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KADOKAWA 1 黒か白か（８） さちも 未定 KADOKAWA24 悪魔学者サラ＝コルネリウスの大事典　第II集 藤也卓巳 未定 講談社 13 稲妻とロマンス（３） みきもと凜 528 集英社 3 SAKAMOTO DAYS（７） 鈴木祐斗 484 小学館 8 からかい上手の（元）高木さん（16） 稲葉光史/山本崇一朗 715

KADOKAWA 1 ボスと野獣 さちも 未定 KADOKAWA24 佐々木とピーちゃん（２）　異世界でスローライフを楽しもうとしたら、現代で異能バトルに巻き　込まれた件　～魔法少女がアップを始めたようです～ぶんころり/プレジ和尚ほか未定 講談社 13 ウソ婚　Rose（２） 時名きうい 550 集英社 3 あやかしトライアングル（９） 矢吹健太朗 484 小学館 8 からかい上手の高木さん（18） 山本崇一朗 715

KADOKAWA 1 ひとりじめさせてね。 杉原マチコ 未定 KADOKAWA24 機動戦士Zガンダム　Define　シャア・アズナブル　赤の分水嶺（19）北爪宏幸/矢立肇ほか 704 講談社 13 月曜日が待ち遠しくて（１） 旗谷澄生 528 集英社 3 アオのハコ（５） 三浦糀 484 小学館 10 死神坊ちゃんと黒メイド（15） イノウエ 715

KADOKAWA 1 我儘オメガの性欲管理法 アサナエアラタ 726 KADOKAWA24 天空の城をもらったので異世界で楽しく遊びたい（６） Ｍａｔｓｕｋｉ/井上みつるほか未定 講談社 13 ひかえめに言っても、これは愛（２） 藤もも 550 集英社 3 あかね噺（１） 末永裕樹/馬上鷹将 484 小学館 10 コヅクリメイヴ（２） こじまたけし 715

KADOKAWA 1 悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言ったの？（２） あさここの/ぷにちゃんほか737 KADOKAWA24 追放された転生公爵は、辺境でのんびりと畑を耕したかった　～来るなというのに領民が沢山来るから内政無双をすることに～（２）うみ/佐藤夕子ほか 未定 講談社 13 なのに、千輝くんが甘すぎる。（７） 亜南くじら 528 集英社 3 天狗とわらし（２） しいたけ元帥 748 小学館 10 はなにあらし（11） 古鉢るか 715

KADOKAWA 1 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（10） ほしな/ぷにちゃんほか 737 KADOKAWA24 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ　ドライ！！（13） ひろやまひろし/ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ704 講談社 13 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（５） 桜井真優 550 集英社 3 遊☆戯☆王　OCG ストラクチャーズ（５） 佐藤雅史/ウェッジホールディングス484 小学館 10 偽物協会（２） 白井もも吉 715

KADOKAWA 1 捨てられ聖女の異世界ごはん旅　隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました（２）小神奈々/米織ほか 737 KADOKAWA24 すべての人類を破壊する。それらは再生できない。（10） 横田卓馬/伊瀬勝良 未定 講談社 13 桜色キスホリック（５） キリシマソウ 748 集英社 3 遊☆戯☆王　ラッシュデュエルLP（１） 友永晃浩/ウェッジホールディングス528 小学館 10 ケンガンオメガ（13） サンドロビッチ・ヤバ子/だろめおん715

KADOKAWA 1 最強の鑑定士って誰のこと？　～満腹ごはんで異世界生活～（７）不二原理夏/港瀬つかさほか737 KADOKAWA24 オーバーロード（17） 深山フギン/大塩哲史ほか未定 講談社 13 ザツキ　～私をスターにしなさい～（３） 桜庭ゆい/望月拓海 781 集英社 3 ウィッチウォッチ（６） 篠原健太 484 小学館 10 送球ボーイズ（22） フウワイ/サカズキ九 550

KADOKAWA 3 CLAMP PREMIUM COLLECTION 東京BABYLON（１） ＣＬＡＭＰ 748 KADOKAWA24 聖剣学院の魔剣使い（５） 蛍幻飛鳥/志瑞祐ほか 未定 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（４） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 3 ドロンドロロン（２） 大須賀玄 484 小学館 10 裏バイト：逃亡禁止（７） 田口翔太郎 715

KADOKAWA 3 CLAMP PREMIUM COLLECTION 東京BABYLON（２） ＣＬＡＭＰ 748 KADOKAWA24 プランダラ（21） 水無月すう 未定 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（５） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 3 バブル（２） バブル製作委員会/肘原えるぼ484 小学館 10 かわいいからギリゆるせる（２） もこやま仁 715

KADOKAWA 3 この本を盗む者は（１） 深緑野分/空カケル 704 KADOKAWA24 世界最速のレベルアップ（２） 鈴見敦/八又ナガトほか 未定 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（６） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 3 逃げ上手の若君（６） 松井優征 484 小学館 10 Helck 新装版（３） 七尾ナナキ 730

KADOKAWA 3 黄昏メアレス　―魔法使いと黒猫のウィズ　Chronicle―（３）コロプラ/上下瑞樹ほか 748 KADOKAWA24 笑うカドにはお稲荷さん（１） 人生負組 未定 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（７） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 17 ジョジョの奇妙な冒険　クレイジー・Dの悪霊的失恋（１） 上遠野浩平/カラスマタスクほか484 小学館 10 勇者のひざには猫がいる（２） 飯島浩介/汐里 715

KADOKAWA 3 シュガーアップル・フェアリーテイル（１） 三川みり/夜空のうどんほか704 KADOKAWA24 新装版　TIGER ＆ BUNNY（３） 榊原瑞紀/ＢＮ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓほか未定 講談社 13 東京ミュウミュウにゅ～公式ビジュアルブック　別冊付録TVアニメ「東京ミュウミュウ」メモリアルブック付き講談社 2200 集英社 17 サマーゴースト（２） 乙一/ｌｏｕｎｄｒａｗほか 693 小学館 10 マチネとソワレ（11） 大須賀めぐみ 715

KADOKAWA 3 夢で見たあの子のために（10） 三部けい 704 KADOKAWA24 カノジョに浮気されていた俺が、小悪魔な後輩に懐かれています（１）未定 未定 講談社 13 恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（３） 美麻りん 550 集英社 17 最強の弁護士（３） 高橋のぼる/久慈希跡ほか715 小学館 10 AK-69の泣きメシ（３） 松本勇祐/ＡＫ－６９ 715

KADOKAWA 3 帰ってください！　阿久津さん（５） 長岡太一 704 KADOKAWA27 准教授・高槻彰良の推察（４） 相尾灯自/澤村御影ほか 693 講談社 13 箱庭の主と最期の魔女（４） うさ沢妹子 550 集英社 17 明日ちゃんのセーラー服（10） 博 660 小学館 10 抱かれたい女～JDだけどアラサー女子に買われています～（１）桃枝司 715

KADOKAWA 3 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。（３） 佐茂すけ/竹村優希ほか 726 KADOKAWA27 拝啓…殺し屋さんと結婚しました（４） 高坂曇天 未定 講談社 13 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～（14） 長谷垣なるみ 517 集英社 17 ゴールデンカムイ（30） 野田サトル 693 小学館 10 イベリスの花嫁（１） 秋山はる 715

KADOKAWA 3 安堂鍵乃子の暗号事件簿（３） 関崎俊三 704 KADOKAWA27 とんで火に入るゆりの犬（３） りべるむ 未定 講談社 13 聖ラブサバイバーズ（３） ひうらさとる 550 集英社 17 BUNGO ―ブンゴ―（31） 二宮裕次 638 小学館 10 君は放課後インソムニア（９） オジロマコト 715

KADOKAWA 3 復讐の毒鼓REWIND（７） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 1078 KADOKAWA27 君には届かない。（６） みか 未定 講談社 13 西園寺さんは家事をしない（１） ひうらさとる 726 集英社 17 奇習愛（３） 久嘉めいら 715 小学館 10 こころのナース夜野さん（５） 水谷緑 715

KADOKAWA 3 臆病な伯爵令嬢は揉め事を望まない（３） 小箱ハコ/白猫ほか 715 KADOKAWA27 殺戮の天使　Episode.0（６） 真田まこと/名束くだん 未定 講談社 13 生徒諸君！　Kids（９） 庄司陽子 495 集英社 17 ラブオールプレー（１） 小瀬木麻美/宮田ダム 660 小学館 10 異世界猫と不機嫌な魔女（２） 柏葉ヒロ 715

KADOKAWA 3 お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ることにしました　～うさぎがいるので独り寝も寂しくありません！～（２）封宝/富樫聖夜ほか 715 KADOKAWA27 ノベル　みなと商事コインランドリー　いれかわりの恋（仮） 椿ゆず/缶爪さわ 未定 講談社 13 月読くんの禁断お夜食（１） アサダニッキ 726 集英社 17 鬼獄の夜（12） 加藤キャシー 693 小学館 10 野湯ガール（２） 麻生羽呂/吉田史朗 715

KADOKAWA 3 旦那が美貌を隠す訳（２） Ｈａｒａｒａ/Ｇａｂｉ　Ｎａｍほか1034 KADOKAWA27 佐原先生と土岐くん（５） 鳥谷コウ 未定 講談社 13 ホンノウスイッチ（９）　―ハジメテノフタリ― ＫＵＪＩＲＡ 550 集英社 17 スタンドUPスタート（７） 福田秀 693 小学館 10 猫に嫁入り（１） 拓平/沖田円ほか 715

KADOKAWA 3 異世界の皇妃（５） ＨＡＳＨ/ＶＩＳＣＡＣＨＡ 1034 KADOKAWA27 グリザイア　クロノスリベリオン　でっどすとっく！（１） 槌居/フロントウイング 未定 講談社 13 ハマる男に蹴りたい女（２） 天沢アキ 550 集英社 17 バトゥーキ（13） 迫稔雄 638 小学館 10 初恋の世界（11） 西炯子 499

KADOKAWA 3 異世界の皇妃（６） ＨＡＳＨ/ＶＩＳＣＡＣＨＡ 1034 KADOKAWA27 グリザイア　クロノスリベリオン　でっどすとっく！（２） 槌居/フロントウイング 未定 講談社 13 のだめカンタービレ　新装版（10） 二ノ宮知子 1320 集英社 17 キングダム（65） 原泰久 660 小学館 10 私が恋などしなくても（９） 一井かずみ 499

KADOKAWA 3 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします（２） 此匙/浜千鳥ほか 未定 KADOKAWA27 思春期と男子校！？　と中野くん（２） 東３８５ 未定 講談社 13 余命一年、男をかう（１） 志真てら子/吉川トリコ 748 集英社 17 陽キになりたい時雨さん（３） 大浜カナタ 693 小学館 10 うしろに何かみえてますが（３） 赤石路代 499

KADOKAWA 3 ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる（２）神栖みか/シロヒ 715 KADOKAWA27 サーシャちゃんとクラスメイトオタクくん（１） はぐはぐ 未定 講談社 16 ノラガミ（25） あだちとか 528 集英社 17 こういうのがいい（３） 双龍 660 小学館 10 脱いで触って愛して（12） いいじま凛 530

KADOKAWA 6 淫靡な洞窟のその奥で（１） あび/ウメ種ほか 715 KADOKAWA27 やってやれ幻想郷 東方Ｐｒｏｊｅｃｔ/あらたとしひら未定 講談社 16 白聖女と黒牧師（10） 和武はざの 528 集英社 17 イビルヒーローズ（４） 光永康則/入鹿良光 693 小学館 10 キミに溺れる心臓（４） 夜神里奈 530

KADOKAWA 8 神辺先生の当直ごはん（２） ちんねん/能一ニェ 726 KADOKAWA27 神々に育てられしもの、最強となる（４） 九野十弥/羽田遼亮ほか未定 講談社 16 くろアゲハ（19） 加瀬あつし 528 集英社 17 シャドーハウス（11） ソウマトウ 693 小学館 10 ミステリと言う勿れ（11） 田村由美 499

KADOKAWA 8 執筆中につき後宮ではお静かに　愛書妃の朱国宮廷抄（２）葛井美鳥/田井ノエル 726 KADOKAWA27 アイドルマスター　ミリオンライブ！　Blooming Clover（11） バンダイナムコエンターテインメント/稲山覚也未定 講談社 16 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（11） さとうふみや/天樹征丸ほか528 集英社 17 君のことが大大大大大好きな100人の彼女（10） 中村力斗/野澤ゆき子 660 小学館 17 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～（14） 日向夏/倉田三ノ路ほか 715

KADOKAWA 8 ヴァージン†メイデン（２） となりける/太田顕喜 未定 KADOKAWA27 真の実力はギリギリまで隠していようと思う（３） 猫夜叉/亀小屋サトほか 未定 講談社 16 江戸前エルフ（６） 樋口彰彦 715 集英社 17 少年のアビス（９） 峰浪りょう 693 小学館 17 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～（11） 麻生羽呂/高田康太郎 715

KADOKAWA 8 きゅぽぽんぬ宇宙忍者カンパニー（１） ちょぼらうにょぽみ 未定 KADOKAWA27 異世界最強の大魔王、転生し冒険者になる（４） オギノサトシ/月夜涙ほか未定 講談社 16 左手のための二重奏（６） 松岡健太 715 集英社 17 新しいきみへ（２） 三都慎司 660 小学館 17 レッドブルー（２） 波切敦 550

KADOKAWA 9 今日から使える薬学的お世話（２） 最上工路 未定 KADOKAWA27 社畜が異世界に飛ばされたと思ったらホワイト企業だった（７）結城鹿介/髭乃慎士 未定 講談社 16 人形～ヒトガタ～（２） 白崎メオ 715 集英社 17 ゾンビランドサガ外伝　ザ・ファースト・ゾンビィ（２） 深川可純/広報広聴課ゾンビ係660 小学館 17 よふかしのうた（11） コトヤマ 550

KADOKAWA 9 『おっぱい揉みたい』って叫んだら、妹の友達と付き合うことになりました。（１）凪木エコ/白クマシェイクほか未定 KADOKAWA27 S級ギルドを追放されたけど、実は俺だけドラゴンの言葉がわかるので、気付いたときには竜騎士の頂点を極めてました。（１）ひそな/三木なずなほか 未定 講談社 17 iコンタクト（４） 月山可也/伊賀大晃 528 集英社 17 侠医冬馬（６） 村上もとか/かわのいちろう660 小学館 17 君は008（20） 松江名俊 550

KADOKAWA 9 名探偵なんかじゃない！～高校生探偵バトルロイヤル～（２）森田俊平 未定 KADOKAWA27 航宙軍士官、冒険者になる（５） たくま朋正/伊藤暖彦ほか未定 講談社 17 ダイヤのA act2（31） 寺嶋裕二 528 集英社 17 別世界のキラキラ同期がエッチなイラストを描いている（１） ｓａｋｕ 693 小学館 17 魔王城でおやすみ（22） 熊之股鍵次 550

KADOKAWA 9 ストラテジックラバーズ（３） 三色網戸。 未定 KADOKAWA27 リビルドワールド（７） 綾村切人/ナフセほか 未定 講談社 17 ダイヤのC！！　青道高校猫日誌（１） 岡田有希/寺嶋裕二 528 集英社 17 ここは今から倫理です。（７） 雨瀬シオリ 660 小学館 17 第九の波濤（19） 草場道輝/高谷智裕 550

KADOKAWA 9 どうやら私の身体は完全無敵のようですね（８） さばねこ/ちゃつふさほか未定 KADOKAWA27 影繰姫譚（７） 浦上ユウ 未定 講談社 17 青のミブロ（３） 安田剛士 528 集英社 17 不倫島（３） 真中みのり/高山としのり 715 小学館 17 葬送のフリーレン（８） 山田鐘人/アベツカサ 550

KADOKAWA 9 淫獄団地（３） 丈山雄為/搾精研究所 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（28） 和久井健 528 集英社 17 デンタルクエスト（３） セキアトム/箸井地図 715 小学館 17 龍と苺（８） 柳本光晴 550

KADOKAWA 9 異世界ゆるっとサバイバル生活～学校の皆と異世界の無人島に転移したけど俺だけ楽勝です～（３）西尾洋一/絢乃ほか 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 17 EDENS ZERO（21） 真島ヒロ 528 集英社 17 復讐を希う最強勇者は、闇の力で殲滅無双する（７） 斧名田マニマニ/坂本あきらほか693 小学館 17 保安官エヴァンスの嘘（20） 栗山ミヅキ 550

KADOKAWA 9 転生隠者はほくそ笑む（２） 齋藤ちあき/住須譲治ほか未定 講談社 1 ぱちん娘。（２） 若林稔弥 未定 講談社 17 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（２） 木南ユカ 528 集英社 17 尽くしたがりなうちの嫁についてデレてもいいか？（２） 斧名田マニマニ/北屋けけ715 小学館 17 MAO（13） 高橋留美子 550

KADOKAWA 9 幼馴染のS級パーティーから追放された聖獣使い。万能支援魔法と仲間を増やして最強へ！（２）黒田高祥/かなりつほか 未定 講談社 6 股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～（２） ジブロー/脇道それる 726 講談社 17 テスラノート（７） 三宮宏太/西田征史ほか 528 集英社 17 劣等眼の転生魔術師～虐げられた元勇者は未来の世界を余裕で生き抜く～（10）柑橘ゆすら/峠比呂ほか 693 小学館 17 帝乃三姉妹は案外、チョロい。（２） ひらかわあや 550

KADOKAWA 9 金色の文字使い（17）　―勇者四人に巻き込まれたユニークチート―尾崎祐介/十本スイほか未定 講談社 6 その無能、実は世界最強の魔法使い（１）　～無能と蔑まれ、貴族家から追い出されたが、ギフト《転生者》が覚醒して前世の能力が蘇った～蒼乃白兎/緒方ていほか 726 講談社 17 女神のカフェテラス（６） 瀬尾公治 528 集英社 17 社畜、ダンジョンだらけの世界で固有スキル『強欲』を手に入れて最強のバランスブレーカーになる～会社をやめてのんびり暮らします～（１）相野仁/拓平ほか 693 小学館 17 かけあうつきひ（５） 福井セイ 550

KADOKAWA10 ぐだぐだエース　RE（１） 経験値/ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 924 講談社 6 底辺冒険者だけど魔法を極めてみることにした　～無能スキルから神スキルに進化した【魔法創造】と【アイテム作成】で無双する～（１）蒼乃白兎/坂野杏梨ほか 726 講談社 17 カノジョも彼女（11） ヒロユキ 528 集英社 17 DOOOOM ―ドゥーム―（１） あかほりさとる/一宮幽 660 小学館 17 麗の世界で有栖川（６） 安西信行 550

KADOKAWA10 残念妖精ドルマさん（１） おーしおゆたか 704 講談社 6 ケンシロウによろしく（６） ジャスミン・ギュ 726 講談社 20 兄弟ゾンビ（２） 外山竜耳 726 集英社 17 飛び降りようとしている女子高生を助けたらどうなるのか？（２）岸馬きらく/うるひこほか 660 小学館 17 新・ちいさいひと　青葉児童相談所物語（11） 夾竹桃ジン/水野光博ほか550

KADOKAWA10 ニッターズハイ！（２） 猫田ゆかり 704 講談社 6 虎鶫　とらつぐみ　―TSUGUMI PROJECT―（５） ｉｐｐａｔｕ 726 講談社 20 レモンエロウ（３） 古町 726 集英社 17 【推しの子】（８） 赤坂アカ/横槍メンゴ 693 小学館 17 トニカクカワイイ（20） 畑健二郎 550

KADOKAWA10 世話やきキツネの仙狐さん（11） リムコロ 704 講談社 6 ハズレスキル「逃げる」で俺は極限低レベルのまま最強を目指す（２）　～経験値抑制＆レベル1でスキルポイントが死ぬほどインフレ、スキルが取り放題になった件～天宮暁/雪永ちっちほか 726 講談社 20 百合の園にも蟲はいる（３） はせべｓｏ鬱/羽流木はない726 集英社 17 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～（26） 赤坂アカ 638 小学館 17 アオアシ　ジュニア版（７） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKAWA10 生き返った冒険者のクエスト攻略生活　自分だけもらえるスキルポイントで他の誰より強くなる（１）冥茶/萩鵜アキほか 704 講談社 6 税金で買った本（３） ずいの/系山冏 726 講談社 20 グレイプニル（12） 武田すん 726 集英社 17 スーサイドガール（６） 中山敦支 660 小学館 17 アオアシ　ジュニア版（８） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKAWA10 であいもん　公式コミックアンソロジー　～縁～ 浅野りん/ヤングエース編集部726 講談社 6 君が獣になる前に（３） さの隆 726 講談社 20 オカルトちゃんは語れない（８） ペトス/橋本カヱほか 726 集英社 17 粛正の解毒師（２） 栗原正尚 660 小学館 17 異世界美少女受肉おじさんと（７） 池澤真/津留崎優 880

KADOKAWA10 少女たちの痕にくちづけを（１） 春花あや 未定 講談社 6 Sランクパーティから解雇された【呪具師】～『呪いのアイテム』しか作れませんが、その性能はアーティファクト級なり……！～（２）ＬＡ軍/小川錦 726 講談社 20 はたらく細胞イリーガル（１） 橋本カヱ/次恒一ほか 726 集英社 17 ヒポクラテスの怒り（１） 藪崎可奈子 715 小学館 17 ヒマチの嬢王（15） 茅原クレセ 715

KADOKAWA10 かわいそうなミーナ やまじえびね 未定 講談社 6 満州アヘンスクワッド（９） 鹿子/門馬司 726 講談社 20 死相学探偵（３） 西塚ｅｍ/三津田信三 726 集英社 17 コキ使われて追放された元Sランクパーティのお荷物魔術師の成り上がり～「器用貧乏」の冒険者、最強になる～（２）ＬＡ軍/二宮カクほか 693 小学館 17 つれない彼女のひとりじめ（３） 甘里シュガー 715

KADOKAWA10 女の子がいる場所は やまじえびね 未定 講談社 6 ゴリラーマン40（２） ハロルド作石 726 講談社 20 怨讐のレプリカ（２） おりお無 726 集英社 17 ローゼンメイデン　愛蔵版（３） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1430 小学館 17 最強職《竜騎士》から初級職《運び屋》＠comic（10） あまうい白一/泉彩ほか 715

KADOKAWA10 EVOL （イーヴォー）（４） カネコアツシ 未定 講談社 6 技巧貸与〈スキル・レンダー〉のとりかえし　トイチって最初に言ったよな？（２）黄波戸井ショウリ/小山ナオトほか726 集英社 17 ローゼンメイデン　愛蔵版（４） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1430 小学館 17 お荷物と呼ばれた転生姫は、召喚勇者に恋をして聖女になりました（２）マチバリ/南々瀬なつ 715

KADOKAWA10 fish ―フィッシュ―（３） 三宅乱丈 未定 講談社 6 彼岸島　48日後…（34） 松本光司 726 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 集英社 17 AIスピーカーと独身サラリーマン（４） 江久井 880 小学館 17 イセカイ・オブ・ザ・デッド（２） 春田優希 715

KADOKAWA10 推しカプが永遠に増えない件 羽流木はない 未定 講談社 6 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する（１） 猫子/武六甲理衣ほか 726 講談社 20 僕は君たちを支配する（１） 千田大輔 726 集英社 23 ピンクハートジャム（上） しっけ 759 小学館 17 背水の魔王、ゲーマーになる！（１） 山田リツ 715

KADOKAWA10 こるせ短編集（仮） こるせ 未定 講談社 6 デスティニーラバーズ（９） 智弘カイ/カズタカ 715 講談社 20 ヨモツヘグイ　死者の国の果実（１） 柿崎正澄 726 集英社 23 ピンクハートジャム（下） しっけ 759 小学館 17 名探偵コナン　ゼロの日常（６） 新井隆広/青山剛昌 748

KADOKAWA10 魔法科高校の優等生　2nd Season（２） 佐島勤/おだまさるほか 未定 講談社 7 図書館の大魔術師（６） 泉光 770 講談社 20 SNS探偵オノノキツカサ（１） カレーとネコ/馬酔高 726 集英社 23 うちの弟どもがすみません（７） オザキアキラ 484 小学館 17 チート魔術で運命をねじ伏せる（６） 月夜涙/舵真秀斗ほか 715

KADOKAWA10 Unnamed Memory（３） 古宮九時/越水ナオキほか未定 講談社 7 うちの師匠はしっぽがない（８） ＴＮＳＫ 748 講談社 20 首都高SPL（８） 楠みちはる 726 集英社 23 メイちゃんの執事DX（18） 宮城理子 484 小学館 23 おやすみカラスまた来てね。（７） いくえみ綾 715

KADOKAWA15 村井の恋（７） 島順太 924 講談社 8 矢野くんの普通の日々（３） 田村結衣 726 講談社 22 K2（42） 真船一雄 715 集英社 23 今、恋をしています。（７） 八田鮎子 484 小学館 24 青のアイリス（２） やぶうち優 484

KADOKAWA15 ハルタ　2022-JUNE volume 95 ハルタ編集部 未定 講談社 8 エルフ甲子園（３） 若槻ヒカル 693 講談社 22 金田一37歳の事件簿（13） 天樹征丸/さとうふみや 715 集英社 23 太陽よりも眩しい星（３） 河原和音 484 小学館 24 今日からパパは神様です。（５） 寺本実月 484

KADOKAWA15 惑わせる女たち ハルタ編集部 未定 講談社 8 偏差値10の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（３） 紺乃ユウキ/ロリバス 726 講談社 22 陸上自衛隊特務諜報機関　別班の犬（１） 久慈進之介 715 集英社 23 キミと越えて恋になる（２） 柚樹ちひろ 528 小学館 24 溺愛ロワイヤル（５） 八神千歳 484

KADOKAWA15 昴とスーさん（６） 高橋那津子 未定 講談社 8 おくのぽそ道（１） 鈴木ミニラ 748 講談社 22 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件（４）クマガエ/宮澤ひしを 715 集英社 23 猫には猫の猫ごはん。（５） 御木ミギリ 660 小学館 24 こっちむいて！みい子（36） おのえりこ 484

KADOKAWA15 おしかけ番犬に困っています 明谷ゆう 770 講談社 8 アンナ・コムネナ（２） 佐藤二葉 935 講談社 22 テロール教授の怪しい授業（４） カルロ・ゼン/石田点 715 集英社 23 サレタガワのブルー（９） セモトちか 990 小学館 24 ディアバディ～きずな動物病院～（２） あずき友里 484

KADOKAWA15 小泉先生はみだされたくない はなさわ浪雄 770 講談社 9 菌と鉄（２） 片山あやか 528 講談社 22 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（21） 泰三子 726 集英社 23 たいがー＆どらごん（１） ほしの瑞希 484 小学館 24 ねこ、はじめました（10） 環方このみ 484

KADOKAWA17 残り一日で破滅フラグ全部へし折ります（１）　ざまぁRTA記録24Hr.福留しゅん/天城望 715 講談社 9 中華一番！極（12） 小川悦司 528 講談社 22 アンメット　ーある脳外科医の日記ー（６） 大槻閑人/子鹿ゆずる 715 集英社 23 マルタの恋（２） 北野とも 506 小学館 24 王の獣（10） 藤間麗 484

KADOKAWA17 貴腐人ローザは陰から愛を見守りたい（１） 中村颯希/わるつほか 未定 講談社 9 ふらいんぐうぃっち（11） 石塚千尋 528 講談社 22 焼いてるふたり（７） ハナツカシオリ 726 集英社 23 1日2回（３） いくえみ綾 660 小学館 24 37.5℃の涙（24） 椎名チカ 484

KADOKAWA17 悪役令嬢は嫌われ貴族に恋をする（４） 伊吹有/葉山湊月 未定 講談社 9 アルスラーン戦記（17） 荒川弘/田中芳樹 528 講談社 22 こびとのシイタと狩りぐらしの森 樺ユキ 726 集英社 23 ローズ　ローズィ　ローズフル　バッド（２） いくえみ綾 660 小学館 24 矢野准教授の理性と欲情（５） 河丸慎 484

KADOKAWA17 スモークブルーの雨のち晴れ（１） 波真田かもめ 未定 講談社 9 復讐の教科書（12） 廣瀬俊/河野慶 528 講談社 22 デビルズライン2 ［逆襲］（１） 花田陵 726 集英社 23 Papa told me Cocohana Ver.10 ～となりの妖精～（10） 榛野なな恵 484 小学館 24 大福ちゃんと王子さま（３） 千葉コズエ 484

KADOKAWA17 しあわせ夫夫　コミックアンソロジー フルール編集部 未定 講談社 9 WIND BREAKER（７） にいさとる 528 講談社 22 リエゾン　ーこどものこころ診療所ー（９） ヨンチャン/竹村優作 726 集英社 23 僕の家においで　Wedding（11） 優木なち 484 小学館 24 三日月まおは♂♀をえらべない（３） 西野きいな 484

KADOKAWA17 クズと童貞は恋愛が下手すぎる 五頭こめまる 未定 講談社 9 29歳独身中堅冒険者の日常（13） 奈良一平 528 講談社 22 インビンシブル（５） 瀬下猛 770 集英社 23 てがきのエデン（１） 眞山継 506 小学館 24 仁義なき婿取り（９） 佐野愛莉 484

KADOKAWA17 田部さんは食べられたい（１） 栗崎三号 未定 講談社 9 Gate of Nightmares（１） 真島ヒロ/スクウェア・エニックスほか528 講談社 22 そのモガリは熱を知らない（４） ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨＩＲＯ 715 集英社 23 ハロー、イノセント（５） 酒井まゆ 484 小学館 24 不埒な蕾（４） 真村ミオ 530

KADOKAWA17 異世界で身代わり姫になり覇王に奪われました（１） 高山ねむ子/柚原テイルほか未定 講談社 9 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話（９） 横田卓馬 693 講談社 22 鑑定眼　もっとも高価な死に方（３） 楠本寛樹/後藤悠太 715 集英社 23 おうちにかえろう（３） 香純裕子 484 小学館 28 デュエル・マスターズ　キング（７） 松本しげのぶ 528

KADOKAWA17 異世界の皇帝陛下に花嫁召喚されまして～エロス・アリス～緋室晋/斎王ことりほか 未定 講談社 9 無号のシュネルギア（６） 高田裕三 715 講談社 22 ツイステッド・シスターズ（２） 山下和美 715 集英社 23 レオと三日月（１） 木下ほのか 484 小学館 28 MINECRAFT～世界の果てへの旅～（５） 瀬戸カズヨシ 528

KADOKAWA17 JC、殺人鬼やめました 洋介犬 未定 講談社 9 失恋後、険悪だった幼なじみが砂糖菓子みたいに甘い（２） 長谷川三時/七烏未奏ほか748 講談社 22 東京サラダボウル　ー国際捜査事件簿ー（３） 黒丸 781 集英社 23 誰か夢だと言ってくれ（３） みっしぇる 715 小学館 28 逆襲スパイ　Xキャリバー（２） 古本ゆうや 528

KADOKAWA17 にじよん（２）　～ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　よんこま～矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 9 夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（29） ヤスダスズヒト 748 講談社 22 バウンスバック（５） こしのりょう 715 集英社 23 恋はお金じゃ買えません（３） 桜沢エリカ 715 小学館 28 ブラックチャンネル（５） きさいちさとし 528

KADOKAWA20 乙嫁語り〈ワイド版〉（11） 森薫 未定 講談社 9 落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生し、学園で無自覚に無双する～（２）村上よしゆき/茨木野ほか715 講談社 22 くまのむちゃうま日記（１） ナガノ 1210 集英社 23 私でも家　買えますか？（１） 七尾ゆず 990 小学館 28 太鼓の達人　4コマ祭りでドドンがドン！（３） まえだくん 715

KADOKAWA20 青騎士　第8A号 あすか編集部 未定 講談社 9 迷宮の王（２） Ｋ９/小林裕和ほか 748 講談社 22 ワンダンス（８） 珈琲 748 集英社 23 ねこでよければ（４） やまもとりえ 1320 小学館 28 あつまれ　どうぶつの森　～無人島Diary～（５） ココナスルンバ/任天堂 715

KADOKAWA20 青騎士　第8B号 あすか編集部 未定 講談社 9 窮鬼の仇花（２） 冬葉つがる 748 講談社 22 スキップとローファー（７） 高松美咲 748 集英社 30 谷口ジローコレクション12 神々の山嶺（２） 谷口ジロー/夢枕獏 3850 小学館 28 みらくるトリオ！ミニオンズ（３） 小泉作十 715

KADOKAWA20 ダブルロード（１） 加藤勇気 未定 講談社 9 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（９）樋野友行/瀬戸メグルほか748 講談社 30 死んでも推します！！　～人生二度目の公爵令嬢、今度は男装騎士になって最推し婚約者をお救いします～（１）辻本ユウ/栗原ちひろほか737 小学館 28 ポケットモンスタースペシャル（62） 日下秀憲/山本サトシ 715

KADOKAWA22 ドラキュラやきん！（２） 浅草九十九/和ヶ原聡司ほか671 講談社 9 ダンジョン・シェルパ　迷宮道先案内人（６） 刀坂アキラ/加茂セイほか715 講談社 30 引きこもり箱入令嬢の結婚（２） 原口真成/北乃ゆうひほか715 小学館 30 がんばりょんかぁ、マサコちゃん（１） 宮崎克/魚戸おさむ 715

KADOKAWA22 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？（９） ありかん/細音啓ほか 671 講談社 9 時間停止勇者（９） 光永康則 715 講談社 30 転生大聖女の異世界のんびり紀行（３） キダニエル/四葉夕卜 715 小学館 30 イキガミ　再臨（１） 間瀬元朗 715

KADOKAWA22 86‐エイティシックス‐　フラグメンタルネオテニー（２） 安里アサト/しらびほか 671 講談社 9 野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。（５）西田拓矢/海空りく 748 講談社 30 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うである（３）新城一/海月崎まつり 715 小学館 30 チ。―地球の運動について―（８） 魚豊 715

KADOKAWA22 くだみみの猫（11） 中山幸 704 講談社 9 外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について～（３）松琴エア/はにゅうほか 715 講談社 30 偽り姫の内緒ごと　～後宮で身代わりの妃を演じたら、皇帝と護衛に寵愛されました～（２）桜倉メグ/雨川透子 715 小学館 30 夏目アラタの結婚（８） 乃木坂太郎 715

KADOKAWA22 勇者運送屋（２） 三ツ矢だいふく 671 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を作り上げる～（８）未来人Ａ/クリカラマルほか715 講談社 30 強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはおかゆを食べようと思います。（２）壱乃ナナ/雨傘ヒョウゴほか715 小学館 30 フールナイト（４） 安田佳澄 715

KADOKAWA22 ノーゲーム・ノーライフ　第二章（１）（仮） 内藤隆/榎宮祐 671 講談社 9 召喚する世界（１） 小玉有起 715 講談社 30 天山の巫女ソニン～落ちこぼれの巫女が王宮に入って国を救った上に王子たちに愛されてます～（１）都月七弥/菅野雪虫 715 小学館 30 らーめん再遊記（５） 久部緑郎/河合単ほか 715

KADOKAWA22 【朗報】俺の許嫁になった地味子、家では可愛いしかない。（１）氷高悠/椀田くろ 671 講談社 9 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（８） 原口鳳汰/カラユミほか 715 集英社 3 ステージS（１） 針川智也 693 小学館 30 コタローは1人暮らし（９） 津村マミ 715

KADOKAWA22 Re:ゼロから始める異世界生活　第四章　聖域と強欲の魔女（６）花鶏ハルノ/相川有ほか 671 講談社 9 十字架のろくにん（７） 中武士竜 715 集英社 3 道産子ギャルはなまらめんこい（８） 伊科田海 660 小学館 30 ダンプ・ザ・ヒール（２） 原秀則/ダンプ松本ほか 715

KADOKAWA22 ダンジョンの幼なじみ 久真やすひさ 671 講談社 9 ギルティサークル（４） 山本やみー/門馬司 715 集英社 3 破壊神マグちゃん（９） 上木敬 484 小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（10） リチャード・ウー/中村真理子715

KADOKAWA22 腕撃のパンツァー（１） 牛乳のみお 671 講談社 9 極めたヒールがすべてを癒す！～村で無用になった僕は、拾ったゴミを激レアアイテムに修繕して成り上がる！～（３）藤七郎/橘夏々ほか 715 集英社 3 僕とロボコ（８） 宮崎周平 484 小学館 30 風の大地（83） 坂田信弘/かざま鋭二 715

KADOKAWA22 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（１） 衣笠彰●/紗々音シア 671 講談社 9 四十七大戦（11） 一二三 715 集英社 3 とげとげ（５） 土田健太 506 小学館 30 THE ALPINE CLIMBER 単独登攀者・山野井泰史の軌跡（１）よこみぞ邦彦/山地たくろう715

KADOKAWA22 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です！（18） 弐尉マルコ/ガールズ＆パンツァー製作委員会671 講談社 9 東京ネオンスキャンダル（３） がしたに/ＭＩＴＡ 715 集英社 3 トマトイプーのリコピン（６） 大石浩二 506 小学館 30 BLUE GIANT EXPLORER（６） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 770

KADOKAWA22 無職転生～異世界行ったら本気だす～（17） フジカワユカ/理不尽な孫の手ほか704 講談社 9 デュアルな彼女の倒し方（３） うかみ 715 集英社 3 阿波連さんははかれない（14） 水あさと 660 小学館 30 柳生裸真剣（２） 永井豪とダイナミックプロ 850

KADOKAWA22 見るからに怪しい二人（１） 鬼澤馬勇 704 講談社 9 ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺を「いらない」って言ってませんでした？～（３）ＬＡ軍/中島零ほか 715 集英社 3 赤面しないで関目さん（３） 時田時雨 693 小学館 30 しあわせうさぎ　～クマのプー太郎セレクション～ 中川いさみ 1200

KADOKAWA22 盾の勇者の成り上がり（21） 藍屋球/アネコユサギほか704 講談社 9 追放魔術師のその後　新天地で始めるスローライフ（２） 天音ナツシロ/砂糖多労ほか726 集英社 3 神のまにまに（４） 猗笠怜司 693

KADOKAWA22 となりの関くん　じゅにあ（２） 森繁拓真 704 講談社 9 七聖剣と魔剣の姫（２） エターナル１４歳/御子柴奈々ほか726 集英社 3 アラガネの子（５） 佐々木尚 693

KADOKAWA23 王都の学園に強制連行された最強のドラゴンライダーは超が付くほど田舎者（５）来須眠/八茶橋らっく 未定 講談社 9 ブラック国家を追放されたけど【全自動・英霊召喚】があるから何も困らない。～最強クラスの英霊1000体が知らないうちに仕事を片付けてくれるし、みんな優しくて居心地いいんで、今さら元の国には戻りません～（２）コバシコ/六志麻あさほか 726 集英社 3 双星の陰陽師（28） 助野嘉昭 528

KADOKAWA23 異世界闘牌記 和多乃原かぼれん/カガミツキ未定 講談社 9 追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。　～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～（２）業務用餅/六志麻あさほか726 集英社 3 終わりのセラフ（27） 鏡貴也/山本ヤマトほか 528

KADOKAWA23 盾の勇者のおしながき（５） 赤野天道/アネコユサギほか未定 講談社 9 魔剣鍛冶師になりたくて！（１） 枩岡佳範/岡沢六十四ほか726 集英社 3 ワンパンマン（26） ＯＮＥ/村田雄介 484

KADOKAWA23 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イチャ錬金生活だった。（３）森あいり/ふーみほか 未定 講談社 9 デキる猫は今日も憂鬱（６） 山田ヒツジ 990 集英社 3 アヤシモン（２） 賀来ゆうじ 484

KADOKAWA23 成長チートでなんでもできるようになったが、無職だけは辞められないようです（15）橋本良太/時野洋輔ほか未定 講談社 13 夜の下で待ち合わせ（３） 三次マキ 528 集英社 3 高校生家族（６） 仲間りょう 484

KADOKAWA23 魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始めるのはそんなにおかしいだろうか（７）有馬明香/いかぽんほか未定 講談社 13 嵐士くんの抱きマクラ（５） 渡辺あゆ 528 集英社 3 夜桜さんちの大作戦（13） 権平ひつじ 484

KADOKAWA23 辺境の錬金術師　～今更予算ゼロの職場に戻るとかもう無理～（２）ぐんたお/御手々ぽんたほか未定 講談社 13 山口くんはワルくない（７） 斉木優 528 集英社 3 守れ！しゅごまる（２） 伊原大貴 506

KADOKAWA23 クロスバーストハニーハニー 杉谷庄吾（プロダクション・グッドブック）未定 講談社 13 今日も彼らのお隣で（４） 小麦なぎさ 528 集英社 3 地球の子（１） 神海英雄 484

KADOKAWA24 東方酔蝶華　～ロータスイーター達の酔醒（４） ＺＵＮ/水炊き 未定 講談社 13 羽柴楓はときめきたい（２） 春兎あや 528

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 ジーニアース（３） 押切蓮介 528 笠倉出版社 24 よだかの恋人 央川みはら/阿賀直己 803 ジーウォーク 28 （成）サイミン治療はじめました 甘露アメ 1200 大都社 23 仕組まれた調教開発生活 ミツハシトモ 770 双葉社 16 ハガネとわかば（１） キザキ/渡辺こよ 693

秋田書店 8 魔入りました！入間くん（27） 西修 528 笠倉出版社 24 オオカミ君のうぶなごちそう 垣崎にま 803 祥伝社 8 婚姻届に判を捺しただけですが（９） 有生青春 1012 大都社 23 うり様連絡帳　うちの子猫ただいま冒険中！ なかやまさち 990 双葉社 16 あなたを、呑む。（１） 月島綾/李珠 715

秋田書店 8 SHY（14） 実樹ぶきみ 528 海王社 9 僕の血吸ってくれませんか（１） 山本小鉄子 737 祥伝社 8 かしましめし（５） おかざき真里 1012 大都社 23 逃避婚（１）　ふたりは恋愛欠乏症 小田三月 770 双葉社 16 シュガーレス・シュガー（１） 木村イマ 770

秋田書店 8 「吸血鬼すぐ死ぬ」公式アンソロジー　新横浜で会いましょう（１）盆ノ木至/ミステリーボニータ編集部700 海王社 9 結野くんのおおせのままに 大月クルミ 737 祥伝社 8 つんドル！～人生に詰んだ元アイドルの事情～（３） 飯田ヨネ/大木亜希子 1012 大都社 23 心霊浄化師神楽京　呪い師からの挑戦状 井口清満/水月まな 770 双葉社 16 BADDUCKS（４）（完） 武田登竜門 880

秋田書店 8 吸血鬼すぐ死ぬ（21） 盆ノ木至 528 海王社 9 スーパー攻様（仮）に一億で買われました。 都みめこ 737 祥伝社 8 アヤメくんののんびり肉食日誌（15） 町麻衣 770 宝島社 14 俺の死亡フラグが留まるところを知らない（４） 乙須ミツヤ/泉ほか 790 双葉社 16 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～（１） 島陰涙亜/ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓほか693

秋田書店 8 ヤンキーJKクズハナちゃん（11） 宗我部としのり 528 海王社 9 キアロスクーロの肖像 本田あき 891 祥伝社 24 STAYGOLD それから。（１） 秀良子 836 宝島社 24 異世界でも鍵屋さん（３） もりこも/黒六ほか 770 双葉社 16 みなそこにて（１） 冬虫カイコ 792

秋田書店 8 ハリガネサービスACE（17） 荒達哉 528 海王社 20 シロクロメルティワンルーム ハルタＪＡＣＫ 737 祥伝社 24 onBLUE（59） 紀伊カンナ 1000 大誠社 10 年の差婚（６）（完） 中間淳生 780 双葉社 23 風街のふたり（１） カシワイ 990

秋田書店 8 弱虫ペダル（78） 渡辺航 528 キルタイムコミュニケーション8 魔王の始め方　THE COMIC（８） 小宮利公/笑うヤカン 693 祥伝社 24 両性花（４）　交わる運命の番 キラト瑠香 748 大誠社 10 ケジメつけさせてもらいます。元ヤン弁護士　東矢斎（２） 冴島つき 730 双葉社 28 ひかるイン・ザ・ライト！（３） 松田舞 693

秋田書店 8 ダーウィンズゲーム（26） ＦＬＩＰＦＬＯＰｓ 528 キルタイムコミュニケーション8 百合ラブスレイブ　ふたりだけの放課後（２） 鈴音れな/あらおし悠 693 シュークリーム7 ヒーローなんかじゃない 宇井カシ 814 大誠社 10 家政夫さんは甘い嘘をつく（１） 神室リツコ 680 双葉社 28 みつば君はあにヨメさんと。（４）（完） イトカツ 693

秋田書店 8 潮が舞い子が舞い（８） 阿部共実 660 キルタイムコミュニケーション8 人食いダンジョンへようこそ！　THE COMIC（５） 天道まさえ/一年新 693 スクウェア・エニックス7 装備枠ゼロの最強剣士　でも、呪いの装備（可愛い）なら9999個つけ放題（６）坂木持丸/鷹嶋大輔ほか 660 大誠社 10 遠回り～それでも好きになっていいですか？～（上） イアム/和時シキほか 780 双葉社 28 古代戦士ハニワット（９） 武富健治 748

秋田書店 8 Diego！！　～神と呼ばれた男の新たなる挑戦～（１） 灰谷音屋 693 キルタイムコミュニケーション8 人妻とJK（２） 焼肉定食 693 スクウェア・エニックス7 青薔薇姫のやりなおし革命記（５） 枢呂紅/優月祥ほか 660 大誠社 10 遠回り～それでも好きになっていいですか？～（下） イアム/和時シキほか 780 双葉社 30 ある奴隷少女に起こった出来事（２） あらいまりこ 1100

秋田書店 8 READY BRAVO（１） 古谷野孝雄 693 キルタイムコミュニケーション8 美女と賢者と魔人の剣（３） モティカ/片遊佐牽太 693 スクウェア・エニックス7 ロマンシング　サガ　リ・ユニバース（１） 雨後一陽/とちぼり木ほか660 ティーアイネット6 （成）闇生徒会長 墓場 1120 双葉社 30 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔法剣士（５）（完）雪月佳/ｋｔ６０ 704

秋田書店 8 WORST外伝　ゼットン先生（６） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 693 キルタイムコミュニケーション9 （成）逆転ッ！むちむちパンパン リチョウ 1100 スクウェア・エニックス7 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざします（７） 西島ふみかる/白縫餡ほか660 ティーアイネット6 （成）乱交で分かろう！ ジャイロウ 1120 双葉社 30 雑用付与術師が自分の最強に気付くまで（２） アラカワシン/戸倉儚 704

秋田書店 8 WORST外伝　サブロクサンタ　名もなきカラスたち（１） 髙橋ヒロシ/キタハラタケヨほか693 キルタイムコミュニケーション9 （成）蠢姦　～怪奇ニヨル少女陵辱～ 千葉哲太郎 1100 スクウェア・エニックス7 うちの奴隷が明るすぎる（６） ぶしやま 660 ティーアイネット9 （成）孕ませ！幸せ母娘丼！ 黒糖ニッケ/白崎カル 1120 双葉社 30 勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。（３）海李/水星 704

秋田書店 8 WORST外伝　ドクロ（10） 髙橋ヒロシ/きだまさし 693 キルタイムコミュニケーション14 王子様なんて、こっちから願い下げですわ！　～追放された元悪役令嬢、魔法の力で見返します～（２）春原まい/柏てん 750 スクウェア・エニックス7 ヨルとクロ（３）（完） 雨沢もっけ 1100 TOブックス 1 運命の番？ならばその赤い糸とやら切り捨てて差し上げましょう＠COMIC（３）南澤久佳/音無砂月 704 双葉社 30 スキル『鑑定』に目覚めたので、憧れの巨乳受付嬢を鑑定したら魔王でパッドだった件（１）妖精もちさん/高野ケイ 704

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（17） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 693 キルタイムコミュニケーション17 柳下荘の地縛霊 Ｍりあ 825 スクウェア・エニックス7 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女の小さなデレも見逃さずにぐいぐいいく（２）ふか田さめたろう/松元こみかんほか660 TOブックス 1 アナザー・フロンティア・オンライン　～生産系スキルを極めたらチートなNPCを雇えるようになりました～＠COMIC（３）ｆｕｆｕ/ぺんぎん 704 文苑堂 30 （成）棘－とげ－ 茨芽ヒサ 1210

秋田書店 8 バキ外伝　烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ（５）板垣恵介/猪原賽ほか 693 キルタイムコミュニケーション21 （成）しーあーる単行本（４）　（仮） しーあーる 1210 スクウェア・エニックス7 八歳から始まる神々の使徒の転生生活（６） えぞぎんぎつね（ＧＡノベル／ＳＢクリエイティブ刊）/春夏冬アタルほか660 TOブックス 15 忌み子と呼ばれた召喚士＠COMIC（５） コイシ/緑黄色野菜 704 文苑堂 30 （成）悪いコごっこ（ベタハート） ＩＮＡＧＯ 1210

秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（15） 板垣恵介 880 キルタイムコミュニケーション21 （成）二次元コミックマガジン　TS異種姦孕ませ　女体化した俺たちが異種の子を宿すまで仁志田メガネ/ナスムスビムほか1100 スクウェア・エニックス7 最強剣聖の魔法修行　～レベル99のステータスを保ったままレベル1からやり直す～（３）年中麦茶太郎（ＧＡノベル／ＳＢクリエイティブ刊）/五月やみほか660 TOブックス 15 白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます＠COMIC（３）よこわけ/やしろ 704 フロンティアワークス3 緋天のアスカ　～異世界の少女に最強宝具与えた結果～（１）２１８/天那光汰 1045

秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（16） 板垣恵介 880 キルタイムコミュニケーション23 （成）状態変禍　改造アプリで逆襲エッチ 41 1100 スクウェア・エニックス7 俺はまだ、本気を出していない（８） リキタケ/三木なずなほか 660 TOブックス 15 聖女、勇者パーティーから解雇されたのでギルドを作ったらアットホームな最強ギルドに育ちました。＠COMIC（２）わかば/白露雪音 704 フロンティアワークス10 目指す地位は縁の下。（１） 中島四貴/ビス 660

秋田書店 16 王家の紋章（68） 細川智栄子あんど芙～みん550 キルタイムコミュニケーション23 （成）悪魔的女体化物語集 越後屋タケル 1100 スクウェア・エニックス7 おっさん冒険者ケインの善行（９） 風来山（ＧＡノベル／ＳＢクリエイティブ刊）/沖野真歩ほか660 TOブックス 15 自棄を起こした公爵令嬢は姿を晦まし自由を楽しむ＠COMIC（１）小田山るすけ/たつきめいこ704 フロンティアワークス15 隠し事がある恋人たちは普通の生活を送りたい とおる 1001

秋田書店 16 薔薇王の葬列（17）（完） 菅野文 550 キルタイムコミュニケーション23 （成）ハメこみ！　─壁穴つき住居へようこそ─ 太平さんせっと 1100 スクウェア・エニックス7 俺の股間は美少女だったのか（１） うにちり 660 徳間書店 13 メルヘン課長とノンケ後輩くんSeason2（１） ミナモトカズキ 792 フロンティアワークス17 ファンタジーには馴染めない　～アラフォー男、ハードモード異世界に転移したけど結局無双～（２）守見アイ/ｎｏｖ 660

秋田書店 16 キング・オブ・アイドル　 薔薇王の学園（１） 菅野文/阿部川キネコ 528 クロエ出版 3 （成）巨乳連れ子の性欲が強すぎる話 灰都みとり 1210 スクウェア・エニックス7 家から逃げ出したい私が、うっかり憧れの大魔法使い様を買ってしまったら（コミック）（１）琴子/ＴＣＢほか 660 徳間書店 13 壁サー同人作家の猫屋敷くんは承認欲求をこじらせている（４）ミナモトカズキ 792 フロンティアワークス22 5人の王（７） 絵歩/恵庭 770

秋田書店 16 やじきた学園道中記F（14）（完） 市東亮子 528 クロエ出版 3 （成）童貞から始めるデカマラ性活～おいでよ！八里木島へ～霧島鮎 1210 スクウェア・エニックス10 金装のヴェルメイユ　～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～（６）天那光汰/梅津葉子 660 徳間書店 13 誰何Suika（１） つばな 792 フロンティアワークス22 ディア・マイ・キラー 岡本Ｋ宗澄 770

秋田書店 16 嘘よみと偽飾の王女（４） 小田原みづえ 660 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 あかねくんデスティニー 阿賀直己/ｙｏｓｈｉ 770 スクウェア・エニックス10 この勇者、元魔王につき（１） 天那光汰/雨本明之ほか 660 徳間書店 13 夜光雲のサリッサ（８） 松田未来/※Ｋｏｍｅ 1100 フロンティアワークス22 夜画帳（３） Ｂｙｅｏｎｄｕｃｋ 1100

秋田書店 16 新装版　スケバン刑事（５） 和田慎二 1250 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 今度は絶対に邪魔しませんっ！（４） 空谷玲奈/はるかわ陽 693 スクウェア・エニックス10 僕の呪いの吸血姫（２） 金井千咲貴 660 徳間書店 24 湯気のむこうに朝をみる 三上志乃 748 フレックスコミックス10 異世界征服記～不遇種族たちの最強国家～（３） 結希シュシュ/未来人Ａほか803

秋田書店 16 新装版　スケバン刑事（６） 和田慎二 1080 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 ぼっち自衛官の異世界奮戦記（２） 舳江爽快/高舛ナヲキほか715 スクウェア・エニックス10 黄泉のツガイ（１） 荒川弘 490 徳間書店 24 眠れぬ森にキス 藤峰式 726 フレックスコミックス10 ニーナさんの魔法生活（５） 高梨りんご 737

秋田書店 16 悪役令嬢ですが、元下僕の獣人にフラグ回収されてます！？（２）夜田あかり 660 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 異世界で年下騎士に世話を焼かれています（２） 猫乃森シマ 726 スクウェア・エニックス10 私のお母様は追放された元悪役令嬢でした　平民ブスメガネの下剋上（１）ベキオ/ていか小鳩ほか 660 徳間書店 24 美しい彼（１） 凪良ゆう/北野仁 704 フレックスコミックス10 理系が恋に落ちたので証明してみた。（13） 山本アリフレッド 737

秋田書店 16 没落リリンは今日も後宮攻略中（１） 奥村さとり 660 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 恋するオジさんと拾われアイドル 九日雫 726 スクウェア・エニックス10 いじめるアイツが悪いのか、いじめられた僕が悪いのか？（５）君塚力/日丘円 660 徳間書店 30 めしばな刑事タチバナ（46）　こしつぶ捜査線 坂戸佐兵衛/旅井とり 660 フレックスコミックス10 邪神ちゃんドロップキック（19） ユキヲ 737

秋田書店 16 妻という名の奴隷になって（５）（完） 貝原しじみ 700 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 ボーイズラブお祓い申す！ やんちゃ 726 スクウェア・エニックス10 スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました（11）森田季節（ＧＡノベル／ＳＢクリエイティブ刊）/シバユウスケほか660 日本文芸社 9 アズールレーン　THE ANIMATION 碧き航路にバカンスを（２）がなり龍 792 フレックスコミックス10 300年引きこもり、作り続けてしまった骨董品《魔導具》が、軒並みチート級の魔導具だった件（２）うさぺんぎん/空地大乃 770

秋田書店 16 虎憑き会長、手合わせ願います！！（２）（完） 夕倉アキ 770 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売23 ノケモノと花嫁　完全版（２） 幾原邦彦/中村明日美子1320 スクウェア・エニックス10 宮廷のまじない師（１） 顎木あくみ（ポプラ文庫ピュアフル刊）/みまわがおほか660 日本文芸社 9 青春は変態（１） 山本中学 792 フレックスコミックス15 宮廷女官ミョンファ　太陽宮の影と運命の王妃（１） 斎賀なつき/小野はるかほか770

秋田書店 16 エイラと外つ国の王（６） びっけ 660 光文社 14 死ぬほど愛して（３） 草壁エリザ/天樹征丸 880 スクウェア・エニックス10 内緒のシンデレラ（１） 加藤衣緒 660 日本文芸社 20 酒のほそ道（51） ラズウェル細木 792 フレックスコミックス15 魔王おじさんと契約生活はじめました（２） 藤井なお 737

秋田書店 16 虚妄の女王　～辺境警備外伝～（３）（完） 紫堂恭子 660 コスミック出版 9 年下くんの溺愛が止まりません！ 甘野まよ 759 スクウェア・エニックス10 ひぐらしのなく頃に令　鬼熾し編（１） 竜騎士０７/夏海ケイ 680 日本文芸社 20 天牌（115） 来賀友志/嶺岸信明 770 フレックスコミックス15 花嫁未満エスケープ（４）（完） 小川まるに 759

秋田書店 16 57人の遺産相続人 夢路行 770 コスミック出版16 男子寮の花はまだ恋を知らない 宮野川ゆきたろ 759 スクウェア・エニックス10 ひぐらしのなく頃に令　星渡し編（１） 竜騎士０７/刻夜セイゴ 660 日本文芸社 20 鬼ゴロシ（７） 河部真道 792 プランタン出版発行／フランス書院発売7 身代わりの執愛（仮） 渚アユム/山野辺りり 未定

秋田書店 16 あの山越えて　日・日・天のたより（４） 夢路行 770 コアマガジン 3 その2人、解釈違いです！ 美山薫子 776 スクウェア・エニックス10 失格紋の最強賢者　～世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました～（19）進行諸島/肝匠＆馮昊（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌａｎｄ）ほか660 日本文芸社 20 レッドリスト～警視庁組対三課PO～（４） 神崎裕也 792 プランタン出版発行／フランス書院発売30 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（84）　（仮） ｉｔｚ/朝田ねむいほか 未定

秋田書店 16 10年シてないスダチさん（５）（完） 高田ローズ 748 コアマガジン 3 夜な夜な、甘く 神田猫 754 スクウェア・エニックス22 ハッピーシュガーライフ（11）　Extra Life 鍵空とみやき 660 日本文芸社 29 ゴールデン・ガイ（６） 渡辺潤 770 プランタン出版発行／フランス書院発売30 逃避行じゃあるまいし（仮） タクアン 未定

秋田書店 16 王家の紋章　イラスト集 細川智栄子あんど芙～みん5500 コアマガジン 24 先生は××がしたい 卯陀喜ぴんぽん 765 スクウェア・エニックス22 恋愛自壊人形　恋するサーティン（１） 鍵空とみやき 660 日本文芸社 29 警部補ダイマジン（13） リチャード・ウー/コウノコウジ792 ブライト出版 17 巨乳ちゃんと巨根上司（３） 小此木葉っぱ 730

秋田書店 20 ニンジャスレイヤー　キョート・ヘル・オン・アース（10） ブラッドレー・ボンド/フィリップ・Ｎ・モーゼズほか693 コアマガジン 24 フェロウメロウ ゆいつ 776 スクウェア・エニックス22 好きな子がめがねを忘れた（９） 藤近小梅 660 日本文芸社 29 イゴールの島（２） 志名坂高次/ナンジョウヨシミ792 ブライト出版 17 ギャルと社畜～限界リーマンは何をしでかすかわからない！～光晴ねね 730

秋田書店 20 24区の花子さん（４）（完） 吉富昭仁 748 コアマガジン 30 （成）競泳フラストレーション はっせん 1300 スクウェア・エニックス22 怪人麗嬢（８） 田代哲也 660 日本文芸社 29 MURDER MURDER（２） 竹添裕史 792 ブライト出版 17 その秘めごと 弐号アキラ 780

秋田書店 20 絢爛たるグランドセーヌ（20） Ｃｕｖｉｅ 693 コアマガジン 30 （成）たえちゃんとじみこさん（２） 玄鉄絢 1300 スクウェア・エニックス22 履いてください、鷹峰さん（６） 柊裕一 660 日本文芸社 29 天空の扉（17） ＫＡＫＥＲＵ 792 ブライト出版 17 WORK×WORK マユキ 700

秋田書店 20 銀河鉄道999 ANOTHER STORY アルティメットジャーニー（８）松本零士/島崎譲 693 コアマガジン 30 （成）人妻の好奇心 ロケットモンキー 1300 スクウェア・エニックス22 ブラトデア（４） 村田真哉/速水時貞 660 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 吉野家兄弟（１） ヨコオタロウ/秋鹿ユギリ 682 ふゅーじょんぷろだくと24 いいなり催眠ラブハメ3P ｋ．ｋうさこ 770

秋田書店 20 はるかリセット（４） 野上武志 693 コアミックス 20 さんさん録【新装版】 こうの史代 968 スクウェア・エニックス22 百姫夜会　 ―傷痕契ル乙女達―（２） 都月景/いふじシンセン 660 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 吉野家兄弟（２） ヨコオタロウ/秋鹿ユギリ 682 ふゅーじょんぷろだくと24 彼らをたどる物語 チョコドーナツ 825

秋田書店 20 ハケンの忍者アカバネ（３） みなもと悠 748 コアミックス 20 長い道【新装版】 こうの史代 858 スクウェア・エニックス22 氷属性男子とクールな同僚女子（６） 殿ヶ谷美由記 900 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 永守くんが一途すぎて困る。（２） さやわか/ふみふみこ 未定 ふゅーじょんぷろだくと24 魔法調理専門学校（１） 岡野く仔 770

秋田書店 20 おうちビールを100倍おいしくする方法（１） あいろんぱん 693 コアミックス 20 終末のワルキューレ（15） アジチカ/梅村真也ほか 660 スクウェア・エニックス22 ショタおに（２） 中山幸 660 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 大阪バトルロイヤル（３）（完） ｓｈｏｃｏ 未定 ふゅーじょんぷろだくと24 BABY（53） アンソロジー 1078

秋田書店 20 美少女になってちやほやされて人生イージーモードで生きたい！（１）紅葉煉瓦/大生月 715 コアミックス 20 終末のワルキューレ異聞　呂布奉先飛将伝（６） オノタケオ 660 スクウェア・エニックス23 ハイスコアガール　DASH（３） 押切蓮介 660 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 宇宙検閲官（３） 貞松龍壱 未定 ぶんか社 3 転生した受付嬢のギルド日誌（４） 桝多またたび/Ｓｅｉｃａ 693

秋田書店 20 エルフさんは痩せられない。（１） シネクドキ 792 コアミックス 20 魔女大戦　32人の異才の魔女は殺し合う（４） 河本ほむら/塩塚誠 682 スクウェア・エニックス23 薬屋のひとりごと（10） 日向夏（ヒーロー文庫／主婦の友インフォス）/ねこクラゲほか660 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 営業スマイル男女（３） ｍａｋｏ 未定 ぶんか社 3 魔境生活～崖っぷち冒険者が引きこもるには広すぎる～（２）伊藤寿規/花黒子 693

秋田書店 20 新・エルフさんは痩せられない。（１） シネクドキ 693 コアミックス 20 東京決闘環状戦（７） 山田俊明 682 スクウェア・エニックス23 ひきこまり吸血姫の悶々（１） 小林湖底（ＧＡ文庫／ＳＢクリエイティブ刊）/りいちゅ660 LINE Digital Frontier発行／日販アイ・ピー・エス発売15 アラフォーリーマンのシンデレラ転生（４）（完） 原田まりる/森倉円ほか 未定 ぶんか社 3 捨てられおっさんと邪神様の異世界開拓生活～スローライフと村造り、時々ぎっくり腰～（１）森貴夕貴/天野ハザマ 693

秋田書店 20 ちょい釣りダンディ（３） 阿鬼乱太 660 コアミックス 20 天狗祓の三兄弟（２） 晴川シンタ 682 スクウェア・エニックス23 剣仙●局　ケンセンヒョウキョク（１） 深見真/真じろう 660 Jパブリッシング10 この男は人生最大の過ちです（７） 九瀬しき 715 ぶんか社 9 インド夫婦茶碗　おかわり！（２） 流水りんこ 820

秋田書店 20 OREN'S（13） 髙橋ヒロシ/カズ・ヤンセ 693 コアミックス 20 テンゲン英雄大戦（１） 坂ノ市クバル/裕本恭 682 スクウェア・エニックス23 ゆうべはお楽しみでしたね（９） 金田一蓮十郎 600 Jパブリッシング17 ケモノな若頭は独占欲を隠さない（１） こじかあんよ/御厨翠 715 ぶんか社 14 あい・ターン（５） おーはしるい 880

秋田書店 20 ジャンク・ランク・ファミリー（11） 髙橋ヒロシ 693 コアミックス 20 老女的少女ひなたちゃん（11）（完） 桑佳あさ 660 スクウェア・エニックス23 処刑少女の生きる道（４） 佐藤真登（ＧＡ文庫／ＳＢクリエイティブ刊）/三ツ谷亮ほか660 Jパブリッシング20 ピンクチェリーコンプレックス めがね 715 ぶんか社 14 お嬢様の禁断寄り道ごはん 岡野く仔 1100

秋田書店 20 我にチートを～ハズレチートの召喚勇者は異世界でゆっくり暮らしたい～（５）温泉卵/山田モジ美 660 コアミックス 20 魔法の天使　クリィミーマミ　不機嫌なお姫様（７）（完） スタジオぴえろ/三月えみ 693 スクウェア・エニックス23 PANDORA SEVEN ―パンドラセブン―（２） 萱島雄太 680 Jパブリッシング20 好きになったら、さようなら。 紺屋眞咲 715 ぶんか社 16 部長と社畜の恋はもどかしい（５） 志茂 713

秋田書店 20 バブル～チカーノKEI歌舞伎町血闘編～（３） ＫＥＩ/今村ＫＳＫ 693 メディアソフト発行／三交社発売3 極道コウモリのつがい ｄｏｊｉ 748 スクウェア・エニックス23 推しは推せるときに推せ！（１） 優風 660 ハーパーコリンズ・ジャパン1 イヴの純潔 佐伯かよの/キム・ローレンス681 ぶんか社 16 若旦那さまと初恋婚　～焦がれた人の熱い指先～ テディー・ユキ 763

秋田書店 20 Bまで恋はAiまかせ…（２） ｏｋａｍａ 693 メディアソフト発行／三交社発売3 FAKE BOYS LOVE 三栖よこ 737 スクウェア・エニックス23  +チック姉さん(20) 栗井茶 600 ハーパーコリンズ・ジャパン1 愛の迷い子 しのざき薫/キャロル・モーティマー660 ぶんか社 16 No.1の絶頂とろあま恋愛指南　カタブツ上司は（元）ホスト！？（１）みくらや杏樹 733

秋田書店 20 片田舎のおっさん、剣聖になる　～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～（２）佐賀崎しげる/鍋島テツヒロほか715 メディアソフト発行／三交社発売3 お前にだけは溺れたくない 岡本Ｋ宗澄 737 スクウェア・エニックス23 メメメメメメメメメメンヘラぁ…（３） 栗井茶 660 ハーパーコリンズ・ジャパン1 愛に代えても 幸田育子/スーザン・マッカーシー660 ぶんか社 16 「襲ってないよ？…愛撫だけ」　世話焼きオーナーの甘い策略（２）うた乃 763

秋田書店 20 信長公弟記　～転生したら織田さんちの八男になりました～（１）彩戸ゆめ/東里桐子ほか 715 メディアソフト発行／三交社発売3 甘黒上司のお気に入り　オトナの本気に蕩かされました 玉紀直/さっちゃん 759 スクウェア・エニックス27 妖怪学校の先生はじめました！（13） 田中まい 660 ハーパーコリンズ・ジャパン1 あの夜の秘密 夏生恒/ビバリー・バートン660 ぶんか社 16 太一くんに餌付けされてます～ごはんからエッチまで～（４）にわの池 713

秋田書店 20 放課後ていぼう日誌（９） 小坂泰之 693 メディアソフト発行／三交社発売7 社畜さんと白米ちゃん 湯葉とうふ 935 スクウェア・エニックス27 魔法科高校の劣等生　師族会議編（５） 佐島勤/石田可奈ほか 660 ハーパーコリンズ・ジャパン1 一夜だけの婚約者 浅見侑/トリッシュ・モーリ 660 ぶんか社 16 俺様シークの花嫁奴隷（５） 夏生恒 713

秋田書店 20 アタマの中のアレを食べたい（４） アサギユメ 1320 英和出版社発行／三交社発売10 ソフレΩは癒やシープ 椋太郎 737 スクウェア・エニックス27 雅血の陰陽師（１） 藤本桜 660 ハーパーコリンズ・ジャパン1 琥珀の寵姫 汐宮ゆき/トリッシュ・モーリ660 ぶんか社 29 イッたらお買い上げ！？　オモチャ屋さんの快感サービス（上）藤咲もえ 733

朝日新聞出版 7 花四段といっしょ（１） 増村十七 880 三交社 24 めぐりアイ。　～前世の恋人（※無愛想上司）の変わらぬ愛撫でイカされて～まよ 780 スターツ出版 17 トツキトオカの切愛夫婦事情～最後の一夜のはずが、愛の証を身ごもりました～（１）三星マユハ/葉月りゅう 704 ハーパーコリンズ・ジャパン1 片思い症候群 折原みと/サラ・モーガン 660 ぶんか社 29 イッたらお買い上げ！？　オモチャ屋さんの快感サービス（下）藤咲もえ 733

朝日新聞出版20 ●の絵師（11） 猪川朱美 748 ジーオーティー13 （成）ひみつのカルマちゃん　貪欲ビッチの浮気セックス日記コバヤシテツヤ 1210 スターツ出版 17 見習い夫婦～エリート御曹司に娶られました～（３） チドリアシ/葉月りゅう 704 ハーパーコリンズ・ジャパン1 名前をなくした貴公子 宮本果林/ルイーズ・アレン660 芳文社 1 夢想のまち（２）（完） 夜の羊雲 737

茜新社 28 （成）悪魔みたいにキミは立ってた かみ田 1210 ジーオーティー20 テンバイヤー金木くん（３） 早池峰キゼン 792 スターツ出版 17 クールなCEOと社内政略結婚！？（３） 猫原ねんず/高田ちさき 704 ハーパーコリンズ・ジャパン9 お嬢さまの恋 日高七緒/デビー・マッコーマー660 芳文社 6 今宵ツバメと見る夢は（上） ここのつヒロ 770

茜新社 28 （成）神さまに一番近い島 猫男爵 1210 ジーオーティー27 （成）秘する蜜 大箕すず 1210 秋水社発行／青泉社発売13 部長の夜テクが凄すぎて腰が浮きます疼きます（４） 大塚あきら 770 ハーパーコリンズ・ジャパン9 脅迫 中村理恵/ペニー・ジョーダン681 芳文社 6 今宵ツバメと見る夢は（下） ここのつヒロ 770

茜新社 30 羊が一匹夢路はふたり 百坂たまお 792 ジーオーティー27 （成）おじさんで埋める穴　～チーム☆ラッキー作品集～ チーム・ラッキー 1210 秋水社発行／青泉社発売13 僕のセフレにしてあげる（２） 真田ハイジ 770 ハーパーコリンズ・ジャパン9 契約されたスキャンダル 岸田黎子/キャサリン・マン660 芳文社 6 半鬼に娶られ陰陽師 百々地さ和 770

茜新社 30 OPERA（84）　ファイト アンソロジー 998 ジーオーティー30 ぷらすアルファ（２） 九段そごう 770 秋水社発行／青泉社発売13 旦那様が朝から晩まで放してくれない（５） 西いちこ 770 ハーパーコリンズ・ジャパン9 暴君にこの身を捧げて 森素子/ルーシー・モンロー660 芳文社 6 ひとりよがりのバニラ 冬房承 814

一迅社 15 優等生の制服のなか 藤田カフェコ 759 ジーオーティー30 AR/MS！！（エーアール・マルチプルサヴァイヴ）（４） 祐佑 748 秋水社発行／青泉社発売13 ドS豹変上司の絶頂SEX指導　元ヤン処女OLに教え込む快楽Ｒｙｏｋｏ 770 ハーパーコリンズ・ジャパン9 結婚式の夜に 綾部瑞穂/キム・ローレンス660 芳文社 7 大家さんは思春期！（15） 水瀬るるう 759

一迅社 15 恋するミルククラウン　限定版 まさき茉生 979 ジーオーティー30 よみがえる子猫たち（１） 山うた 770 秋水社発行／青泉社発売23 龍神様のお嫁さま いけがみ小５ 770 ハーパーコリンズ・ジャパン9 見せかけのウエディング はやさかあみい/テッサ・ラドリー660 芳文社 7 茨城ってどこにあるんですか？（３）（完） 真枝アキ 759

一迅社 15 運命すらも呼吸をとめて 滝端 781 ジーオーティー30 黒ネコおちびの一生（１） 浦部はいむ 792 アルファポリス発行／星雲社発売1 妻が好きすぎる夫（３） まさぺこ 748 ハーパーコリンズ・ジャパン13 和服男子と戀綴り　溺愛アンソロジー みつき和美/井崎たくみほか748 芳文社 7 ネコがOLに見えて困ります（３）（完） 鳴海アミヤ 759

一迅社 15 ちょっと聞いてよおにいさん 佐和澤村 759 ジーオーティー30 （成）ギャルになつかれた話 板場広し 1320 アルファポリス発行／星雲社発売1 村人召喚？　お前は呼んでないと追い出されたので気ままに生きる（２）皐アスカ/丹辺るん 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 遅咲きシンデレラ　大人だって甘やかされたい！（１） 中野まや花/なぁな 699 芳文社 10 アネモネは熱を帯びる（３） 桜木蓮 693

一迅社 17 私に天使が舞い降りた！（11） 椋木ななつ 748 主婦と生活社 3 エノク第二部隊のはらぺこ遠征ごはん（４） 武シノブ/江本マシメサほか693 アルファポリス発行／星雲社発売3 こぼれた余白 のきようこ 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 僕らは恋がヘタすぎる（７） 橘えいこ 769 芳文社 10 ゆるキャン△アニメコミック（２） あｆろ/まんがタイムきらら1650

一迅社 17 私の推しは悪役令嬢。（４） 青乃下/いのり。ほか 748 主婦と生活社 3 オッサン（36）がアイドルになる話（７） 木野イチカ/もちだもちこほか693 アルファポリス発行／星雲社発売3 ワンルーム、ループルーズ 環山 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 後輩君が下着のヒモを咥えたら。解けるまであと…1秒（２） 津々見はと 750 芳文社 16 まどろみバーメイド（11） 早川パオ 682

一迅社 20 お父さん、私この結婚イヤです！（２） Ｒｏａｌ/ｙｕｒｉほか 1034 主婦と生活社 3 私、魔王。──なぜか勇者に溺愛されています。（３） 柳矢真呂/ぷにちゃんほか715 アルファポリス発行／星雲社発売15 お願い、結婚してください Ｃａｒａｗｅｙ/冬野まゆ 704 ハーパーコリンズ・ジャパン15 90日の恋人～同居契約から始まる愛され生活～（１） 黒田うらら/麻生ミカリ 693 芳文社 16 の、ような。（５） 麻生海 682

一迅社 23 ウマ娘プリティーダービーコミックアンソロジー（１） アンソロジー 950 主婦と生活社 3 辺境の獅子は瑠璃色のバラを溺愛する（２） まろ乃/三沢ケイほか 693 彗星社発行／星雲社発売18 終電後、カプセルホテルで、上司に微熱伝わる夜。（６） Ｍｅｇ 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 契約秘書～強引社長の命令で婚約者になりました～（２） 兄崎ゆな 693 芳文社 16 神客万来！（４） ねむようこ 682

一迅社 23 アークナイツ　コミックアンソロジー（６） アンソロジー 950 主婦と生活社 3 紅の死神は眠り姫の寝起きに悩まされる（４） 深山キリ/もり 693 彗星社発行／星雲社発売18 結婚したので、セックス有休ください！（２） はなむらおにく 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 いじわる殿下は花嫁を逃がさない～ツンデレ溺愛王子の甘すぎる罠～いそてつ/芹名りせ 693 芳文社 16 パスタの流儀（３） 才谷ウメタロウ/花形怜 682

一迅社 23 彼に依頼してはいけません（７） 雪広うたこ 700 主婦と生活社 3 カニバルカーニバル！（１） さーもにずむ 693 彗星社発行／星雲社発売18 指先から本気の熱情～チャラ男消防士はまっすぐな目で私を抱いた～（７）川野タニシ 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 お転婆令嬢ですが花嫁教育始めました～軍人貴公子の不器用な溺愛～片喰/水瀬もも 693 芳文社 16 法廷のファンタズマ（３） 荒川三喜夫 682

一迅社 23 ハイガクラ（15） 高山しのぶ 700 少年画報社 9 ゾンビだらけのこの世界ではセックスしないと生き残れない（４）実倉なる 715 彗星社発行／星雲社発売18 仲介人～バージンコーディネーター～ 橋浦健太 748 ハーパーコリンズ・ジャパン15 なりすまし悪女と嘘つき御曹司～元彼と蜜恋同棲始めました！～漣ライカ/華藤りえ 693 芳文社 16 犬、バージンロードを歩く（２）（完） ハマサキ 682

一迅社 24 俺と×××の練習しねえ？～不良くんとナイショの放課後～（上）エトウユツキ 880 少年画報社 13 ねこぱんち　星ふる猫号 アンソロジー 548 ブラスト出版発行／星雲社発売18 （成）ギャルだくだくっ！ にゃこたろう 1100 ハーパーコリンズ・ジャパン15 子育て社長と交際0日契約婚 豊玉エリー 660 芳文社 27 ぎんしお少々（２）（完） 若鶏にこみ 935

一迅社 24 俺と×××の練習しねえ？～不良くんとナイショの放課後～（下）エトウユツキ 880 少年画報社 13 しーちゃんかあさん たかなししずえ 759 ブラスト出版発行／星雲社発売18 （成）委員長のヒ・ミ・ツ～イッた回数がバレちゃう世界～蜜色インサイド編浪田 1100 白泉社 3 土かぶりのエレナ姫（１） 晴海ひつじ 495 芳文社 27 またぞろ。（２） 幌田 935

一迅社 24 エッチな××漏れてます…っ！（１） 青ｍｏｒｉ 880 少年画報社 16 おぼこい魔女はまじわりたい！（３） 仲邑エンジツ 759 青林工藝舎 24 アックス（147） ファミリーレストランほか 1100 白泉社 3 姫君は騎士団長（３） 屋丸やす子 495 芳文社 27 ゆらめきラグーン（１） 花宮みぃ 935

一迅社 24 キミの手で可愛くなりたい！（２） Ｃｏｃｏａ 759 少年画報社 27 ワンナイト・モーニング（７） 奥山ケニチ 759 東京漫画社 2 ミッドナイト・サディスティック 坂井ヤスト 770 白泉社 3 龍皇の影姫（２） 大宙晃 495 ホビージャパン1 『王の菜園』の騎士と『野菜』のお嬢様（４） 狸田にそ/江本マシメサ 715

一迅社 24 わたしの武器を仕込んだら（１） オガワサラ 990 少年画報社 27 外道の歌（14） 渡邊ダイスケ 715 東京漫画社 10 バカとα の研究室 多賀タイラ 750 白泉社 3 となりのクロガネ先生 菅谷チヨ 495 ホビージャパン1 インフィニット・デンドログラム（10） 今井神/海道左近 715

一迅社 27 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました　～誰も死なせない最強ヒーラー～（４）はにゅう/りすまいほか 748 少年画報社 27 朝食会（４） 渡邊ダイスケ/小林拓己 715 東京漫画社 24 憑かれによく効く治療法 しりのあな 760 白泉社 3 ごほうびは居酒屋で（１） たのまゆうむ 638 ホビージャパン1 才女のお世話（１） 水島空彦/坂石遊作 715

一迅社 27 魔力0で最強の大賢者　～それは魔法ではない、物理だ！～（４）空地大乃/色意しのぶほか715 少年画報社 27 ニュートーキョーカモフラージュアワー（１） 松本千秋 880 東京漫画社 28 Cab（80） アンソロジー 1000 白泉社 3 急がばセフれ。（５）（完） 波多アキミ 638 マイクロマガジン社10 さくらと介護とオニオカメ！（４） たかの歩 748

一迅社 27 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコミック（14） アンソロジー 869 少年画報社 27 妄想フライデー 石田ゆう 759 アース・スターエンターテイメント10 大相撲令嬢～前世に相撲部だった私が捨て猫王子と　はぁどすこいどすこい～（２）影崎由那/川獺右端ほか 660 白泉社 20 スキップ・ビート！（48） 仲村佳樹 495 マイクロマガジン社29 突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記　～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～　THE COMIC（３）火事屋/蛙田アメコ 693

一迅社 30 ひとりじめマイヒーロー（13） ありいめめこ 759 少年画報社 27 ドンケツ外伝（７） たーし 715 アース・スターエンターテイメント10 姉に言われるがままに特訓をしていたら、とんでもない強さになっていた弟～ブラコン姉に鍛えられすぎた新米冒険者、やがて英雄となる～（２）相模映/吉田杏ほか 660 白泉社 20 聖巫女の守護者（３）（完） 友藤結 495 マイクロマガジン社29 脱法テイマーの成り上がり冒険譚　～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～　THE COMIC（２）真鍋譲治/すかいふぁーむ693

一迅社 30 竜王陛下の逆鱗サマ　～本好きネズミ姫ですが、なぜか竜王の最愛になりました～（２）かわのあきこ/しきみ彰 710 少年画報社 30 GOAT HEAD（３）（完） 安堂維子里 1089 アース・スターエンターテイメント10 願いを叶えてもらおうと悪魔を召喚したけど、可愛かったので結婚しました　～悪魔の新妻～（４）となりける/ｓｈｉｒｙｕ 660 白泉社 20 恋に無駄口（８） 福山リョウコ 495 マッグガーデン9 まもって守護月天！　解封の章（７） 桜野みねね 715

一迅社 30 僕は婚約破棄なんてしませんからね（３） オオトリ/ジュピタースタジオほか700 新書館 1 隣のクラスの加藤くん 梅田みそ 759 アース・スターエンターテイメント10 戦鬼と呼ばれた男、王家に暗殺されたら娘を拾い、一緒にスローライフをはじめる　innocent days（４）田野かかし/ハーーナ殿下ほか660 白泉社 20 シェアハウス金平糖北千住（２）（完） ふじもとゆうき 495 マッグガーデン9 凸凹のワルツ（４） 森野きこり 693

一迅社 30 マリエル・クララックの婚約（６） アラスカぱん/桃春花ほか740 新書館 1 リミットハニー（４） 七瀬 737 アース・スターエンターテイメント10 領民0人スタートの辺境領主様～青のディアスと蒼角の乙女～（７）ユンボ/風楼ほか 660 白泉社 20 パタリロ！（104） 魔夜峰央 495 マッグガーデン14 侯爵令嬢の借金執事（２） おおのいも/七野りくほか 704

一迅社 30 妹に婚約者を取られたら、獣な王子に求婚されました～またたびとして溺愛されてます～（１）星川きづき/桜井悠ほか 740 新書館 1 こうして僕は僕らになった 河尻 759 アース・スターエンターテイメント10 俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることになった件（９） 秋乃かかし/裂田ほか 660 白泉社 20 ぬこづけ！（18） 柚木色 693 マッグガーデン14 転生幼女はあきらめない（４） 岬下部せすな/カヤほか 781

一迅社 30 男運ゼロの薬師令嬢、初恋の黒騎士様が押しかけ婚約者になりまして。（２）麦崎旬/柊一葉 740 新書館 1 さよなら僕の好きな人 琢磨 759 辰巳出版 30 （成）おばさんはエッチなお年ごろ あさぎ龍 1300 白泉社 20 王子に溺愛されたくないので元プリンセスですが男装執事になります！（３）にーづま。 572 久志本出版発行／メディアパル発売9 風のように ちばてつや 1100

一迅社 30 孤高のぼっち令嬢は初恋王子にふられたい（１） 青井リオカ/藍川竜樹ほか710 新書館 下 八百夜（４） 那州雪絵 825 辰巳出版 30 （成）異世界垢すり銭湯ハーレム 本田直樹 1540 白泉社 29 転生魔王とポンコツ勇者～魔王はカッコよく倒されたいのに、勇者がすぐ全滅しやがる～（２）一夢/あかほりさとるほか 715 メディアックス27 （成）ヒプノブリンク2 逆又練物 1320

一迅社 30 残念令嬢　～悪役令嬢に転生したので、残念な方向で応戦します～（１）青井よる/西根羽南ほか 710 新書館 下 山田と加瀬さん。（３） 高嶋ひろみ 990 大洋図書 1 αの花嫁　共鳴恋情（１） 岩本薫/幸村佳苗 781 白泉社 29 屍チャンネル　～デスゲの先の転生デスゲ～（１） 棚橋なもしろ/あかほりさとるほか715 メディアックス27 （成）洗脳アプリでいいなりオナホ女子（ベタハート） ジロウ 1320

一迅社 30 ふつつかな悪女ではございますが　～雛宮蝶鼠とりかえ伝～（３）尾羊英/中村颯希ほか 740 新書館 下 リクリ（仮） 秋６０ 990 大洋図書 1 αの花嫁　共鳴恋情（２） 岩本薫/幸村佳苗 781 白泉社 29 屍チャンネル　～デスゲの先の転生デスゲ～（２） 棚橋なもしろ/あかほりさとるほか715 リイド社 8 鬼平犯科帳（74）　火消し源助 さいとう・たかを/池波正太郎660

一迅社 30 ロイヤルテーラー　―王宮の裁縫師― 野分なか実 710 ジュネット 17 エロティックアーミー 水上シン 770 大洋図書 1 スモーキーネクター　Renew ミナヅキアキラ 803 白泉社 29 平穏世代の韋駄天達（６） クール教信者/天原 660 リイド社 8 ずっと秘密にしていたアノコト　全部教えます 八月薫 690

イースト・プレス3 断罪の微笑（１）　（仮） くりおね。/宇奈月香ほか 858 新潮社 9 婚活バトルフィールド37（２） 猪熊ことり 704 竹書房 7 異世界レシピ　ニッポンの家庭料理に魔法使いと狂戦士が挑んでみた（１）河田ひより 748 白泉社 29 どっちにしろ、どつぼ（１） 廣島ガウォ 715 リイド社 9 握り拳にライスシャワー ツブキ 792

イースト・プレス17 トキメキラーに殺される！（仮） 八屋りょうすけ 748 新潮社 9 僕の妻は発達障害（４） ナナトエリ/亀山聡 682 竹書房 7 よーじょらいふ！（３） あまー 748 白泉社 30 善次くんお借りします（２） 玉川しぇんな 792 リイド社 13 鬼役（19） 橋本孤蔵/坂岡真 693

イースト・プレス17 お前の好きは信じない！（仮） イト 748 新潮社 9 泥濘の食卓（１） 伊奈子 704 竹書房 7 トゥインクルトゥインクルリトルビッチ 赤根晴 748 白泉社 30 楽園　Le Paradis（39） 蒼樹うめ/中村明日美子ほか968 リイド社 13 カムヤライド（７） 久正人 770

イースト・プレス17 悪の秘密結社ネコ（３） ぱんだにあ 880 新潮社 9 軍靴のバルツァー外伝　銀灰のユーリ（１） 中島三千恒/京一ほか 682 竹書房 7 幼馴染ブルーミング 佐木かやの 748 ヒット出版社 15 （成）姉ちゃんと××（ベタハート） 左橋レンヤ 1180 リイド社 24 勇者のクズ（３） ナカシマ７２３/ロケット商会893

イースト・プレス17 眠くなる前に話したいことがあと3つあって はしゃ/ちろ 1000 新潮社 9 軍靴のバルツァー外伝　銀灰のユーリ（２）（完） 中島三千恒/京一ほか 682 竹書房 15 甘い誤算～特異体質の御曹司は初心なオメガを独占する～（上）涼暮つき/上戸アサミ 748 ヒット出版社 29 （成）大人なのになっさけなーい（シロハート） ぷりてゐ 1180 リイド社 27 剣客商売（43） 大島やすいち/池波正太郎660

エンジェル出版16 （成）秘蜜のめしべ チンプル堀田 1200 新潮社 9 推しの肌が荒れた　～もぐこん作品集～ もぐこん 792 竹書房 15 甘い誤算～特異体質の御曹司は初心なオメガを独占する～（下）涼暮つき/上戸アサミ 748 双葉社 9 ミイラの飼い方（15） 空木かける 825 リイド社 30 ゴルゴ13（166）　1万キロの狙撃 さいとう・たかを 660

エンジェル出版16 （成）凛辱蹂躙 デイノジ 1200 新潮社 9 ミムムとシララ（２）　～ドラゴンのちんちんを見に行こう～ 佐藤夕子/端 682 竹書房 16 三姉妹が俺をユウワクしてくる！！（４）（完） 長谷良えりあ 759 双葉社 9 クマ倉さんと僕（２） 神春 693 リイド社 30 スペシャル（４）（完） 平方イコルスン 990

エンジェル出版16 （成）ギリギリの女達 英丸 1200 新潮社 9 全裸監督　村西とおる伝（２） 須本壮一/本橋信宏 682 竹書房 16 人間牧場（５）（完） 柑橘ゆすら/さおとめあげは748 双葉社 9 わざと見せてる？　加茂井さん。（７） エム。 715 リイド社 30 も～さんのもしももしもの妄想ライフ も～さん 800

エンジェル出版16 （成）えっちな人妻と〇〇な男 ＥＢＡ 1200 新潮社 9 午後3時　雨宮教授のお茶の時間（４）（完） 鷹野久 726 竹書房 16 どるから（９） ハナムラ/石井和義ほか 792 双葉社 9 大越春太郎は黙れない！（２）（完） 瀬田ヒナコ 950 リブレ 9 つよがりオメガは僕らの番（２） あやみね稜緒 725

エンジェル出版16 （成）淫慾マンション～タンタシオンの隣人Season2～ 十はやみ 1200 新潮社 9 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる（５） 空えぐみ 682 竹書房 16 パーフェクト・トキシック なりた晴ノ 781 双葉社 10 満たしてケルベロス 岩飛猫 792 リブレ 9 ファインダーの最果て（通常版） やまねあやの 747

オーバーラップ15 教卓越しの片想い（１） 十嶋あわこ 未定 新潮社 9 怪獣自衛隊（８） 井上淳哉/白土晴一 726 竹書房 16 道頓堀フライングジーザス　リバース 櫻川なろ 825 双葉社 10 一匹オオカミ、恋をする 高嶋しゃけ 792 リブレ 9 恋した相手が男だったBLアンソロジー アンソロジー 1199

オーバーラップ15 王子様に堕ちてたまるかっ！（２） かおもじ 未定 新潮社 9 恋せよキモノ乙女（９） 山崎零 704 竹書房 23 大きい女の子は好きですか？（８） 愛染五郎 759 双葉社 10 聖女じゃないと追放されたので、もふもふ従者（聖獣）とおにぎりを握る（３）東端/夕日 704 リブレ 9 愛してるでは甘すぎて 新田祐克 758

オーバーラップ15 幼なじみハニーリミテッド 鳥田ちず 未定 ジャイブ 1 Queen（１） 小田原みづえ 681 竹書房 27 ずぼら先輩とまじめちゃん（２）（完） 東３８５ 869 双葉社 10 ヒトを勝手に参謀にするんじゃない、この覇王。～ゲーム世界に放り込まれたオタクの苦労～（５）ｙｏｓ/港瀬つかさ 704 リブレ 9 Kiss me crying（２） Ａｒｉｎｃｏ 725

オーバーラップ15 3時間だけママを代わります！　駆け出しベビーシッターの奮闘記さいおなお 未定 ジャイブ 1 君の心に花笑みを（１） いやさかりさ 681 竹書房 27 めんつゆひとり飯（５） 瀬戸口みづき 869 双葉社 10 薬屋経営してみたら、利益が恐ろしいことになりました～平民だからと追放された元宮廷錬金術士の物語～（２）樋木ゆいち/まいか（ツギクル）704 リブレ 9 双鬼が慕うは守り神 灰崎めじろ 725

オーバーラップ15 6570日後　きみは旅立つ なかのいと 未定 小学館クリエイティブ3 缶コーヒーの女神（１） 根岸岳春 748 竹書房 27 のみじょし（10） 迂闊 869 双葉社 10 姉の身代わりで婚約したら何故か辺境の聖女と呼ばれるようになりました（１）こなきなこ/冬月光輝 704 リブレ 9 繊細さんを好きになる 猿和香ちみ 725

オーバーラップ24 ありふれた職業で世界最強　零（８） 神地あたる/白米良ほか 未定 小学館クリエイティブ15 にがくてあまい　refrain（５） 小林ユミヲ 748 竹書房 27 スパロウズホテル（12） 山東ユカ 869 双葉社 10 追放された悪役令嬢は断罪を満喫する（１） 茶園あま/ミズメ 704 リブレ 9 口下手は恋に事故る 羽毛 725

オーバーラップ24 フシノカミ（３）　～辺境から始める文明再生記～ 黒杞よるの/雨川水海ほか未定 小学館クリエイティブ15 あかり 小日向まるこ 748 竹書房 27 セトギワ花ヨメ（11） 胡桃ちの 869 双葉社 10 優しい家族と、たくさんのもふもふに囲まれて。～異世界で幸せに暮らします～（４）ひのみち/ありぽん（ツギクル）704 リブレ 20 お酒と推しが生きがいです（２） ｔａｐｏｎ 660

オーバーラップ24 サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話（５） 村光/ベニガシラ 未定 小学館クリエイティブ29 オー・マイ・バトラー！（２）（完） 須藤パニャ 748 竹書房 27 キミイロメルト ｈｉｔｏｍｉ 748 双葉社 10 極めた薬師は聖女の魔法にも負けません～コスパ悪いとパーティ追放されたけど、事実は逆だったようです～（３）小澤ゆいな/インバーターエアコン704 リブレ 20 煌めく恋は異世界で（２） 甘海老りこ 660

オーバーラップ24 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠をむさぼるまで（７）七六/鬼影スパナほか 未定 小学館クリエイティブ29 戦国BASARA 双極の幻（４） 綾峰欄人/浅田有皆 748 竹書房 27 CANIS ―THE SPEAKER―（３） ＺＡＫＫ 847 双葉社 10 箱庭の薬術師　神様に愛され女子の異世界生活（５） ふじもとまめ/ぷにちゃん 704 リブレ 20 お試しとはいえ、好きすぎる 悠ちとせ 725

オーバーラップ24 黒の召喚士（13） 天羽銀/迷井豆腐ほか 未定 小学館クリエイティブ29 ハナビちゃんは遅れがち（５） 白金らんぷ/まみむ 748 竹書房 30 推しが公認ストーカーになりました（５） 瀬尾みいのすけ 781 双葉社 15 転生したけどチート能力を使わないで生きてみる（２） トトキハルキ/大邦将人（ツギクル）704 リブレ 22 幼なじみ婚（３）　～天才棋士は不器用なケダモノ！？～ 金森ケイタ 748

オーバーラップ24 断罪された悪役令嬢は続編の悪役令嬢に生まれ変わる（１）白砂/麻希くるみほか 未定 小学館クリエイティブ29 天穂のサクナヒメ（上） えーでるわいす/ジジ＆ピンチ748 竹書房 30 ツーリンガール！（４）（完） 凪水そう 803 双葉社 15 冒険者ギルドの万能アドバイザー～勇者パーティを追放されたけど、愛弟子達が代わりに魔王討伐してくれるそうです～（３）蒼津ウミヒト/虎戸リア 704 ワニマガジン社15 （成）Cuvie作品集 Ｃｕｖｉｅ 1210

オーバーラップ24 ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する（３）木乃ひのき/雨川透子ほか未定 小学館クリエイティブ29 となりのトロル（３） 中山ユキジ 748 竹書房 30 銀輪ボイス（１） もくふう 759 双葉社 15 転生先が残念王子だった件～今は腹筋1回もできないけど痩せて異世界救います～（３）らた/回復師 704 ワニマガジン社15 （成）半里バード作品集 半里バード 1210

オーバーラップ24 拝啓「氷の騎士とはずれ姫」だったわたしたちへ（４） 由姫ゆきこ/八色鈴 未定 ジーウォーク 28 射止めて射抜いて恋をして（仮） 七杜のん 800 竹書房 30 里見☆八犬伝REBOOT（12） よしむらなつき 770 双葉社 15 魔王軍最強の魔術師は人間だった（７） アナジロ/羽田遼亮 704 ワニマガジン社30 （成）Fxxk Street Girls ぐじら 1650

オークラ出版28 俺の隣で酔いしれろ 乙輝潤/飛翔こたつ 810 ジーウォーク 28 今日、猫を拾いました。 月砂める 800 大都社 13 帝王上司の溺愛セックス（４）　俺なしじゃいられない体にしてやるよ空海リク 770 双葉社 15 パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき（５）鳴海みわ/影茸 704 ワニマガジン社30 （成）狼亮輔作品集 狼亮輔 1210

宙出版 16 イケメン華道家と政略結婚したら、意識がトぶまで愛でられました桃川春日子 713 ジーウォーク 28 （成）この恋は、きっと甘い。 ふぉれっと 1300 大都社 13 大嫌いな旦那さまに溺愛されてます（３）　ドSな社長と政略結婚新薫 770 双葉社 15 エルフ転生からのチート建国記（３）（完） 新芽ふたつ/月夜涙 704 ワニマガジン社30 （成）長頼作品集 長頼 1210

宙出版 16 0日婚の夫に恋をしています さんずい尺 728 ジーウォーク 28 （成）ぷにまん楽園 ガッツ師範 1200 大都社 13 転生美女と夜が野獣王子（２） 春野さく 770 双葉社 16 麻雀放浪記　風雲篇（５） 嶺岸信明/阿佐田哲也ほか737 ワニブックス 27 2gether（３） 奥嶋ひろまさ/ジッティレインほか880

宙出版 16 年下上司のウタマロ様　でっかい彼を受け止めますっ！！（５）春宮ぱんだ 728 ジーウォーク 28 （成）潤色 ＮＡＤＡＲＥ 1200
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朝日新聞出版朝日文庫 7 人生の真実を求めて　神と私〈新装版〉 遠藤周作/山折哲雄 770 KADOKAWA ドラゴンブック 17 シチュエーション別異世界冒険ガイド　ファンタジー世界の歩き方北沢慶／グループＳＮＥ/今野隼史未定 講談社 講談社文庫 15 異邦の使者　南天の神々 中村ふみ/六七質 737

朝日新聞出版朝日文庫 7 居酒屋と県民性　47都道府県ごとの風土・歴史・文化太田和彦 748 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 顔さえよければいい教室　1.詩歌クレッシェンド 三河ごーすと/ｎｅｃｏｍｉ 未定 講談社 講談社文庫 15 檸檬の棘 黒木渚 770

朝日新聞出版朝日文庫 7 お柳、一途　アラミスと呼ばれた女 宇江佐真理 880 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 コンビニ強盗から助けた地味店員が、同じクラスのうぶで可愛いギャルだった（２）あボーン/なかむら 未定 講談社 講談社文庫 15 りぽぐら！ 西尾維新 814

朝日新聞出版朝日文庫 7 化物蝋燭 木内昇 770 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 一日百回（くらい）目が合う後輩女子マネージャーが想っていること恵比須清司/みこフライ 未定 講談社 講談社文庫 15 将軍の宴　公家武者信平ことはじめ（９） 佐々木裕一 748

朝日新聞出版朝日文庫 7 むらさきのスカートの女 今村夏子 770 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 ロクでなし魔術講師と禁忌教典（21） 羊太郎/三嶋くろね 未定 講談社 講談社文庫 15 真理のひびき　天風哲人　新箴言註釈 中村天風 814

朝日新聞出版朝日文庫 7 逆転の切札 西上心太 935 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 じつは義妹でした。３～最近できた義理の弟の距離感がやたら近いわけ～白井ムク/千種みのり 未定 講談社 講談社文庫 15 旧友再会 重松清 858

朝日新聞出版朝日文庫 20 傷　慶次郎縁側日記 北原亞以子 990 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 純白令嬢の諜報員　改編Ⅱ.審判の時 桜生懐/ファルまろ 未定 講談社 講談社文庫 15 本格王2022 本格ミステリ作家クラブ/道尾秀介ほか924

岩波書店 岩波文庫 15 恋愛名歌集 萩原朔太郎 704 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 私より強い男と結婚したいの（２）　清楚な美人生徒会長（実は元番長）の秘密を知る陰キャ（実は彼女を超える最強のヤンキー）高橋びすい/Ｎａｇｕほか 未定 講談社 講談社文庫 15 魔偶の如き齎すもの 三津田信三 935

岩波書店 岩波文庫 15 終戦日記一九四五 エーリヒ・ケストナー/酒寄進一1067 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 義妹は浮気に含まれないよ、お兄ちゃん（２） 三原みつき/平つくね 未定 講談社 講談社文庫 15 異動辞令は音楽隊！ 内田英治 未定

岩波書店 岩波文庫 15 日常生活の精神病理 フロイト/高田珠樹 1584 KADOKAWA ファンタジア文庫 17 うしろの席のぎゃるに好かれてしまった。　もう俺は駄目かもしれない。陸奥こはる/緋月ひぐれ 未定 講談社 講談社文庫 15 亥子ころころ 西條奈加 748

岩波書店 岩波文庫 15 憲法 鵜飼信成 1386 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 いっしょに一人旅、しませんか？ 三月みどり/さけハラス 未定 講談社 講談社文庫 15 インフォデミック　コロナ情報氾濫 松野大介 715

岩波書店 岩波現代文庫 15 政治思想史と理論のあいだ　「他者」をめぐる対話小野紀明 1628 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 聖剣学院の魔剣使い（10） 志瑞祐/遠坂あさぎ 未定 講談社 講談社文庫 15 うちの旦那が甘ちゃんで　寿司と泥棒編（仮） 神楽坂淳 693

岩波書店 岩波現代文庫 15 狡知の文化史　人はなぜ騙すのか 山本幸司 1232 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 紅蓮戦記（仮）　炎の魔術師、託された王女と共に王都脱出を計画する芝村裕吏/エナミカツミ 未定 光文社 光文社文庫 14 初花　決定版　吉原裏同心（５） 佐伯泰英 792

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 嵌められましたが、幸せになりました　傷物令嬢と陽だまりの魔導師霜月零/一花夜 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 ランジェリーガールをお気に召すまま（２） 花間燈/ｓｕｎｅ 未定 光文社 光文社文庫 14 遣手　決定版　吉原裏同心（６） 佐伯泰英 792

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢（４）　箱から出ると竜に花祭りで試されました紫月恵里/椎名咲月 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 初恋計画と失恋計画 月見秋水/はる雪 未定 光文社 光文社文庫 14 浮世小路の騒動（仮） 佐伯泰英 未定

一迅社 メリッサ文庫 30 悪役令嬢と鬼畜騎士（２） 猫田/旭炬 770 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 Re：ゼロから始める異世界生活（30） 長月達平/大塚真一郎 未定 光文社 光文社文庫 14 再出発　SCIS 科学犯罪捜査班SS（仮） 中村啓 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 3 囚われの乙女は淫夜の宴に喘ぎ啼く（仮） 葉月エリカ/サマミヤアカザ 814 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（７） 衣笠彰梧/トモセシュンサク 未定 光文社 光文社文庫 14 〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路幸也 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 3 初恋の早贄（仮） あさぎ千夜春/炎かりよ 814 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 Re：ゼロから始める異世界生活　短編集（７） 長月達平/大塚真一郎ほか 未定 光文社 光文社文庫 14 虎を追う 櫛木理宇 未定

イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ 永田カビ 880 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 24 緋弾のアリア（37）　（仮） 赤松中学/こぶいち 未定 光文社 光文社文庫 14 競歩王 額賀澪 未定

イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 怖すぎる実話怪談　叫喚の章 結城伸夫＋逢魔プロジェクト 770 KADOKAWA メディアワークス文庫 24 幽霊と探偵―元刑事の二人―（仮） 山口幸三郎 未定 光文社 光文社文庫 14 結婚の味　よりみち酒場灯火亭 石川渓月 未定

潮書房光人新社光人社ＮＦ文庫 下 ドイツのジェット／ロケット機 野原茂 1023 KADOKAWA メディアワークス文庫 24 今夜、世界からこの恋が消えてもスピンオフ（仮）一条岬 未定 光文社 光文社文庫 14 はい、総務部クリニック課です（仮） 藤山素心 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 暗殺者は黄昏に笑う（２） メグリくくる/岩崎美奈子 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 24 本日は離婚日和なり（仮） 神戸遥真 未定 光文社 光文社文庫 14 喧騒の夜想曲　白眉編（２）　日本最旬ミステリー「ザ・ベスト」日本推理作家協会 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 幾億もの剣戟が黎明を告げる（２）　やさぐれ銃手と車椅子の魔弾御鷹穂積/野崎つばた 未定 KADOKAWA メディアワークス文庫 24 座敷童子の代理人（10） 仁科裕貴 未定 光文社 光文社文庫 14 夜来る鬼　牙小次郎無頼剣 和久田正明 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな冒険者ギルドに引き抜かれてSランクになりました（７）寺王/由夜 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 原作開始前に没落した悪役令嬢は偉大な魔導師を志す桜木桜/閏月戈 未定 光文社 光文社文庫 14 妙麟 赤神諒 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 黒の召喚士（17）　学園戦線 迷井豆腐/ダイエクストほか 未定 河出書房新社 河出文庫 7 閉店時間 有吉佐和子 1089 光文社 光文社文庫 14 惜別　鬼役（５）　新装版 坂岡真 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠をむさぼるまで（17）鬼影スパナ/よう太 未定 河出書房新社 河出文庫 7 紺青のわかれ 塚本邦雄 1078 光文社 光文社文庫 14 外道斬り　日暮左近事件帖（仮） 藤井邦夫 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 戦闘員、派遣します！（７） 暁なつめ/カカオ・ランタン 726 河出書房新社 河出文庫 7 独裁者のデザイン　ヒトラー、ムソリーニ、スターリン、毛沢東の手法松田行正 1650 光文社 光文社古典新訳文庫 14 街と犬たち バルガス・ジョサ/寺尾隆吉 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 彼女が先輩にNTRれたので、先輩の彼女をNTRます（２）震電みひろ/加川壱互 748 河出書房新社 河出文庫 7 横溝正史が選ぶ日本の名探偵　戦前ミステリー篇横溝正史 1100 光文社 光文社古典新訳文庫 14 未成年（２） ドストエフスキー/亀山郁夫 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 陰キャだった俺の青春リベンジ（２）　天使すぎるあの娘と歩むReライフ慶野由志/たん旦 726 河出書房新社 河出文庫 7 横溝正史が選ぶ日本の名探偵　戦後ミステリー篇横溝正史 1100 光文社 光文社知恵の森文庫 14 見た目は腸で決まる 松生恒夫 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 問題児の私たちを変えたのは、同じクラスの茂中先輩桜目禅斗/ハリオアイ 770 河出書房新社 河出文庫 7 犬の記憶 森山大道 990 光文社 光文社未来ライブラリー14 誰もが嘘をついている　ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性セス・スティーヴンズ＝ダヴィドウィッツ/酒井泰介未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 喋らない来栖さん、心の中はスキでいっぱい。 紫ユウ/ただのゆきこ 748 河出書房新社 河出文庫 7 犬の記憶　終章 森山大道 1045 光文社 光文社未来ライブラリー14 アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した　潜入・最低賃金労働の現場ジェームズ・ブラッドワース/濱野大道未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 高度に発達した現代工学ならば魔法すら打ち破れる藍月要/凪良 770 河出書房新社 河出文庫 7 ベル・ジャー シルヴィア・プラス/青柳祐美子1430 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 ぶらり平蔵　決定版（７）　御定法破り 吉岡道夫 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 VTuberのマイクに転身したら、推しが借金まみれのクズだった小路燦/伍長 726 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 語源501 みんなが驚く意外な由来（仮） 日本語倶楽部 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 ぶらり平蔵　決定版（８）　風花ノ剣 吉岡道夫 715

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 スキルが見えた二度目の人生が超余裕、初恋の人と楽しく過ごしています破滅/ＴＹＯＮＥ 726 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 日本の運命をにぎる　同盟と対立の世界地図　新常識編　NATO、AUKUS、QUAD、上海協力機構…（仮）国際時事アナリスツ 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 秘剣の名医（12）　蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 715

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 ループ中の虐げられ令嬢だった私、今世は最強聖女なうえに溺愛モードみたいです一分咲/ｗｏｏｎａｋ 792 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 サイファー・ピース・ダンサーズ 国仲シンジ 748 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 相棒は副将軍（１）　（仮） 早見俊 715

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 宮廷魔術師の婚約者　書庫にこもっていたら、国一番の天才に見初められまして！？春乃春海/ｖｉｅｎｔ 未定 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（６）　大英帝国の全権大使篠原悠希 748 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 江戸っ子出世侍（７） 早瀬詠一郎 715

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 片羽の妖精の愛され婚 市川紗弓/街子マドカ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 信長鉄道　関ヶ原を越えて！ 豊田巧 836 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 最強剣士の娘　新選組始末伝（仮） 日暮高則 715

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 極道さんはパパになる前から愛妻家 佐倉温/桜城やや 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 菓子屋横丁月光荘（５）　（仮） ほしおさなえ 770 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 超次元自衛隊（上） 遙士伸 1019

KADOKAWA 電撃文庫 10 ドラキュラやきん！（５） 和ヶ原聡司/有坂あこ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 三星京香、警察辞めました 松嶋智左 858 コスミック出版 コスミックセシル文庫 21 推しと子育て結婚することになりました。 森崎結月 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 明日の罪人と、無人島学園 周藤蓮/かやはら 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 あんの信じるもの　お勝手のあん 柴田よしき 748 コスミック出版 コスミック文庫α 21 笹に願いを！　～子ぎつね稲荷と『たなばたキッチン』はじめました～遠坂カナレ 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 竜殺しのブリュンヒルド 東崎惟子 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 料理人季蔵捕物控シリーズ（仮） 和田はつ子 748 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 10 ご縁食堂ごはんのお友　仕事中でも異世界へ（４）日向唯稀/鈴木次郎 748

KADOKAWA 電撃文庫 10 妹はカノジョにできないのに（２） 鏡遊/三九呂 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 27 転生若草物語 彩戸ゆめ 792 三交社 ラルーナ文庫 20 刑事に一途なメランコリック 高月紅葉/小山田あみ 792

KADOKAWA 電撃文庫 10 虚ろなるレガリア（３）　All Hell Breaks Loose 三雲岳斗/深遊 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 27 転生小公子 羽智遊紀 792 集英社 集英社文庫 17 発注いただきました！　（仮） 朝井リョウ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 魔法科高校の劣等生　Appendix（１） 佐島勤/石田可奈 未定 キルタイムコミュニケーション二次元ドリーム文庫 13 ハーレムクイーンメーカー　ドS王女と成り上がれ！竹内けん/ＫＥＮ 792 集英社 集英社文庫 17 生のみ生のままで（上）　（仮） 綿矢りさ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 姫騎士様のヒモ（２） 白金透/マシマサキ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 1 緊急事態宣言の夜に　ボクたちの新型コロナ戦記2020ー22さだまさし 770 集英社 集英社文庫 17 生のみ生のままで（下）　（仮） 綿矢りさ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 声優ラジオのウラオモテ　#07 柚日咲めくるは隠しきれない？二月公/さばみぞれ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 番所医はちきん先生　休診録三　散華の女 井川香四郎 957 集英社 集英社文庫 17 ナポレオン（１）　台頭篇（仮） 佐藤賢一 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 とある科学の超電磁砲 鎌池和馬/はいむらきよたかほか未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 茶聖（上） 伊東潤 913 集英社 集英社文庫 17 まいんち　ゆずマン　（仮） 北川悠仁 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ストライク・ザ・ブラッド　APPEND（３）（仮） 三雲岳斗/マニャ子 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 茶聖（下） 伊東潤 913 集英社 集英社文庫 17 よまにゃハッピーノート　（仮） 集英社文庫編集部 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 友達の後ろで君とこっそり手を繋ぐ。誰にも言えない恋をする。（２）真代屋秀晃/みすみ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 うつけ屋敷の旗本大家 井原忠政 792 集英社 集英社文庫 17 吸血鬼ドックへご案内　（仮） 赤川次郎 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 金狐の首　大江戸定年組 風野真知雄 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 小梅のとっちめ灸 金子成人 825 集英社 集英社文庫 17 鯨の岬　（仮） 河﨑秋子 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 天才弁護士の孫娘　比良坂小夜子と御子神家の一族雨宮周 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 猫戯らし　小烏神社奇譚 篠綾子 913 集英社 集英社文庫 17 弾丸メシ　（仮） 堂場瞬一 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 要塞都市アルカのキセキ　結晶世界のキズナ 蒼月海里 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 新・剣客春秋　吠える剣狼 鳥羽亮 869 集英社 集英社文庫 17 人体模型の夜　（仮） 中島らも 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 煉獄の獅子たち 深町秋生 968 幻冬舎 幻冬舎時代小説文庫 9 江戸美人捕物帳　入舟長屋のおみわ　ふたつの星山本巧次 913 集英社 集英社文庫 17 教えて、修造先生　心が軽くなる87のことば　（仮）松岡修造 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 妖魔と下僕の契約条件（３） 椹野道流 未定 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売幻冬舎ルチル文庫 17 推しの溺愛が限度を超えてます きたざわ尋子/サマミヤアカザ693 集英社 集英社文庫 17 時代小説　ザ・ベスト2022　（仮） 日本文藝家協会 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 カインの傲慢　刑事犬養隼人 中山七里 未定 幻冬舎コミックス発行／幻冬舎発売幻冬舎ルチル文庫 17 溺愛彼氏はそれを我慢できない ナツ之えだまめ/六芦かえで 693 集英社 集英社文庫 17 F ショパンとリスト　（仮） 高野麻衣 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦/上田誠 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 七聖剣と魔剣の姫（２） 御子柴奈々/ファルまろ 726 集英社 集英社文庫 17 おらんだ左近　（仮） 柴田錬三郎 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき 1100 講談社 講談社学術文庫 9 荘子の哲学 中島隆博 1056 集英社 集英社オレンジ文庫 17 異人館画廊（７）　（仮） 谷瑞恵/詩縞つぐこ 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 倒れるときは前のめり　ふたたび 有川ひろ 未定 講談社 講談社学術文庫 9 北条時宗と安達泰盛　異国合戦と鎌倉政治史 村井章介 1221 集英社 集英社オレンジ文庫 17 宝石商リチャード氏の謎鑑定（12）　（仮） 辻村七子/雪広うたこ 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 営繕かるかや怪異譚　その弐 小野不由美 未定 講談社 講談社学術文庫 9 『エセー』読解入門　モンテーニュと西洋の精神史大西克智 1617 集英社 集英社オレンジ文庫 17 神招きの庭（６）　庭のつねづね（仮） 奥乃桜子/宵マチ 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 新・入り婿侍商い帖　お波津の婿（１） 千野隆司 未定 講談社 講談社学術文庫 9 物語論 藤井貞和 1265 集英社 集英社オレンジ文庫 17 藤丸物産のごはん話（２）　麗しのロコモコ（仮） 高山ちあき/桜田千尋 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 ミカドの淑女 林真理子 未定 講談社 講談社タイガ 15 大変、大変、申し訳ありませんでした 保坂祐希 858 集英社 集英社オレンジ文庫 17 ホテルクラシカル猫番館　横浜山手のパン職人（６）（仮）小湊悠貴/井上のきあ 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 遺跡発掘師は笑わない（15）（仮） 桑原水菜/睦月ムンク 未定 講談社 講談社文庫 15 侠骨記〈新装版〉 宮城谷昌光 726 集英社 ダッシュエックス文庫 24 冴えない男子高校生にモテ期がやってきた　～今日はじめて、僕は恋に落ちました～常世田健人/フライ 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 圏外捜査　警視庁に向かない女 山邑圭 未定 講談社 講談社文庫 15 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ 792 集英社 ダッシュエックス文庫 24 レベルダウンの罠から始まるアラサー男の万能生活（２）ジルコ/森沢晴行 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 時効犯 翔田寛 未定 講談社 講談社文庫 15 三姉妹、恋と罪の峡谷　三姉妹探偵団（26） 赤川次郎 792 集英社 ダッシュエックス文庫 24 許嫁が出来たと思ったら、その許嫁が学校で有名な『悪役令嬢』だったんだけど、どうすればいい？疎陀陽/みわべさくら 未定

KADOKAWA 角川文庫 10 涙雨の季節に蒐集家は、（３） 太田紫織 未定 講談社 講談社文庫 15 沃野の刑事 堂場瞬一 946 集英社 ダッシュエックス文庫 24 ポイントギフター《経験値分配能力者》の異世界最強ソロライフ（２）　～ブラックギルドから解放された男は万能最強職として無双する～九十九弐式/すかいふぁーむ未定

KADOKAWA 角川文庫 10 グレート・ギャツビー フィツジェラルド/大貫三郎 未定 小学館 小学館文庫 7 春風同心十手日記（３）　悪党の娘 佐々木裕一 726

KADOKAWA 角川文庫 10 朝鮮大学校物語 ヤン　ヨンヒ 未定 小学館 小学館文庫 7 予備校のいちばん長い日 向井湘吾 957

KADOKAWA 角川文庫 10 ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論（５） 松岡圭祐 未定 小学館 小学館文庫 7 壜のなかの永遠 ジェス・キッド/木下淳子 1364

KADOKAWA 角川文庫 10 ゲゲゲの娘日記 水木悦子 未定 小学館 小学館文庫 7 臨床の砦 夏川草介 704

KADOKAWA 角川文庫 10 水木先生とぼく 水木プロダクション/村澤昌夫未定 小学館 小学館文庫 7 おれたちを齧るな！　わしらは怪しい雑魚釣り隊椎名誠 858

KADOKAWA 角川文庫 10 金田一耕助の冒険 横溝正史 未定 小学館 小学館文庫 7 十津川警部　仙山線〈秘境駅の少女〉 西村京太郎 704

KADOKAWA 角川文庫 10 ユンカース・カム・ヒア　完全版 木根尚登 未定 小学館 小学館文庫 7 ミライヲウム 水沢秋生 627

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 10 沖縄文化論集 未定 未定 小学館 小学館文庫 7 大阪マダム、後宮妃になる！　四題目は銀朱科挙立志編田井ノエル 682

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 10 戦車　理論と兵器 未定 未定 小学館 小学館文庫 7 蟲愛づる姫君　魔女の王国の終焉 宮野美嘉 693

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 10 人間の営みがわかる地理学入門 水野一晴 未定 小学館 小学館文庫コミック版 10 風光る（17） 渡辺多恵子 880

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 10 草木とともに　牧野富太郎自伝 未定 未定 小学館 小学館文庫コミック版 10 風光る（18） 渡辺多恵子 880

KADOKAWA 角川ホラー文庫 10 屍介護 三浦晴海 未定 小学館 ガガガ文庫 17 魔女と猟犬（３） カミツキレイニー 803

KADOKAWA 角川ホラー文庫 10 岡山女　新装版 岩井志麻子 未定 小学館 ガガガ文庫 17 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い（６．５） 猿渡かざみ 660

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言ったの？（３）ぷにちゃん/Ｌａｒｕｈａ 未定 小学館 ガガガ文庫 17 董白伝～魔王令嬢から始める三国志～（５） 伊崎喬助 726

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった（４）小田ヒロ/Ｔｓｕｂａｓａ．ｖ 未定 小学館 ガガガ文庫 17 変人のサラダボウル（３） 平坂読 660

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 本物の聖女じゃないとバレたのに、王弟殿下に迫られています葛城阿高/駒田ハチ 未定 小学館 ガガガ文庫 17 霊能探偵・藤咲藤花は人の惨劇を嗤わない（２） 綾里けいし 660

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 おいしいベランダ。　亜潟家のアラカルト 竹岡葉月/おかざきおか 未定 小学館 ガガガ文庫 17 ママ友と育てるラブコメ 緒二葉 682

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 犬飼いちゃんと猫飼い先生　ごしゅじんたちは両片想い竹岡葉月/榊空也 未定 小学館 ガガガ文庫 17 高嶺さん、君のこと好きらしいよ 猿渡かざみ 682

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 わたしと隣の和菓子さま 仲町鹿乃子/ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 未定 新書館 ウィングス文庫 10 猫町と三日月と恋愛蒐集家 糸森環/冬臣 990

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 暁花薬殿物語（７） 佐々木禎子/サカノ景子 未定 新書館 ウィングス文庫 10 けものの耳は恋でふるえる 渡海奈穂/びっけ 990

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 英国喫茶　アンティークカップス　心がつながる紅茶専門店未定 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 月は夜しか昇らない 砂原糖子/草間さかえ 748

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 女王オフィーリアよ、王弟の死の謎を解け 石田リンネ/ごもさわ 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 諦めきれない恋の橋 海野幸/陵クミコ 748

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

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

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



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

新潮社 新潮文庫 27 チュベローズで待ってる　AGE22 加藤シゲアキ 605 竹書房 竹書房怪談文庫 29 第七脳釘怪談（仮） 朱雀門出 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 6 論語の「愛」に目覚めた日本人　儒教を「権力」の道具にした中国人石平 924
新潮社 新潮文庫 27 チュベローズで待ってる　AGE32 加藤シゲアキ 737 竹書房 竹書房文庫 30 秋のヨーロッパ（仮） デイヴ・ハッチンソン/内田昌之### PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 10 京都祇園もも吉庵のあまから帖（５） 志賀内泰弘 825
新潮社 新潮文庫 27 恐竜まみれ　発掘現場は今日も命がけ 小林快次 605 宝島社 宝島社文庫 7 認知心理検察官の捜査ファイル　検事執務室には嘘発見器が住んでいる貴戸湊太 790 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 10 後宮の薬師（２）　平安なぞとき診療日記（仮） 小田菜摘 814
新潮社 新潮文庫 27 昆虫学者はやめられない　裏山の奇人、徘徊の記小松貴 605 宝島社 宝島社文庫 7 異世界居酒屋「のぶ」七杯目 蝉川夏哉/転 760 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 17 文蔵2022.7・8 「文蔵」編集部 825
新潮社 新潮文庫 27 あの夏の正解 早見和真 605 宝島社 宝島社文庫 7 5分で読める！　ぞぞぞっとする怖いはなし 『このミステリーがすごい！』編集部730 双葉社 双葉文庫 16 警視庁公安0課　カミカゼ（４） 矢月秀作 759
新潮社 新潮文庫 27 クジラアタマの王様 伊坂幸太郎 935 宝島社 宝島社文庫 7 Xの存在証明　科学捜査SDI係 綾見洋介 890 双葉社 双葉文庫 16 最後のページをめくるまで 水生大海 693
新潮社 新潮文庫 27 石川啄木 ドナルド・キーン/角地幸男 880 宝島社 宝島社文庫 7 不動のセンター　元警察官・鈴代瀬凪 柊悠羅 800 双葉社 双葉文庫 16 ジャポニスム謎調査　新聞社文化部旅するコンビ一色さゆり 704
新潮社 新潮文庫 27 ツナグ　想い人の心得 辻村深月 781 宝島社 宝島社文庫 7 ねなしぐさ　平賀源内の殺人 乾緑郎 800 双葉社 双葉文庫 16 麻雀放浪記（４）　番外編 阿佐田哲也 880
新潮社 新潮文庫 27 四角い光の連なりが 越谷オサム 693 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 7 苦しみの中から立ち上がれ　アントニオ猪木「闘魂」語録アントニオ猪木 880 双葉社 双葉文庫 16 出雲のあやかしホテルに就職します（12） 硝子町玻璃 671
新潮社 新潮文庫 27 金春屋ゴメス 西條奈加 781 筑摩書房 ちくま文庫 13 MUSIC IS LIFE　オンガクハ、ジンセイデアル ブレイディみかこ 858 双葉社 双葉文庫 16 平安後宮の洋食シェフ（２） 遠藤遼 693
実業之日本社実業之日本社文庫 3 花嫁は三度ベルを鳴らす 赤川次郎 737 筑摩書房 ちくま文庫 13 E・M・フォースター短篇集 Ｅ・Ｍ・フォースター/井上義夫990 双葉社 双葉文庫 16 艶めきホテル（仮） 桜井真琴 759
実業之日本社実業之日本社文庫 3 開運わん市　新・人情料理わん屋 倉阪鬼一郎 770 筑摩書房 ちくま文庫 13 どうにもとまらない歌謡曲　七〇年代のジェンダー舌津智之 880 双葉社 双葉文庫 16 日本推理作家協会賞受賞作家　傑作短編集（13）　1日1話で読む6つの謎めく旅路（仮）梅原克文/夏樹静子ほか 880
実業之日本社実業之日本社文庫 3 処女刑事　琉球リベンジャー 沢里裕二 770 筑摩書房 ちくま文庫 13 あしたから出版社 島田潤一郎 968 双葉社 双葉文庫 16 わるじい慈剣帖（９）　（仮） 風野真知雄 682
実業之日本社実業之日本社文庫 3 プリズム 貫井徳郎 792 筑摩書房 ちくま文庫 13 平成古書奇談 横田順彌/日下三蔵 924 双葉社 双葉文庫 16 大坂の陣 岡田秀文 880
実業之日本社実業之日本社文庫 3 毒蜜　決定版 南英男 924 筑摩書房 ちくま文庫 13 ポラリスが降り注ぐ夜 李琴峰 902 双葉社 双葉文庫 16 浪人若さま　新見左近　決定版（５）　陽炎の宿 佐々木裕一 693
実業之日本社実業之日本社文庫 3 星になりたかった君と 遊歩新夢 770 筑摩書房 ちくま文庫 13 世界はフムフムで満ちている　達人観察図鑑 金井真紀 880 双葉社 双葉文庫 16 「捨てなきゃ」と言いながら買っている 岸本葉子 803
実業之日本社実業之日本社文庫 3 鬼死骸村の殺人 吉村達也 836 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 ポストモダニティの条件 デヴィッド・ハーヴェイ/吉原直樹ほか### 双葉社 双葉文庫 16 じゃりン子チエ（29） はるき悦巳 880
実業之日本社実業之日本社文庫 3 北町奉行所前腰掛け茶屋　夕影草 吉田雄亮 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 日本商人の源流 佐々木銀弥 ### 双葉社 モンスター文庫 30 隣の席になった美少女が惚れさせようとからかってくるがいつの間にか返り討ちにしていた（５）荒三水/さばみぞれ 770
ジーウォーク 紅文庫 24 十年目のロストヴァージン（仮） 末廣圭 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 ウィトゲンシュタインのパラドックス　規則・私的言語・他人の心ソール・Ａ・クリプキ ### 双葉社 モンスター文庫 30 超難関ダンジョンで10万年修行した結果、世界最強に～最弱無能の下剋上～（２）力水/瑠奈璃亜 748
ジーウォーク 紅文庫 24 壊れるまで抱いて（仮） 津村しおり 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 タイムバインド　不機嫌な家庭、居心地がよい職場アーリー・ラッセル・ホックシールド/坂口緑ほか### 双葉社 モンスター文庫 30 生贄になった俺が、なぜか邪神を滅ぼしてしまった件（３）まるせい/チワワ丸 759
祥伝社 祥伝社文庫 10 消えたトワイライトエクスプレス 西村京太郎 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 百姓の江戸時代 田中圭一 ### 二見書房 ハニー文庫 13 地味な事務官は、美貌の大公閣下に愛されすぎてご成婚です！？栢野すばる/炎かりよ 880
祥伝社 祥伝社文庫 10 ランチ酒　おかわり日和 原田ひ香 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 対称性の数学　文様の幾何と群論 高橋礼司 ### 二見書房 ハニー文庫 13 騎士団長は恋人が愛くるしくてたまらない！ こいなだ陽日/八美☆わん 880
祥伝社 祥伝社文庫 10 未定 大木亜希子 未定 中央公論新社 中公文庫 22 あとは切手を、一枚貼るだけ 小川洋子/堀江敏幸 770 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 13 転生したら美少女だった（仮） 霧野なぐも 792
祥伝社 祥伝社文庫 10 ハンターシリーズ（仮） 内藤了 未定 中央公論新社 中公文庫 22 川端康成異相短篇集 川端康成/高原英理 990 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 13 セックスワークショップ（仮） 上田ながの 792
祥伝社 祥伝社文庫 10 犯罪始末人 南英男 未定 中央公論新社 中公文庫 22 組織の盛衰　完全版 堺屋太一 990 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 13 魔少年のハーレム性戯（仮） 竹内けん 792
祥伝社 祥伝社文庫 10 風の市兵衛　弐（仮） 辻堂魁 未定 中央公論新社 中公文庫 22 漱石の白百合、三島の松　近代文学植物誌（仮）塚谷裕一 990 マドンナメイト社発行／二見書房発売マドンナメイト文庫 13 私の性体験告白　魅惑の横顔（仮） 夕刊フジ 792
祥伝社 祥伝社文庫 10 女房は式神遣い！（２） 五十嵐佳子 未定 中央公論新社 中公文庫 22 新装版　聯愁殺 西澤保彦 902 二見書房 二見ホラー×ミステリ文庫21 魔女が全てを壊していった（仮） 如月新一 880
祥伝社 祥伝社文庫 10 夢剣　霞ざくら（上）　新刻改訂版　浮世絵宗次日月抄門田泰明 未定 中央公論新社 中公文庫 22 会社員、夢を追う はらだみずき 990 二見書房 ザ・ミステリ・コレクション　―ロマンス・コレクション―21 レピュテイション（原題） レックス・クラウチャー/相山夏奏###
祥伝社 祥伝社文庫 10 夢剣　霞ざくら（下）　新刻改訂版　浮世絵宗次日月抄門田泰明 未定 中央公論新社 中公文庫 22 般若心経　生まれ変わる ひろさちや 715 二見書房 シャレード文庫 24 最強アルファと発情しすぎる花嫁 中原一也/奈良千春 743
祥伝社 祥伝社黄金文庫 10 大切なキミに贈る本 石井裕之 未定 中央公論新社 中公文庫 22 冴子の東京物語 氷室冴子 880 二見書房 シャレード文庫 24 溺愛アルファは運命の番を逃さない 秀香穂里/秋吉しま 743

心交社 ショコラ文庫 10 未定 はなのみやこ/北沢きょう 759 中央公論新社 中公文庫 22 犬吉　ひと夜の恋　元禄お犬小屋異聞 諸田玲子 770 二見書房 二見文庫　官能シリーズ27 分校の女教師（仮） 桜井真琴 792
スターツ出版 ベリーズ文庫 9 敏腕弁護士と未必の恋（仮） 高田ちさき 704 中央公論新社 中公文庫 22 もぐら新章（４）　（仮） 矢月秀作 748 二見書房 二見時代小説文庫 27 剣客大名　柳生俊平（19） 麻倉一矢/安里英晴 770
スターツ出版 ベリーズ文庫 9 シンママでしたが、次期病院長に双子ごと溺愛されています（仮）未華空央 704 中央公論新社 中公文庫 22 狩場の悲劇 チェーホフ ### 二見書房 二見時代小説文庫 27 ご隠居は福の神（９） 井川香四郎/安里英晴 770
スターツ出版 ベリーズ文庫 9 政略結婚から逃れたら、エリート脳外科医の手に甘く捕われました（仮）紅カオル 704 中央公論新社 中公文庫 22 新装版　マンガ日本の歴史（27）　太平洋戦争から高度成長時代まで石ノ森章太郎 ### 二見書房 二見時代小説文庫 27 小料理のどか屋　人情帖（35） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 770
スターツ出版 ベリーズ文庫 9 許嫁御曹司が秘めた、執着的溺愛（仮） ｐｉｎｏｒｉ 704 TOブックス ＴＯ文庫 1 さよなら、転生物語 二宮敦人 737 文芸社 文芸社文庫 6 青き塩 五十嵐力 682
スターツ出版 ベリーズ文庫 9 離婚したいほど愛してる（仮） 滝井みらん 704 徳間書店 徳間文庫 8 名探偵はひとりぼっち 赤川次郎 737 文藝春秋 文春文庫 7 耳袋秘帖　南町奉行と餓舎髑髏 風野真知雄 748
スターツ出版 ベリーズ文庫 9 転生王妃ですが、貢ぎ物のはずがオオカミ陛下のつがいになるようです（仮）晴日青 704 徳間書店 徳間文庫 8 降格警視（２） 安達瑶 825 文藝春秋 文春文庫 7 狂う潮　新・酔いどれ小籐次（23） 佐伯泰英 825
スターツ出版 ケータイ小説文庫ピンクレーベル27 本能レベルで愛してる（仮） 春田モカ 550 徳間書店 徳間文庫 8 六機の特殊　警視庁特殊部隊〈新装版〉 黒崎視音 913 文藝春秋 文春文庫 7 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ 891
スターツ出版 ケータイ小説文庫ピンクレーベル27 魔王子さま、ご執心！（２）　（仮） ＊あいら＊ 550 徳間書店 徳間文庫 8 有栖川有栖選　必読！　Selection4 他殺岬 笹沢左保 880 文藝春秋 文春文庫 7 偽りの捜査線　警察小説アンソロジー 今野敏/誉田哲也ほか 968
スターツ出版 ケータイ小説文庫ピンクレーベル27 芦原くん（仮） 雨 550 徳間書店 徳間文庫 8 貧乏神あんど福の神　怪談・すっぽん駕籠 田中啓文 814 文藝春秋 文春文庫 7 仕立屋お竜 岡本さとる 759
スターツ出版 野いちご文庫 27 お前の全部、俺のもの。（仮） まは。 660 徳間書店 徳間文庫 8 純喫茶トルンカ〈新装版〉 八木沢里志 781 文藝春秋 文春文庫 7 武士の流儀（７） 稲葉稔 770
スターツ出版 スターツ出版文庫 28 ある日、君がいなくなった。（仮） 小鳥居ほたる 660 徳間書店 徳間文庫 8 カムイの剣（１）　（仮） 矢野徹 ### 文藝春秋 文春文庫 7 飛雲のごとく あさのあつこ 781
スターツ出版 スターツ出版文庫 28 鬼の御曹司と幼妻の身代わり政略結婚（仮） 編乃肌 660 徳間書店 徳間文庫 8 山田正紀・超絶ミステリコレクション＃5 囮捜査官　北見志穂（４）　芝公園連続放火山田正紀 902 文藝春秋 文春文庫 7 将軍の子 佐藤巖太郎 748
スターツ出版 スターツ出版文庫 28 龍神の花印～花の証を持つ少女～（仮） クレハ 660 徳間書店 徳間文庫 8 新・御算用日記　断金の交わり 六道慧 836 文藝春秋 文春文庫 7 震雷の人 千葉ともこ 990
スターツ出版 スターツ出版文庫 28 七月の花降るころ（仮） 八谷紬 660 徳間書店 徳間文庫 8 黙秘 深谷忠記 ### 文藝春秋 文春文庫 7 紀勢本線殺人事件　十津川警部クラシックス 西村京太郎 814
青春出版社 青春文庫 10 やっぱり面白い！　大人のとびっきり　雑学事典話題の達人倶楽部 1100 徳間書店 キャラ文庫 28 悪食（３）　（仮） 宮緒葵/みずかねりょう 715 文藝春秋 文春文庫 7 あれは閃光、ぼくらの心中 竹宮ゆゆこ 935
青春出版社 青春文庫 10 最後に　勝てばいい。 アントニオ猪木 990 徳間書店 キャラ文庫 28 黒狼は徒花を恋慕う　（仮） 小中大豆/麻々原絵里依 715 文藝春秋 文春文庫 7 拾われた男 松尾諭 858
成美堂出版 成美文庫 1 自分らしい死に方 藤原東演 748 徳間書店 キャラ文庫 28 銀狼はひとり夜を待つ　（仮） 栗城偲/夏河シオリ 715 文藝春秋 文春文庫 7 風の行方（上） 佐藤愛子 935
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 3 それは、あくまで不埒な蜜戯にて 奏多 704 徳間書店 キャラ文庫 28 花降る王子の婚礼（３）　（仮） 尾上与一/ｙｏｃｏ 715 文藝春秋 文春文庫 7 風の行方（下） 佐藤愛子 935
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 3 愛に目覚めた冷徹社長は生涯をかけて執着する桔梗楓 704 日経BP　日本経済新聞出版発行／日経BPマーケティング発売日経ビジネス人文庫 3 リセットの習慣 小林弘幸 880 文藝春秋 文春文庫 7 パンチパーマの猫 群ようこ 770
アルファポリス発行／星雲社発売エタニティ文庫 3 敏腕コンサルと甘く淫らな同居生活始めます 小日向江麻 704 Jパブリッシング カクテルキス文庫 17 異世界の後宮に間違って召喚されたけど、なぜか溺愛されてます！伊郷ルウ/明神翼 836 文藝春秋 文春文庫 7 読書の森で寝転んで 葉室麟 781
アルファポリス発行／星雲社発売アルファライト文庫 10 じい様が行く（４）　『いのちだいじに』異世界ゆるり旅蛍石 671 ハーパーコリンズ・ジャパンヴァニラ文庫 3 エリート警察署長のお世話係に任命されたら溺愛が待っていました！？にしのムラサキ/黒田うらら 704 文藝春秋 文春学藝ライブラリー 7 文学者と哲学者と聖者　吉満義彦コレクション 若松英輔 ###
アルファポリス発行／星雲社発売アルファライト文庫 10 元構造解析研究者の異世界冒険譚（４） 犬社護 671 ハーパーコリンズ・ジャパンヴァニラ文庫 3 まだ蜜月には早すぎる～攫われ花嫁は強引な金獅子王の寵愛に困惑中～宇奈月香/北沢きょう 726 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 6 最愛の御曹司の婚約者、やめました！（仮） 玉紀直/カトーナオ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファライト文庫 10 前世は剣帝。今生クズ王子（５） アルト 671 ハーパーコリンズ・ジャパンマーマレード文庫 8 目覚めたら、ママになっていました～一途な社長に子どもごと愛し尽くされています～（仮）河野美姫/ワカツキ 715 プランタン出版発行／フランス書院発売オパール文庫 6 優しい嘘（仮） 白石さよ/ｒｅｒａ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 10 その日の空は蒼かった 龍槍椀 704 ハーパーコリンズ・ジャパンマーマレード文庫 8 没落令嬢は狂おしいまでの独占欲で囲われる（仮）真彩－ｍａｈｙａ－/蜂不二子 693 フランス書院 フランス書院文庫Ｘ 14 隷嬢女子大生（仮） 綺羅光 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 10 悪役令嬢のおかあさま（１） ミズメ 704 ハーパーコリンズ・ジャパンマーマレード文庫 8 授かり初恋婚～御曹司の蕩けるほどの溺愛で懐妊妻になりました～（仮）日向野ジュン/小島ちな 693 フランス書院 フランス書院文庫Ｘ 14 蔵の中の牝嫁（仮） 御堂乱 未定
アルファポリス発行／星雲社発売レジーナ文庫 10 残り一日で破滅フラグ全部へし折ります　ざまぁRTA記録24Hr.福留しゅん 704 ハーパーコリンズ・ジャパンマーマレード文庫 8 極秘出産するはずが、獣な御曹司に激しく愛され離してもらえません（仮）木登/南国ばなな 715 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 17 完全版　ヴァンパイア・ホリック　永遠にあなただけ（仮）水戸泉/南国ばなな 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファポリス文庫 22 妹がいじめられて自殺したので復讐にそのクラス全員でデスゲームをして分からせてやることにした（仮）駆威命（仮） 704 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 10 憎しみの代償 リン・グレアム/すなみ翔 660 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 17 騎士団長は身代わり悪女にメロメロです！（仮） 柚原テイル/笹原亜美 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファポリス文庫 29 祇園七福堂繁盛記　神様の御用達はじめました（仮）卯月みか 726 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 10 忘れない夏 ペニー・ジョーダン/富田美智子550 プランタン出版発行／フランス書院発売ティアラ文庫 17 予定と違う！　冷徹宰相が私を溺愛してきます（仮）月神サキ/駒田ハチ 未定
アルファポリス発行／星雲社発売アルファポリス文庫 29 嫁入り先は、祓い屋〈縁〉でした。（仮） ろいず 726 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 10 連れ戻された婚約者 ジェイン・Ａ・クレンツ/山口絵夢550 フランス書院 美少女文庫 21 カノママは初恋のひと（仮） サエキヨウスケオルタ/みな本未定
アルファポリス発行／星雲社発売ノーチェ文庫 29 冷酷な救国の騎士さまが溺愛パパになりました！栢野すばる 704 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクインＳＰ文庫 10 ばら屋敷 ジェシカ・スティール/三木たか子550 フランス書院 美少女文庫 21 最強お嬢様＆メイド・火神有栖と氷雨凛　完全敗北（仮）いかぽん/蒼咲ゆきな 未定
静山社 静山社文庫 9 テメレア戦記4 象牙の帝国（上） ナオミ・ノヴィク/那波かおり 968 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 籠のなかの天使 カーラ・ケリー/佐野晶 ### フランス書院 フランス書院文庫 27 すごい田舎に移住してみたら…（仮） 音梨はるか 未定
静山社 静山社文庫 9 テメレア戦記4 象牙の帝国（下） ナオミ・ノヴィク/那波かおり 946 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 灰かぶりの令嬢 カーラ・ケリー/佐野晶 980 フランス書院 フランス書院文庫 27 女教師二匹【校内奴隷】（仮） 舞条弦 未定

静山社 静山社文庫 9 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人（3-1）〈文庫新装版〉Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 814 ハーパーコリンズ・ジャパンｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 遥かなる呼び声 ビバリー・バートン/田中淑子 920 フランス書院 フランス書院文庫 27 娘が寝たあとなら　溺れシングルマザー（仮） 高宮柚希 未定
静山社 静山社文庫 9 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人（3-2）〈文庫新装版〉Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 770 ハーパーコリンズ・ジャパンハーパーＢＯＯＫＳ 15 FALSE WITNESS（原題）（上） カリン・スローター/鈴木美朋 ### フランス書院 フランス書院文庫 27 名家の母娘、没落する（仮） 榊原澪央 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女の小さなデレも見逃さずにぐいぐいいく（６）ふか田さめたろう/ふーみ 770 ハーパーコリンズ・ジャパンハーパーＢＯＯＫＳ 15 FALSE WITNESS（原題）（下） カリン・スローター/鈴木美朋 980 フランス書院 フランス書院文庫 27 隣家の未亡人と担任教師と義母（仮） 香坂燈也 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 15 恋を思い出にする方法を、私に教えてよ（２） 冬坂右折/ｋａｐｐｅ 770 ハーパーコリンズ・ジャパンプティルノベルス 15 ヴァンパイア娘　ガーリックシェフに恋をする！（１）ゆちば/天領寺セナ 693 フランス書院 フランス書院文庫 27 痴姦通学（仮） 輪堂昌也 未定
SBクリエイティブＧＡ文庫 17 いたずらな君にマスク越しでも恋を撃ち抜かれた（２）星奏なつめ/裕 770 ハーパーコリンズ・ジャパンヴァニラ文庫 15 絶対に好きになってはいけない副社長と恋人契約したら同居×溺愛されています麻生ミカリ/三廼 704 ポプラ社 ポプラ文庫 2 みつばの郵便屋さん　あなたを祝う人 小野寺史宜 792
草思社 草思社文庫 3 文化大革命とモンゴル人ジェノサイド（上） 楊海英 1320 ハーパーコリンズ・ジャパンヴァニラ文庫 15 王弟殿下はワケあり令嬢を絶対逃がさない（仮）舞姫美/ウエハラ蜂 726 ポプラ社 ポプラ文庫 2 あずかりやさん　まぼろしチャーハン 大山淳子 748
草思社 草思社文庫 3 文化大革命とモンゴル人ジェノサイド（下） 楊海英 1320 ハーパーコリンズ・ジャパンヴァニラ文庫 15 離縁予定の旦那様が、まさかの“記憶喪失”になりました（仮）百門一新/ｇａｍｕ 704 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル 2 渇き、海鳴り、僕の楽園 深沢仁 770
草思社 草思社文庫 3 海に生きた百姓たち　海村の江戸時代 渡辺尚志 1100 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 24 愛するがゆえの罰 リン・グレアム/西江璃子 690 ホビージャパン 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いたらしい（３）午前の緑茶/葛坊煽 693
大和書房 だいわ文庫 10 居酒屋ひとり酒のすゝめ 太田和彦 858 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 24 週末だけの妻 ケイト・ヒューイット/松村和紀子690 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？（15）手島史詞/ＣＯＭＴＡ 693
大和書房 だいわ文庫 10 定年後のお金の手続き　このままやるだけで老後資金にプラス1000万！頼藤太希 880 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 24 億万長者の恋 ダイアナ・ハミルトン/久我ひろこ690 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 異世界と繋がりましたが、向かう目的は戦争です（１）ニーナローズ/吠Ｌ 693
大和書房 だいわ文庫 10 世界一予約の取れない美容家だけが知っている成功者のルーティン早野實希子 814 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 24 雪どけの朝 ペニー・ジョーダン/杉和恵 690 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 最強魔法師の隠遁計画（15） イズシロ/ミユキルリア 693
大和書房 だいわ文庫 10 さっぱりととのわないフィンランド 芹澤桂 814 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 24 名ばかりの幼妻でも アン・メイザー/岩田澄夫 701 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 魔王使いの最強支配（３） 空埜一樹/コユコム 693
竹書房 竹書房ラブロマン文庫 6 牝啼き村（仮） 九坂久太郎/東克美 770 ハーパーコリンズ・ジャパンハーレクイン文庫 24 永遠の愛 キャロル・モーティマー/あべ朱里690 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 灰原くんの強くて青春ニューゲーム（２） 雨宮和希/吟 693
竹書房 ムーンドロップス文庫 10 裏切り王子と夜明けのキスを～転生女子は原作を改変したい～（仮）七篠りこ/ＳＨＡＢＯＮ 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 8 イジャルコルの栄光のために Ｈ・Ｇ・フランシス/ペーター・グリーゼほか836 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双（２）日之浦拓/ＧｒｅｅＮ 693
竹書房 ラズベリーブックス 10 Scandalously Yours（原題） カーラ・エリオット/石原未奈子1430 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 居酒屋こまりの恋々帖　ときめきの椿揚げ 赤星あかり 902 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 役立たずと言われ勇者パーティを追放された俺、最強スキル《弱点看破》が覚醒しました（２）迅空也/福きつね 693
竹書房 ラズベリーブックス 10 幸せのその後で　～ブリジャートン家後日譚～ ジュリア・クイン/村山美雪 1320 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文庫22 ポリス・アット・ザ・ステーション エイドリアン・マッキンティ/武藤陽生### マイクロマガジン社ことのは文庫 20 酔いが回ったら推理どき　酩探偵天沢理香のリカー・ミステリー六畳のえる/倉秦 770
竹書房 竹書房ラブロマン文庫13 わけあり人妻マンション（仮） 鷹澤フブキ/妃耶八 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 22 新鋭作家アンソロジー（仮） 伴名練 ### マイクロマガジン社ＧＣＮ文庫 20 クラスメイトの元アイドルが、とにかく挙動不審なんです。（２）こりんさん/ｋｒ木 748
竹書房 竹書房文庫 13 人妻手記　タブー遊戯～異常性愛に溺れた私たち～（仮）愛の体験編集部 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 22 神のいない世界の歩き方　「科学的思考」入門 リチャード・ドーキンス/大田直子880 マイクロマガジン社ＧＣＮ文庫 20 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念を突破して最強～（４）一色一凛/ｆａｍｅ 737
竹書房 竹書房文庫 15 日露戦争秘話　西郷隆盛を救出せよ（完） 横田順彌/日下三蔵 1320 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 22 極東動乱 デイヴィッド・ブランズ/Ｊ・Ｒ・オルソンほか### 三笠書房 知的生きかた文庫 17 伝説のクイズ王が教える　10秒雑学（仮） 日髙大介 未定
竹書房 竹書房文庫 20 なまめき艶女（仮） 睦月影郎 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 22 グッキー、危機一髪！ クルト・マール/クラーク・ダールトンほか836 三笠書房 知的生きかた文庫 17 「ねたままストレッチ」で腰痛は治る！（仮） 山口正貴 未定
竹書房 蜜猫文庫 22 姉を好きなはずの王子様に求婚されました（仮）七福さゆり/旭炬 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 22 デスパーク ガイ・モーパス/田辺千幸 ### 三笠書房 知的生きかた文庫 17 日本史　あの有名人たちの「その後」（仮） 山本博文/造事務所 未定
竹書房 蜜猫文庫 22 小国の姫は性悪王子に愛玩される（仮） 森本あき/ことね壱花 880 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 22 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト/小川高義990 三笠書房 知的生きかた文庫 17 人生がすっきりわかるご縁の法則（仮） 名取芳彦 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 29 闇塗怪談（９）　（仮） 営業のＫ 748 原書房 ライムブックス 8 愛がふたたび始まるならば サラ・マクリーン/辻早苗 ### 三笠書房 王様文庫 30 あなたの揺れやすい心を守る方法（仮） 内藤誼人 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 29 恐怖箱　霊山（仮） 加藤一 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 6 日本人だけが知らない「本当の世界史」中世編 倉山満 ### 三笠書房 王様文庫 30 いちばん大切な人に贈りたい50の物語（仮） 西沢泰生 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 29 群馬怪談　歴史編（仮） 戸神重明 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 6 徳川家康　危機と好機に翻弄された男（仮） 嶋津義忠 968 三笠書房 王様文庫 30 全部、思い通りになる方法（仮） 宮本佳実 未定
竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談聖（２）　（仮） 糸柳寿昭 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 6 心がフワッと軽くなる！2分間ストーリー ささきかつお 814
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