の店舗経営（１） ｋｉｒｅｒｏ/いつきみずほ 693 シューク 7 嫉妬は愛を曇らせる 汀えいじ 814 竹書房 29 スイートハート・トリガー（３）（完） ニャンニャ 803 双葉社 15 地味姫と黒猫の、円満な婚約破棄（２） 灰音アサナ/真弓りの 704
秋田書店 8 フルアヘッド！ココ　ゼルヴァンス（14） 米原秀幸 499 キルタイ 12 （成）剛田ナギ単行本（仮） 剛田ナギ 1100 シューク 7 恋をするには近すぎる 中田アキラ 814 竹書房 29 ビッチなあの子の言うとおり！（３） 橈やひろ 781 双葉社 15 聖女じゃないと追放されたので、もふもふ従者東端/夕日 704
秋田書店 8 もういっぽん！（15） 村岡ユウ 499 キルタイ 14 猫が望めば（１） 千星夜人 750 スクウェア 7 二度転生した少年はSランク冒険者として平穏 　十一屋翠/がおうほか 660 竹書房 29 推しが公認ストーカーになりました（４） 瀬尾みいのすけ 748 双葉社 15 転生したら武闘派令嬢！？恋しなきゃ死んじゃ白瀬やや/きゃる 704
秋田書店 8 ヤンキーJKクズハナちゃん（７） 宗我部としのり 499 キルタイ 14 アウトリーチ（１） 速水くろ 750 スクウェア 7 暗殺スキルで異世界最強　～錬金術と暗殺術進行諸島/Ｃｏｉｎほか 660 竹書房 29 君に紡ぐ傍白（３）（完） 矢坂しゅう 1001 双葉社 21 クモノイト～蟲の怨返し～（３）（完） 荒巻美由希 737
秋田書店 8 桃源暗鬼（６） 漆原侑来 499 キルタイ 18 恋するママと逃げるパパ ＳＩＬＶＡ 770 スクウェア 7 異世界転生で賢者になって冒険者生活　～【 進行諸島/神名ゆゆほか 660 竹書房 29 ぼっち転生記（３） ファースト/伊藤いーと 759 双葉社 21 進め！オカルト研究部（１） おかだきりん 730
秋田書店 8 はぐれ勇者の異世界バイブル（３） 那珂山みちる 499 キルタイ 22 （成）ぱふぇ単行本（仮） ぱふぇ 1100 スクウェア 7 アラフォー賢者の異世界生活日記～気ままな寿安清/招来ほか 660 竹書房 29 ちん×トレ　オトコを極める（珍）トレーニング（ うみぼうず 759 双葉社 28 きみは謎解きのマシェリ（１） 糸なつみ 693
秋田書店 8 黒羽白書（３）（完） 内田康平 499 キルタイ 27 （成）針金紳士単行本（仮） 針金紳士 1100 スクウェア 7 我が驍勇にふるえよ天地　―アレクシス帝国興あわむら赤光/佐藤勇ほ 660 竹書房 29 覆面の羊（５） 船木涼介 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 異世界シェフと最強暴食姫（２） 東毅 499 キルタイ 27 （成）コミックアンリアル　ザ・べストファンタジーあかざわＲＥＤ/ナビエ遥 1320 スクウェア 7 我が驍勇にふるえよ天地　―アレクシス帝国興あわむら赤光/佐藤勇ほ 660 竹書房 29 パンツァーガイスト　機甲幽霊（５）（完） 伊賀智輝 1155 双葉社 28 復讐の未亡人（８） 黒澤Ｒ 737
秋田書店 8 プロジェクトN 明石英之 693 クロエ出 1 （成）夫妻は互いの知らぬ間に　―誰が一番悪黒金真樹 1120 スクウェア 7 怨画　―ファントム・ビデオ―（４） 砂川どろ 660 大都社 12 大嫌いな旦那さまに溺愛されてます（２）　ドS 新薫 715 双葉社 29 極点の炎魔術師～ファイアボールしか使えな 守木涼/シクラメン 704
秋田書店 8 お姫様のお姫様（２）（完） ホマレ 660 クロエ出 1 （成）銭湯でヤリたい放題 リヒトゾイレ 1120 スクウェア 7 うちの奴隷が明るすぎる（４） ぶしやま 660 大都社 12 長谷川くんのが大きくて入りません！？（７）　 さんかく 715 双葉社 29 その門番、最強につき～追放された防御力99あまなちた/友橋かめつ 704
秋田書店 8 WORST外伝　ゼットン先生（４） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 693 幻冬舎コ 22 精霊達の楽園と理想の異世界生活（６） たむたむ/早見みすずほ 693 スクウェア 7 底辺戦士、チート魔導師に転職する！（４） ｋｉｍｉｍａｒｏ/タシロタクヤ 660 大都社 12 絶倫ドS魔術師アークと私の専属契約書（３） ざわっこ 715 双葉社 29 転生先が残念王子だった件～今は腹筋1回もらた/回復師 704
秋田書店 8 TEAM PHOENIX（１） 手塚治虫/ケニー・ルイス 693 幻冬舎コ 22 媚薬は愛しく愛おしく 福山ヤタカ 748 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 660 大都社 12 或る霊能者の奇妙な日常　余命宣告からの生井口清満/万馬夕子 770 双葉社 29 ハズレスキル『ガチャ』で追放された俺は、わ ヱシカ／ショーゴ/木嶋隆 704
秋田書店 8 死亡フラグに気をつけろ！（１） 茶んた 660 幻冬舎コ 22 噛んで噛まれて口づけを 西原ケイタ 770 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 25 実録！にゃんこ事件簿 鮎 880 双葉社 29 冒険者ギルドの万能アドバイザー～勇者パー蒼津ウミヒト/虎戸リア 704
秋田書店 8 バキ道（11） 板垣恵介 499 幻冬舎コ 22 みのりの森 まりぱか 836 スクウェア 7 乙女ゲーのモブですらないんだが（３） 玉露/日芽野メノ 660 大都社 25 快感みるくちゃんねる（１） 大林由佳 770 双葉社 29 クラス転移で俺だけハブられたので、同級生ハもりたかたかし/新双ロリ 704
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 幻冬舎コ 28 木戸番の番太郎（１）　昔の噺と食の愉しみ くるねこ大和 1078 スクウェア 7 サクガン（１） 「サクガン」製作委員会/ 660 大都社 25 青年は遊郭で恋を知る まくや 980 双葉社 29 異世界でもふもふなでなでするためにがんば 高上優里子/向日葵 704
秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（１） 板垣恵介 880 コスミック 8 政略結婚～ヤクザなアイツとお嬢な私～（上）ただすぎ 748 スクウェア 7 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー深山鈴/茂村モト 660 大都社 25 開発動画　～メスイキ求めて奮闘中～ 稔 836 文苑堂 29 （成）閲覧禁止 岩崎ユウキ 1210
秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（２） 板垣恵介 880 コスミック 8 政略結婚～ヤクザなアイツとお嬢な私～（下）ただすぎ 748 スクウェア 7 最強の魔導士。ひざに矢をうけてしまったのでえぞぎんぎつね/アヤノマ 660 宝島社 8 生活魔術師達、天空城に挑む（２） 川上ちまき/丘野境界ほか 760 フロンティ 12 平和的ダンジョン生活。（２） 睦月伶依/広瀬煉 660
秋田書店 15 やじきた学園道中記F（12） 市東亮子 499 コスミック 15 ××＆ACT 藤埜 759 スクウェア 7 湯沸かし勇者の復讐譚～水をお湯にすることのんＢ/織 660 大誠社 15 凛子さんはシてみたい（５） 藤田みお 700 フロンティ 12 悪役令嬢後宮物語　～王国激動編～（１） 鳥屋/涼風 660
秋田書店 15 妖精国の騎士　Ballad（２）　～継ぐ視の守護者中山星香 660 コアマガ 1 大好きだよ、メンヘラくん 春田 765 スクウェア 12 とある魔術の禁書目録（26） 鎌池和馬/近木野中哉ほ 490 大誠社 15 恋愛のカリスマは、恋をしらない。（１） 恵那 680 フロンティ 14 うさぎは正義（10） 井口病院 690
秋田書店 15 緋色の呪文（１） 藤田麻貴 660 コアマガ 1 ブルー・ド・ロワ（３） 天禅桃子 776 スクウェア 12 魔女の下僕と魔王のツノ（15） もち 680 大誠社 15 夜のあかり～深夜保育所物語～（１） 東雲あんず 680 フロンティ 14 イケメン同僚が俺の重課金ファンでした 灯乃モト 968
秋田書店 15 偽装結婚のススメ（５）　～溺愛彼氏とすれちが雨宮榮子 660 コアマガ 25 馬鹿とハサミ（２） ひなこ 765 スクウェア 12 英雄教室（13） 新木伸/岸田こあらほか 660 大誠社 15 女神の妄想（上） 雨宮理真 680 フロンティ 18 フェアリーテイル・クロニクル　～空気読まない久家健史郎/埴輪星人ほ 660
秋田書店 15 オメガナイズ　～発情するα～ 塔夜綴 770 コアマガ 25 だから俺を食べていい ヤスエイ 765 スクウェア 12 裏世界ピクニック（７） 宮澤伊織/水野英多ほか 660 ティーアイ 6 （成）あなたの奥さん浮気してますよ まぐろ帝國 1120 フロンティ 22 狼の花嫁（４） りゆま加奈 740
秋田書店 15 獅子と明星 湯裸 770 コアマガ 29 （成）ハメ頃の女 久水あるた 1300 スクウェア 12 梅衣堂ひよと旦那様の野望（４） 米山シヲ 700 TOブック 1 ダンス　イン　ザ　ヴァンパイアバンド　エイジ　 　 　環望 858 フロンティ 22 結婚、エンリョします 雨宮かよう 740
秋田書店 15 9番目のムサシ（６）　ゴーストアンドグレイ 髙橋美由紀 660 コアマガ 29 （成）排卵しちゃうじゃんっ ＥＢ１１０ＳＳ 1200 スクウェア 12 ワンルーム、日当たり普通、天使つき。（２） ｍａｔｏｂａ 660 TOブック 1 運命の番？ならばその赤い糸とやら切り捨て 南澤久佳/音無砂月 704 フレックス 12 お湯でほころぶ雪芽先輩（２） 三簾真也 726
秋田書店 15 炎の蜃気楼R（３） 桑原水菜/浜田翔子 660 コアミック 20 喰う寝るふたり　住むふたり　新装版（５）（完）日暮キノコ 682 スクウェア 12 電気ウナギの美少女攻略（２） 桜井竜矢/高野孝則 680 TOブック 1 転生令嬢は精霊に愛されて最強です……だけはな/風間レイ 704 フレックス 12 手玉に取りたい黒木屋さん（３） ポロロッカ 693
秋田書店 15 P.As.（１） 赤石路代 660 コアミック 20 喰う寝るふたり　住むふたり　続（１） 日暮キノコ 682 スクウェア 12 わたしの幸せな結婚（３） 顎木あくみ/高坂りとほか 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 　 　鈴華/香月美夜 660 フレックス 12 怪人開発部の黒井津さん（３） 水崎弘明 693
秋田書店 15 貼りまわれ！こいぬ（２） うかうか 990 コアミック 20 アンサングシンデレラ　病院薬剤師　葵みどり荒井ママレ/富野浩充 660 スクウェア 12 性別「モナリザ」の君へ。（７） 吉村旋 730 TOブック 15 打撃系鬼っ娘が征く配信道！＠COMIC（２） ありのかまち/箱入蛇猫 704 フレックス 15 もしも首輪がはずせたならば（１） トナミショウ 726
秋田書店 15 酒と恋には酔って然るべき（７） はるこ 748 コアミック 20 いくさの子　―織田三郎信長伝―（17） 原哲夫/北原星望 682 スクウェア 12 伝説の竜装騎士は田舎で普通に暮らしたい　タック/丸智之ほか 660 TOブック 15 追放された万能魔法剣士は、皇女殿下の師匠鳴原/軽井広 704 フレックス 15 「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様水埜なつ/三沢ケイ 770
秋田書店 15 いつかのいつか（１） 六多いくみ 693 コアミック 20 魍魎少女（７）（完） 白石純 660 スクウェア 12 八乙女の心の中の俺がヤバイ件（３） もゆる 660 TOブック 15 異世界で妹天使となにかする。＠COMIC（１） 示よう子/深見おしお 704 復刊ドッ 25 鉄腕アトム　《オリジナル版》（１） 手塚治虫 4730
秋田書店 20 24区の花子さん（３） 吉富昭仁 693 コアミック 20 マザーパラサイト（３） 佐藤洋寿 660 スクウェア 12 嘘憑き狐の巫女様は後宮で謎を占う（２） 唐澤和希/望月桜 660 徳間書店 13 パッチワークス・パスウェイ（２） Ｍ．ＷＯＬＶＥＲＩＮＥ/才谷 990 プランタン 6 毒舌ドクターの溺愛スイッチ　（仮） エイチ/ほのかあかりほか未定
秋田書店 20 漱石と倫敦ミイラ殺人事件（３） 島田荘司/嶋星光壱 693 コアミック 20 織田シナモン信長（10）（完） 目黒川うな 660 スクウェア 21 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（８ 豊田悠 900 徳間書店 13 バンドオブチルドレン（２） 横島日記 792 プランタン11/1 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（8 　朝田ねむい/キタハラリイ未定
秋田書店 20 漱石と倫敦ミイラ殺人事件（４）（完） 島田荘司/嶋星光壱 693 コアミック 20 北斗の拳　世紀末ドラマ撮影伝（１） 武論尊/原哲夫ほか 660 スクウェア 21 好きな子がめがねを忘れた（８） 藤近小梅 660 徳間書店 13 ダンジョンでお花摘みなんか許しません！！ はのみど 990 プランタン11/1 遺骨の旅路　（仮） こん炉 未定
秋田書店 20 聖闘士星矢EPISODE.G レクイエム（２） 車田正美/岡田芽武 957 メディアソ 5 酔いどれ幼馴染がオトせない（仮） みなせ瀬里 715 スクウェア 21 賭ケグルイ（15） 河本ほむら/尚村透 660 徳間書店 13 セントールの悩み（22） 村山慶 792 ブライト出 22 恋愛不感症（８） アキラ 700
秋田書店 20 ぼくとわたしとママの夏 艶々 693 英和出版 8 いとしの毛むくじゃら 赤いシラフ 748 スクウェア 21 賭ケグルイ双（12） 河本ほむら/斎木桂 660 徳間書店 25 彼と彼のふしぎなヒミツ 平喜多ゆや 704 ブライト出 22 私の淫魔くん　～この契約に愛はありますか 春楡いちる 700
秋田書店 20 松かげに憩う（２） 雨瀬シオリ 693 三交社 22 可愛い地球人がいたので交配を申し入れてみ高梁たかし 700 スクウェア 21 賭ケグルイ（仮）（９） 河本ほむら/川村拓 660 徳間書店 25 ネネロ殿下の華麗なる非日常 杏ゆか里 704 ブライト出 22 私の淫魔くん　～この契約に愛はありますか 春楡いちる 700
秋田書店 20 秋田書店のあほすたさん（１） あほすたさん 858 三交社 22 鬼さんどちら？　～好色祓い師と捕われの鬼 夏野はるお 780 スクウェア 21 ブラトデア（３） 村田真哉/速水時貞 660 徳間書店 25 ユアグッドボーイ 黒井つむじ 704 ブライト出 22 おねだりもキスも欲しくない おしず。 780
秋田書店 20 信長を殺した男～日輪のデマルカシオン～（１藤堂裕/明智憲三郎 693 メディアソ 25 異種婚BL（仮） 松基羊ほか 1320 スクウェア 25 その着せ替え人形は恋をする（８） 福田晋一 660 日本文芸 7 銀牙伝説ノア（12） 高橋よしひろ 748 ブライト出 22 ごちそうΩはチュウと鳴く はなさわ浪雄 730
秋田書店 20 ぱンすと。（11） 岡田和人 693 三和出版 20 マショウのあほすたさん3 あほすたさん 990 スクウェア 25 MURCIELAGO ―ムルシエラゴ―（20） よしむらかな 660 日本文芸 7 陣内流柔術流浪伝　真島、爆ぜる！！（21）（ にわのまこと 858 ふゅーじ 22 俺に挿れていいわけない！ 吉田にん 770
秋田書店 20 マトリと狂犬　―路地裏の男達―（３） 田島隆/マサシ 693 三和出版 29 （成）肉虐エゴイズム 松本痙 1300 スクウェア 25 聖樹のパン（12） 山花典之/たかはし慶行 660 日本文芸 7 ないしょの予習（２） 森井暁正 792 ふゅーじ 22 BABY（49） アンソロジー 1078
秋田書店 20 あさこ（４） よしだもろへ 660 三和出版 29 （成）誰にも言えない兄妹相姦 飴屋きりか 1300 スクウェア 25 先生、俺にかまわずイッてください！！（６） イガラシユイ 660 日本文芸 18 異世界三冠王（２） 渡辺保裕 792 ぶんか社 5 少女と猫とお人好しダークエルフの魔石工房 狐面イエリ/江本マシメサ 693
秋田書店 20 若気の至りまくり、夏。（１） 葉月京 660 ジーオー 13 （成）キミ色に染めて ここのえ蓬 1320 スクウェア 25 嘘とキスは放課後に（１） 目玉焼き 660 日本文芸 18 ミナミの帝王（163） 天王寺大/郷力也 770 ぶんか社 5 すとまとねことがんけんしん 内田春菊 1100
秋田書店 20 去る者は日々に疎し（１） 葉月京/折笠りょこ 715 ジーオー 25 （成）ギャルママえぶりでぃ（２） 黒斗 1320 スクウェア 27 紅い霧の中から（３） 野原もさえ 660 日本文芸 18 サブスク彼女（２） 山本中学 792 ぶんか社 14 新・蒼太の包丁（５） 本庄敬/末田雄一郎 737
秋田書店 20 優駿の門2020馬術（６） やまさき拓味 693 ジーオー 25 （成）マル秘アプリ淫ストールしました！！ 蒼沼シズマ 1320 スクウェア 27 君と一緒じゃままならない（２） しをたひろみち 660 日本文芸 29 江戸前の旬（110） 九十九森/さとう輝 748 ぶんか社 15 子犬系幼なじみは巨根で絶倫（２） 坂崎未侑 713
朝日新聞 7 黄昏ヘンテコ奇譚 兎屋まめ 880 ジーオー 25 （成）変態オベンジョーズ 宮野金太郎 1320 スクウェア 27 ヴィクトリアの電気棺（１） 田島生野 660 日本文芸 29 MURDER MURDER（１） 竹添裕史 748 ぶんか社 15 35歳の不・純愛　～あなたが恋しいだけだった小嶋すみれ 713
朝日新聞 7 妖の運び屋（１） 兎屋まめ 880 ジーオー 25 （成）あの！お母さんの詳細 はいとく先生 1320 スターツ 15 蜜愛婚～極上御曹司とのお見合い事情～（１ シラカワイチ/白石さよ 704 日本文芸 29 LV41才の勇者 宮川サトシ/ナンジョウヨシ 770 ぶんか社 15 35歳の不・純愛　～あなたが恋しいだけだった小嶋すみれ 713
朝日新聞 7 霊幻怪異始末（５） 永久保貴一/仙翠蒼雲 748 ジーオー 25 ロスト・キャッツ（１） しばたさび 792 スターツ 15 初めましてこんにちは、離婚してください（４） 七里ベティ/あさぎ千夜春 704 日本文芸 29 天空の扉（16） ＫＡＫＥＲＵ 770 ぶんか社 15 元ヤン上司はツン甘狼　ご近所恋愛はエッチ もなか知弘 713
朝日新聞 7 新生ヘルプマン　ケアママ！（３） くさか里樹 1760 ジーオー 29 RIVER in ME ＢＡＮＧ 825 スターツ 22 しあわせ食堂の異世界ご飯（４） 文月マロ/ぷにちゃん 704 LINE Dig  15 パンプキンナイト（６） 谷口世磨/外薗昌也 682 ぶんか社 29 ツンデレヤクザとちっぱいちゃん　コワモテ極道金森ケイタ 728
朝日新聞 20 百鬼夜行抄（29） 今市子 836 ジーオー 29 魂の関所にて 桜庭友紀 924 スターツ 22 転生王女のまったりのんびり！？異世界レシ 池知奈々/雨宮れん 704 LINE Dig  15 鬼畜島（18） 外薗昌也 638 ぶんか社 29 愛して、つながって、　高橋家の恋人たち 松川祐里子 728
朝日新聞 20 （ヌエ）の絵師（10） 猪川朱美 748 ジーオー 29 ゆーちゃと魔王（１） 坂本憲司郎 715 スターツ 22 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 LINE Dig  15 君とメリーバッドエンド（３）（完） 時雨さよ 682 芳文社 1 親友の娘に迫られ困っています（３） 三本コヨリ 715
朝日新聞 20 だんな様はひろゆき 西村ゆか/ｗａｋｏ 1210 ジーオー 29 テンバイヤー金木くん（２） 早池峰キゼン 770 秋水社発 12 旦那さま（仮）は溺愛ヤクザ（３）　何度も突か 秕ユウジ 715 LINE Dig  15 うそつきなテトラ（３） ななのいち 682 芳文社 1 心の声が漏れやすいメイドさん（２） ぎんもく 715
茜新社 28 （成）おしかけサンシャワー ハードボイルドよし子 1430 ジーオー 29 （成）明日、世界が終わるなら 稍日向 1430 秋水社発 12 腹黒上司と偽装結婚（１）　毎晩5回はヤるから日野塔子 770 LINE Dig  15 blossoms（１） ｔｏｍ等 726 芳文社 5 異世界に飛んだらライバルにハメられてました淀川ゆお 770
茜新社 28 （成）わからせまんまん（ベタハート） 無道叡智 1210 ジーオー 29 （成）神々の公園（１） くろふーど 1210 青泉社 20 霊感動物探偵社（11） 山内規子 770 LINE Dig  15 大切な日はいつも雨（１） ＲＹＯ．/やぼみ 880 芳文社 5 有馬さんはオメガになりたい 藤田カフェコ 770
一迅社 14 恋愛遺伝子XX 完全版 蔵王大志/影木栄貴 1320 ジーオー 29 （成）あまくちとろけあな ぷらむ 1100 青泉社 20 鬼談　人形師雨月の百物語（15） 櫂広海 825 LINE Dig  15 あまい悪魔のKiss（１） いばらアオ 880 芳文社 6 らいか・デイズ（30） むんこ 759
一迅社 14 春夏秋冬　完全版 蔵王大志/影木栄貴 770 主婦と生 1 エノク第二部隊のはらぺこ遠征ごはん（３） 武シノブ/江本マシメサほ 693 秋水社発 25 彼が結婚しない理由 青山りさ 770 LINE Dig  15 ポップコーン・カウボーイ（２） 眠田瞼 638 芳文社 6 茨城ってどこにあるんですか？（２） 真枝アキ 759
一迅社 18 私に天使が舞い降りた！（10） 椋木ななつ 748 主婦と生 1 悪役令嬢、時々本気、のち聖女。（３） 武浦すぐる/もりほか 693 アルファ 15 blue moonに恋をして（１） 秋月綾/桜朱理 704 LINE Dig  15 文学処女（11）（完） 中野まや花 792 芳文社 6 ぼくの上目遣い（１） 市川なつを 759
一迅社 18 ロンリーガールに逆らえない（４） 樫風 748 主婦と生 1 地味な剣聖はそれでも最強です（６） あっぺ/明石六郎ほか 693 彗星社発 18 魔王イブロギアに身を捧げよ（２） 梶原伊緒 748 アイエム 29 高嶺の花男くん（２） ココハル 660 芳文社 12 さよなら幽霊ちゃん（１） ｓｕｇａｒ． 693
一迅社 18 2DK、Gペン、アフタータイム。　大沢やよい短 大沢やよい 748 主婦と生 1 ループ8周目は幸せな人生を　～7周分の経験夏目りく/すかいふぁーむ 693 彗星社発 18 甘い懲罰　SCARLET～私は看守専用ペット いづみ翔 748 Jパブリッ 18 業務外ラブマネジメント はかた 715 芳文社 12 がっこうぐらし！～おたより～ 海法紀光［ニトロプラス］/ 737
一迅社 20 デイジー　～公爵の婚約者になる方法～（１） ＡＬＬＹＮ/リサベルほか 1034 少年画報 4 ねこぱんち最新ベスト版　2021 アンソロジー 659 彗星社発 18 俺の指で乱れろ。～閉店後のサロン、意地悪 ｎｅｃｏ 748 Jパブリッ 22 気持ちイイこと教えてヤるよ　27歳処女、トロ甘ジョンルーク 715 芳文社 14 ごほうびごはん（14） こもとも子 682
一迅社 21 すのはら荘の管理人さん（７） ねこうめ 880 少年画報 6 土漠の花（１） フクダイクミ/月村了衛 759 彗星社発 18 寝たふりしても、無駄だから～姉の彼氏が私をとやま十成 748 Jパブリッ 29 デブとラブと過ちと！（３） ままかり 715 芳文社 14 彼女ガチャ（７） 吉宗 682
一迅社 21 だんちがい（11） 米田和佐 880 少年画報 11 ようこそ！うららか食堂へ（２） 矢直ちなみ 759 ブラスト出 18 （成）パコりすぺくとっ☆～優等生、ヒメゴト編～タカヤマノン 1100 ハーパー 1 引き潮のかなた 緒形裕美/ジェニファー・テ 660 芳文社 14 異世界でも風俗嬢やってみた（７） 森尾正博 682
一迅社 21 アズールレーン　びそくぜんしんっ！（３） ホリ/『アズールレーン』運 880 少年画報 11 ゾンビだらけのこの世界ではセックスしないと 実倉なる 715 ブラスト出 18 （成）ホントはえっちな女の子。～ゴシップナイ 浅月のりと 1100 ハーパー 1 悲しみが償われるとき 幸田育子/リンダ・グッドナ 660 芳文社 14 もういちどスポットライト（２）（完） 沼ちよ子 682
一迅社 25 ブルーアーカイブ　コミックアンソロジー（２） アンソロジー 950 少年画報 11 僕×スター（５）（完） 肥谷圭介 869 アルファ 25 THE NEW GATE（11） 三輪ヨシユキ/風波しのぎ 748 ハーパー 1 シンデレラの献身 桜屋響/キャロル・モーテ 660 芳文社 14 三十路病の唄（１） 河上だいしろう 682
一迅社 25 魔法使いの約束　コミックアンソロジー ｃｏｌｙ 990 少年画報 11 ミカヅチ（２） 野部優美 715 アルファ 25 ウィッチイーター 沖島灯 748 ハーパー 1 ばらに秘めた思い 葛城しずく/ベティ・ニール 660 芳文社 14 パスタの流儀（１） 花形怜/才谷ウメタロウ 682
一迅社 27 君に好きと言えるまで 蒼井ミハル 715 少年画報 14 かみくじむら　～ぬめりロワイヤル～ 大見武士 759 アルファ 25 じい様が行く（７） 彩乃浦助/蛍石 748 ハーパー 1 花婿への愛は秘密 水沢友希/ナタリー・アン 681 芳文社 27 スロウスタート（９） 篤見唯子 935
一迅社 27 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコアンソロジー 869 少年画報 18 ねこぱんち　ミカンと猫号 アンソロジー 548 アルファ 25 じい様が行く（８） 彩乃浦助/蛍石 748 ハーパー 1 幸福の秘訣 ひたか良/マーガレット・メ 660 芳文社 27 社畜さんと家出少女（３） タツノコッソ 935
一迅社 27 おちこぼれ騎士団はスケベスキルで成り上が まもウィリアムズ 737 少年画報 18 ねこじぞう（５） 池田さとみ 759 アルファ 25 ヤンキーは異世界で精霊に愛されます。（５） 佐々木あかね/黒井へい 748 ハーパー 1 ナニーは逃げ出した花嫁 黒田かすみ/マリーン・ラ 660 芳文社 27 今日の授業は恋愛です！（１） つみきつき 935
一迅社 27 いつか、眠りにつく日（１） 手名町紗帆/いぬじゅん 880 少年画報 25 ドンケツ第2章（７） たーし 715 アルファ 25 異世界ゆるり紀行～子育てしながら冒険者し みずなともみ/水無月静琉 748 ハーパー 11 ギリシアの悪魔の花嫁 みづき水脈/テッサ・ラドリ 660 芳文社 27 しあわせ鳥見んぐ（１） わらびもちきなこ 935
一迅社 29 押して駄目だったので、引いてみることにした むぎちゃぽよこ/琴子 740 少年画報 25 爆音列島（８） 髙橋ツトム 968 アルファ 25 元構造解析研究者の異世界冒険譚（６） 桐沢十三/犬社護 748 ハーパー 11 人魚の記憶 七星紗英/スーザン・マレ 660 ホビージ 1 毒舌少女はあまのじゃく（１）　～壁越しなら素 あび/上村夏樹 715
一迅社 29 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました（村上ゆいち/佐槻奏多ほ 710 少年画報 25 ビーチジャーニー（３）（完） 中馬孝博 935 アルファ 25 最強Fランク冒険者の気ままな辺境生活？（１観月藍/紅月シン 748 ハーパー 11 美しすぎた獲物 佐柄きょうこ/ケイト・ウォ 681 ホビージ 1 インフィニット・デンドログラム（９） 今井神/海道左近 715
一迅社 29 復讐の甘い檻（１） コヤマナユ/最賀すみれほ 700 少年画報 29 カグラ舞う！（３）（完） 佐藤両々 759 アルファ 29 とある小さな村のチートな鍛冶屋さん（１） 園太デイ/夜船紡 748 ハーパー 11 薔薇の香りの守護天使 千家ゆう/マギー・コックス 660 ホビージ 1 『王の菜園』の騎士と『野菜』のお嬢様（３） 狸田にそ/江本マシメサ 715
一迅社 29 僕は婚約破棄なんてしませんからね（２） オオトリ/ジュピタースタジ 710 少年画報 29 うみそらかぜに花（２） 大石まさる 715 アルファ 29 メイドから母になりました（８） 月本飛鳥/夕月星夜 748 ハーパー 11 さよならも言えず 友井美穂/シャーロット・ラ 660 マイクロ 11 KILLER'S HOLIDAY（３） 松（Ａ・ＴＹＰＥｃｏｒｐ．） 1100
一迅社 29 男運ゼロの薬師令嬢、初恋の黒騎士様が押し麦崎旬/柊一葉 740 新書館 1 十二支色恋草子　蜜月の章（５）（完） 待緒イサミ 759 アルファ 29 晴明さんちの不憫な大家（１） 望田あん子/烏丸紫明 748 ハーパー 11 ミリオネアの償い なかやま衣子/スーザン 660 マイクロ 11 強ガール（１） 朝比奈ショウ 897
一迅社 29 お狐様の異類婚姻譚（３） いなる/糸森環ほか 740 新書館 1 ロマンスには程遠い アマミヤ 737 アルファ 29 前世で辛い思いをしたので、神様が謝罪に来 五月紅葉/初昔茶ノ介 748 ハーパー 11 一夜の恋におびえて 冬木るりか/ケイト・ヒュー 660 マイクロ 28 ガチャを回して仲間を増やす　最強の美少女 　  晴野しゅー/ちんくるり 693
一迅社 29 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（３） 大庭そと/山田桐子ほか 710 新書館 1 いのるみたいにひびかせて さはら鋏 759 アルファ 29 落とし子と従者の物語（２） 水花－ｓｕｉｋａ－ 748 ハーパー 15 俺様社長と誘惑トラップ作戦（２） 高山ねむ子/ノウジン・ナ 660 マイクロ 28 復讐完遂者の人生二周目異世界譚　THE COサイトウミチ/御鷹穂積 693
一迅社 29 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 860 新書館 下 星降る花屋 平澤枝里子 836 サード・ラ 29 ずっと抱きたいと想ってた　～結婚初夜は交際花走 660 白泉社 5 学園ベビーシッターズ（22） 時計野はり 495 マイクロ 28 私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！　～なの たまゆき/藍上イオタ 693
一迅社 29 救国の聖女ですが、国外追放されちゃいました 　アンソロジー 860 新書館 下 百姓貴族（７） 荒川弘 836 青林工藝 12 断罪 工藤正樹 1430 白泉社 5 天堂家物語（10） 斎藤けん 495 マッグガ 8 ロメリア戦記～伯爵令嬢、魔王を倒した後も人上戸亮/有山リョウ 660
インテル 22 私のかわいい望月くん るなつき 760 ジュネッ 18 ハニーベリーの獣 白松 770 青林工藝 29 アックス（143） 根本敬ほか 1018 白泉社 5 偽りのフレイヤ（７） 石原ケイコ 495 マッグガ 8 あしあとのまーち（１） 宮乃ミト 660
インテル 22 ヘタレと馬鹿たれ 秋好 760 ジュネッ 18 （成）ドSな主任・都宮新の堕ちる場所。 ゆんぐ 1100 東京漫画 22 秋山くん（４）（完） のばらあいこ 760 白泉社 5 マリッジパープル（６）（完） 林みかせ 495 マッグガ 8 肉食JKマンティス秋山　～むしむし料理研究部有野金吾 682
イースト 19 教室を出たら俺のモノ（仮） しえろ 748 新潮社 8 神と呼ばれたオタク（１） 臼井ともみ/Ｒｏｏｔｐｏｒｔ 682 アース・ス 12 ヘルモード　～やり込み好きのゲーマーは廃設 　鉄田猿児/ハム男ほか 660 白泉社 5 ぼくは地球と歌う　「ぼく地球」次世代編Ⅱ（７）日渡早紀 495 マッグガ 25 魔導具師ダリヤはうつむかない　～Dahliya W   住川惠/甘岸久弥ほか 704
エンジェ 14 （成）あなたに触れたくて 雨山電信 1200 新潮社 8 今日から始める幼なじみ（１） 帯屋ミドリ 682 アース・ス 12 人間だけど魔王軍四天王に育てられた俺は、    かじきすい/左リュウほか 660 白泉社 5 きみは面倒な婚約者（４）（完） 椎野翠/兎山もなか 638 フィール 14 隊長さんとアクトレスっす（１） 新久保だいすけ 1000
エンジェ 14 （成）性闘コロシアム ｂｏｗａｌｉａ 1200 新潮社 8 ミムムとシララ（１） 佐藤夕子/端 682 アース・ス 12 無職の英雄　別にスキルなんか要らなかった 　名苗秋緒/九頭七尾ほか 660 白泉社 5 全部教えて、先生。（４） 椎野翠 594 メディアッ 27 （成）ハラませ依頼　感じてしまう人妻たち 黒木秀彦 1320
エンジェ 14 （成）彼女のイキ顔 石紙一 1200 新潮社 8 全裸監督　村西とおる伝（１） 須本壮一/本橋信宏 682 辰巳出版 29 （成）The SWEETEST silent illusion あかつき聖 1320 白泉社 20 名探偵　耕子は憂鬱（３） 鈴木ジュリエッタ 495 メディアッ 27 （成）地味子ちゃんビッチ化計画 内東ぐら 1320
オーバー 15 ワケあり男女のシークレットデイズ（２） むしろ 未定 新潮社 8 オオカミ部下くんとヒツジ上司さん（２） 清水しの 704 辰巳出版 29 （成）他人妻はゲス男にガン突きされて寝取ら胡桃屋ましみん 1300 白泉社 20 なまいきざかり。（22） ミユキ蜜蜂 495 楽楽出版 6 （成）新婚人妻NTR～温泉でガテン系男達に調雪景 1320
オーバー 15 運命でも熱愛は許しません！ 沖クロエ/雨戸るく 未定 新潮社 8 パパと親父のウチ呑み（３）（完） 豊田悠 638 大洋図書 1 明日はどっちだ！（８） 山本小鉄子 726 白泉社 20 野良猫と狼（２） ミユキ蜜蜂 495 楽楽出版 6 （成）すくりゅー・どらいばー　～メスケモ種付け紫紀 1320
オーバー 15 稼いだら幸せになれると思ってた 福々ちえ 未定 新潮社 8 恋せよキモノ乙女（８） 山崎零 704 大洋図書 1 東京　―四季―（上） ハル 693 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 8 普通に恋して テラシマ 759
オーバー 25 俺は星間国家の悪徳領主！（１） 灘島かい/三嶋与夢 未定 新潮社 8 妖怪の飼育員さん（10） 藤栄道彦 638 大洋図書 1 東京　―四季―（下） ハル 693 白泉社 20 顔だけじゃ好きになりません（３） 安斎かりん 495 リイド社 11 死都調布　ミステリーアメリカ 斎藤潤一郎 990
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 新潮社 8 鹿楓堂よついろ日和（15） 清水ユウ 638 竹書房 1 キリンジゲート（５） 塚脇永久/渋川難波 880 白泉社 20 ぬらりひょんの花嫁（２） 吉田真翔 495 リイド社 19 （成）妹の愛に包まれたい まひるの影郎 1100
オーバー 25 月50万もらっても生き甲斐のない隣のお姉さん野地貴日/黄波戸井ショウ未定 実業之日 14 はぐるまどらいぶ。（４） かばやきだれ/紺藤けい 748 竹書房 5 襲ってくれと言ってるようなもんだ（上） おけいど 748 白泉社 20 聖巫女の守護者（１） 友藤結 495 リイド社 20 ひとのこ（下） 新井英樹 1650
オーバー 25 異世界でスローライフを（願望）（４） 長頼/シゲ 未定 ジャイブ 1 鬼嫁（２） 朝丘サキ 681 竹書房 5 襲ってくれと言ってるようなもんだ（下） おけいど 748 白泉社 20 ×××な関係（４） なかじ有紀 693 リイド社 26 鬼切丸伝（14） 楠桂 700
オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（９） びび/五示正司 未定 ジャイブ 1 蛇神さまと贄の花姫（７） 蓮水りく 681 竹書房 6 ドラマティックスパダリドリーム 野萩あき 781 白泉社 20 GAME ～スーツの隙間～（５） 西形まい 594 リイド社 27 剣客商売（41） 大島やすいち/池波正太 660
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 小学館ク 5 戦国BASARA 双極の幻（２） 綾峰欄人/浅田有皆ほか 748 竹書房 6 青肌巨乳とクソボッチ（１） 十五夜 913 白泉社 20 GAME ―in ハイスクール―（１） 西形まい 594 リイド社 27 侠客（２） 落合裕介/池波正太郎 700
オーバー 25 黒の召喚士（11） 天羽銀/迷井豆腐 未定 小学館ク 5 ニワトリ・ファイター（２） 桜谷シュウ 748 竹書房 6 三姉妹が俺をユウワクしてくる！！（３） 長谷良えりあ 759 白泉社 29 となりの信國さんは俺のことが好きな気がする安田剛助 715 リイド社 29 ゴルゴ13（164）　13番目の客 さいとう・たかを 660
宙出版 15 冷酷執事はメイドを溺愛する（１）　特別版 あしか望 744 小学館ク 14 にがくてあまい　refrain（４） 小林ユミヲ 748 竹書房 7 はじめて育児　ぐっちゃんパフェ ｃｈｉｉｋｏ 1430 白泉社 29 新約カニコウセン（１） 真じろう/原田重光 715 リイド社 29 SUBURBAN HELL 郊外地獄 金風呂タロウ 1320
宙出版 15 冷酷執事はメイドを溺愛する（２） あしか望 713 小学館ク 29 ハナビちゃんは遅れがち（４） 白金らんぷ/まみむほか 748 竹書房 14 純情発情期～年下幼なじみのミダラな指先～みなと 748 白泉社 29 魔王の娘は優しすぎる！！（３）（完） 坂本遊也 715 リブレ 1 クローンの相方と恋愛ってどんなネタ？ 鮭だらけ 725
宙出版 15 新装版　ナイショの（ベタハート）ラブまりあ～ すがはらりゅう 744 小学館ク 29 となりのトロル（２） 中山ユキジ 748 竹書房 14 異世界で孤児院を開いたけど、なぜか誰一人初枝れんげ/有池智実 759 白泉社 29 人類を滅亡させてはいけません（３） 蒲夕二/高畑弓 715 リブレ 1 寒がりな怪物 あさじまルイ 725
宙出版 15 社畜上司の恋と快楽～私と仕事、どっちがイイ團藤さや 744 ジーウォ 28 ガテン系社長は絶倫でした。 やまかみ梨由 800 竹書房 14 サキュバスなんかに負けない異世界生活（１）くじらじーお 759 白泉社 29 楽園　Le Paradis（37） 蒼樹うめ/中村明日美子 968 リブレ 8 カーストヘヴン（８） 緒川千世 758
宙出版 28 極上御曹司たちの恋事情～運命の相手が私 アンソロジー 744 ジーウォ 28 鬼憚活動記録　三日目 アンソロジー 1100 竹書房 14 プロゴルファーの俺が妹のパターに転生してし由伊大輔 759 一二三書 15 ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。（３） あきの実 748 リブレ 8 コーリングダーリン、ラスベガス 十月 725
宙出版 28 身分差恋愛　～憧れの人が旦那様になりましアンソロジー 744 ジーウォ 28 運命の人、見つけました 七味 800 竹書房 14 コイビトは鬼の姫（３）（完） 佐保 759 一二三書 15 稲荷様は平穏に暮らしたい（１） 水杜吉比 748 リブレ 8 俺のかわいいバズり彼氏 桂 725
宙出版 28 「今、キミと結ばれたい」彼がケモノになる秋のアンソロジー 744 ジーウォ 28 （成）ビッチオンザポール たべ・こーじ 1100 竹書房 15 狼のボニート 隈世アキ 748 一二三書 15 白のネクロマンサー（２）　～死霊王への道～ ａｚｕｍａｙａ 748 リブレ 20 巻くんはモテるけど恋がヘタ（２） 深澤ねじ 726
笠倉出版 6 グッドバイトゥデスティニー（上） 渋江ヨフネ 759 祥伝社 8 おとうさん、いっしょに遊ぼ　～わんぱく日仏フじゃんぽ～る西 1012 竹書房 15 淫惑ナイトメアシーク 片霧ライラ 759 一二三書 15 ダンジョンバトルロワイヤル（３）　～魔王にな なぎはしここ 748 リブレ 20 たぬ恋。（１） 裏ロジ 660
笠倉出版 6 グッドバイトゥデスティニー（下） 渋江ヨフネ 759 祥伝社 8 吉祥寺少年歌劇 町田粥 1012 竹書房 15 ダブル・スタンダード（２）（完） 碧本さり 781 ヒット出版 28 （成）カギっ子が知り合ったお姉さん達に無限 なるさわ景 1100 リブレ 20 息できないのは君のせい（２） 澄谷ゼニコ 725
笠倉出版 15 エッチな小西さんと陰キャラな内田さんの社内竹中ゆかり 748 祥伝社 8 年下カレとの恋は盲目（１） むしろ 792 竹書房 15 俺達は新婚さんかもしれない（３）（完） ちしゃの実 803 ヒット出版 28 （成）じぇいえす学援～生徒を買う教師達～ しょうさん坊主 1100 リブレ 20 うちのボスが裸族です（２） 奥めぐ美 748
笠倉出版 25 1LDK淫魔付き れもんえんど 770 祥伝社 8 花のあすか組！∞インフィニティ（８） 高口里純 770 竹書房 20 顔に泥を塗る（３） ヨシカズ 660 双葉社 8 ケダモノに跪くは夜の下僕（３）（完） 慧 792 リブレ 20 蝶よ花よとそのくちびるで（３）　～わたしの家 はるこ 748
海王社 8 恋は異なもの困りもの 日月ニチカ 759 祥伝社 8 青春デストピア（２） イチマルツグ 792 竹書房 20 CITY HUNTER外伝　伊集院隼人氏の平穏な えすとえむ/北条司 660 双葉社 12 青に、ふれる。（４） 鈴木望 693 リブレ 20 蝶よ花よとそのくちびるで（４）　～わたしの家 はるこ 748
海王社 8 君の手が触れたなら 衿先はとじ 737 祥伝社 8 違国日記（８） ヤマシタトモコ 770 竹書房 21 日々、君（２）（完） 小池定路 946 双葉社 12 時給三〇〇円の死神（３）（完） 桐原いづみ/藤まる 715 道玄坂書 15 触れる執愛、疼く痕 キサラ 760
海王社 8 恋する美月くんの陥落計画 かけたま 737 祥伝社 25 レンタル男子の春都くんは幸せを届けたい（１ ウエノニイ 759 竹書房 25 お狐様は乙女をご所望です（上） 佐藤サト 704 双葉社 12 ルパン三世傑作集（２） モンキー・パンチ 1980 ワニマガ 15 （成）タカハシノヲト作品集 タカハシノヲト 1210
海王社 8 きもちいい穴シェアハウス 仁井ちく 781 祥伝社 25 JSさんとOLちゃん（２） ゆりかご 1034 竹書房 25 お狐様は乙女をご所望です（下） 佐藤サト 704 双葉社 14 死神さんに口づけ（１） 永塚未知流 737 ワニマガ 15 （成）さつきあしゃ作品集 さつきあしゃ 1210
海王社 8 いないいないばあ 丸賀 891 祥伝社 25 夜明けに山鳥 ａｍａｍ： 748 竹書房 27 ロマンティックマリッジ 由元千子 748 双葉社 14 それでも愛を誓いますか？（６） 萩原ケイク 693 ワニマガ 29 （成）肋骨作品集 肋骨 1210
海王社 20 ぎゅって搾って抱きしめて（ベタハート） いっこ 759 祥伝社 25 ディレッタント（上） カシオ 770 竹書房 27 黒影夜子の駐在日誌（１） 唐草ミチル 869 双葉社 15 フォロワーさんの本当にあった怖い話 しろやぎ秋吾 1210 ワニマガ 29 （成）ミナギリ作品集 ミナギリ 1210
キルタイ 8 異世界喰滅のサメ（２） くぼけん 693 祥伝社 25 ディレッタント（下） カシオ 770 竹書房 27 のみじょし（９） 迂闊 869 双葉社 15 俺だけ超天才錬金術師　ゆる～いアトリエ生活もりさとにごり/ふつうのに 704 ワニマガ 29 （成）もものユーカ作品集 もものユーカ 1210
キルタイ 8 惚れ症のハーフエルフさん　THE COMIC（１） 和泉リオン/神尾丈治 693 祥伝社 25 onBLUE（55） 夏野寛子 1000 竹書房 27 奥さまはアイドル（12） 師走冬子 946 双葉社 15 ギルドのチートな受付嬢（６） 八月明久/夏にコタツ 704 ワニマガ 29 （成）kakao作品集 ｋａｋａｏ 1210
キルタイ 8 ニートだけどハロワにいったら異世界につれて高野いつき/桂かすが 693 心交社 15 その目を逸らしてくれるなよ エルべチカ 770 竹書房 28 誹謗中傷犯に勝訴しました　～障害児の息子ｍｏｒｏ 1320 双葉社 15 転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料理壬明/桜井悠 704 ワニブッ 25 インゴシマ（11） 田中克樹/天下雌子 682
キルタイ 8 ポンコツ女神の異世界創世録（６） 金光鉉/林達永 693 松文館 28 弟の顔して笑うのはもう、やめる（７） 神寺千寿 650
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朝日新聞出版朝日文庫 7 いいことから始めよう　スヌーピーと仲間たちからエイブラハム・Ｊ・ツワルスキ 726 KADOKAWA 角川文庫 21 ひとり旅日和 秋川滝美 未定 講談社 講談社タイガ 15 ゲーム部はじめました。 浜口倫太郎 781

朝日新聞出版朝日文庫 7 酔いどれ鳶　江戸人情短編傑作選 宇江佐真理 770 KADOKAWA 角川文庫 21 朝ごとに死におくべし　葉隠物語 安部龍太郎 未定 講談社 講談社タイガ 15 虚構推理短編集　岩永琴子の純真 城平京/片瀬茶柴 792

朝日新聞出版朝日文庫 7 ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子 990 KADOKAWA 角川文庫 21 水曜日の手紙 森沢明夫 未定 講談社 講談社タイガ 15 アイの歌声を聴かせて 乙野四方字 759

朝日新聞出版朝日文庫 7 相棒　season19（上） 輿水泰弘ほか/碇卯人 1012 KADOKAWA 角川文庫 21 皇帝の薬膳妃　紅き棗と再会の約束 尾道理子 未定 講談社 講談社文庫 15 京都船岡山アストロロジー 望月麻衣 704

岩波書店 岩波文庫 15 黒島伝治作品集 紅野謙介 891 KADOKAWA 角川文庫 21 魂のままに生きれば、今日やることは今日わか 　銀色夏生 未定 講談社 講談社文庫 15 ピエロがいる街 横関大 880

岩波書店 岩波文庫 15 まっくら　女坑夫からの聞き書き 森崎和江 814 KADOKAWA 角川文庫 21 夜汐 東山彰良 未定 講談社 講談社文庫 15 されど私の可愛い檸檬 舞城王太郎 748

岩波書店 岩波文庫 15 梵文和訳　華厳経入法界品（下） 梶山雄一/丹治昭義ほか 1111 KADOKAWA 角川文庫 21 まれびとパレード 越谷オサム 未定 講談社 講談社文庫 15 夏と冬の奏鳴曲　新装改訂版 麻耶雄嵩 1320

岩波書店 岩波文庫 15 丹下健三都市論集 豊川斎赫 924 KADOKAWA 角川文庫 21 忍法剣士伝 山田風太郎 未定 講談社 講談社文庫 15 日輪の遺産　新装版 浅田次郎 935

岩波書店 岩波文庫 15 キリスト信徒のなぐさめ 内村鑑三 638 KADOKAWA 角川文庫 21 迷路の花嫁 横溝正史 未定 講談社 講談社文庫 15 飛べないカラス 木内一裕 726

岩波書店 岩波現代文庫 15 六代目圓生コレクション　寄席楽屋帳 三遊亭圓生 1672 KADOKAWA 角川文庫 21 キマイラ（22）　望郷変 夢枕獏/三輪士郎 未定 講談社 講談社文庫 15 凜として弓を引く 碧野圭 770

岩波書店 岩波現代文庫 15 ドストエフスキーとの旅　遍歴する魂の記録 亀山郁夫 1452 KADOKAWA 角川文庫 21 江戸落語奇譚　始まりと未来 奥野じゅん 未定 講談社 講談社文庫 15 どんまい 重松清 968

岩波書店 岩波現代文庫 15 彼らの犯罪 樹村みのり 1320 KADOKAWA 角川文庫 21 王様ランキング（１） 八奈川景晶 未定 講談社 講談社文庫 15 友達未遂 宮西真冬 814

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 歌うたいの不本意な婚約　ポンコツ賢者に捧げるかいとーこ/春野薫久 730 KADOKAWA 角川文庫 21 心霊探偵八雲（11）　魂の代償 神永学 未定 講談社 講談社文庫 15 海から何かがやってくる　薬師寺涼子の怪奇事件田中芳樹 814

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 孤高のぼっち令嬢スピンオフ（仮） 藍川竜樹/くまの柚子 730 KADOKAWA 角川文庫 21 弁当屋さんのおもてなし　しあわせ宅配篇（３） 喜多みどり/イナコ 未定 講談社 講談社文庫 15 エムエス　継続捜査ゼミ（２） 今野敏 858

一迅社 メリッサ文庫 29 悪役令嬢と鬼畜騎士 猫田/旭炬 770 KADOKAWA 角川文庫 21 エクリチュール（仮） 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 15 亡命者　ザ・ジョーカー　新装版 大沢在昌 770

イースト・プレスソーニャ文庫 5 愛しの領主様の監禁愛（仮） 水野恵無/八美☆わん 792 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 鎌倉殿と執権北条130年史 岡田清一 未定 講談社 講談社文庫 15 サリエルの命題 楡周平 990

イースト・プレスソーニャ文庫 5 奪われた結婚（仮） 春日部こみと/幸村佳苗 792 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 三十六歌仙　ビギナーズ・クラシックス　日本の古吉海直人 未定 講談社 講談社文庫 15 十津川警部　両国駅3番ホームの怪談 西村京太郎 770

イースト・プレス文庫ぎんが堂 12 あらすじとイラストでわかる君主論 知的発見！探検隊 770 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 全然アート 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 15 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村深月 660

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 戦場を飛ぶ 渡辺洋二 968 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 鬼むかし　昔話の世界 五来重 未定 講談社 講談社文庫 15 雲雀の太刀　公家武者　信平（11） 佐々木裕一 737

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 ミッドナイトサン（上）（原題） ステファニー・メイヤー/小原 1078 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 こわい本（６）　怪物 楳図かずお 未定 光文社 光文社文庫 13 黒衣聖母　探偵くらぶ 芥川龍之介 未定

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 ミッドナイトサン（中）（原題） ステファニー・メイヤー/小原 1078 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 母と死体を埋めに行く 大石圭 未定 光文社 光文社文庫 13 陰の人　吉原裏同心（36） 佐伯泰英 未定

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 ミッドナイトサン（下）（原題） ステファニー・メイヤー/小原 1078 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 逡巡の二十秒と悔恨の二十年（仮） 小林泰三 未定 光文社 光文社文庫 13 焼跡の二十面相 辻真先 未定

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 シャドウ・イン・デス　イヴ&ローク（52）　（原題） Ｊ・Ｄ・ロブ/小林浩子 1078 KADOKAWA メディアワークス文 22 君と過ごした透明な時間 丸井とまと 未定 光文社 光文社文庫 13 PIT 特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐貴久 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ひとりぼっちの異世界攻略　life.8 五示正司/榎丸さく 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 Missing（８）　生贄の物語 甲田学人 未定 光文社 光文社文庫 13 クリーピー　ゲイズ 前川裕 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 技巧貸与〈スキル・レンダー〉のとりかえし（１）　～黄波戸井ショウリ/チーコ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 宮廷医の娘（４） 冬馬倫 未定 光文社 光文社文庫 13 星詠師の記憶 阿津川辰海 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ネトゲの嫁が人気アイドルだった（２）　～クール あボーン/館田ダン 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 純黒の執行者 青木杏樹 未定 光文社 光文社文庫 13 なぜ、そのウイスキーが死を招いたのか 三沢陽一 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 黒鳶の聖者（３）　～追放された回復術士は、有 まさみティー/イコモチ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 グッバイ宣言 三月みどり/Ｃｈｉｎｏｚｏほか 未定 光文社 光文社文庫 13 凶銃ワルサーP38　続・みな殺しの歌 大藪春彦 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 月50万もらっても生き甲斐のない隣のお姉さんに黄波戸井ショウリ/アサヒナヒ未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 迷探偵の条件 日向夏/ｍａｇａｋｏ 未定 光文社 光文社文庫 13 執念　警視庁分室刑事 南英男 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 俺は星間国家の悪徳領主！（４） 三嶋与夢/高峰ナダレ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 聖剣学院の魔剣使い（８） 志瑞祐/遠坂あさぎ 未定 光文社 光文社文庫 13 白い陥穽　鮎川哲也のチェックメイト 鮎川哲也 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 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。（４）　（仮） 涼暮皐/あやみ 未定 光文社 光文社文庫 13 女神　新装版 明野照葉 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（８） 大崎アイル/Ｔａｍ－Ｕ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（５） 衣笠彰梧/トモセシュンサク 未定 光文社 光文社文庫 13 鎌倉殿騒乱 菊池仁 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 灰と幻想のグリムガル　level.18 十文字青/白井鋭利 未定 河出書房新社 河出文庫 6 選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ 748 光文社 光文社文庫 13 父の形見　決定版　研ぎ師人情始末（13） 稲葉稔 未定

オークラ出版 プリズム文庫 22 辺境伯アルファと目覚めた眠り姫 釘宮つかさ/みずかねりょう 740 河出書房新社 河出文庫 6 ポリフォニック・イリュージョン　飛浩隆初期作品集飛浩隆 869 光文社 光文社文庫 13 刺客　鬼役弐　新装版 坂岡真 未定

オークラ出版 プリズム文庫 22 未来視Ωは偽聖女から婚約者を救う 若月京子/こうじま奈月 730 河出書房新社 河出文庫 6 官報複合体　権力と一体化する新聞の大罪 牧野洋 990 光文社 光文社古典新訳文 13 フォンタマーラ シローネ/齋藤ゆかり 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 女子高生の放課後アングラーライフ 井上かえる/白身魚 704 河出書房新社 河出文庫 6 情報隠蔽国家 青木理 847 光文社 光文社知恵の森文 13 隠れた名建築ぶらぶら歩き　ひとりでじっくり見て矢野和代 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 宅録ぼっちのおれが、あの天才美少女のゴース石田灯葉/葛坊煽 748 河出書房新社 河出文庫 6 日本迷信集 今野圓輔 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 秘剣の名医（10）　蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出さざっぽん/やすも 726 河出書房新社 河出文庫 6 イチョウ　奇跡の2億年史 ピーター・クレイン/矢野真千1562 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 最強同心　剣之介（７） 早見俊 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 他人を寄せつけない無愛想な女子に説教したら向原三吉/いちかわはる 726 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 性と淫蕩の中国史（仮） 内藤博文 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 お毒見役みだら帖（３） 睦月影郎 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 高嶺の花の今カノは、絶対元カノに負けたくないとーわ/Ｒｏｓｕｕｒｉ 770 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 日本の呪術大全（仮） 秋山眞人/布施泰和 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 乱愛修業 鳴海丈 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 恋人代行をはじめた俺、なぜか美少女の指名依夏乃実/ふーみ 748 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 親王殿下のパティシエール（４）　皇帝陛下とお菓篠原悠希 748 コスミック出版 コスミック戦記文庫 18 波動大戦（１）　（仮） 橋本純 1019

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 『おっぱい揉みたい』って叫んだら、妹の友達と付凪木エコ/白クマシェイク 748 角川春樹事務所時代小説文庫 15 すみれ飴　花暦　居酒屋ぜんや 坂井希久子 660 コスミック出版 コスミック文庫 18 鳥辺野心中 花房観音 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 あなたを諦めきれない元許嫁じゃダメですか？（桜目禅斗/かるたも 792 角川春樹事務所時代小説文庫 15 お気楽長屋にはるが来て（仮） 佐々木禎子 704 コスミック出版 コスミック文庫α 20 異世界料理で子育てしながらレベルアップ！～ケ桑原伶依 715

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 厨病激発ボーイ　プライド超新星（３） れるりり（Ｋｉｔｔｙ　ｃｒｅａｔｏｒｓ）/ 726 角川春樹事務所時代小説文庫 15 一膳めし屋丸九（６）　ねぎ坊の天ぷら 中島久枝 726 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 8 花屋の倅と寺息子　柄沢悟と迷い猫（６） 葛来奈都/藤村ゆかこ 792

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました（９） 永瀬さらさ/紫真依 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 無根の樹 三好昌子 704 三交社 ラルーナ文庫 18 霧幻の異界の白虎と朱雀 真式マキ/小山田あみ 770

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者は消 蓮水涼/まち 未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 13 放課後代理妻　養父は娘を孕ませたい 空蝉/リヒャルト・バフマンほか790 集英社 集英社文庫 20 尼子姫十勇士　（仮） 諸田玲子 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 あやかし専門縁切り屋　鏡の守り手とすずめの式雨宮いろり/くろでこ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 血の雫 相場英雄 1023 集英社 集英社文庫 20 絶声　（仮） 下村敦史 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 厨二な姉が創った異世界で、オレはまさかの死亡藤並みなと/ゆのひと 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 ライトマイファイア 伊東潤 1133 集英社 集英社文庫 20 高天原―厩戸皇子の神話　（仮） 周防柳 未定

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 竜人皇帝の溺愛花嫁 市川紗弓/古澤エノ 792 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 誰そ彼の殺人 小松亜由美 891 集英社 集英社文庫 20 暗夜鬼譚　空蝉挽歌（後）　（仮） 瀬川貴次 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 彼なんかより、私のほうがいいでしょ？ アサクラネル/さわやか鮫肌未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 真夜中の底で君を待つ 汐見夏衛 891 集英社 集英社文庫 20 捜し物屋まやま（２）　（仮） 木原音瀬 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 琴崎さんがみてる　～俺の隣で百合カップルを観五十嵐雄策/弘前龍ほか 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 仁義なき絆 新堂冬樹 1166 集英社 集英社文庫 20 星月夜の鬼子母神　（仮） 篠綾子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 ホヅミ先生と茉莉くんと。　Day.3 青い日向で咲い葉月文/ＤＳマイル 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 ヘブン 新野剛志 1298 集英社 集英社文庫 20 主権なき平和国家　地位協定の国際比較からみ 　伊勢﨑賢治 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 魔王学院の不適合者（10･下）　～史上最強の魔秋/しずまよしのり 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 ひねもすなむなむ 名取佐和子 979 集英社 集英社文庫 20 8050問題　中高年ひきこもり、7つの家族の再生 　黒川祥子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 隣のクーデレラを甘やかしたら、ウチの合鍵を渡雪仁/かがちさく 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 善人と天秤と殺人と 水生大海 847 集英社 集英社文庫 20 明智小五郎事件簿　戦後篇（１）　「青銅の魔人」江戸川乱歩 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 へヴィーオブジェクト　人が人を滅ぼす日（下） 鎌池和馬/凪良 770 幻冬舎 幻冬舎文庫 7 山田錦の身代金 山本薫 891 集英社 集英社文庫 20 時は殺人者（上）　（仮） ミシェル・ビュッシ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 ソードアート・オンライン（26）　ユナイタル・リング川原礫/ａｂｅｃ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 7 花人始末　旅立ちの江戸菊 和田はつ子 781 集英社 集英社文庫 20 時は殺人者（下）　（仮） ミシェル・ビュッシ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 死なないセレンの昼と夜　─世界の終わり、旅す早見慎司/尾崎ドミノ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 寵姫のたくらみ 愁堂れな/角田緑 693 集英社 集英社オレンジ文庫 20 逃げられない男　～警視庁特殊能力係～（仮） 愁堂れな/円陣闇丸 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 シャインポスト　ねえ知ってた？　私を絶対アイド駱駝/ブリキ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 キスの魔法で狼王子と恋始めます 雨月夜道/金ひかる 693 集英社 集英社オレンジ文庫 20 後宮戯華伝　宿命の太子妃と仮面劇の宴（仮） はるおかりの/Ｓａｙ　ＨＡＮａ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 豚のレバーは加熱しろ（5回目） 逆井卓馬/遠坂あさぎ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 永遠の二人は運命を番う 夢乃咲実/サマミヤアカザ 726 集英社 集英社オレンジ文庫 20 京都伏見は水神さまのいたはるところ　ふたりの相川真/白谷ゆう 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 ただのコスプレイヤーなので聖女は辞めてもいいｓｏｙ/ザネリ 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 6 アラビアン・ファーストラブ　～煌陽王の花嫁～ ゆりの菜櫻/兼守美行 935 集英社 集英社オレンジ文庫 20 ベビーシッターは眠らない　（仮） 松田志乃ぶ/テクノサマタ 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 薄幸な公爵令嬢（病弱）に、残りの人生を託され 　夕鷺かのう/南々瀬なつ 未定 講談社 講談社学術文庫 14 日本の古式捕鯨 太地五郎作/中沢新一ほか 968 集英社 集英社オレンジ文庫 20 水の剣と砂漠の海　アルテニア戦記（仮） 森りん/遠田志帆 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 嘘つき皇后様は波乱の始まり 淡湊世花/りゆま加奈 未定 講談社 講談社学術文庫 14 中世イタリアの都市と商人 清水廣一郎 924 集英社 集英社オレンジ文庫 20 小説　消えた初恋（仮） 宮田光/ひねくれ渡ほか 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 陛下、心の声がだだ漏れです！（２） シロヒ/雲屋ゆきお 未定 講談社 講談社学術文庫 14 言語的思考へ　脱構築と現象学 竹田青嗣 1386 集英社 ダッシュエックス文 25 異世界蹂躙―淫靡な洞窟のその奥で―（３） ウメ種/ぼに～ 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 花街の用心棒（３）　隣国の琥珀は皇帝を導く 深海亮/きのこ姫 770 講談社 講談社学術文庫 14 日本人の死生観 五来重 1221 集英社 ダッシュエックス文 25 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリみかみてれん/竹嶋えく 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 王子様なんていりません！　訳あって、至急婚活村田天/秦なつは 726 講談社 講談社学術文庫 14 「知の商人」たちのヨーロッパ近代史 水田洋 1298 集英社 ダッシュエックス文 25 エルフ奴隷と築くダンジョンハーレム（３）　―異世火野あかり/ねいび 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 氷室教授のあやかし講義は月夜にて（２） 古河樹/サマミヤアカザ 770 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 富士見Ｌ文庫 15 死の森の魔女は愛を知らない（２） 浅名ゆうな/あき 660 小学館 小学館文庫 6 咎人の刻印　ダイブ・トゥ・スカイハイ 蒼月海里 616

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 大正着物鬼譚　花街の困り事、承ります 相沢泉見/優子鈴 726 小学館 小学館文庫 6 死神の初恋　永久の命、それぞれの愛 朝比奈希夜 693

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖細音啓/猫鍋蒼 未定 小学館 小学館文庫 6 看取り医　独庵　漆黒坂 根津潤太郎 704

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強に 　月島秀一/もきゅ 未定 小学館 小学館文庫 6 孫むすめ捕物帳　かざり飴 伊藤尋也 792

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界を 　美紅/桑島黎音 未定 小学館 小学館文庫 6 クソみたいな理由で無人島に遭難したら人生が すずの木くろ 792

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 ロクでなし魔術講師と追想日誌（９） 羊太郎/三嶋くろね 未定 小学館 小学館文庫 6 ホープ・ネバー・ダイ アンドリュー・シェーファー/加1122

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 女子寮の管理人をすることになった俺、住んでる夏乃実/鏡乃もちこ 未定 小学館 小学館文庫 6 ダンデライオン 中田永一 770

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 俺のお嫁さん、変態かもしれない　―ゼロ距離だくろい/あゆま紗由 未定 小学館 小学館文庫 6 いちからはじめる 松浦弥太郎 550

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 古き掟の魔法騎士（３） 羊太郎/遠坂あさぎ 未定 小学館 小学館文庫 6 逆説の日本史（24）　明治躍進編　帝国憲法と日井沢元彦 990

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 クールな月城さんは俺にだけデレ可愛い 村田天/成海七海 未定 新書館 ウィングス文庫 11 お聞かせしましょう、カクトワールの令嬢たち 糸森環/冬臣 990

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 放課後の聖女さんが尊いだけじゃないことを俺は戸塚陸/たくぼん 未定 新書館 ウィングス文庫 11 作家令嬢は舞踏会でロマンスを綴る 春奈恵/雲屋ゆきお 990

KADOKAWA 角川文庫 21 明日へつながる5つの物語 あさのあつこ 未定 新書館 ディアプラス文庫 11 知らえぬ恋は愛（かな）しきものぞ 久我有加/芥 748

KADOKAWA 角川文庫 21 八号古墳に消えて 黒川博行 未定 新書館 ディアプラス文庫 11 経理部員、恋の仕訳はできません 栗城偲/みずかねりょう 748

KADOKAWA 角川文庫 21 東京アクアリウム 小池真理子 未定 新潮社 新潮文庫 28 うちのレシピ 瀧羽麻子 649

KADOKAWA 角川文庫 21 新・入り婿侍商い帖　古米三千俵（２） 千野隆司 未定 新潮社 新潮文庫 28 蟻の棲み家 望月諒子 781

KADOKAWA 角川文庫 21 モンスターと食卓を（３） 椹野道流 未定 新潮社 新潮文庫 28 臆病な詩人、街へ出る。 文月悠光 605

KADOKAWA 角川文庫 21 札術士見習いと黒炎の獣（仮） 未定 未定 新潮社 新潮文庫 28 一汁一菜でよいという提案 土井善晴 935

KADOKAWA 角川文庫 21 初秋の剣　大江戸定年組 風野真知雄 未定 新潮社 新潮文庫 28 方丈の孤月　鴨長明伝 梓澤要 781

KADOKAWA 角川文庫 21 虚談 京極夏彦 未定 新潮社 新潮文庫 28 常設展示室　Permanent Collection 原田マハ 605

KADOKAWA 角川文庫 21 検事の信義 柚月裕子 未定 新潮社 新潮文庫 28 ゴリラの森、言葉の海 山極寿一/小川洋子 605

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

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

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



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

新潮社 新潮文庫 28 日本の聖域（６） 「選択」編集部 649 竹書房 竹書房ラブロマン文 25 なぐさみ温泉の誘惑（仮） 永瀬博之/東克美 770 双葉社 双葉文庫 14 平安後宮の洋食シェフ 遠藤遼 715

新潮社 新潮文庫 28 もう一つの「流転の海」 宮本輝/堀井憲一郎 605 竹書房 ラヴァーズ文庫 29 蜜言弄め～文系男に言葉責めされています～（ 西野花/國沢智 770 双葉社 双葉文庫 14 部長の妻と京都で（仮） 霧原一輝 770

新潮社 新潮文庫 28 生き抜くためのドストエフスキー入門　「五大長編佐藤優 605 竹書房 ラヴァーズ文庫 29 ラブコレ17thアニバーサリー ふゆの仁子/いおかいつきほ 770 双葉社 双葉文庫 14 わるじい慈剣帖（７）　どこいくの（仮） 風野真知雄 671

新潮社 新潮文庫 28 限界病院 久間十義 825 竹書房 竹書房怪談文庫 29 湘南怪談（仮） 神沼三平太 748 双葉社 双葉文庫 14 新蔵唐行き 志水辰夫 748

新潮社 新潮文庫 28 人間の絆（上） サマセット・モーム/金原瑞人 1045 竹書房 竹書房怪談文庫 29 一〇八怪談　飛縁魔（仮） 川奈まり子 748 双葉社 双葉文庫 14 新・知らぬが半兵衛手控帖（14）　天眼通 藤井邦夫 737

新潮社 新潮文庫 28 人間の絆（下） サマセット・モーム/金原瑞人 1045 竹書房 竹書房怪談文庫 29 呪術怪談（仮） 怪談文庫編集部 748 双葉社 双葉文庫 14 三河雑兵心得（７）　伊賀越仁義 井原忠政 693

新潮社 新潮文庫 28 今日、何食べよっか？ 千早茜/遠藤彩見ほか 605 竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話怪談　蜃気楼（仮） 鈴木捧 748 双葉社 双葉文庫 14 おんな与力　花房英之介（３） 鳴神響一 715

実業之日本実業之日本社文庫 7 フーガはユーガ 伊坂幸太郎 792 竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談社　THE BEST 邪の章（仮） 伊計翼 858 双葉社 双葉文庫 14 拙者、妹がおりまして（３） 馳月基矢 671

実業之日本実業之日本社文庫 7 真夜中のメンター　死を忘れるなかれ 北川恵海 748 竹書房 竹書房文庫 29 Dahlia Black（仮） キース・トーマス/佐田千織 1320 双葉社 双葉文庫 14 湯屋のお助け人（２）　桃湯の産声〈新装版〉 千野隆司 682

実業之日本実業之日本社文庫 7 夜になっても走り続けろ 倉阪鬼一郎 814 宝島社 宝島社文庫 6 前略、今日も事件が起きています　東部郵便局 福田悠 803 双葉社 双葉文庫 14 じゃりン子チエ（21） はるき悦巳 880

実業之日本実業之日本社文庫 7 あなたは世界に愛されている 小鳥居ほたる 770 宝島社 宝島社文庫 6 元彼の遺言状 新川帆立 750 双葉社 モンスター文庫 29 必勝ダンジョン運営方法（16） 雪だるま/ファルまろ 759

実業之日本実業之日本社文庫 7 臨界　潜入捜査〈新装版〉 今野敏 792 宝島社 宝島社文庫 6 小説CUBE コンティニュード 黒崎リク/徳尾浩司 770 二見書房 ハニー文庫 11 目指すは円満な破談ですが旦那様（仮）が手強す秋野真珠/石田惠美 800

実業之日本実業之日本社文庫 7 処女総理 沢里裕二 770 筑摩書房 ちくま文庫 11 空想亭の苦労咄　「自伝」のようなもの 安野光雅 924 二見書房 ハニー文庫 11 バツイチ子持ち令嬢の新たなる縁談 御子柴くれは/ＫＲＮ 800

実業之日本実業之日本社文庫 7 嫁の甲斐性 中得一美 770 筑摩書房 ちくま文庫 11 文庫手帳2022 安野光雅 748 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 美少女変態怪事件（仮） 柚木郁人 792

実業之日本実業之日本社文庫 7 妻の罪状 新津きよみ 792 筑摩書房 ちくま文庫 11 北京の台所、東京の台所　中国の母から学んだウー・ウェン 968 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 アイドル姉と女優姉（仮） 綾野馨 792

実業之日本実業之日本社文庫 7 十津川警部　出雲伝説と木次線 西村京太郎 770 筑摩書房 ちくま文庫 11 鬼　文豪怪談ライバルズ！ 東雅夫 1210 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 ときめき文化祭　ヤリまくりの三日間（仮） 露峰翠 792

実業之日本実業之日本社文庫 7 5時過ぎランチ 羽田圭介 759 筑摩書房 ちくま文庫 11 世間心得帖 嵐山光三郎/坂崎重盛 858 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 素人告白スペシャル　旅先での熟女体験（仮） 素人投稿編集部 792

実業之日本実業之日本社文庫 7 淫ら新入社員 睦月影郎 748 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 言語・真理・論理 Ａ・Ｊ・エイヤー/吉田夏彦 1320 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 エニグマ（原題） キャサリン・コールター/守口 1705

ジーウォー紅文庫 25 マドンナOL メイド志願 八神淳一 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 着眼と考え方　現代文解釈の基礎 遠藤嘉基/渡辺実 1650 二見書房 二見ホラー×ミステ 21 蝶が羽ばたいたら　沼の底（仮） 宮田光 880

ジーウォー紅文庫 25 美肛リゾート　後ろでイカせて 阿久根道人 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 レストランの誕生　パリと現代グルメ文化 レベッカ・Ｌ・スパング/小林正 1870 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　21 マイ・ワンス・アンド・フューチャー・デューク（原題キャロライン・リンデン/村山 1430

祥伝社 祥伝社文庫 14 ソトゴト　梟が目覚めるとき 森詠 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 〈日本美術〉誕生 佐藤道信 1320 二見書房 シャレード文庫 25 王子と護衛　～俺は貴方に縛られたい～ 海野幸/Ｃｉｅｌ 715

祥伝社 祥伝社文庫 14 荒原の巨塔　傭兵代理店・改 渡辺裕之 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 11 フーコー文学講義　大いなる異邦のもの ミシェル・フーコー/柵瀬宏平 1430 二見書房 シャレード文庫 25 君がいなきゃ涙さえ出ない 沙野風結子/小山田あみ 715

祥伝社 祥伝社文庫 14 ねじれびと 原宏一 未定 中央公論新中公文庫 19 本牧亭の灯は消えず　席亭・石井英子一代記 石井英子 902 二見書房 シャレード文庫 25 鬼神様は過保護　～恋する生贄花嫁～ 松幸かほ/北沢きょう 715

祥伝社 祥伝社文庫 14 僕は金になる 桂望実 未定 中央公論新中公文庫 19 王将・坂田三吉 織田作之助/藤沢桓夫ほか 902 二見書房 シャレード文庫 25 かけだし騎士はアルファの王子の愛を知りました墨谷佐和/明神翼 715

祥伝社 祥伝社文庫 14 未定　風の市兵衛　弐（仮） 辻堂魁 未定 中央公論新中公文庫 19 悪党の裔（上）　新装版 北方謙三 726 二見書房 二見文庫　官能シ 26 ガーター姿の女性キャリア（仮） 雨宮慶 792

祥伝社 祥伝社文庫 14 恩がえし　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 19 悪党の裔（下）　新装版 北方謙三 726 二見書房 二見時代小説文庫 26 ご隠居は福の神（７） 井川香四郎/安里英晴 770

祥伝社 祥伝社文庫 14 竹笛　橋廻り同心・平七郎控 藤原緋沙子 未定 中央公論新中公文庫 19 ラバウル戦線異状なし　我等かく生き　かく戦え 草鹿任一 990 二見書房 二見時代小説文庫 26 小料理のどか屋　人情帖（33） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 770

祥伝社 祥伝社文庫 14 金四郎の妻ですが（４） 神楽坂淳 未定 中央公論新中公文庫 19 酔人・田辺茂一伝 立川談志 968 二見書房 二見時代小説文庫 26 奥小姓裏始末（５） 青田圭一/蓬田やすひろ 770

祥伝社 祥伝社文庫 14 冗談じゃねえや（上）　浮世絵宗次日月抄 門田泰明 未定 中央公論新中公文庫 19 野口冨士男犯罪小説集─風のない日々／少女 野口冨士男 1100 文芸社 文芸社文庫 5 さいはてたい 山本陽子 704

祥伝社 祥伝社文庫 14 冗談じゃねえや（下）　浮世絵宗次日月抄 門田泰明 未定 中央公論新中公文庫 19 歌舞伎町ゲノム 誉田哲也 770 文芸社 文芸社文庫 5 ブラッドライン 黒澤伊織 682

祥伝社 祥伝社文庫 14 柳生神妙剣 長谷川卓 未定 中央公論新中公文庫 19 剣闘士　血と汗のローマ社会史 本村凌二 1056 文藝春秋 文春文庫 6 陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕獏 748

祥伝社 祥伝社文庫 14 初代北町奉行　米津勘兵衛　雨月の怪 岩室忍 未定 中央公論新中公文庫 19 科学者の創造性　雑誌『自然』より 湯川秀樹 1100 文藝春秋 文春文庫 6 剣樹抄 冲方丁 858

祥伝社 祥伝社黄金文庫 14 日本人が知らない最先端の「世界史」不都合な真福井義高 未定 中央公論新中公文庫 19 子供の領分 吉行淳之介 946 文藝春秋 文春文庫 6 剣と十字架　空也十番勝負（３）　決定版 佐伯泰英 814

祥伝社 祥伝社黄金文庫 14 世界史を動かした　思想家たちの格闘 茂木誠 未定 中央公論新中公文庫 19 新装版　マンガ日本の歴史（19）　寛政の改革と 石ノ森章太郎 924 文藝春秋 文春文庫 6 初夏の訪問者　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央 660

心交社 ショコラ文庫 8 さよなら、運命の人（アルファ） 小中大豆/ｙｏｃｏ 759 徳間書店 徳間文庫 8 泥棒たちの十番勝負 赤川次郎 814 文藝春秋 文春文庫 6 こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保裕一 847

スターツ出ベリーズ文庫 8 追放された令嬢は、呪われ公爵の最愛になる（仮吉澤紗矢 704 徳間書店 徳間文庫 8 降格警視　 安達瑶 836 文藝春秋 文春文庫 6 武士の流儀（６） 稲葉稔 792

スターツ出ベリーズ文庫 8 離婚前提の契約結婚のはずですが!?～懐妊妻は紅カオル 704 徳間書店 徳間文庫 8 流葉断の太刀 上田秀人 792 文藝春秋 文春文庫 6 白魔の塔 三津田信三 836

スターツ出ベリーズ文庫 8 極上悪魔なスパダリシリーズ　弁護士（仮） 佐倉伊織 704 徳間書店 徳間文庫 8 公共考査機構　〈新装版〉 かんべむさし 990 文藝春秋 文春文庫 6 神さまを待っている 畑野智美 836

スターツ出ベリーズ文庫 8 離婚からはじめましょう（仮） 高田ちさき 704 徳間書店 徳間文庫 8 デイ・トリッパー 梶尾真治 858 文藝春秋 文春文庫 6 三途の川のおらんだ書房　転生する死者とあや 野村美月 792

スターツ出ベリーズ文庫 8 サレ妻の私を幼馴染の御曹司が奪いにきました砂川雨路 704 徳間書店 徳間文庫 8 見知らぬ明日／アメリカの壁 小松左京 1320 文藝春秋 文春文庫 6 ドッペルゲンガーの銃 倉知淳 968

スターツ出ベリーズ文庫 8 大好きな旦那様～たとえ子づくり婚だと言われて宝月なごみ 704 徳間書店 徳間文庫 8 招かれざる客 笹沢左保/有栖川有栖ほか 880 文藝春秋 文春文庫 6 猫はわかっている 村山由佳/有栖川有栖ほか 759

スターツ出ベリーズ文庫 8 平凡な私の獣騎士団もふもふライフ（４） 百門一新 704 徳間書店 徳間文庫 8 ジェームス山の李蘭 樋口修吉 924 文藝春秋 文春文庫 6 創意に生きる　中京財界史 城山三郎 880

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 わるい熱はきみで秘して（仮） 雨 550 徳間書店 徳間文庫 8 妖鳥 山田正紀 1166 文藝春秋 文春文庫 6 ざんねんな食べ物事典 東海林さだお 748

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 極上男子は、地味子を奪いたい。（４）　（仮） ＊あいら＊ 550 徳間書店 キャラ文庫 27 ぼくたちの正義（仮） 楠田雅紀/未定 682 文藝春秋 文春文庫 6 極夜行 角幡唯介 880

スターツ出野いちご文庫 25 私の彼氏は親友とデキていました。（仮） かなゆな 660 徳間書店 キャラ文庫 27 夜間飛行（２）　（仮） 遠野春日/未定 682 文藝春秋 文春文庫 6 コンプレックス文化論 武田砂鉄 902

スターツ出スターツ出版文庫 28 散りゆく君に贈る花言葉（仮） 木村咲 660 徳間書店 キャラ文庫 27 二重螺旋（14）　（仮） 吉原理恵子/未定 682 文藝春秋 文春文庫 6 クリスパー　CRISPR 究極の遺伝子編集技術の ジェニファー・ダウドナ/サミュ 1056

スターツ出スターツ出版文庫 28 交換ウソ日記（３）　（仮） 櫻いいよ 660 日経BP　日日経ビジネス人文 5 「不確実性」超入門 田渕直也 935 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 6 真珠湾作戦回顧録 源田實 1650

スターツ出スターツ出版文庫 28 鬼の若頭と生贄花嫁～魂の伴侶～ 湊祥 660 Jパブリッシカクテルキス文庫 18 未定 義月粧子/古澤エノ 836 フロンティア ダリア文庫 13 花のオメガと溺愛王子　～いとし子と運命のつが葵居ゆゆ/篁ふみ 750

スターツ出スターツ出版文庫 28 大正蜜恋政略結婚 朝比奈希夜 660 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 恋するアリス ダイアナ・パーマー/杉本ユミ 660 プランタン出 オパール文庫 5 あなたの子どもですが絶対に秘密です！（仮） 涼川凛/にかわ柚生 未定

青春出版社青春文庫 11 図説　日本仏教の聖地を訪ねる！　最澄と歩く　池田宗讓 1375 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 愛の審判 ペニー・ジョーダン/大沢晶 550 プランタン出 オパール文庫 5 淫魔な社長にヤバいくらい執着されています！ 蘇我空木/八美☆わん 未定

青春出版社青春文庫 11 誰も言わなかった古代史　謎の十三人を追え！ 瀧音能之 968 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 ニューヨークへ愛をこめて スーザン・フォックス/シュカー 550 プランタン出 オパール文庫 5 ホストクラブのオーナーに捧げられた身です（仮 斉河燈/北沢きょう 未定

成美堂出版成美文庫 15 孤独にならない老い方 高田明和 660 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 ビンテージ・ラブ ルーシー・ゴードン/竹内喜 550 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 拉致監禁【八匹の生贄】（仮） 蘭光生 未定

アルファポエタニティ文庫 6 今宵、彼は紳士の仮面を外す 結祈みのり 704 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 英国貴族と結婚しない方法 ジェニファー・マクイストン/琴 1090 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 社内交尾【奴隷秘書と人妻課長】（仮） 御前零士 未定

アルファポエタニティ文庫 6 今夜、君と愛に溺れる 砂原雑音 704 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 真夜中のあとに ダイアナ・パーマー/霜月桂 900 フランス書院美少女文庫 19 落ちこぼれ騎士は魔滅の刃で反撃ハーレムを築朱月十話/をん 未定

アルファポエタニティ文庫 6 発情上司と同居中！ 藍川せりか 704 ハーパーコエロティカ・ラブロ・ 15 イケメンの異常な執着愛に溺れそうです アレグラ・ヴェルデ/松島なお 730 フランス書院美少女文庫 19 エルフに淫紋を付ける本（仮） 山口陽/にの子ほか 未定

アルファポアルファライト文庫 8 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦え 　柳内たくみ 660 ハーパーコハーレクイン文庫 29 聖なる愛情物語 ベティ・ニールズ/柿原日出子 710 フランス書院美少女文庫 19 北欧美少女のルナさんと一緒に暮らすことになっ雨音恵/ゆきうなぎ 未定

アルファポアルファライト文庫 8 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦え 　柳内たくみ 660 ハーパーコハーレクイン文庫 29 ふたりのジョアンナ サンドラ・マートン/三好陽子 690 プランタン出 ティアラ文庫 19 騎士王さまと甘恋旅行（３）　（仮） 周防佑未/蒼磨奏 未定

アルファポアルファライト文庫 8 のんびりVRMMO記（９） まぐろ猫＠恢猫 671 ハーパーコハーレクイン文庫 29 誓いのティアラ ダイアナ・パーマー/米崎邦子 690 プランタン出 ティアラ文庫 19 幼なじみ騎士は、姫様の恋心に抗えない　（仮） 鬼頭香月/コトハ 未定

アルファポアルファライト文庫 8 前世は剣帝。今生クズ王子（２） アルト 671 ハーパーコハーレクイン文庫 29 愛は止まらない ローリー・フォスター/寺田ち 710 プランタン出 ティアラ文庫 19 君は一年後に破滅する悪役令嬢だから今すぐツ日車メレ/獅童ありす 未定

アルファポアルファライト文庫 8 超越者となったおっさんはマイペースに異世界を神尾優 671 ハーパーコハーレクイン文庫 29 クリスマス狂想曲 サラ・モーガン/翔野祐梨 690 フランス書院フランス書院文庫 26 全裸謝罪（仮） 藤崎玲 未定

アルファポレジーナ文庫 8 王太子妃殿下の離宮改造計画（４） 斎木リコ 704 ハーパーコハーレクイン文庫 29 愛されたくて ペニー・ジョーダン/仙波有理 690 フランス書院フランス書院文庫 26 初体験風呂（仮） 朝倉ゆうき 未定

アルファポレジーナ文庫 8 甘味女子は異世界でほっこり暮らしたい 黒辺あゆみ 704 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 5 月の落とし子 穂波了 880 フランス書院フランス書院文庫 26 四穴孕ませ（仮） 八雲蓮 未定

アルファポレジーナ文庫 8 皇太子の愛妾は城を出る 小鳥遊郁 704 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 5 反逆の神話〔新版〕　「反体制」はカネになる ジョセフ・ヒース/アンドルー・ 1210 フランス書院フランス書院文庫 26 隣人母娘とエリート女課長（仮） 秋芳さつき 未定

アルファポアルファポリス文庫 15 あやかし鬼嫁婚姻譚　選ばれし生贄の娘 朧月あき 726 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 5 ネットウォーカー エルンスト・ヴルチェク/クル 814 フランス書院フランス書院文庫 26 長男の嫁、次男の嫁（仮） 青橋由高 未定

アルファポアルファポリス文庫 15 余命-24h 安崎依代 726 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 5 町かどの穴　ラファティ・ベスト・コレクション1 Ｒ・Ａ・ラファティ/牧眞司ほか 1100 フランス書院フランス書院文庫 26 八匹の生贄【調教アルバム】（仮） 仁賀奈/御堂乱ほか 未定

アルファポアルファポリス文庫 29 それは、欲望という名の海（仮） 筑前筑後（仮） 737 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 11 芭蕉の娘 佐藤恵秋 858 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 5 宮廷のまじない師（２） 顎木あくみ 770

アルファポノーチェ文庫 29 王国騎士になるはずがお妃候補になりまして 佐倉紫 704 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 11 初花【ういか】　斬剣のさだめ 平茂寛 770 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 5 新装版　ラブオールプレー　風の生まれる場所 小瀬木麻美 792

SBクリエイＧＡ文庫 15 お兄ちゃんとの本気の恋なんて誰にもバレちゃダ保住圭/千種みのり 770 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 19 ブラックサマーの殺人 Ｍ・Ｗ・クレイヴン/東野さやか 1100 ホビージャパＨＪ文庫 1 百錬の覇王の覇王と聖約の戦乙女（23） 鷹山誠一/ゆきさん 693

SBクリエイＧＡ文庫 15 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたらケンノジ/フライ 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 19 異常論文 樋口恭介 1100 ホビージャパＨＪ文庫 1 魔王使いの最強支配（１） 空埜一樹/コユコム 693

SBクリエイＧＡ文庫 15 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたら 　ケンノジ/フライ 8404 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 19 大日本帝国の銀河（４） 林譲治 990 ホビージャパＨＪ文庫 1 夢見る男子は現実主義者（５） おけまる/さばみぞれ 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 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 19 ハンターキラー　アジア核攻撃阻止（上） ジョージ・ウォーレス/ドン・キ 1012 マイクロマガ ことのは文庫 20 おまわりさんと招き猫　あやかしの町のふしぎな植原翠/ショウイチ 759

SBクリエイＧＡ文庫 15 君は初恋の人、の娘（２） 機村械人/いちかわはる 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 19 ハンターキラー　アジア核攻撃阻止（下） ジョージ・ウォーレス/ドン・キ 1012 マイクロマガ ＧＣＮ文庫 20 霜月さんはモブが好き 八神鏡/Ｒｏｈａ 715

SBクリエイＧＡ文庫 15 私のほうが先に好きだったので。 佐野しなの/あるみっく 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 19 エイレーネの行方 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/Ｈ・Ｇ・フ 814 マイクロマガ ＧＣＮ文庫 20 一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷になってい笹塔五郎/菊田幸一 693

SBクリエイＧＡ文庫 15 〆切前には百合が捗る（２） 平坂読/Ｕ３５ 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＦＴ 29 ホイール・オブ・タイム　竜王伝説（上） ロバート・ジョーダン/斉藤伯 1320 マイクロマガ ＧＣＮ文庫 20 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念を一色一凛/ｆａｍｅ 759

SBクリエイＧＡ文庫 15 転生魔王の大誤算（４）　～有能魔王軍の世界征あわむら赤光/ｋａｋａｏ 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＦＴ 29 ホイール・オブ・タイム　竜王伝説（中） ロバート・ジョーダン/斉藤伯 1320 マイナビ出版ファン文庫Ｔｅａｒｓ 13 横浜・神戸であった泣ける話 鳩見すた/神野オキナほか 792

草思社 草思社文庫 5 江戸時代の罪と罰 氏家幹人 1100 早川書房 ハヤカワ文庫ＦＴ 29 ホイール・オブ・タイム　竜王伝説（下） ロバート・ジョーダン/斉藤伯 1320 マイナビ出版マイナビ出版ファン 21 あやかしトリオのごはんとお酒と珍道中（２）　（仮桔梗楓 748

草思社 草思社文庫 5 蜥蜴の尻っぽ　とっておき映画の話 野上照代 990 原書房 ライムブックス 6 愛を知らない君へ メアリ・バログ/山本やよい 1320 マイナビ出版マイナビ文庫 21 ラクする台所 一田憲子 1078

草思社 草思社文庫 5 世界の見方が変わる50の概念 齋藤孝 825 一二三書房ブレイブ文庫 25 チート薬師のスローライフ（７）　～異世界に作ろ ケンノジ 836 マイナビ出版マイナビ文庫 21 住まいと暮らしのサイズダウン 柳澤智子 1078

竹書房 竹書房文庫 4 とろめきクルーズ船 葉月奏太 770 PHP研究所ＰＨＰ文庫 7 知の操縦法（仮） 佐藤優 814 三笠書房 知的生きかた文庫 19 ズボラでもラクラク血管・血流がよみがえって全部板倉弘重 未定

竹書房 ラズベリーブックス 8 EVERY BIT A ROGUE（原題） アドリエンヌ・バッソ/阿尾正子1430 PHP研究所ＰＨＰ文庫 7 戦国合戦のリアル（仮） 鈴木眞哉 1034 三笠書房 知的生きかた文庫 19 優秀な人がこっそりやっている仕事のスゴ技75（木部智之 未定

竹書房 ムーンドロップス文 11 母性が溢れて止まりません！？　皇帝陛下と呪 臣桜/天路ゆうつづ 924 PHP研究所ＰＨＰ文庫 7 コーヒーと楽しむ　気持ちが「スーッと」落ち着く5 西沢泰生 770 三笠書房 知的生きかた文庫 19 よくわかる　世界の紛争地図（仮） ライフサイエンス 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 11 禁欲お姉さんの誘惑（仮） 八神淳一/大柴宗平 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 18 文蔵2021.11 「文蔵」編集部 825 三笠書房 知的生きかた文庫 19 半分、減らす。（仮） 川野泰周 未定

竹書房 竹書房文庫 11 もうガマンの限界です！～欲求不満が溜まりすぎ愛の体験編集部 770 双葉社 双葉文庫 14 タイムスリップしたら、また就職氷河期でした 南綾子 781 三笠書房 王様文庫 11/1 謎解き！3分間心理テスト（仮） 亜門虹彦 未定

竹書房 竹書房文庫 18 たかぶり女肌（仮） 橘真児 770 双葉社 双葉文庫 14 彼女が私を惑わせる（仮） こかじさら 792 三笠書房 王様文庫 11/1 いつまで「いい人」を続けるの？（仮） 片田珠美 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 転生した（と気づいた）ら3日で結婚！？（仮） 御厨翠/Ｃｉｅｌ 880 双葉社 双葉文庫 14 青い棘のジレンマ 悠木シュン 660 三笠書房 王様文庫 11/1 使って聞いて心に残る優しい言葉選び（仮） 渡辺由佳 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 孤高の軍人皇帝の一途な純愛　二十二番目の王すずね凜/すがはらりゅう 880 双葉社 双葉文庫 14 後宮の百花輪（２） 瀬那和章 792
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