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KADOKA 1 そうして君に触れるまで（３） ときたほのじ 726 KADOKA 23 魔技科の剣士と召喚魔王（16） 孟倫（ＳＤｗｉｎｇ）/三原み 671 講談社 9 さわらないで小手指くん（４） シンジョウタクヤ 715 集英社 4 HEART GEAR（４） タカキツヨシ 693 小学館 4 ハートカクテル　ミュージック＆クルーズ　サンセット わたせせいぞう 3520

KADOKA 1 後輩なんか好きにならない あずみつな 726 KADOKA 23 ウルトラなネコ 山本でいち 671 講談社 9 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継井上菜摘/未来人Ａほか 715 集英社 4 守れ！しゅごまる（３） 伊原大貴 506 小学館 5 アキラとあきら 池井戸潤/登田好美 649

KADOKA 1 早川さん、もっと泣いてください めぎむら 726 KADOKA 23 神童勇者とメイドおねえさん（４） 上杉響士郎/望公太ほか 671 講談社 9 エルディアス・ロード　女神にもらった絶対死なない究極スキ澄守彩/髙田タカミほか 715 集英社 4 神食の料理人（３） 鈴木小波 506 小学館 10 灼熱カバディ（22） 武蔵野創 715

KADOKA 1 BACK STAGE！！（２） 影木栄貴/蔵王大志 792 KADOKA 23 ひまわりさん（13） 菅野マナミ 671 講談社 9 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト大前貴史/明鏡シスイほ 715 集英社 4 口が裂けても君には（６） 梶本あかり 660 小学館 10 送球ボーイズ（23） フウワイ/サカズキ九 550

KADOKA 1 ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小逆木ルミヲ/恵ノ島すずほ 737 KADOKA 23 探偵はもう、死んでいる。（５） 麦子/二語十ほか 671 講談社 9 魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法省を解雇さ外ノ/秋 715 集英社 4 ONE PIECE（103） 尾田栄一郎 484 小学館 10 先生で○○しちゃいけません！（６） 武者サブ 715

KADOKA 4 CLAMP PREMIUM COLLECTION 東京BABYLON（５） ＣＬＡＭＰ 748 KADOKA 23 おいしい煩悩（２） 頬めぐみ 704 講談社 9 四十七大戦（12） 一二三 528 集英社 4 ONE PIECE episode A（１） Ｂｏｉｃｈｉ/石山諒ほか 550 小学館 10 メディアミックスメイデン（３） 丸戸史明/武者サブ 715

KADOKA 4 CLAMP PREMIUM COLLECTION 東京BABYLON（６） ＣＬＡＭＰ 748 KADOKA 23 FX戦士くるみちゃん（３） でむにゃん/炭酸だいす 704 講談社 12 ヴァンパイア男子寮（10） 遠山えま 517 集英社 4 ONE PIECE episode A（２） Ｂｏｉｃｈｉ/石山諒ほか 550 小学館 10 うしろの正面　カムイさん（５） えろき/コノシロしんこ 715

KADOKA 4 Fate/Grand Order ―Epic of Remnant―　亜種特異点EX 深 　西出ケンゴロー/ＴＹＰＥ－未定 KADOKA 23 はなものがたり（１） ｓｃｈｗｉｎｎ 704 講談社 12 恋のはじまり（７） 蒼井まもる 528 集英社 4 SAKAMOTO DAYS（８） 鈴木祐斗 484 小学館 10 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレムづくり（10） 月夜涙/みわべさくらほか 715

KADOKA 4 真祖がバカなら眷属も。（１） 亥浦伊兵衛/宝依図 未定 KADOKA 23 黄道寮の星座な日々（１） 缶乃 704 講談社 12 佐倉は私を好きすぎる（３） 雪宮ふゆ 528 集英社 4 アオのハコ（６） 三浦糀 484 小学館 10 異世界ナンパ（４） 滝本竜彦/みやけりくほか 715

KADOKA 5 ダンジョンが思ったよりも深くてどうしようもないので諦めて ｆｅｉｒｅｎ/みざほか 未定 KADOKA 23 Outsiders（１） 叶輝 未定 講談社 12 弁護士と17歳（６） 小野アンビ 528 集英社 4 あかね噺（２） 末永裕樹/馬上鷹将 484 小学館 10 Helck 新装版（５） 七尾ナナキ 730

KADOKA 5 復讐を誓った白猫は竜王の膝の上で惰眠をむさぼる（４） あき/クレハほか 未定 KADOKA 23 Outsiders（２） 叶輝 未定 講談社 12 婚約者さまから逃げられない（３） 柚月純 528 集英社 4 地球の子（２） 神海英雄 484 小学館 10 勇者は校則違反になりますか？（３） 有馬レンジ 715

KADOKA 5 義妹が聖女だからと婚約破棄されましたが、私は妖精の愛冬芽沙也/桜井ゆきなほ 715 KADOKA 23 Outsiders（３） 叶輝 未定 講談社 12 香月さんの恋する時間（３） 相川ヒロ 528 集英社 4 僕とロボコ（９） 宮崎周平 484 小学館 10 ザッケン！（２） 上村奈帆/プクプク 715

KADOKA 5 レディローズは平民になりたい（６） こおりあめ/ひだかなみほ 715 KADOKA 24 ZONE-00（20） 九条キヨ 未定 講談社 12 カワイイなんて聞いてない！！（５） 春藤なかば 528 集英社 4 食戟のサンジ 附田祐斗/佐伯俊ほか 506 小学館 10 ちょっとだけ抜けちゃう柊さん（４） うらのりつ 715

KADOKA 5 末っ子皇女殿下（２） Ｓｔｏｎｅｈｅａｄ（ＡＫＥＯ　Ｓ 1034 KADOKA 26 ニーチェ先生～コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた ハシモト/松駒 649 講談社 12 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（11） 丘上あい 550 集英社 4 逃げ上手の若君（７） 松井優征 484 小学館 10 大ダーク（５） 林田球 968

KADOKA 5 神力の薬師（転生後）は、戦国武将と結婚を前提に初恋しま高嶋育 未定 KADOKA 26 狼ゲーム（５） 紺野ぱる/スタジオわさび 649 講談社 12 この恋、茶番につき！？（５） 山中梅鉢 726 集英社 4 アヤシモン（３） 賀来ゆうじ 484 小学館 10 アオイホノオ（27） 島本和彦 715

KADOKA 5 大獣公とユニコニスの乙女（１） 杉町のこ/柚原テイル 715 KADOKA 26 武装少女マキャヴェリズム（13） 黒神遊夜/神崎かるな 未定 講談社 12 愛しい嘘　優しい闇（５） 愛本みずほ 726 集英社 4 呪術廻戦（20） 芥見下々 484 小学館 10 夢の雫、黄金の鳥籠（17） 篠原千絵 499

KADOKA 5 イケメンメイドは悪役令嬢を救う（１） 夕木有 未定 KADOKA 26 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。（６） おいもとじろう/夕蜜柑ほ未定 講談社 12 またのお越しを（１） おざわゆき 726 集英社 4 血界戦線　Back 2 Back（10） 内藤泰弘 594 小学館 10 モザイクラブシャワー（２） 佐々木柚奈 530

KADOKA 5 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者は消えようと思いばち/蓮水涼ほか 715 KADOKA 26 一式さんは恋を知りたい。（４） あららぎあゆね 未定 講談社 12 花野井くんと恋の病（11） 森野萌 528 集英社 4 憂国のモリアーティ（18） 竹内良輔/三好輝 528 小学館 10 花嫁に配属されました（12） 桃乃みく 530

KADOKA 5 捨てられた皇妃（８） ｉＮＡ/Ｙｕｎａ 1034 KADOKA 26 ただの屍のようだと言われて幾星霜、気づいたら最強のア 絢瀬あとり/九頭七尾ほ 未定 講談社 12 つむぐと恋になるふたり（２） タアモ 550 集英社 4 Thisコミュニケーション（７） 六内円栄 550 小学館 10 青の花　器の森（10） 小玉ユキ 499

KADOKA 5 皇帝の一人娘（12） ＲＩＮＯ/ＹＵＮＳＵＬ 1034 KADOKA 26 衛宮さんちの今日のごはん（８） ＴＡａ/只野まことほか 704 講談社 12 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（５） 鈴菜 550 集英社 4 ダークギャザリング（10） 近藤憲一 528 小学館 10 海神の花嫁（７） 小純月子 499

KADOKA 5 怪物公爵と契約公女（２） Ｍｉｎｊａｋｋ/Ｌｉａｒａｎ 1034 KADOKA 26 女神寮の寮母くん。（９） 日野行望 未定 講談社 12 運命の人に出会う話（２） あなしん 528 集英社 4 鴨乃橋ロンの禁断推理（７） 天野明 660 小学館 12 異世界ワンターンキル姉さん　～姉同伴の異世界生活はじ このえ/田口ケンジ 715

KADOKA 5 108回殺された悪役令嬢（３）　すべてを思い出したので、乙鳥生ちのり/なまくらほか 715 KADOKA 26 田舎のホームセンター男の自由な異世界生活（９） うさぴょん/古来歩ほか 未定 講談社 12 NとS（６） 金田一蓮十郎 528 集英社 4 ダンダダン（６） 龍幸伸 528 小学館 12 廃妃は再び玉座に昇る　～耀帝後宮異史～（４） はるおかりの/ミナミ 715

KADOKA 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 赤羽にな/如月美樹ほか未定 KADOKA 26 理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれますか？（７） 三河ごーすと/マッハダイ未定 講談社 12 どうせ、恋してしまうんだ。（５） 満井春香 517 集英社 4 全部ぶっ壊す（３） へじていと/山岸菜 693 小学館 12 愛してるゲームを終わらせたい（２） 堂本裕貴 715

KADOKA 5 身代わりの花嫁は、不器用な辺境伯に溺愛される（１） 一ノ瀬かおる/椎名さえら未定 KADOKA 26 Dジェネシス　ダンジョンが出来て3年（３） 平未夜/之貫紀ほか 未定 講談社 12 キスは10年たってから（４） 中村ユキチ 550 集英社 4 左ききのエレン（21） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 506 小学館 12 僕が死ぬだけの百物語（４） 的野アンジ 715

KADOKA 5 悪役令嬢の追放後！　教会改革ごはんで悠々シスター暮ら吉村旋/柚原テイル 715 KADOKA 26 LV999の村人（12） 岩元健一/星月子猫ほか未定 講談社 12 王子が私をあきらめない！（12） アサダニッキ 528 集英社 4 腹腹先生（３） 高口楊 748 小学館 12 ヒーローガール×ヒーラーボーイ～TOUCH or DEATH～（７大井昌和 715

KADOKA 5 悪役のエンディングは死のみ（２） ＳＵＯＬ/Ｇｗｏｎ　Ｇｙｅｏｅ 1034 KADOKA 26 オールラウンダーズ！！　転生したら幼女でした。家に居づひらのせい/サエトミユウ未定 講談社 12 男たちは寝かせてくれない（１） 三月トモコ 517 集英社 4 マリッジトキシン（１） 静脈/依田瑞稀 550 小学館 12 異世界不倫2～導かれし人妻たちと不器用転生勇者～（２） 大井昌和/いのまる 715

KADOKA 8 弁当屋さんのおもてなし（２） 十峯なるせ/喜多みどり 未定 KADOKA 26 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強になっていた　月島秀一/士土幽太郎ほ未定 講談社 12 猫になりたい田万川くん（１） 灯乃モト 748 集英社 4 幕末賭博バルバロイ（１） 河本ほむら/羽田豊隆 693 小学館 12 バイオレンスアクション（７） 浅井蓮次/沢田新 715

KADOKA 8 29時の朝ごはん～味噌汁屋あさげ～（２） 佐倉イサミ 未定 KADOKA 26 すごい年の差夫婦の話 あかまる 未定 講談社 12 転生したら、彼氏何人できるかな？（２） 中江みかよ 726 集英社 4 ドラゴンボール超（19） 鳥山明/とよたろう 484 小学館 12 死神の初恋～没落華族の令嬢は愛を知らない死神に嫁ぐ 朝比奈希夜/榊空也ほか 715

KADOKA 8 雪花妃伝　～藍帝後宮始末記～（２） 瀬田一乃/都月きく音ほ 未定 KADOKA 26 見知らぬ女子高生に監禁された漫画家の話（２） きただりょうま 未定 講談社 12 コミック版　恋の病と野郎組2（上） ＮＴＶ・Ｊ　Ｓｔｏｒｍ/ウラ 528 集英社 4 キン肉マン（79） ゆでたまご 484 小学館 12 大阪マダム、後宮妃になる！（３） 田井ノエル/カズアキほか 715

KADOKA 8 D4DJ ―The story of Happy Around！―（２） 倉崎もろこ/ブシロード 未定 KADOKA 26 機動戦士ガンダム　ピューリッツァー　―アムロ・レイは極光才谷ウメタロウ/未定ほか未定 講談社 12 おとなになっても（７） 志村貴子 550 集英社 4 オカルトーク！（１） 大崎知仁/ニナハチ 506 小学館 12 蟲愛づる姫君の結婚　～後宮はぐれ姫の●毒と謎解き婚姻宮野美嘉/碧風羽ほか 790

KADOKA 8 D4DJ ―4コマmix！― VOLUME 2 しろくま/ブシロード 未定 KADOKA 26 殺戮の天使　Episode.0（６） 真田まこと/名束くだん 未定 講談社 12 七つ屋志のぶの宝石匣（17） 二ノ宮知子 550 集英社 4 オカルトーク！（２） 大崎知仁/ニナハチ 506 小学館 12 強すぎて勇者パーティーを卒業した最強剣士、魔法学園で あまうい白一/生倉大福 715

KADOKA 9 トリアージX（25） 佐藤ショウジ 未定 KADOKA 26 恥ずかしがり屋の妻と新婚生活はじめました（２） 桐灰きねそ 未定 講談社 12 のだめカンタービレ　新装版（12） 二ノ宮知子 1320 集英社 4 キャプテン翼　ライジングサン（17） 高橋陽一 506 小学館 12 野生のJK柏野由紀子は、異世界で酒場を開く（１） Ｙ．Ａ/すざくほか 715

KADOKA 9 没落予定なので、鍛冶職人を目指す（11） 石田彩/ＣＫほか 未定 KADOKA 26 ケイヤクシマイ（１） ヒジキ 未定 講談社 17 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（23） 川原正敏 605 集英社 4 ウィッチウォッチ（７） 篠原健太 484 小学館 18 BE BLUES！～青になれ～（48） 田中モトユキ 550

KADOKA 9 デスマーチからはじまる異世界幸腹曲（１） つむみ/愛七ひろほか 未定 KADOKA 26 ちびっこ賢者、Lv.1から異世界でがんばります！（５） みさき樹里/彩戸ゆめほ 未定 講談社 17 陸奥圓明流異界伝　修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！ 川原正敏/甲斐とうしろう 572 集英社 4 マジメサキュバス柊さん（３） ちると 693 小学館 18 ボレーボレー（１） カワバタオ 550

KADOKA 9 デスマーチからはじまる異世界狂想曲（14） あやめぐむ/愛七ひろほ 未定 KADOKA 26 異世界帰りのおっさんは父性スキルでファザコン娘達をトロ高橋弘/蘿蔔なずなほか未定 講談社 17 ピーチボーイリバーサイド（12） ヨハネ/クール教信者 528 集英社 4 Dr.STONE 公式ファンブック　科学王国事典 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 1100 小学館 18 白山と三田さん（３） くさかべゆうへい 550

KADOKA 9 美人女上司滝沢さん（６） やんＢＡＲＵ 未定 KADOKA 26 最強不敗の神剣使い（１） 不動らん/羽田遼亮ほか未定 講談社 17 君じゃなきゃダメな奴隷少女（１） 青目槙斗 528 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア学園（３） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮほか 693 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（18） 八木教広 550

KADOKA 9 世界を救うために亜人と朝チュンできますか？（６） 音井れこ丸 未定 KADOKA 26 ソードアート・オンライン　プログレッシブ　黄金律のカノン（ 川原礫/霧月ほか 未定 講談社 17 青のミブロ（４） 安田剛士 528 集英社 19 新しいきみへ（２） 三都慎司 660 小学館 18 はじめラブコメ　オガベベ（４） おきらくボーイ 550

KADOKA 9 黒ギャルさんが来る！（３） いつむ 未定 KADOKA 26 転生王女と天才令嬢の魔法革命（４） 南高春告/鴉ぴえろほか未定 講談社 17 EDENS ZERO（22） 真島ヒロ 528 集英社 19 不倫食堂（21） 山口譲司 693 小学館 18 かけあうつきひ（６） 福井セイ 550

KADOKA 9 魔術師たちの混乱（２） 奇仙 未定 KADOKA 26 リアリスト魔王による聖域なき異世界改革（６） 鈴木マナツ/羽田遼亮ほ 未定 講談社 17 黙示録の四騎士（８） 鈴木央 528 集英社 19 怨み屋本舗WORST（20） 栗原正尚 660 小学館 18 GOLDEN SPIRAL（１） 福地翼 550

KADOKA 9 四姉妹は夜をおまちかね（２） Ｂｃｏｃａ/保住圭 未定 KADOKA 26 つぐみ先輩の好きはちょっと変（２） きあま紀一 未定 講談社 17 インフェクション（28） 及川徹 528 集英社 19 NEETING LIFE ニーティング・ライフ（上） 筒井哲也 715 小学館 18 このマンガのヒロインは守崎あまねです。（１） ねこぐち 550

KADOKA 9 ゲーム　オブ　ファミリア　―家族戦記―（９） 山口ミコト/Ｄ．Ｐ 未定 KADOKA 26 兄と妹のしたいしたいしたいコト（１） 葉乃はるか 未定 講談社 17 きみが女神ならいいのに（１） 柏木香乃 528 集英社 19 境界のエンドフィール（１） 近藤たかし/アントンシク 715 小学館 18 ラブコメクエスト（１） ｍｍｋ 550

KADOKA 10 異世界建国記（８） ＫＯＩＺＵＭＩ/桜木桜ほか 未定 KADOKA 26 僕が答える君の謎解き（２） 飛口芽衣/紙城境介ほか未定 講談社 17 イレギュラーズ（５） 松本直記 528 集英社 19 ドクターゼロス　～スポーツ外科医・野並社の情熱～（４） 石川秀幸/橋本スズヒラ 715 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（11） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 10 回復術士のおもてなし（２） 月夜涙/長尾件ほか 未定 KADOKA 26 縁の下のチカラモチャー（１）　～魔王討伐したら若返ったのｔａｍａｇｏ/ポルカほか 未定 講談社 17 東大リベンジャーズ（３） 船津紳平 528 集英社 19 イリオス（１） 円城寺真己 715 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（12） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 10 年上エリート女騎士が僕の前でだけ可愛い（４） たかた/吉野宗助ほか 未定 KADOKA 26 画皮ちゃん！（２） ちろたた 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（29） 和久井健 528 集英社 19 鬼獄の夜（14） 加藤キャシー 693 小学館 19 ジャジャ（32） えのあきら 715

KADOKA 10 回復術士のやり直し（11） 月夜涙/羽賀ソウケンほ 未定 KADOKA 26 神の庭付き楠木邸（１） 安斎アキラ/えんじゅほか未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ　フルカラー短篇集（１）　SO YOUNG和久井健 未定 集英社 19 ウマ娘　シンデレラグレイ（８） 久住太陽/杉浦理史ほか 715 小学館 19 任侠転生　―異世界のヤクザ姫―（９） 宮下裕樹/夏原武 715

KADOKA 10 カレとカノジョの選択（４） 緒原博綺 未定 KADOKA 26 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ（３） 日森よしの/たままるほか未定 講談社 17 め組の大吾　救国のオレンジ（５） 曽田正人/冨山玖呂 726 集英社 19 ジャンケットバンク（８） 田中一行 693 小学館 19 アカゴヒガン（６） 飯沼ゆうき 715

KADOKA 10 スキルがなければレベルを上げる（４）　～99がカンストの世岡沢六十四/倉橋ユウス 704 KADOKA 26 ぜんぶきみの性（５） 浅月のりと 未定 講談社 17 化物語（18） 西尾維新/大暮維人 528 集英社 19 平成少年ダン（２） サンカクヘッド 693 小学館 19 煩悩☆西遊記（５） クリスタルな洋介 715

KADOKA 10 隣のクーデレラを甘やかしたら、ウチの合鍵を渡すことにな雪仁/かがちさくほか 704 KADOKA 26 わたしはサキュバスとキスをした（３） 白玉もち 未定 講談社 17 犬になったら好きな人に拾われた。（６） 古川五勢 704 集英社 19 TIGER＆BUNNY 2 THE COMIC（１） 吉田恵里香/上田宏ほか 715 小学館 19 誰そ彼に海が泣く（４） 結月さくら 715

KADOKA 10 魔女ノ結婚（２） ｓｔｕｄｉｏ　ＨＥＡＤＬＩＮＥ 未定 KADOKA 26 仏ガール（１） 柚ちえこ 未定 講談社 17 夜子とおつとめどうぶつ（１） 石田万 726 集英社 19 瞬きより迅く！！（６） ふなつかずき 693 小学館 19 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（15） 丸山恭右 880

KADOKA 10 龍空のエイシズ（２） かたやままこと 未定 KADOKA 26 女心＠男子高校生 竹屋まり子 858 講談社 17 新　仮面ライダーSPIRITS（32） 村枝賢一/石ノ森章太郎 748 集英社 19 惰性67パーセント（９） 紙魚丸 660 小学館 19 プロミス・シンデレラ（16） 橘オレコ 715

KADOKA 10 しゃしゃごもり（１） さわむらリョウ 704 KADOKA 26 Fate/stay night［Unlimited Blade Works］（１） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/森山大未定 講談社 17 SHAMAN KING ＆a garden（４） 武井宏之/ジェット草村ほ 715 集英社 19 兵器少女（２） 千田浩之 693 小学館 19 付き合ってあげてもいいかな（９） たみふる 715

KADOKA 10 鍋に弾丸を受けながら（２） 青木潤太朗/森山慎 未定 講談社 17 SHAMAN KING THE SUPER STAR（６） 武井宏之 748 集英社 19 銀河英雄伝説（24） 田中芳樹/藤崎竜 638 小学館 19 女の子が抱いちゃダメですか？（６） ねじがなめた 715

KADOKA 10 ダンジョン飯（12） 九井諒子 未定 講談社 17 SHAMAN KING マルコス（５） 武井宏之/ジェット草村 715 集英社 19 カモのネギには毒がある　加茂教授の人間経済学講義（２ 甲斐谷忍/夏原武 660 小学館 19 灰被り姫は結婚した、なお王子は（３） 中てい/壱崎煉 715

KADOKA 12 虎は龍をまだ喰べない。（１） 一七八ハチ 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 17 SHAMAN KING FAUST8 永遠のエリザ（３） 武井宏之/虎走かけるほ 715 集英社 19 ドラフトキング（12） クロマツテツロウ 660 小学館 19 血と灰の女王（17） バコハジメ 715

KADOKA 12 クプルムの花嫁（３） ｎａｍｏ 未定 講談社 1 月曜日のたわわ（５） 比村奇石 726 講談社 17 らぶキョ　～家庭教師が××すぎて勉強どころじゃない～（ 多喜れい 715 集英社 19 インペリアルバスケット（１） 水溜祐介 715 小学館 19 きみに恋する殺人鬼（４） あきやまえんま 715

KADOKA 12 シャッター街のさくら姫（１） 宮本伶美 未定 講談社 1 月曜日のたわわ（５）青版 比村奇石 1000 講談社 17 ブレス（１） 園山ゆきの 715 集英社 19 万能会社員菅田くん（１） 山田しいた 715 小学館 19 OMEGA ONE（２） 玉井雪雄 715

KADOKA 12 インク色の欲を吐く（１） 梅ノ木びの 未定 講談社 5 女子校のこひー先生（１） 新井春巻 726 講談社 17 コウガさんの噛みぐせ（３） 月野和青 715 集英社 19 TOUGH 龍を継ぐ男（25） 猿渡哲也 594 小学館 19 恋に病み、愛を唄う（２） サザメ漬け 715

KADOKA 12 極東事変（４） 大上明久利 未定 講談社 5 サタノファニ（22） 山田恵庸 726 講談社 17 オフ会したらとんでもないやつが来た話（２） ｍｉｉ．ｍ 693 集英社 19 生産職を極め過ぎたら伝説の武器が俺の嫁になりました（ あまうい白一/神武ひろよ 693 小学館 19 ベー革（２） クロマツテツロウ 737

KADOKA 12 ハルタ　2022-AUGUST volume 96 ハルタ編集部 未定 講談社 5 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（７） 藤本ケンシ/井出圭亮 726 講談社 17 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（６志水アキ/京極夏彦 715 集英社 19 善人おっさん、生まれ変わったらSSSランク人生が確定した三木なずな/ゆづましろほ 693 小学館 26 あつまれ　どうぶつの森　とことん！イチバン島（２） 大崎亮平 528

KADOKA 12 明日、最初に感じる香りはきみがいい ＤＡＤＡ 770 講談社 5 令和雄王　相田宗二（１） 小川ショウマ 726 講談社 17 私の胎の中の化け物（１） 中村すすむ 715 集英社 19 努力しすぎた世界最強の武闘家は、魔法世界を余裕で生 わんこそば/ながつきまさ 715 小学館 26 ニンジャラ（５） 金林洋 528

KADOKA 12 くちべた食堂（２） 梵辛 803 講談社 5 君が獣になる前に（４） さの隆 726 講談社 18 幸せカナコの殺し屋生活（７） 若林稔弥 未定 集英社 19 元勇者は静かに暮らしたい（１） こうじ/鳴瀬ひろふみほか 693 小学館 26 星のカービィ　まんぷくプププ　ファンタジー（９） 武内いぶき 528

KADOKA 12 わたしたちの終わりと 未定 未定 講談社 5 ゾミア（２） 浅村壮平/石田点 726 講談社 19 クロウマン（２） 夜光虫 825 集英社 19 オットマン　―OTTOMAN―（４） 金沢真之介 693 小学館 26 ムテキ（２） 土田しんのすけ 528

KADOKA 12 僕の心がチューと鳴く 胃下舌ミィ 未定 講談社 5 アルキメデスの大戦（29） 三田紀房 803 講談社 19 マルジナルテイラ（３） ｌｉｍｌｉｍ 726 集英社 19 BUNGO ―ブンゴ―（32） 二宮裕次 638 小学館 26 脱獄ごっこ（１） 高出なおたか/ＵＵＵＭ株 528

KADOKA 12 王様ランキング（14） 十日草輔 未定 講談社 5 DEMONS STAR（３） 阿部秀司/ミクニシン 726 講談社 19 3×3EYES 鬼籍の闇の契約者（７） 高田裕三 726 集英社 19 今夜、寿司屋で。　～至福の日本酒～（２） 早川光/瀬上あきら 825 小学館 26 ポケモンカードゲームやろうぜ～っ！　ポケモンVSTAR攻略松島リュウ 528

KADOKA 12 ミューズの真髄（２） 文野紋 未定 講談社 5 ギャルせん（３） 植野メグル 726 講談社 19 影霧街（２） 大瀬戸陸 726 集英社 19 キャルルCITYの文鳥医師団 まるいミカ 858 小学館 26 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

KADOKA 12 白ギャルと黒ギャルの誘惑 白石浩平 792 講談社 5 犬と屑（５） 朝賀庵 726 講談社 19 僕は君たちを支配する（２） 千田大輔 726 集英社 19 ローゼンメイデン　愛蔵版（７） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1430 小学館 26 まんがで！にゃんこ大戦争（10） 萬屋不死身之介/ＰＯＮＯ 715

KADOKA 17 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される（２） 佐和井ムギ/翡翠ほか 未定 講談社 5 アンダーニンジャ（８） 花沢健吾 726 講談社 19 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する（２） 猫子/武六甲理衣ほか 726 集英社 19 職業：女～元アイドル27歳、枕営業も限界なのでパパ婚活 ふめいちゃん/大久保ニ 968 小学館 26 秘密結社ヤルミナティー（１） 織田一輝/Ｐｌｏｔｔ 715

KADOKA 17 婚約破棄の悪意は娼館からお返しします（２） うもう/皐月めい 715 講談社 5 ザ・ファブル　The second contact（４） 南勝久 726 講談社 19 純猥談（２）　4年経っても、手を出してこない彼氏のことがけ田川とまた/純猥談編集 726 集英社 19 壬生義士伝（12） 浅田次郎/ながやす巧 704 小学館 26 ガル学。（２） おりとかほり/小学館集英 880

KADOKA 17 異世界逃亡の相棒は恋を知らない王子様（２） あさみ青子 未定 講談社 5 ウチの使い魔がすみません（11） 櫓刃鉄火 748 講談社 19 バニーズクエスト（１） 戸崎映 726 集英社 25 あちらこちらぼくら（の、あれからとこれから）（２） たなと 825 小学館 26 Bite Maker ～王様のΩ～（10） 杉山美和子 484

KADOKA 17 ご褒美はいりません！ 鈴木はこ 未定 講談社 5 ぐらんぶる（19） 井上堅二/吉岡公威 748 講談社 19 魔女と野獣（10） 佐竹幸典 803 集英社 25 アンサー（４） Ｍａｒｉａ 693 小学館 26 主人恋日記（３） 吉永ゆう 484

KADOKA 17 異世界でエルフになりましたが皇帝陛下の甘やかしえっちが兎宮卯紗 未定 講談社 5 てんぷる（７） 吉岡公威 748 講談社 23 賊軍　土方歳三（７） 赤名修 715 集英社 25 はやくしたいふたり（８） 日下あき 506 小学館 26 ねぇ先生、知らないの？（９） 浅野あや 484

KADOKA 17 シンデレラにはなりません！　モブキャラ姫は淫らな悪魔に乙黒ゆう/南咲麒麟ほか 未定 講談社 5 とりま、風呂いかね？（２） イシイ渡 748 講談社 23 紫電改343（７） 須本壮一 715 集英社 25 黒婚　―ブラマリ―（８） 藍川さき 484 小学館 26 深愛なるFへ（２） 七尾美緒 484

KADOKA 17 任侠恋女房　親分、年甲斐もなくきゅん（１） 南香かをり/斉河燈ほか 未定 講談社 8 復讐の教科書（13） 廣瀬俊/河野慶 528 講談社 23 きりもやびより（３） みずしな孝之 726 集英社 25 狼に鈴（２） 中原アヤ 528 小学館 26 少年ブラヰド　―男装令嬢と黒書生―（５） 蜜樹みこ 484

KADOKA 20 乙嫁語り〈ワイド版〉（12） 森薫 未定 講談社 8 フォロワーが彼女になりました（３） やまもと桃 528 講談社 23 A-BOUT！　SURF（４） 市川マサ 715 集英社 25 抱きしめて　ついでにキスも（９） 美森青 484 小学館 26 花の散るらん　―吉原遊郭恋がたり―（５） 森猫まりり 484

KADOKA 20 波間の子どもたち 有海とよこ 未定 講談社 8 落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生村上よしゆき/茨木野ほ 715 講談社 23 SとX ～セラピスト霜鳥壱人の告白～（３） 多田基生 715 集英社 25 モジコイネネコイ（10） 佐藤ざくり 506 小学館 26 次はいいよね、先輩（５） 梅澤麻里奈 484

KADOKA 20 青騎士　第9A号 あすか編集部 未定 講談社 8 異世界賢者の魔族犯罪調査（１） 中島豊 748 講談社 23 BATMAN JUSTICE BUSTER（２） 清水栄一×下口智裕/Ｄ 　715 集英社 25 柊先輩とおふたりさま（２） 水野美波 484 小学館 26 茉莉花ちゃんと優しい恋の奴隷（４） 芒其之一/兎山もなか 499

KADOKA 20 青騎士　第9B号 あすか編集部 未定 講談社 8 窮鬼の仇花（３） 冬葉つがる 748 講談社 23 ウチは別れて暮らしてる（３） カワハラ恋 726 集英社 25 サクラ、サク。（５） 咲坂伊緒 484 小学館 26 文豪に捧げる乙女（３） 甘宮ちか 530

KADOKA 20 競煙の機械箒（１） ヤスヒロ 未定 講談社 8 子供になった俺を妻がめちゃくちゃ愛でてくる　～曜路と乙 次見やをら 693 講談社 23 未熟なふたりでございますが（12） カワハラ恋 726 集英社 25 君がトクベツ（10） 幸田もも子 484 小学館 26 お嬢様はお仕置きが好き（６） もりなかもなか 530

KADOKA 20 紅椿妃（１） 高橋拡那 1540 講談社 8 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます（10） モトエ恵介/ＦＵＮＡほか 715 講談社 23 花織さんは転生しても喧嘩がしたい（２） 氷川へきる 726 集英社 25 アイマイミーマイン（１） 結木悠 484 小学館 26 おとなの初恋（３） 星森柚稀も 530

KADOKA 20 夜な夜な夜な（１） 柴田康平 未定 講談社 8 六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔加古山寿/朱月十話ほか 715 講談社 23 この会社に好きな人がいます（12） 榎本あかまる 726 集英社 25 ピンクとハバネロ（３） 里中実華 484 小学館 26 キミの甘さじゃときめかない（１） 詩瀬はるな 484

KADOKA 20 クロシオカレント（１） こかむも 未定 講談社 8 紅灯のハンタマルヤ（２） 町田とし子 715 講談社 23 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（４） 諸星大二郎 836 集英社 25 君視彩の恋（３） 大詩りえ 506 小学館 26 ヴァンパイアの花嫁～4本のバラを君に～ 小倉あすか 484

KADOKA 22 ドキュンサーガ（４） いとまん 704 講談社 8 救わなきゃダメですか？　異世界（２） タイジロウ/青山有ほか 715 講談社 23 吉原プラトニック（２） オキモト・シュウ/藤川よ 715 集英社 25 放課後は君の彼女（３） 佐々木奈緒 506 小学館 26 君と月夜のジュリエット 小倉あすか 484

KADOKA 22 ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚（５） 芹之由奈/シンギョウガク未定 講談社 8 フルカラー版　人形の国（４） 弐瓶勉 1320 講談社 23 コウノドリ　新型コロナウイルス編 鈴ノ木ユウ 715 集英社 25 るるてる　ルル魔法学校においでよ（２） こきち 506 小学館 26 キング様のいちばん星（２） 如月ゆきの 484

KADOKA 22 魔祓井さんは僕を狩りたい（２） 鳥井まあ 未定 講談社 8 フルカラー版　人形の国（５） 弐瓶勉 1320 講談社 23 恋とゲバルト（４） 細野不二彦 715 集英社 25 春雨と恋もよう（２） 行村コウ 484 小学館 26 ないしょのリリー（１） ふじたはすみ 484

KADOKA 22 豊田さんは悩まない。（３） 津々巳あや 未定 講談社 8 黒猫と兵士（３） 蒼井万里 880 講談社 23 刷ったもんだ！（７） 染谷みのる 748 集英社 25 骨の髄まで愛してね（２） 小林ユキ 506 小学館 26 大人はわかってくれない。（６） まいた菜穂 484

KADOKA 22 魔法使いマナと叡痴の扉（２） ｈｏｉｈｏｉ 未定 講談社 9 Fate/Grand Order ―turas realta―（13） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/カワグ 528 講談社 23 紛争でしたら八田まで（10） 田素弘 715 集英社 25 孤食ロボット（８） 岩岡ヒサエ 748 小学館 30 土竜（モグラ）の唄（77） 高橋のぼる 715

KADOKA 22 槍の勇者のやり直し（10） にぃと/アネコユサギほか未定 講談社 9 いじめるヤバイ奴（16） 中村なん 528 講談社 23 ワールド　イズ　ダンシング（５） 三原和人 715 集英社 25 あの人は昨日と同じ空を見上げてる（７） 宮川匡代 550 小学館 30 劉邦（14） 高橋のぼる 715

KADOKA 22 ほのぼの異世界転生デイズ　～レベルカンスト、アイテム持 　吉元ますめ/しっぽタヌキ未定 講談社 9 イジらないで、長瀞さん（14） ナナシ 528 講談社 23 都合のいい果て（１） 山田佳奈/志水アキ 737 集英社 30 谷口ジローコレクション14 神々の山嶺（４） 谷口ジロー/夢枕獏 3850 小学館 30 アカネノネ（１） 矢田恵梨子 715

KADOKA 22 世界最強の後衛　～迷宮国の新人探索者～（６） 力蔵/とーわほか 未定 講談社 9 WIND BREAKER（８） にいさとる 528 講談社 23 ザ・ゲームスターズ（１） オノ・ナツメ 825 小学館 30 アオアシ（29） 小林有吾 715

KADOKA 22 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する（12） 今井ムジイ/すずの木くろ未定 講談社 9 カイロスの猟犬（３） 長田龍伯 715 講談社 23 艦隊のシェフ（３） 池田邦彦/萩原玲二 715 小学館 30 ダンス・ダンス・ダンスール（24） ジョージ朝倉 715

KADOKA 22 我が弟子が最も強くてカワイイのである（３） 八月明久/赤石赫々ほか未定 講談社 9 推しが隣で授業に集中できない！（７） 筒井テツ/菅原こゆび 726 講談社 23 マンガ　サ道　forビギナーズ　著者傑作選 タナカカツキ 715 小学館 30 スノウボールアース（４） 辻次夕日郎 715

KADOKA 22 俺だけレベルアップな件（９） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ 1034 講談社 9 東京ふたり暮らし（１） 井上まち 715 講談社 23 マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（６） タナカカツキ 715 小学館 30 風都探偵（13） 石ノ森章太郎/三条陸ほ 715

KADOKA 22 俺だけレベルアップな件（10） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ 1034 講談社 9 カノジョは絶対、ボクのこと好きなはず（２） 白井三二朗 715 講談社 23 ヒラエスは旅路の果て（３） 鎌谷悠希 715 小学館 30 地図にない場所（３） 安藤ゆき 715

KADOKA 22 異世界おじさん（８） 殆ど死んでいる 未定 講談社 9 ワケあって社長令嬢に拾われました（２） 灯 715 講談社 23 ルート　～雪の王国　目覚める星たち～（１） 秦和生 748 小学館 30 THE ALPINE CLIMBER 単独登攀者・山野井泰史の軌跡（２よこみぞ邦彦/山地たくろ 715

KADOKA 22 性欲の強すぎる嫁に困ってます。（３） ｓａｋｕ 未定 講談社 9 えちえちすぎる転生偉人美少女の性欲が強すぎてつらい（ ありしゃん 715 講談社 23 とりぱん（30） とりのなん子 836 小学館 30 南風原カーリングストーンズ（８） なかいま強 715

KADOKA 22 性欲の強すぎる嫁に困ってます。（４） ｓａｋｕ 未定 講談社 9 僕の奥さんはちょっと怖い（４） 栗田あぐり 715 講談社 23 山口つばさ短編集　ヌードモデル 山口つばさ 748 小学館 30 フォーシームNEXT（８） さだやす圭 715

KADOKA 22 色は染まれど（３） 島田ちえ 未定 講談社 9 幼馴染とはラブコメにならない（１） 三簾真也 715 講談社 23 ケモ夫人（３） 藤想 935 小学館 30 正直不動産（15） 大谷アキラ/夏原武ほか 715

KADOKA 22 スタジオカバナ（３） 馬あぐり 704 講談社 9 味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放さ門司雪/アルトほか 715 講談社 29 この世界は不完全すぎる（７） 左藤真通 726 小学館 30 前科者（11） 香川まさひと/月島冬二 715

KADOKA 22 愛しの国玉（５） アッチあい 未定 講談社 9 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（９） 原口鳳汰/カラユミほか 715 講談社 30 「地味でつまらない」と捨てられたので、地道に錬金術師を ちあき楽/柚子れもん 715 小学館 30 黄昏流星群（67） 弘兼憲史 715

KADOKA 22 おかえり、初恋。（１） かめみずとら/株式会社 未定 講談社 9 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 石沢庸介/謙虚なサーク 715 講談社 30 聖女と魔王の偽装婚約～手に手をとってホワイト国家を作 海野電球/鳥原習 748 小学館 30 王様の耳（２） えすとえむ 880

小学館 30 深夜食堂（25） 安倍夜郎 968

小学館 30 探偵見習い　アキオ…（３） 村上たかし 820

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

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

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671 石山駅前店 ℡ 077-533-7717
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秋田書店 8 姫島くん、あと20センチ！（１） ゆいち恭 528 オークラ出 29 5秒でお前をイかせてやるよ～セクシー男優と絶頂ヘブン（ 夏咲たかお 744 少年画報 30 MUJIN ―無尽―（10） 岡田屋鉄蔵 759 スターツ出 26 悪役令嬢は二度目の人生で返り咲く～破滅エンドを回避し 　赤羽にな/雨宮れん 715 LINE Digi  12 侍VSゾンビ（上） 荒吐巌 792 フロンティ 18 次元の裂け目に落ちた転移の先で（２） オゼアキノ/四つ目 660

秋田書店 8 ジーニアース（４） 押切蓮介 528 宙出版 5 つまり　そういうコト。～カラダは愛に入りますか？～ 獅山雨為 744 少年画報 30 プラネット・ウィズ（８）（完） 水上悟志 715 スターツ出 26 転生令嬢はまるっとすべてお見通し！～婚約破棄されたら 貴里みち/瑞希ちこ 715 LINE Digi  12 侍VSゾンビ（下） 荒吐巌 792 フロンティ 18 無職転生　～異世界行ったら本気だす～　失意の魔術師編米田和佐/理不尽な孫の 792

秋田書店 8 魔入りました！入間くん（28） 西修 528 宙出版 17 新しい婚約者は私を愛でたくて仕方ない みずの雪見/アオイ 713 少年画報 30 異世界狙撃手は女戦士のモフモフ愛玩動物（５） いのまる 715 スターツ出 26 私、愛しの王太子様の側室辞めたいんです！（２） 悦若えつこ/天織みお 715 Jパブリッ 18 いけないひなたくん 綿レイニ 715 フロンティ 22 パパとわたしとあゆむちゃん（２） ぴい 770

秋田書店 8 魔界の主役は我々だ！（10） 津田沼篤/西修ほか 528 宙出版 17 あざとくって、変態～年下幼なじみと期間限定愛～（２）（完 幸山みう 744 新書館 1 タカラのびいどろ 鈴丸みんた 847 スターツ出 26 追放された悪役令嬢ですが、モフモフ付き！？スローライフ 　ねこ田太子/友野紅子 715 Jパブリッ 19 お前は俺のモノだろ？　～俺様社長の独占溺愛～ 高山千/あさぎ千夜春ほ 715 フロンティ 22 月虹のガラン ハジ 770

秋田書店 8 SHY（15） 実樹ぶきみ 528 宙出版 26 恋のつづきはより甘く～キスだけじゃ満足できないアンソロ アンソロジー 744 新書館 1 エンゲージ（１） 南月ゆう 847 秋水社発 10 旦那さま（仮）は溺愛ヤクザ（５）　何度も疲れて声、止まらな秕ユウジ 770 ハーパー 1 眠れぬ夜の過ごし方 高城可奈/ステファニー・ 660 フロンティ 22 キリング・ストーキング（６） クギ 1210

秋田書店 8 クワトロバッテリー（８） 高嶋栄充 528 宙出版 26 今宵、紳士は淫らに囁く　敬語男子アンソロジー アンソロジー 744 新書館 1 これが最後の恋の話 南々子 759 秋水社発 25 私のこと嫌いって言いましたよね！？変態公爵による困った北里千寿/刺身ナカミ 770 ハーパー 1 億万長者とメイドの一夜 秋元奈美/ハイディ・ベッ 660 フレックス 8 異世界召喚されてきた聖女様が「彼氏が死んだ」と泣くばかたかとうすずのすけ/花果 770

秋田書店 8 ヤンキーJKクズハナちゃん（12） 宗我部としのり 528 笠倉出版 3 クソッタレever after ウジチャンマン 792 新書館 1 シンデレラリバティ（上） 本郷地下 737 秋水社発 25 身代わり婚の後宮妃は皇帝陛下に逃がしてもらえない（１） 冴原ゆいと/織部ソマリ 770 ハーパー 1 愛が生まれ変わるとき 知原えす/シャロン・ケン 660 フレックス 8 アラサーママの私でいいの？（３） ねこ末端 737

秋田書店 8 蟻の王（15） 塚脇永久/伊藤龍 528 笠倉出版 19 スパダリ支配人の溺愛レッスン 月野めいと/仙崎ひとみ 781 新書館 1 シンデレラリバティ（下） 本郷地下 737 秋水社発 25 大正仮初婚 楠田らら 770 ハーパー 1 億万長者の愛人 水原冬樹/ミーガン・マキ 660 フレックス 8 怪人開発部の黒井津さん（５） 水崎弘明 737

秋田書店 8 僕の心のヤバイやつ（７） 桜井のりお 528 笠倉出版 25 クレイジーバッドトラップ 沢ワカ/雨戸るく 803 新書館 下 東の森の魔女の庭（２） 越田うめ 836 アルファポ 5 キミがくれる彩の海。 波野ココロ 748 ハーパー 1 シークに言えない秘密 麻生歩/キャロル・マリネ 660 フレックス 8 もしも首輪がはずせたならば（３）（完） トナミショウ 770

秋田書店 8 ハリガネサービス外伝ヒュドラブレイク（２） 荒達哉 528 笠倉出版 25 アルプ～絵本の悪魔とルームシェア～ 五月ゆら 803 ジュネット 19 （成）アクマリアージュ しみり 1100 アルファポ 5 獣はひだまりに恋をする にむまひろ 748 ハーパー 1 氷の富豪と無垢な王女 篠原正美/メイシー・イエ 660 フレックス 8 虐げられ令嬢とケガレ公爵～そのケガレ、払ってみせます 廻 770

秋田書店 8 ハリガネサービスACE（18） 荒達哉 528 海王社 9 入室ノックは忘れずに（７） 黒木えぬこ 715 新潮社 8 カヤちゃんはコワくない（１） 百合太郎 726 アルファポ 18 blue moonに恋をして（２） 秋月綾/桜朱理 704 ハーパー 1 シュガー・ベイビー 夏生恒/ビバリー・バート 660 復刊ドット 20 鉄腕アトム　《オリジナル版》（11） 手塚治虫 4620

秋田書店 8 弱虫ペダル（79） 渡辺航 528 海王社 9 あの頃と今、君がこぼれる きなこ 803 新潮社 8 人質たちのシェアハウス（２）（完） 有咲めいか 748 彗星社発 18 異世界大奥～王妃になりたくば夜伽で殿下に愛され続けよ サウロ 748 ハーパー 1 運命をこの身に宿して みなみ恵夢/サラ・クレイ 660 復刊ドット 26 鉄人28号《オリジナル版》（５） 横山光輝 4950

秋田書店 8 ノー・レセプション　～電波の無い国～（４）（完） ＫＭＤ/オクショウほか 792 海王社 9 どっちもどっち！！！～Birthday Time～ 柊のぞむ 737 新潮社 8 オオカミくんは早川さんに勝てない（２）（完） はれやまはれぞう 726 彗星社発 18 イチャイチャしようよ、クマ系彼氏くん。（３） 土橋朱里 748 ハーパー 9 ドクターの週末 星合操/ミーガン・マキニ 660 プランタン 8 臆病ヒメと溺愛ナイト（上）　（仮） 叶あきら 未定

秋田書店 8 八月のシンデレラナインS（３） Ａｋａｔｓｕｋｉ/星野倖一郎 693 海王社 9 春待ちうさぎは発情期らしい 黒岩チハヤ 737 新潮社 8 今日から始める幼なじみ（４） 帯屋ミドリ 726 彗星社発 18 今夜、NOとは言わせない…外国人上司のケモノな本性（６）Ｍｅｇ 748 ハーパー 9 偽装結婚ハネムーン 真崎春望/イヴォンヌ・リ 660 プランタン 8 臆病ヒメと溺愛ナイト（下）　（仮） 叶あきら 未定

秋田書店 8 不死と罰（２） 佐藤健太郎 693 海王社 9 鷹神様と憐れな生贄 丹野ちくわぶ 737 新潮社 8 傾国の仕立て屋　ローズ・ベルタン（７） 磯見仁月 792 彗星社発 18 逃げんなよ、奥さん。～カラダで繋がる、ウソ婚夫婦！？ 藍沢ミキ 748 ハーパー 9 大富豪と誘惑旅行 山下友美/ミランダ・リー 660 プランタン 8 俺の前で乱れてよ　獰猛男子は新任教師の愛を乞う　（仮） 沙絵子 未定

秋田書店 8 Diego！！　～神と呼ばれた男の新たなる挑戦～（２） 灰谷音屋 693 海王社 20 グレイゾーン 朝御飯丸 737 新潮社 8 売国機関（７） 品佳直/カルロ・ゼン 726 彗星社発 18 性癖ヤバめなオトコに狙われました。（５） ｂｏｖ 748 ハーパー 9 結婚はナポリで 斗田めぐみ/レベッカ・ウ 660 プランタン 30 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（85）　（仮） ｉｔｚ/椛嶋リラコほか 未定

秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（19） 板垣恵介 880 キルタイム 8 ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双 金光鉉/林達永 693 新潮社 8 山と食欲と私（16） 信濃川日出雄 638 彗星社発 18 今日から推しに躾けられます 井伊イチノ 748 ハーパー 9 報復はギリシア流に 真原ゆう/メラニー・ミルバ 660 プランタン 30 嘘つきな愛を買う　―オメガバース―　（仮） ポケラふじ子 未定

秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（20） 板垣恵介 880 キルタイム 8 恋獄島　極地恋愛（３） 九部玖凛/七色春日 693 新潮社 8 働かないふたり（26） 吉田覚 616 彗星社発 18 転生姫♂と転生王子 ふじい葛西 748 ハーパー 9 愛を信じるその日まで 松本夏実/ヘレン・ブルッ 660 ブライト出 19 妄愛エロトマニア～えっちな妄想してもいいですか？～ 皐月文 700

秋田書店 8 ヤコとポコ（７）（完） 水沢悦子 748 キルタイム 12 婚約破棄の十分前に、前世を思い出しました（１） 相良なほ/皐月めい 750 実業之日 18 吸血姫は薔薇色の夢をみる（２） 佐崎一路/ｓｕｄｅｋｕｍａほ 748 青林工藝 24 アックス（148） 根本敬ほか 1100 ハーパー 16 お見合い代役からはじまる蜜愛婚～エリート御曹司に見初 南雲ジュリ/宇佐木 693 ブライト出 19 お隣のヤクザ（３）（完） 吉田にん 730

秋田書店 16 ケルン市警オド（６） 青池保子 528 キルタイム 12 根津さんの恩返し（２） ハマサキ 750 実業之日 18 すいんぐ！！（４） 佐倉おりこ 748 東京漫画 12 エマのごちそう 大麦こあら 810 ハーパー 16 初対面ですが結婚しましょう～お見合い夫婦の切愛婚～（１安崎羽美/黒乃梓 693 ブライト出 19 めぐってひらいて 笹田さな 800

秋田書店 16 魔王陛下のお掃除係（７） 我鳥彩子/梶山ミカ 660 キルタイム 17 ヤクザが転生したら森蘭丸だった件（２） 冬未さと 770 実業之日 18 SHWD≪シュード≫（２） ｓｏｎｏ．Ｎ 825 東京漫画 19 ブルースカイコンプレックス（８） 市川けい 750 ハーパー 16 キスでふさいで、バレないで。（２） ふどのふどう 737 ブライト出 19 続・ずるい男に拾われました（１） うすいしっぽ 780

秋田書店 16 僕らの千年と君が死ぬまでの30日間（１） ｎａｋｅｄ　ａｐｅ 660 キルタイム 24 けものびと（２） まさｍａ 730 ジャイブ 1 chicken or beef？（５） さぎり和紗 681 東京漫画 29 Cab（81） アンソロジー 1000 ハーパー 16 1日1回、果てるまで…飢えた絶倫オジサマは私を貪り尽くす稲本いねこ 710 ブライト出 19 続・ずるい男に拾われました（２） うすいしっぽ 780

秋田書店 16 新装版　スケバン刑事（９） 和田慎二 1250 キルタイム 24 サキュバスじゃないモン！（５） ほりとも 693 ジャイブ 1 オオカミ王子は熱烈求愛中（１） あかつき真咲 681 SBクリエイ 16 一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師十乃壱天 693 ハーパー 16 旦那様の不埒な蜜月～過剰な偏愛に新妻は困惑中！？～杉本ふぁりな/市尾彩佳 693 ふゅーじょ 24 オモチャ屋くんと嘘つきくん 甘酒かける 770

秋田書店 16 新装版　スケバン刑事（10） 和田慎二 1080 キルタイム 29 （成）エデンズリッター淫悦の聖魔騎士ルシフェル編　THE C恋河ミノル/Ｗａｆｆｌｅ 1320 小学館ク 5 テラ麺（１） 白井慶太 748 SBクリエイ 16 祈りの国のリリエール　～魔女の旅々　外伝～（コミック）（１ ねりうめ 693 ハーパー 16 皇帝陛下とがんばる新妻の甘く危険な蜜月生活 一城咲ルイ/熊野まゆ 693 ふゅーじょ 24 ストーカーくんは飲みほしたい。 べのもと 825

秋田書店 16 クジラの子らは砂上に歌う（22） 梅田阿比 528 キルタイム 29 （成）二次元コミックマガジン　メスガキ孕ませ制裁！　わか こやま滋/リチョウほか 1100 小学館ク 5 ニワトリ・ファイター（４） 桜谷シュウ 748 アース・ス 10 黒歴史大決戦（１） 竹澤香介 660 ハーパー 16 年下御曹司の過激な愛着　～餌づけされ、おいしくいただか架月もな 693 ふゅーじょ 24 テイスティング・ハニー 彩月ユリィ 825

秋田書店 16 朽ちかけ龍の契約者（１） みどりわたる 660 キルタイム 29 （成）別冊コミックアンリアル　カラーコミックコレクション（９）　柾見ちえ/りんご水ほか 1650 小学館ク 29 機動絶記ガンダムSEQUEL（１） 井上敏樹/千明太郎 未定 アース・ス 10 町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい　～どぶと空と氷の 目黒三吉/一色孝太郎ほ 660 白泉社 5 蜜薔薇の結婚　ディープラブ（１） 水谷京子 594 ふゅーじょ 24 さよなら恋人、またきて友だち　～宮内ユキについて～（４） ｙｏｈａ 770

秋田書店 16 天幕のジャードゥーガル（１） トマトスープ 660 クロエ出版 5 （成）今年から共学の学校に入学したら男が僕だけだった 長い草 1210 小学館ク 29 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい（11） 柴田ヨクサル 748 アース・ス 10 雑草転生　～エルフの里を守りたい～（２） 幾夜大黒堂/天然水珈琲 660 白泉社 5 ヴァンパイア騎士　memories（８） 樋野まつり 495 ふゅーじょ 24 BABY（54） アンソロジー 1078

秋田書店 16 マダム、完全犯罪はお好きでしょう？（１） 石井まゆみ 748 クロエ出版 5 （成）ママ姦倶楽部 黄猿 1210 小学館ク 29 今日から未来（３） 吉富昭仁 748 アース・ス 10 ヘルモード　～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界 　鉄田猿児/ハム男ほか 660 白泉社 5 偽りのフレイヤ（９） 石原ケイコ 495 ぶんか社 5 （成）そしてあの娘も痴女になる。 ただ☆あつのり 1210

秋田書店 16 凪のお暇（10） コナリミサト 748 幻冬舎コ 24 ノケモノと花嫁　完全版（４）（完） 幾原邦彦/中村明日美子1320 小学館ク 29 ローゼンガーテン・サーガ（５） 富士防人/外岡馬骨 748 アース・ス 10 転生吸血鬼さんはお昼寝がしたい～Please take care of m 咲良/ちょきんぎょ。ほか 660 白泉社 5 トナリはなにを食う人ぞ　ほろよい（９） ふじつか雪 495 ぶんか社 5 （成）復讐NTRカンパニー 神宮小川 1210

秋田書店 19 ギャル鉄（２）（完） 松山せいじ 792 幻冬舎コ 24 相棒はスライム！？（３）　～最強の相棒を得た僕が最強の なんじゃもんじゃ/かなし 715 小学館ク 29 元最強勇者の再就職（１） 阿久津拓矩/萩尾ノブト 748 アース・ス 10 辺境の貧乏伯爵に嫁ぐことになったので領地改革に励みま 　    深山じお/花波薫歩ほか 660 白泉社 5 寝取られ令嬢の王子様（３） きくちくらげ/高宮咲 572 ぶんか社 5 （成）不倫密恋　お隣の巨乳美人妻と道ならぬ恋に落ちまし むめ 1210

秋田書店 19 大巨蟲列島（８） 藤見泰高/廣瀬周 660 幻冬舎コ 24 結界師への転生（６） 片岡直太郎/装一ほか 693 小学館ク 29 とくにある日々（２） なか憲人 770 アース・ス 10 贅沢三昧したいのです！～貧乏領地の魔法改革　悪役令嬢木虎こん/みわかずほか 660 白泉社 5 結婚×レンアイ。（９） 萩尾彬 594 ぶんか社 5 おしかけ勇者嫁　勇者は放逐されたおっさんを追いかけ、ス珠洲城くるみ/日富美信 693

秋田書店 19 サキュバス＆ヒットマン（５） 深見真/刻夜セイゴ 693 幻冬舎コ 24 精霊達の楽園と理想の異世界生活（７） たむたむ/早見みすずほ 693 ジーウォー 29 いじわるな番～ツガイ～（２） 桜庭ゆりん 800 大洋図書 1 くりかえしあいのおと 野白ぐり 781 白泉社 5 私達××しました（８） 空あすか 594 ぶんか社 5 プロレスラー、異世界で最強無敵の剣闘士に転生する！（１金田達也/井上みつるほ 693

秋田書店 19 ミスミさんは見透かせない（２） サイトウケンジ/波多ヒロ 693 幻冬舎コ 24 穢れた血だと追放された魔力無限の精霊魔術士（１） 冬月光輝/た介ほか 715 ジーウォー 29 千年先の君へ 氷凪 850 大洋図書 1 猫かぶり王子は素直になれない 師走ねこ 781 白泉社 19 墜落JKと廃人教師（14） ｓｏｒａ 495 ぶんか社 9 チートスキル『支配』を使って異世界ハーレム！（１） 零覇/ｋｔ６０ 748

秋田書店 19 はるかリセット（５） 野上武志 693 幻冬舎コ 24 昨日、君が死んだ。（２） ＡＲＵＫＵ 770 ジーウォー 29 （成）僕の彼女が不在中に、彼女の親友のAV女優とハメま ありのひろし/朝霧浄 1200 竹書房 1 ジャンゴ　麻雀をする者（１） モンキー・チョップ 748 白泉社 19 フラレガール（13） 堤翔 495 ぶんか社 10 実話　不可解談喫茶 宇田川うた子 1100

秋田書店 19 瞳ちゃんは人見知り（７） 夏海ちょりすけ 660 幻冬舎コ 24 迷子のおまわりさん あずみ京平 726 ジーウォー 29 （成）恥じらいラブユー しょーへい 1200 竹書房 5 小心者なベテラン中年冒険者と奴隷の狐耳少女（２） 最上/筧秀隆 759 白泉社 19 フラレガール（14）（完） 堤翔 495 ぶんか社 12 春川さんは今日も飢えている（３） おりはらさちこ 990

秋田書店 19 孤狼の血　LEVEL2（２） 常石爾來也/柚月裕子ほ 715 幻冬舎コ 24 ベネノ書　～旅する少年とギルガ族の獣～ 九重シャム 748 祥伝社 8 ジーンブライド（２） 高野ひと深 792 竹書房 5 うちのメイドと結婚するためなら俺はハーレムを作る（３）（完火野あかり/森名尚 759 白泉社 19 乙女ゲーに転生したけど筋肉で解決します（１） ダル子 495 ぶんか社 17 全部食べていい？　農業男子は不器用な猛獣（２） 稲本いねこ 733

秋田書店 19 公道ウルフ（７） 野口賢 660 幻冬舎コ 24 秘密基地に愛人 内海ロング 748 祥伝社 8 ムサシノ輪舞曲（２） 河内遙 770 竹書房 5 萌え豚転生　～悪徳商人だけど勇者を差し置いて異世界無神通力/凪庵 759 白泉社 19 年年百暗殺恋歌（３） 草川為 693 ぶんか社 17 拾われリリーは甘い嘘にほだされる　ワケあり貴族さまは初ｔｓｕｇｕｍｉ 733

秋田書店 19 シリアルキラーランド（１） 小池ノクト 693 幻冬舎コ 24 可愛く鳴いても逃がしてあげない 西山アラタ 726 祥伝社 8 40キロ痩せても幸せになれなかった話 やじまり 1012 竹書房 5 異世界コンビニおもてなし（１） 鬼ノ城ミヤ/寝巻ネルゾほ 759 白泉社 19 アウトブライド　―異系婚姻―（５） 月永遠子 572 ぶんか社 17 野獣シークと奴隷契約しました。（10） 環レン 713

秋田書店 19 シリアルキラーランド（２） 小池ノクト 693 光文社 10 終わるセカイの修学旅行（１） ｓｔｕｄｉｏＨＥＡＤＬＩＮＥ/なお未定 祥伝社 25 百と卍（５） 紗久楽さわ 836 竹書房 5 俺らは好き合うようにできてる 墨木田青 781 白泉社 19 シャンピニオンの魔女（４） 樋口橘 638 ぶんか社 17 教え子から妻になりました。 宮島もか 713

秋田書店 19 オーバーレブ！90's ―音速の美少女たち―（３） 山口かつみ 693 コスミック 17 ロマンティック・ストーム 犬飼小町 748 祥伝社 25 ビタープレイメイト 西本ろう 836 竹書房 5 メスイキ☆メルトダウン ウジチャンマン 737 白泉社 29 追放悪役令嬢の旦那様（４） なつせみ/古森きりほか 715 ぶんか社 29 マイ・フェア・シンデレラ　レオナルド大尉は甘く恋う（１） 喜多也クロ/華野宮子 748

秋田書店 19 日本を創った男～渋沢栄一　青き日々～（５） 星野泰視 693 コアマガジ 3 milk dream こん炉 765 祥伝社 25 onBLUE（60） 秀良子 1000 竹書房 12 つまんで噛んでスイッチON～ラブグッズ開発で、止まらない川野タニシ 748 白泉社 29 進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生と仲良くなりた此ノ木よしる 715 芳文社 1 和服な上司がいとおしい（４） 原田繭 748

秋田書店 19 エルフさんは痩せられない。（３） シネクドキ 792 コアマガジ 3 匂いの先はケモノ道 螺子じじ 776 祥伝社 25 オネエ失格（８）　縁を結びフタリで歩む午後0時（完） 冴月ゆと 649 竹書房 12 つまんで噛んでスイッチON～ラブグッズ開発で、止まらない川野タニシ 748 白泉社 29 魔法中年（１） 灰刃ねむみ/魔木 715 芳文社 1 ひめちゃんは重い女（３）（完） 花束葬式 990

秋田書店 19 KOBE BBG ～神戸ベタブミガールズ～（２）（完） 信長アキラ 693 コアマガジ 25 推しに溺愛されてます しえろ 776 心交社 18 アメジストの憂鬱 菅野きるしぇ 726 竹書房 17 パンがなければ焼けばいい 大井昌和 869 白泉社 29 数学ゴールデン（４） 藏丸竜彦 715 芳文社 1 四ツ谷くんとはじめくん（１） 花束葬式 990

秋田書店 19 院内警察　アスクレピオスの蛇（３） 酒井義/林いち 693 コアマガジ 25 駅員さんは今日もやらしい ヤナ岸 787 シュークリ 5 うそぶく狐は花を咬む あやみね稜緒 836 竹書房 17 ちぃちゃんのおしながき（18） 大井昌和 869 白泉社 29 飯を喰らひて華と告ぐ（１） 足立和平 715 芳文社 5 俺のサブを暴くな ざらめ鮫 770

秋田書店 19 徳川おてんば姫　～最後の将軍のお姫さまとのゆかいな日井手久美子/西山優里子 693 コアマガジ 26 （成）スナオにさせてよ まこくじら 1300 シュークリ 5 これはあくまで夢なので 由元千子 814 竹書房 17 毒を喰らわば皿までも？（１） 松阪 946 白泉社 29 めんへら侍（２） 松本救助/あかほりさとる 715 芳文社 5 スーパーラブルーキー 大馬葉えいし 792

秋田書店 19 常勝魔王のやりなおし　～俺はまだ一割も本気を出していなアカバコウヨウ/ひよひよ 715 コアマガジ 26 （成）静かな団地で、キミとふたりで 田中エキス 1300 シュークリ 5 Boys Love（１） 毒液 814 竹書房 17 人狼ゲーム　ロスト・エデン（２） 麗太朗/川上亮 759 白泉社 29 しょせん他人事ですから　～とある弁護士の本音の仕事～ 富士屋カツヒト/左藤真通 770 芳文社 5 レーカン！（13） 瀬田ヒナコ 792

秋田書店 19 湘南爆走族　ファースト　フラッグ（１） 吉田聡 693 コアマガジ 31 ULTIMATE-MAMA 林家志弦 1400 シュークリ 5 Boys Love（２） 毒液 836 竹書房 17 コンプレックスフレンドシップ 夏原サイケ 759 白泉社 31 彼女中（２） 黒咲練導 968 芳文社 5 冷めないふたりのひとりご飯（２） きたむらましゅう 792

秋田書店 19 をかしあやかし妖幼異聞～妖怪保育園の事件簿～（１） 吉野弘幸/フォイ 693 コアマガジ 31 （成）黒髪絢爛 くろふーど 1300 シュークリ 5 Boys Love（３） 毒液 836 竹書房 17 好物は愛しいあなたの腹のなか 蔓沢つた子 792 白泉社 31 メビウスハート　―ディアティア外伝―（２）（完） かずまこを 891 芳文社 10 マギアレコード　魔法少女まどか☆マギカ外伝（６） Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/富士 781

秋田書店 19 鴻池剛の　崖っぷちルームシェア　犬と無職とバンドマン（３ 鴻池剛 1650 コアマガジ 31 （成）寝取られ妻の甘い穴 葵ヒトリ 1300 スクウェア 5 二度転生した少年はSランク冒険者として平穏に過ごす　～十一屋翠・がおう/イケシ 660 竹書房 17 ラブインダルジュ 多摩緒べべ 803 白泉社 31 陰キャな僕が双子に愛される理由（１） 三ツ矢凡人 748 芳文社 10 追風のジン（２） 牛木義隆 726

茜新社 29 （成）1LDK+JK（３） 二三月そう 1397 コアミック 20 今日からCITY HUNTER（11） 錦ソクラ/北条司 660 スクウェア 5 アラフォー賢者の異世界生活日記～気ままな異世界教師ラ寿安清/招来ほか 660 竹書房 17 推しとは恋に落ちません。（たぶん）（１） 三浦ひらく 715 白泉社 31 君となら恋をしてみても（１） 窪田マル 770 芳文社 16 神様のバレー（29） 西崎泰正/渡辺ツルヤ 704

茜新社 29 （成）ノラネコ少女との暮らしかた（３） シイナ 1430 コアミック 20 ワカコ酒（19） 新久千映 638 スクウェア 5 世界でただ一人の魔物使い　～転職したら魔王に間違われ筧千里/堂島ノリオほか 660 竹書房 18 浅春観測～14歳と16歳～ 鳥谷コウ 748 ヒット出版 17 （成）SmileyPiXies～JSアイドル達は夜も買われる～ しょうさん坊主 1180 芳文社 16 異世界でも風俗嬢やってみた（９）（完） 森尾正博 704

茜新社 29 （成）おもちゃの人生 野際かえで 1430 コアミック 20 大衆酒場ワカオ　ワカコ酒別店（７）（完） 猫原ねんず/新久千映 660 スクウェア 5 左遷された最強賢者、教師になって無敵のクラスを作り上げ鈴森一/かなめもにか 660 竹書房 26 ハッピーアワーガールズ（３）（完） 揚立しの 748 ヒット出版 30 （成）明るい家族凌辱 あわじひめじ 1180 芳文社 16 めぐる未来（２） 辻やもり 704

茜新社 29 （成）はじめてコレクション くどうひさし 1430 コアミック 20 喰う寝るふたり　住むふたり　続（３） 日暮キノコ 682 スクウェア 5 魂を半分喰われたら女神様に同情された？（３）（完） 柚月雪芳（アース・スター 660 竹書房 26 お兄ちゃんはオメガかもしれない 真行寺ツミコ 781 ヒット出版 30 （成）少女組曲（24） アンソロジーやみなべ他 1180 芳文社 16 17歳からやり直すプロポーズ（１） 板場広志 704

一迅社 12 パブロフィリアの犬 うにもし 759 コアミック 20 北斗の拳外伝　天才アミバの異世界覇王伝説（２） 武論尊/原哲夫ほか 682 スクウェア 5 捨て悪役令嬢は怪物にお伽噺を語る（２） 秋澤えで/桐野壱 660 竹書房 26 勘違い上司なんか好きじゃない！ わかちこ 759 双葉社 10 新クレヨンしんちゃん（12） 臼井儀人＆ＵＹスタジオ 649 芳文社 26 スロウスタート（10） 篤見唯子 968

一迅社 18 ヒーローさんと元女幹部さん（５） そめちめ 803 コアミック 20 東京カンナビス特区　大麻王と呼ばれた男（２） 稲井雄人 660 スクウェア 5 妖怪戦葬（８） 弓咲ミサキックス 660 竹書房 26 とめどなく、シュガー（上） 児島かつら 759 双葉社 10 人間のいない国（４） 岩飛猫 715 芳文社 26 ぼっち・ざ・ろっく！（４） はまじあき 968

一迅社 18 今日はカノジョがいないから（２） 岩見樹代子 748 コアミック 20 少年を飼う（４） 青井ぬゐ 682 スクウェア 5 育成スキルはもういらないと勇者パーティを解雇されたので黒おーじ（ＧＡノベル／Ｓ 660 竹書房 26 とめどなく、シュガー（下） 児島かつら 759 双葉社 10 童の神（５） 深谷陽/今村翔吾 880 芳文社 26 紡ぐ乙女と大正の月（３） ちうね 968

一迅社 18 君と綴るうたかた（４） ゆあま 748 コアミック 20 恋の呪いは愛で解け（６） 須賀千夏 704 スクウェア 5 退廃キサナドゥ（２） 牧山博隆 660 竹書房 30 暁の鳥は濡れた月に跪く おもい央 781 双葉社 10 つぐもも（29） 浜田よしかづ 682 芳文社 26 コンビニ夜勤のあくまちゃん（１） なじみ 968

一迅社 19 いびってこない義母と義姉（３） おつじ 897 コアミック 20 恋の呪いは愛で解け（７） 須賀千夏 704 スクウェア 5 魔剣の弟子は無能で最強！～英雄流の修行で万能になれ ふか田さめたろう・植田亮 660 大都社 10 絶倫ドS魔術師アークと私の専属契約書（５） ざわっこ 770 双葉社 10 放課後のサロメ（２）（完） 星窪朱子 880 芳文社 26 蜂も刺さずばうたれまい（１） るりえ 968

一迅社 25 ヒプノシスマイク　―Division Rap Battle―　side F.P & M＋ ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤ 825 コアミック 20 刀剣乱舞　外伝　あやかし譚 「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 814 スクウェア 5 魔物を従える“帝印”を持つ転生賢者　～かつての魔法と従苗原一/ＤｉｅｅｐＺｅｅほか 660 大都社 10 生まじめパパと幼稚園先生（１）　秘密でキャバ嬢やってたら松本ゆうか 770 双葉社 10 近くて遠い、君のとなり 赤佐たな 770 芳文社 26 ほぐして、癒衣さん。（１） ミナミト 968

一迅社 25 魔法使いの約束　コミックアンソロジー（２） アンソロジー 990 コアミック 20 ガチ恋粘着獣　～ネット配信者の彼女になりたくて～（８） 星来 660 スクウェア 5 亜人さん、今日はどうされましたか？（２）（完） 藤山素心/ＹＵＴＴＯＵほか 680 大都社 25 マイニチねこざんまい　日々是猫風景 いわみちさくら 990 双葉社 10 ハズレポーションが醤油だったので料理することにしました リスノ/富士とまと（ツギク 704 ホビージャ 1 デスデウス　ヒーロー・オブ・ザ・デッド（２） 森小太郎 715

一迅社 25 花燭の白（５） 高山しのぶ 700 メディアソ 5 トンでもない俺のα（３） 藤咲もえ 759 スクウェア 5 最高難度迷宮でパーティに置き去りにされたSランク剣士、 　ｑｕｉｅｔ/ｔｏｉ８ほか 660 大都社 25 オオカミ課長のキスは甘い（２）　冷徹上司の裏の顔 一之瀬絢 770 双葉社 10 異世界でレシピ本を発行しようと思います！（１） 小埜聖華/櫻井みこと（ツ 704 ホビージャ 1 毒舌少女はあまのじゃく（２） あび/上村夏樹 715

一迅社 26 いつか、眠りにつく日（下） いぬじゅん/手名町紗帆 880 メディアソ 5 嶋ちゃん先生が可愛くてしかたない 春山モト 759 スクウェア 5 織田信長という謎の職業が魔法剣士よりチートだったので、森田季節（ＧＡノベル／Ｓ 660 大都社 25 安住先輩と×××したい　妄想過多リーマン斎藤 北川ふゆ子 836 双葉社 10 淑女の鑑やめました。時を逆行した公爵令嬢は、わがままな林倉吉/糸加 704 ホビージャ 1 名湯「異世界の湯」開拓記（１） 佐々木マサヒト/綿涙粉緒 715

一迅社 26 パーティ追放された俺が裏切った仲間に復讐するアンソロジアンソロジー 869 メディアソ 5 ヴァーニャのおいしい旅キッチン（２） 彩藤なお 748 スクウェア 5 転生王子は錬金術師となり興国する（３） 月夜涙（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 宝島社 8 巻き込まれて異世界転移する奴は、大抵チート（９） 上月まんまる/海東方舟 770 双葉社 10 転生令嬢は逃げ出した森の中、スキルを駆使して潜伏生活七瀬真/灰羽アリス（ツギ 704 ホビージャ 1 異界心理士の正気度と意見（１） 文ノ梛/水城正太郎 715

一迅社 26 日曜日のいちごちゃん（２） チチカカ池 1045 メディアソ 5 鷹田くんはハジメテがお好き（２） 冴月ゆと 803 スクウェア 5 暗殺スキルで異世界最強　～錬金術と暗殺術を極めた俺は進行諸島（ＧＡノベル／Ｓ 660 宝島社 26 転生して田舎でスローライフをおくりたい（９） 小杉繭/錬金王ほか 750 双葉社 10 冤罪で処刑された侯爵令嬢は今世ではもふ神様と穏やかにあまつわい/雪野みゆ 704 マイクロマ 10 KILLER'S HOLIDAY（４） 松（Ａ・ＴＹＰＥｃｏｒｐ．） 1100

一迅社 26 激しめオオカミくんの溺愛エッチ（１） 京橋こより 880 英和出版 10 彼の遺した恋人 宇月シノ 781 スクウェア 5 変な竜と元勇者パーティー雑用係、新大陸でのんびりスローえぞぎんぎつね（ＧＡノベ 　660 大誠社 12 バツイチ2人は未定な関係（１） 近由子 700 双葉社 12 異世界召喚は二度目です（８） 嵐山/岸本和葉 704 マイクロマ 31 ふぉとくら（２） きゃたつ 693

一迅社 26 激しめオオカミくんの溺愛エッチ（２） 京橋こより 880 英和出版 10 【ご報告】いじわる天使に抱かれます 黛こえだ 792 スクウェア 5 王国の最終兵器、劣等生として騎士学院へ（コミック）（１） 猫子/ｎａｕｒｉｂｏｎほか 660 大誠社 12 バツイチ2人は未定な関係（２） 近由子 730 双葉社 12 ダンジョンのある世界で賢く健やかに生きる方法（１） 甘味みつ/子供の子 704 マイクロマ 31 レベル1から始まる召喚無双　THE COMIC（１） 七桃りお/白石新 748

一迅社 26 好きって言うまで離さねえ！ 花田 880 英和出版 10 溺愛社長は狙った獲物を逃がさない 宮崎うの 792 スクウェア 10 戦×恋（ヴァルラヴ）（15） 朝倉亮介 660 大誠社 12 偽装カレシに愛されてしまいました（１） 美山るこ 680 双葉社 12 白衣の英雄（４） とよはたつばさ/九重十造 704 マッグガー 9 マジック・メイカー　－異世界魔法の作り方－（２） 西岡知三/鏑木カヅキほ 726

一迅社 31 悪役のご令息のどうにかしたい日常（１） ふわいにむ/馬のこえが 710 三交社 26 眠れぬ夜は奪いに来てね（下） ちふゆ 800 スクウェア 10 英雄教室（15） 新木伸/岸田こあらほか 660 大誠社 12 俺で甘える練習してみる？（１） キタノメグミ 680 双葉社 12 神スキル【呼吸】するだけでレベルアップする僕は、神々のダぶたばら/妹尾尻尾 704 マッグガー 9 迷宮帝国の作り方　～錬成術士はまず理想の村を開拓しま穂高歩/しゅうきちほか 693

一迅社 31 姫君は若き将軍に溺れる（１） 縞ゆづき/逢矢沙希 710 三交社 26 クール紳士の性癖が私にだけダダ漏れです！？ 蓮野 700 スクウェア 10 ごめんなさいお嬢様、俺はメイドが好きなんです（１） 日之影ソラ/明日かかん 660 大誠社 12 似鳥教授の可愛い悪あがき（１） はやしだちひろ 680 双葉社 17 花凛さん、つじつまが合いません！（１） マキノマキ 715 マッグガー 9 インチキ聖女と言われたので、国を出てのんびり暮らそうと 朱子すず/日之影ソラほ 693

一迅社 31 その悪役令嬢は攻略本を携えている（１） ｉｙｕｔａｎｉ/岩田加奈ほか 740 三和出版 31 （成）ちび穴やり放題1300円 ぶっくまうんｔｅｎ 1300 スクウェア 10 金貨1枚で変わる冒険者生活（５） 天野ハザマ/月島さとほ 660 大誠社 12 逃げた花嫁、恋をする～大正浪漫婚姻譚～ 香田直 680 双葉社 17 シジュウカラ（８） 坂井恵理 759 マッグガー 12 転生少女はまず一歩からはじめたい～魔物がいるとか聞い岡村アユム/カヤほか 715

一迅社 31 悪の華道を行きましょう（２） やましろ梅太/真冬日 750 ジーオーテ 20 メイド拾った（１） 昼間正午 715 スクウェア 10 転生領主の優良開拓～前世の記憶を生かしてホワイトに努空野進（双葉社／Ｍノベ 660 大誠社 12 地獄の果てでも、愛し合おう（２）（完） 小岩井ゆば 700 双葉社 17 Perfect Crime EXTRA（２）（完） 月島綾/梨里緒 660 メディアッ 25 （成）ボクらはみんな曇らせたい つくすん 1320

一迅社 31 平凡な俺♂だけど異世界で溺愛されてます　アンソロジーコアンソロジー 860 ジーオーテ 25 サムタイムズ・ブルー（１） 雨野サン 759 スクウェア 10 生産魔法師のらくらく辺境開拓　～最強の亜人たちとホワイ苗原一/酢忍ほか 660 ティーアイ 4 （成）したい、犯りたい、我慢出来ない 千要よゆち 1120 双葉社 17 それでも愛を誓いますか？（８）（完） 萩原ケイク 704 メディアッ 25 （成）双子愛（２）　～双子姉、禁忌に触れる～ 吉田鳶牡 1320

一迅社 31 訳あり令嬢でしたが、溺愛されて今では幸せです　アンソロ アンソロジー 860 ジーオーテ 25 （成）おりんぴあ！～ヤリまくり学園再生計画～ 雪國おまる 1430 スクウェア 10 月刊少女野崎くん（14） 椿いづみ 660 ティーアイ 4 （成）非・正規肉母穴 ＴＹＰＥ．９０ 1120 双葉社 18 異新剣舞録（２）（完） 板見柚汰/大間九郎 792 リイド社 8 小岩井くんは触りたい 下條水月 792

一迅社 31 あやかし嫁入りアンソロジー（仮） アンソロジー 860 ジーオーテ 31 回顧　冬虫カイコ作品集 冬虫カイコ 792 スクウェア 10 嘘憑き狐の巫女様は後宮で謎を占う（４）（完） 唐澤和希/望月桜 660 ティーアイ 8 （成）ハーレム処女学級 創田ぐみ 1120 双葉社 18 フォロワーさんの本当にあった怖い話（２） しろやぎ秋吾 990 リイド社 12 軍鶏侍（４） 山本康人/野口卓 792

インテルフ 26 秘密の社内恋愛で危ないイタズラ（２）（完） 小路たや 760 ジーオーテ 31 乙姫ダイバー（２） 袁藤沖人 770 スクウェア 10 ニーナはパパを暗殺したい（３）（完） 島崎無印/キトラ 660 ティーアイ 8 （成）熟女の淫れ巨乳 青妬かげ 1120 双葉社 18 ようきなやつら 岡田索雲 880 リイド社 19 （成）秘蜜の肉園へようこそ 天野じゃく 1210

イースト・ 16 ど！エスパー（２）　（仮） 犬飼ビーノ/秋山アズマ 977 ジーオーテ 31 Long Vacation 大嶋宏和 1650 スクウェア 10 いろどり高校合唱部より（２） 丸美甘 660 TOブックス 1 ダンス　イン　ザ　ヴァンパイアバンド　エイジ　オブ　スカー 　環望 858 双葉社 18 みなそこにて（２） 冬虫カイコ 792 リイド社 26 （成）S県K市　社会人女子バレーボールサークルの事情（２ 山本善々 1210

イースト・ 18 アナタとだけは恋しない！　（仮） 泉くれは 748 ジーオーテ 31 愛いの季節 鹿森ゴル 880 スクウェア 10 転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強に進行諸島/彭傑（Ｆｒｉｅｎｄ 　660 TOブックス 1 やり直し悪役令嬢は、幼い弟（天使）を溺愛します＠COMIC 馬場彩玖/軽井広 704 双葉社 19 君が好きすぎる！～うぶ恋BLアンソロジー～ アンソロジー 880 リイド社 26 扇島歳時記（４）（完） 高浜寛 1100

イースト・ 18 葵さんえっちしよ！　（仮） おんせん 748 ジーオーテ 31 嫌パン　―40原　ART WORKS― ４０原 3630 スクウェア 10 俺の現実は恋愛ゲーム？？　～かと思ったら命がけのゲーわるいおとこ/彭傑＆奈栩 　660 TOブックス 1 断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す＠C 北国良人/楢山幕府 704 双葉社 25 いとなみいとなめず（７） 水瀬マユ 682 リイド社 26 ゲモノが通す（１） 堀北カモメ 770

エンジェル 17 （成）秘めたる雌の淫らな誘惑 ＩＣＥ 1200 ジーオーテ 31 （成）異世界来たのでスケベスキルで全力謳歌しようと思う あきのそら 1100 スクウェア 10 『ディズニー　ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブ 　スクウェア・エニックス 3080 TOブックス 16 おかしな転生（８）　最強パティシエ異世界降臨 飯田せりこ/古流望 660 双葉社 25 ライジングサンR（10） 藤原さとし 693 リイド社 26 ゲモノが通す（２） 堀北カモメ 770

エンジェル 17 （成）肉妻はネトラレル すかいれーだー 1200 ジーオーテ 31 （成）姉は親父に抱かれてる はるきち 1595 スクウェア 22 ラグナクリムゾン（11） 小林大樹 660 TOブックス 16 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた＠ 秋咲りお/三木なずな 704 双葉社 25 Odds VS！（27） 石渡治 693 リイド社 29 本田鹿の子の本棚　七大魔王篇 佐藤将 1222

エンジェル 17 （成）汝の隣人を愛せよ 鮫葉いくや 1200 主婦と生 5 オッサン（36）がアイドルになる話（８） 木野イチカ/もちだもちこ 693 スクウェア 22 六畳一間の魔女ライフ（５）（完） 秋タカ 700 TOブックス 16 最後の医者は雨上がりの空に君を願う（３） すがはら竜/二宮敦人 704 双葉社 25 達人伝～9万里を風に乗り～（32） 王欣太 660 リブレ 1 割れたカップを戻すには ヲリコリコ 725

エンジェル 17 （成）露マン・ティック シオマネキ 1200 主婦と生 5 アラサーのオレは別世界線に逆行再生したらしい（１） ゆうきそにすけ/翠川稜ほ 693 スクウェア 22 サキュバスとはじめる真剣交際（１） 宍戸まめぞう 660 TOブックス 16 冥王様が通るのですよ！＠COMIC（１） 苫ゆぎまる/木口なん 704 双葉社 25 スーパー・バッド・ファーザー犬伏（２）（完） 青井たつや 880 リブレ 1 君と生きられるなら死んでもいい 赤いシラフ 758

エンジェル 17 （成）ママ×カツ 松波留美 1200 主婦と生 5 北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし（８） 白樺鹿夜/江本マシメサ 693 スクウェア 25 MURCIELAGO ―ムルシエラゴ―（22） よしむらかな 660 徳間書店 10 マザーグール（８） 菅原キク 792 双葉社 30 谷口ジローコレクション（２）センセイの鞄 谷口ジロー/川上弘美 3850 リブレ 9 無表情な恋人のデレが欲しい 佐々川かのこ 758

オーバー 15 嵐を生む双子怪獣　はるくんとあっくん さゆり 未定 主婦と生 5 クラスで陰キャの俺が実は大人気バンドのボーカルな件（１ 釘宮あつき/夜桜ユノほか 693 スクウェア 25 不器用な先輩。（５） 工藤マコト 660 徳間書店 10 ブルターニュ花嫁異聞（１） 武原旬志 792 双葉社 30 初級魔術マジックアローを極限まで鍛えたら（２） 三原三色/ぺもぺもさん 704 リブレ 9 されど女王蜂は恋をする 陽歌れいり 725

オーバー 15 モニター越しの上司／部下（２） ビグある 未定 少年画報 1 小塚部長、ごはん一緒にどうですか？（１） グリコ 759 スクウェア 25 高校生WEB作家のモテ生活「あんたが神作家なわけないで茨木野（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 徳間書店 10 にじさんじさんばか～にばる（３） ２２１/にじさんじ 990 双葉社 30 追放冒険者のやりなおし～妖精界で鍛えなおして自分の居歌川ウタ/霜月雹花（ツギ 704 リブレ 9 嫌いでいさせて（４） ひじき 725

オーバー 15 お求めはハグ以上で 吉田くまこ 未定 少年画報 1 ごはんジョッキー（１） 谷口あさみ 759 スクウェア 25 ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン（９） 蝸牛くも（ＧＡ文庫／ＳＢク 680 徳間書店 10 にじさんじさんばか～にばる（４） ２２１/にじさんじ 990 双葉社 30 無職の最強賢者～ジョブが得られず追放されたが、ゲーム 若林裕介/可換環 704 リブレ 9 みちあふれるような 富士山ひょうた 725

オーバー 15 挑発的ラブアクシデント 埜々やんす 未定 少年画報 8 団地っ子はらぺこだより（２）（完） 鷲尾美枝 814 スクウェア 25 ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》（５） 蝸牛くも（ＧＡノベル／ＳＢ 660 徳間書店 25 偏愛と悪食 ねてる 770 双葉社 30 没落貴族の俺がハズレ（？）スキル『超器用貧乏』で大賢者 ＧＵＮＰ/八神凪（ツギクル 704 リブレ 9 人でない狼（３） 元ハルヒラ 725

オーバー 15 オフィスで秘密の甘濡れ婚活　～堅物男子の本性はケダモ 片倉みっき/佐々木みお 未定 少年画報 8 髑髏は闇夜に動き出す　フォースシーズン ＴＥＴＳＵＯ 759 スクウェア 25 ゴブリンスレイヤー（13） 蝸牛くも（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 徳間書店 25 プランゾをきみと むないた 704 双葉社 30 勇者パーティから追放されたけど、EXスキル【固定ダメージ 赤槻コウ/六志麻あさ 704 リブレ 9 地味リーマン、本番●REC（２） 峰島なわこ 725

オーバー 15 オフィスで秘密の甘濡れ婚活　～堅物男子の本性はケダモ 片倉みっき/佐々木みお 未定 少年画報 8 いいわけも出来ない　～姉彼～（２）（完） 水島空彦 715 スクウェア 25 ヒノワが征く！（８）（完） タカヒロ/ｓｔｒｅｌｋａ 660 徳間書店 25 転生騎士は溺愛公爵の恋愛フラグをへし折りたい 楢崎ねねこ 726 双葉社 30 学園騎士のレベルアップ！レベル1000超えの転生者、落ち 白石識/三上康明 704 リブレ 20 すいも甘いもわがままも 甘木あずき 660

オーバー 25 亡びの国の征服者（１）　～魔王は世界を征服するようです 錆狗村昌/不手折家ほか未定 少年画報 16 恋するパンティストッキング（２） ウシハシル 715 スクウェア 25 スーパーの裏でヤニ吸うふたり（１） 地主 680 徳間書店 31 白鵬本紀（５） 白鵬翔/山崎享祐 693 文苑堂 31 （成）となりのサキュバスちゃん でらうえあ 1320 リブレ 20 フォロワーの中に推しがいます（２） ななお 759

オーバー 25 お気楽領主の楽しい領地防衛（２） 青色まろ/赤池宗ほか 未定 少年画報 16 ねこぱんち　夜ふかし猫号 アンソロジー 548 スクウェア 25 BADON（６） オノ・ナツメ 660 日本文芸 8 スマイリー（２） 服部未定 770 文苑堂 31 （成）偏愛エゴイズム ひらやん 1210 リブレ 20 カワイイ俺のお嫁さん（１） 八科こむぎ 748

オーバー 25 黒鳶の聖者（２）　～追放された回復術士は、有り余る魔力 佐和井ムギ/まさみティー未定 少年画報 16 ぼくの伴侶　猫と大佛次郎物語（２）（完） へげかもこ 869 スクウェア 26 地縛少年　花子くん（18） あいだいろ 660 日本文芸 8 生真面目生徒会長は恋にあざとすぎる（１） 吉田丸悠 792 文藝春秋 10 鵜頭川村事件（上） 櫛木理宇/河野那歩也 902 リブレ 20 カワイイ俺のお嫁さん（２） 八科こむぎ 748

オーバー 25 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ハム梟/寺王ほか 未定 少年画報 22 ドンケツ第2章（９） たーし 715 スクウェア 26 デュラララ！！　RE；ダラーズ編（８） 成田良悟/ヤスダスズヒ 660 日本文芸 19 はぐれアイドル地獄変（15） 高遠るい 792 文藝春秋 10 鵜頭川村事件（下） 櫛木理宇/河野那歩也 902 リブレ 20 息できないのは君のせい（３） 澄谷ゼニコ 758

オーバー 25 剥かせて！竜ケ崎さん（４） 一智和智 未定 少年画報 22 KIPPO（22） 田中宏 715 スクウェア 26 アラフォー男の異世界通販生活（５） 朝倉一二三（ツギクルブ 660 日本文芸 19 天牌（116） 来賀友志/嶺岸信明 770 文藝春秋 23 竜馬がゆく（１） 司馬遼太郎/鈴ノ木ユウ 990 ワニマガジ 10 （成）乳ぷれす！ オクモト悠太 1320

オーバー 25 底辺領主の勘違い英雄譚（６） ぱらボら/馬路まんじほか未定 少年画報 22 追放された錬金術師さん、最強のダンジョンを創りませんか 未来人Ａ/三登いつきほか 715 スクウェア 26 竜の花嫁お断り（２） イロノ 660 日本文芸 29 江戸前の旬（114） 九十九森/さとう輝 770 文藝春秋 29 コミック　鬼平犯科帳（116） さいとう・たかを/池波正 715 ワニマガジ 10 （成）さくま司作品集 さくま司 1210

オーバー 25 現実主義勇者の王国再建記（９） 上田悟司/どぜう丸ほか 未定 少年画報 22 学校の推せる怪談（２） 井上とさず 858 スターツ出 19 お見合い婚～俺様外科医に嫁ぐことになりました～（２） 南香かをり/紅カオル 704 日本文芸 29 あやと私、まいにちみそ汁（１） 五郎丸えみ 770 フロンティ 5 俺のレベルアップがおかしい！　～デキる男の異世界転生 みつあし/柴又 1045 ワニマガジ 10 （成）亀吉いちこ作品集 亀吉いちこ 1210

オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（13） びび/五示正司 未定 少年画報 22 機械の心 新彦 715 スターツ出 19 同期の独占欲を煽ってしまったようです（１） よしのずな/きたみまゆ 704 日本文芸 29 樫村一家の夜明け 岡村星/沙村広明 814 フロンティ 9 かわにさざなみ（２） 澄谷ゼニコ 704 ワニマガジ 31 （成）超ちょろすぎっ！ 八樹ひより 1210

オークラ出 29 艶めく闇と溺れる光―魔術師の夢―（上） 沙槻 825 少年画報 22 アクタとなずな（３） ふくしま正保 858 スターツ出 19 身ごもり政略結婚（１） 森千紗/佐倉伊織 704 日本文芸 29 異世界ソープランド輝夜（５） 猪熊しのぶ 792 フロンティ 9 タヌキとキツネ（８） アタモト 990 ワニブック 25 インゴシマ（13） 田中克樹/天下雌子 682

オークラ出 29 艶めく闇と溺れる光―魔術師の夢―（下） 沙槻 825 少年画報 30 蒼き鋼のアルペジオ（23） Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 737 スターツ出 25 鬼の花嫁（１） 富樫じゅん/クレハ 715 日本文芸 29 撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～（６） 山本晃司 770 フロンティ 10 悪役令嬢の取り巻きやめようと思います（６）（完） 不二原理夏/星窓ぽんき 660 ワニブック 25 カムゴロシ（３） 上野将治/田中克樹ほか 682

ワニブック 25 カムゴロシ（４） 上野将治/田中克樹ほか 682



２０２２年　８月発売　文庫 （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 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

朝日新聞出版朝日文庫 5 雪の夜のあと　慶次郎縁側日記 北原亞以子 968 KADOKAWA メディアワークス文 25 親愛なる怪盗たちに告ぐ（仮） 山口幸三郎 未定 光文社 光文社文庫 9 李朝残影　反戦小説集 梶山季之 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 ソロキャン！ 秋川滝美 770 KADOKAWA メディアワークス文 25 床無くんと付き合うための10の掟（仮） 人間六度 未定 光文社 光文社文庫 9 死のある風景　増補版　鬼貫警部事件簿 鮎川哲也 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 平清盛と平家政権　改革者の夢と挫折 伊東潤 880 KADOKAWA メディアワークス文 25 大奥の陰陽師（仮） つるみ犬丸 未定 光文社 光文社文庫 9 神奈川宿　雷屋 中島要 未定

朝日新聞出版朝日文庫 19 七人の秘書　THE MOVIE 国井桂/中園ミホ 704 KADOKAWA ファミ通文庫 30 友人に500円貸したら借金のカタに妹をよこして としぞう/雪子 未定 光文社 光文社文庫 9 黄泉知らず　牙小次郎無頼剣（３） 和久田正明 未定

岩波書店 岩波文庫 10 右大臣実朝　他一篇 太宰治 770 河出書房新社 河出文庫 8 愛すること　出家する前のわたし　初期自選エッ瀬戸内寂聴 891 光文社 光文社文庫 9 果たし合い　若鷹武芸帖（仮） 岡本さとる 未定

岩波書店 岩波文庫 10 マクロプロスの処方箋 カレル・チャペック/阿部賢一 660 河出書房新社 河出文庫 8 祈ること　出家する前のわたし　初期自選エッセ 瀬戸内寂聴 891 光文社 光文社文庫 9 入婿　鬼役伝（３）（仮） 坂岡真 未定

岩波書店 岩波文庫 10 20世紀科学論文集　現代宇宙論の誕生 須藤靖 858 河出書房新社 河出文庫 8 書くこと　出家する前のわたし　初期自選エッセイ瀬戸内寂聴 913 光文社 光文社古典新訳文 9 毛皮を着たヴィーナス ザッハー＝マゾッホ/許光俊 未定

岩波書店 岩波文庫 10 政治的なものの概念 カール・シュミット/権左武志 924 河出書房新社 河出文庫 8 瀬戸内寂聴　初期自選エッセイ　美麗ケース入り瀬戸内寂聴 2695 光文社 光文社知恵の森文 9 毎朝3分で服を選べる人になる50のルール 大草直子 未定

岩波書店 岩波現代文庫 10 草の根のファシズム　日本民衆の戦争体験 吉見義明 1628 河出書房新社 河出文庫 8 約束された移動 小川洋子 858 光文社 光文社未来ライブラ 9 ソビエト帝国の崩壊　瀕死のクマが世界であがく小室直樹 未定

岩波書店 岩波現代文庫 10 戦争と罪責 野田正彰 1518 河出書房新社 河出文庫 8 対話からはじまる憲法 橋下徹/木村草太 935 光文社 光文社未来ライブラ 9 ありえない138億年史　宇宙誕生と私たちを結ぶウォルター・アルバレス/山田未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 中ボス令嬢は、退場後の人生を謳歌する（予定 　こる/Ｓｈａｂｏｎ 730 河出書房新社 河出文庫 8 鬱屈精神科医、占いにすがる 春日武彦 968 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 お世継姫と達人剣（３） 八神淳一 715

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 王妃様が男だと気づいた私が、全力で隠蔽工作梨沙/まろ 730 河出書房新社 河出文庫 8 江戸へおかえりなさいませ 杉浦日向子 781 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（９）　伊皿子坂ノ血闘 吉岡道夫 715

一迅社 メリッサ文庫 31 どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせてい 碧貴子/すらだまみ 730 河出書房新社 河出文庫 8 あなたのことが知りたくて　日韓最新小説アンソ チョ・ナムジュ/松田青子ほか 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 質草源蔵預かり札（仮） 吉田雄亮 715

イースト・プレスソーニャ文庫 3 最強魔法使いは、恋と人生をやり直したい（仮） 八巻にのは/吉崎ヤスミ 847 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 16 JR中央本線　知らなかった凄い話 小林拓矢 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 姫さま純情剣 山手樹一郎 715

イースト・プレスソーニャ文庫 3 背徳の殉愛（仮） 小出みき/篁ふみ 847 角川春樹事務所ハルキ文庫 4 落日 湊かなえ 858 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 超武装戦闘機隊（上） 林譲治 1019

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 本土防空戦 渡辺洋二 1188 角川春樹事務所ハルキ文庫 9 帝都争乱　サーベル警視庁（２） 今野敏 726 コスミック出版 コスミックセシル文 20 獣人社長の傲慢な溺愛～双子の獅子とハッピー谷崎トルク 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 D級冒険者の俺、なぜか勇者パーティーに勧誘さ白青虎猫/りいちゅ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 9 （新装版）サファイア 湊かなえ 715 コスミック出版 コスミック文庫α 20 今度は死なない悪役令嬢～断罪イベントから逃 霜月りつ 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 学生結婚した相手は不器用カワイイ遊牧民族のどぜう丸/成海七海 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 9 おたがいさま　れんげ荘物語 群ようこ 594 三交社 ラルーナ文庫 19 狼皇太子は子守り騎士を後宮で愛でる 滝沢晴/ｋｉｖｖｉ 792

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 貞操逆転世界の童貞辺境領主騎士（１） 道造/めろん２２ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 9 江戸橋夫婦捕物帳（仮） 小杉健治 770 集英社 集英社文庫 19 みちづれの猫　（仮） 唯川恵 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 親が再婚。恋人が俺を「おにぃちゃん」と呼ぶようマリパラ/ただのゆきこほか 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 9 あきない世傳　金と銀（13）　大海篇 ●田郁 704 集英社 集英社文庫 19 終の盟約　（仮） 楡周平 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 エロゲ転生　運命に抗う金豚貴族の奮闘記（３） 名無しの権兵衛/星夕 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 9 ふたりの道　小間もの丸藤看板姉妹（５） 宮本紀子 748 集英社 集英社文庫 19 万波を翔る　（仮） 木内昇 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.10 五示正司/榎丸さく 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 31 凋落の日本自動車産業（仮） 高嶋哲夫 968 集英社 集英社文庫 19 虹の音色が聞こえたら　（仮） 関口尚 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 三角の距離は限りないゼロ（８） 岬鷺宮/Ｈｉｔｅｎ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 31 神楽坂スパイス・ボックス（仮） 長月天音 770 集英社 集英社文庫 19 犬のかたちをしているもの　（仮） 高瀬隼子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 チルドレン・オブ・リヴァイアサン　怪物が生まれ 新八角/白井鋭利 704 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 トツ！ 麻生幾 1100 集英社 集英社文庫 19 雪と心臓　（仮） 生馬直樹 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 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 4 イマジン？ 有川ひろ 979 集英社 集英社文庫 19 ナポレオン（３）　転落篇（仮） 佐藤賢一 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 キグナスの乙女たち（４） 佐島勤/石田可奈 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 やまゆり園事件 神奈川新聞取材班 979 集英社 集英社文庫 19 君が異端だった頃　（仮） 島田雅彦 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 楽園ノイズ（５） 杉井光/春夏冬ゆう 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 猫だからね（２） そにしけんじ 770 集英社 集英社文庫 19 17歳のポケット　（仮） 山田かまち 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 この△ラブコメは幸せになる義務がある。（２） 榛名千紘/てつぶた 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 虹にすわる 瀧羽麻子 803 集英社 集英社文庫 19 悪い姉　（仮） 渡辺優 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 エンド・オブ・アルカディア（２）　（仮） 蒼井祐人/ＧｒｅｅＮ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 出張料理みなづき　情熱のポモドーロ 十三湊 737 集英社 集英社文庫 19 与太郎侍（１）　（仮） 井川香四郎 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 男女の友情は成立する？（いや、しないっ！！）　  　七菜なな/Ｐａｒｕｍ 704 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 サッカーデイズ はらだみずき 979 集英社 集英社文庫 19 精霊たちの迷宮（上）　（仮） サフォン 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 狼と羊皮紙（８） 支倉凍砂/文倉十 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 わたしを支えるもの　すーちゃんの人生 益田ミリ 704 集英社 集英社文庫 19 精霊たちの迷宮（下）　（仮） サフォン 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 エロマンガ先生（13）　エロマンガフェスティバル 伏見つかさ/かんざきひろ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 4 どくだみちゃんとふしばな（７） 吉本ばなな 891 集英社 集英社オレンジ文庫 19 怪談男爵　籠手川晴行（２）　（仮） 瀬川貴次/ＴＨＯＲＥＳ柴本 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 僕らは英雄になれるのだろうか（２） 鏡銀鉢/ｍｏｔｔｏ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 4 花人始末　恋あさがお 和田はつ子 913 集英社 集英社オレンジ文庫 19 十番様の縁結び（２）　神在花嫁綺譚（仮） 東堂燦/白谷ゆう 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 魔王学院の不適合者（12・上）　～史上最強の魔秋/しずまよしのり 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 アンドロイドは愛されない 愁堂れな/蓮川愛 693 集英社 集英社オレンジ文庫 19 音無橋そば、たもと屋の純情　旅立つ人への天 竹岡葉月/げみ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法 秋 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 騎士皇子は聖職者に溺愛を捧ぐ 松幸かほ/鈴倉温 693 集英社 集英社オレンジ文庫 19 神かくしの島　（仮） 樹島千草/未定 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 12 勿論、慰謝料請求いたします！（６） ｓｏｙ/ｍ／ｇ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 いつか、きみのヒーローに 椎崎夕/六芦かえで 726 集英社 集英社オレンジ文庫 19 霜雪記　眠り姫の客人（仮） 佐倉ユミ/あき 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 12 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される（５） 翡翠/亜尾あぐ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 いつも馬鹿にしてくる美少女たちと絶縁したら、実歩く魚/いがやん 704 集英社 ダッシュエックス文 25 美醜逆転世界のクレリック　～美醜と貞操観念が妹尾尻尾/ちるまくろ 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 12 悪役令嬢は二度目の人生を従者に捧げたい（２ 紅城蒼/獅童ありす 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 S級学園の自称「普通」、可愛すぎる彼女たちに 裕時悠示/藤真拓哉 792 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（５）　―異世火野あかり/ねいび 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫ア 12 アオペラ　―aoppella!?―　みんなで届ける歌声 文里荒城/ＫＬａｂ　Ｉｎｃ． 770 講談社 講談社Ｘ文庫 4 白銀の王と黒き御子　神狼と僕は永遠を誓う 茶柱一号/古藤嗣己 990 集英社 ダッシュエックス文 25 史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する 　柑橘ゆすら/青乃下 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 稀色の仮面後宮　海神の贄姫は謎に挑む 松藤かるり/Ｎａｒｄａｃｋ 未定 講談社 講談社タイガ 10 警視庁異能処理班ミカヅチ（２）　（仮） 内藤了 748 小学館 小学館文庫 5 聖週間 アンドレアス・フェーア 1144

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 旺華国後宮の薬師（６） 甲斐田紫乃/友風子 未定 講談社 講談社文庫 10 人間じゃない〈完全版〉 綾辻行人 836 小学館 小学館文庫 5 江戸寺子屋薫風庵 篠綾子 770

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 赤毛のトアと罪の騎士団 七星ドミノ/縞 未定 講談社 講談社文庫 10 告解 薬丸岳 836 小学館 小学館文庫 5 あの日に亡くなるあなたへ 藤ノ木優 858

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 サマー・ドラゴン・ラプソディー 白野大兎/セカイメグル 未定 講談社 講談社文庫 10 Cocoon 京都・不死篇（２）　―疼― 夏原エヰジ 748 小学館 小学館文庫 5 廃妃は青き深淵に微睡む　耀帝後宮異史 はるおかりの 748

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 12 意地悪な母と姉に売られた私。何故か若頭に溺美月りん/未定ほか 未定 講談社 講談社文庫 10 トーマの心臓　Lost heart for Thoma 森博嗣/萩尾望都 814 小学館 小学館文庫 5 2月うさぎとお茶会を 梶マユカ 693

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 ルートブレイカー 獏末カナイ/風花風花 未定 講談社 講談社文庫 10 万葉学者、墓をしまい母を送る 上野誠 682 小学館 小学館文庫 5 恋文横丁八祥亭 立川談四楼 616

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 講談社 講談社文庫 10 警視庁総合支援課 堂場瞬一 990 小学館 小学館文庫 5 現代の小説2022 短篇ベストコレクション　日本文日本文藝家協会 1001

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 転生王女と天才令嬢の魔法革命（５） 鴉ぴえろ/きさらぎゆり 未定 講談社 講談社文庫 10 人類最強のsweetheart 西尾維新 660 小学館 小学館文庫 5 エゴイスト 高山真 660

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 講談社 講談社文庫 10 記憶の盆をどり 町田康 770 小学館 小学館文庫コミック 10 風光る（21） 渡辺多恵子 880

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 保健室のオトナな先輩、俺の前ではすぐデレる（滝沢慧/色谷あすか 未定 講談社 講談社文庫 10 奪還（上） リー・チャイルド/青木創 1100 小学館 小学館文庫コミック 10 風光る（22） 渡辺多恵子 880

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 ブロークン　～壊れた騎士と偽りの姫～ 柳実冬貴/岩本ゼロゴ 未定 講談社 講談社文庫 10 奪還（下） リー・チャイルド/青木創 1100 小学館 小学館文庫コミック 10 風光る（23） 渡辺多恵子 950

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 想いの重なる楽園の戦場。そしてふたりは、武器鴉ぴえろ/みきさい 未定 講談社 講談社文庫 10 暗闇のアリア 真保裕一 968 小学館 ガガガ文庫 18 貘（２） 長月東葭 704

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 仮面は二枚被れ　クエスト：プレイヤーを大虐殺 十河/ｔｅｆ 未定 講談社 講談社文庫 10 殊能将之　未発表短篇集 殊能将之 671 小学館 ガガガ文庫 18 公務員、中田忍の悪徳（４） 立川浦々 803

KADOKAWA 角川文庫 24 育休刑事 似鳥鶏 未定 講談社 講談社文庫 10 宮中の華　公家武者信平ことはじめ（10） 佐々木裕一 748 小学館 ガガガ文庫 18 千歳くんはラムネ瓶のなか（７） 裕夢 913

KADOKAWA 角川文庫 24 吸血鬼 佐藤亜紀 未定 講談社 講談社文庫 10 巨大幽霊マンモス事件 二階堂黎人 1056 小学館 ガガガ文庫 18 琥珀の秋、0秒の旅 八目迷 726

KADOKAWA 角川文庫 24 天国の修羅たち 深町秋生 未定 講談社 講談社学術文庫 12 異常の構造 木村敏 946 小学館 ガガガ文庫 18 最強にウザい彼女の、明日から使えるマウント教吉野憂 682

KADOKAWA 角川文庫 24 threesome 榎田尤利 未定 講談社 講談社学術文庫 12 中国戦乱詩 鈴木虎雄 1155 小学館 ガガガ文庫 18 SICK 澱介エイド 726

KADOKAWA 角川文庫 24 解剖探偵 敷島シキ 未定 講談社 講談社学術文庫 12 そば学大全　日本と世界のソバ食文化 俣野敏子/松島憲一 968 新書館 ウィングス文庫 10 彼等のワンピース 菅野彰/山田睦月 1023

KADOKAWA 角川文庫 24 震える天秤 染井為人 未定 講談社 講談社学術文庫 12 写経入門 田中塊堂 1056 新書館 ディアプラス文庫 10 ひとめぼれに効くクスリ 小林典雅/橋本あおい 770

KADOKAWA 角川文庫 24 姫君と侍女　明治東京なぞとき譚（仮） 伊勢村朱音 未定 光文社 光文社文庫 9 仮宅　吉原裏同心（９）　決定版 佐伯泰英 792 新書館 ディアプラス文庫 10 隷属の定理 沙野風結子/笠井あゆみ 770

KADOKAWA 角川文庫 24 新シャーロック・ホームズの冒険 駒月雅子/ティム・メジャー 未定 光文社 光文社文庫 9 沽券　吉原裏同心（10）　決定版 佐伯泰英 792 新潮社 新潮文庫 29 二人のクラウゼヴィッツ 霧島兵庫 880

KADOKAWA 角川文庫 24 新・大江戸定年組（３）　（仮） 風野真知雄 未定 光文社 光文社文庫 9 迷宮　惣目付臨検仕る（４）（仮） 上田秀人 未定 新潮社 新潮文庫 29 デッドライン 千葉雅也 572

KADOKAWA 角川文庫 24 小説　すずめの戸締まり 新海誠 748 光文社 光文社文庫 9 おじさんのトランク　幻燈小劇場 芦辺拓 未定 新潮社 新潮文庫 29 覇王の譜 橋本長道 825

KADOKAWA 角川文庫 24 京の森の魔女は迷わない 朝比奈夕菜 未定 光文社 光文社文庫 9 死屍の導　警視庁特命捜査対策室九係（仮） 渡辺裕之 未定 新潮社 新潮文庫 29 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友直子 649

KADOKAWA 角川文庫 24 金椛国春秋外伝（２）　（仮） 篠原悠希 未定 光文社 光文社文庫 9 腸詰小僧　曽根圭介短編集 曽根圭介 未定 新潮社 新潮文庫 29 未来をつくる言葉　わかりあえなさをつなぐため ドミニク・チェン 605

KADOKAWA 角川文庫 24 鳳凰京の呪禁師 円堂豆子/ｔｏｉ８ 未定 光文社 光文社文庫 9 女童 赤松利市 未定 新潮社 新潮文庫 29 かけらのかたち 深沢潮 605

KADOKAWA 角川文庫 24 老警 古野まほろ 未定 光文社 光文社文庫 9 ちびねこ亭の思い出ごはん　トラ猫と釜揚げうど 高橋由太 未定 新潮社 新潮文庫 29 十津川警部　鳴子こけし殺人事件 西村京太郎 605

KADOKAWA 角川文庫 24 味ごよみ、花だより 高田在子 未定 光文社 光文社文庫 9 スカートのアンソロジー 朝倉かすみ 未定 新潮社 新潮文庫 29 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美 649

KADOKAWA 角川文庫 24 脳科学捜査官　真田夏希　イリーガル・マゼンタ 鳴神響一 未定 新潮社 新潮文庫 29 写字室の旅／闇の中の男 ポール・オースター/柴田元幸880

KADOKAWA 角川文庫 24 仮面城 横溝正史 未定 新潮社 新潮文庫 29 スクイズ・プレイ ポール・ベンジャミン/田口俊 781

KADOKAWA 角川文庫 24 大迷宮 横溝正史 未定 新潮社 新潮文庫 29 沈黙の臓器　天久鷹央の事件カルテ 知念実希人 693

KADOKAWA 角川文庫 24 遺跡発掘師は笑わない（15・下）　（仮） 桑原水菜/睦月ムンク 未定 新潮社 新潮文庫 29 どうぞ愛をお叫びください 武田綾乃 737

KADOKAWA 角川文庫 24 ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論（６）　見立て松岡圭祐 未定 新潮社 新潮文庫 29 百鬼の号令　龍ノ国幻想（３） 三川みり 649

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 はじめての王朝文化辞典 川村裕子/早川圭子 1595 新潮社 新潮文庫 29 風姫　九龍城の殺人 月原渉 825

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 大洪水の前に　マルクスと惑星の物質代謝 未定 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 追憶のかけら　現代語版 貫井徳郎 1265

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 民俗学がわかる事典 新谷尚紀 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 終電の神様　殺し屋の夜 阿川大樹 770

KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 ファミリーランド 澤村伊智 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 悪徳令嬢 安達瑶 770

KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 ホーンテッド・キャンパス　オシラサマの里 櫛木理宇/ヤマウチシズ 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 武士道　鍋島直茂 近衛龍春 946

KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 怪談狩り　山の足音 中山市朗 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 ひとりぼっちの殺人鬼 櫻井千姫 792

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 神は遊戯に飢えている。（５） 細音啓/智瀬といろ 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 お前の彼女は二階で茹で死に 白井智之 847

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 義妹生活（６） 三河ごーすと/Ｈｉｔｅｎ 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 殺人の多い料理店 辻真先 770

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 探偵はもう、死んでいる。（７） 二語十/うみぼうず 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 酒とバイクと愛しき女 葉月奏太 748

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ラブコメ・イン・ザ・ダーク（２） 鈴木大輔/ｔａｔｓｕｋｉ 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 人斬り美沙の人事査定帳 保坂祐希 770

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 恋は暗黒。 十文字青/ＢＵＮＢＵＮ 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 5 毒蜜　残忍犯　決定版 南英男 858

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 チェッ書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定 チェッ書名 著者 予価

ジーウォーク 紅文庫 24 奥さまは痴女 庵野音人 792 竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話奇彩　怪談散華 高田公太/卯ちりほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 コーヒーと楽しむ　心に「ジーン」と響く50の物語西沢泰生 814

ジーウォーク 紅文庫 24 わたしのごちそう 乃村寧音 792 竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話奇譚　邪眼（仮） 川奈まり子 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 禅が教える　人生の答え（仮） 枡野俊明 858

祥伝社 祥伝社文庫 10 金四郎の妻ですが（４） 神楽坂淳 未定 竹書房 竹書房文庫 29 蜜宴（仮） 草凪優 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 5 鯖猫長屋ふしぎ草紙（10）　（仮） 田牧大和 880

祥伝社 祥伝社文庫 10 城月の雁 岩室忍 未定 宝島社 宝島社文庫 4 ピザ宅配探偵の事件簿　謎と推理をあなたの元猫森夏希 820 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 5 帝都地下迷宮（仮） 中山七里 924

祥伝社 祥伝社文庫 10 愛してるって言えなくたって 五十嵐貴久 未定 宝島社 宝島社文庫 4 珈琲店タレーランの事件簿（８）　願いを叶えるマ岡崎琢磨 730 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 18 文蔵2022.9 「文蔵」編集部 825

祥伝社 祥伝社文庫 10 Rのつく月には気をつけよう　賢者のグラス 石持浅海 未定 宝島社 宝島社文庫 4 坊っちゃんの身代金 本江ユキ 790 双葉社 双葉文庫 4 十津川警部捜査行宮古行「快速リアス」殺人事西村京太郎 803

祥伝社 祥伝社文庫 10 死桜　D1 警視庁暗殺部 矢月秀作 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 見えない音、聴こえない絵 大竹伸朗 1012 双葉社 双葉文庫 4 落花狼藉 朝井まかて 814

祥伝社 祥伝社文庫 10 裏工作　制裁請負人 南英男 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 箸もてば 石田千 902 双葉社 双葉文庫 4 二係捜査 本城雅人 792

祥伝社 祥伝社文庫 10 だめ母さん　鬼千世先生 澤見彰 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 新版　レミは生きている 平野威馬雄 880 双葉社 双葉文庫 4 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 748

祥伝社 祥伝社文庫 10 汝、薫るが如し（上）　新刻改訂版　浮世絵宗次門田泰明 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 そこから青い闇がささやき　ベオグラード、戦争山崎佳代子 880 双葉社 双葉文庫 4 301号室の聖者 織守きょうや 715

祥伝社 祥伝社文庫 10 汝、薫るが如し（下）　新刻改訂版　浮世絵宗次門田泰明 未定 筑摩書房 ちくま文庫 10 貸本屋とマンガの棚 高野慎三 990 双葉社 双葉文庫 4 虹のような染色体 夏凪空 704

祥伝社 祥伝社黄金文庫 10 日本と台湾　なぜ、両国は運命共同体なのか 加瀬英明 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 道徳および立法の諸原理序説（上） ジェレミー・ベンサム/中山元1430 双葉社 双葉文庫 4 淫祭くノ一の里（仮） 睦月影郎 770

心交社 ショコラ文庫 10 未定 水杜サトル/日塔てい 759 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 道徳および立法の諸原理序説（下） ジェレミー・ベンサム/中山元1430 双葉社 双葉文庫 4 新・浪人若さま　新見左近（11）　不吉な茶釜（仮佐々木裕一 715

心交社 ショコラ文庫 10 悪の飼い犬 宮緒葵/石田惠美 759 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 兵士の革命　1918年ドイツ 木村靖二 1650 双葉社 双葉文庫 4 おれは一万石（22）　（仮） 千野隆司 693

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 お願い、全力で私を奪って（仮） 田崎くるみ 704 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 王朝奇談集 須永朝彦 1100 双葉社 双葉文庫 4 浪人奉行（13） 稲葉稔 704

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 君も子供も離さない　～カタブツ副社長の二度 葉月りゅう 704 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 京の社　神と仏の千三百年 岡田精司 1210 双葉社 双葉文庫 4 北の御番所　反骨日録（５）　秋霜（仮） 芝村凉也 726

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 政略花嫁は夫の愛に気付かない（仮） 吉澤紗矢 704 筑摩書房 ちくま学芸文庫 10 ヨーロッパの紋章　紋章学入門 森護 1650 双葉社 双葉文庫 4 じゃりン子チエ（31） はるき悦巳 880

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 意地悪な社長のペットな新妻～旦那様、約束のＹａｂｅ 704 中央公論新社 中公文庫 23 落語刑事サダキチ　神楽坂の赤犬 愛川晶 946 双葉社 モンスター文庫 30 生贄になった俺が、なぜか邪神を滅ぼしてしま まるせい/チワワ丸 759

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 天才脳外科医にロックオンされました（仮） 滝井みらん 704 中央公論新社 中公文庫 23 チキンライスと旅の空 池波正太郎 968 双葉社 モンスター文庫 30 異世界転生軍師戦記　～脳筋女将軍の知恵袋シンギョウガク/をん 759

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 ループ六回目。今度こそ死にたくないので婚約三沢ケイ 704 中央公論新社 中公文庫 23 殺意　サスペンス小説集 井上靖 946 双葉社 モンスター文庫 30 最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪ども 　小鈴危一/夕薙 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 離縁前提の生贄令嬢のはずが、なぜか冷徹竜瑞希ちこ 704 中央公論新社 中公文庫 23 新装版　桃花源奇譚（１）　開封暗夜陣 井上祐美子 858 二見書房 ハニー文庫 12 真珠姫と黒騎士王　～国無き姫は軍人王の蜜 吉田行/芦原モカ 853

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 幼なじみは最強総長～今夜、彼の腕の中～（仮鈴乃ほるん 550 中央公論新社 中公文庫 23 新装版　桃花源奇譚（２）　風雲江南行 井上祐美子 858 二見書房 ハニー文庫 12 身代わり寵姫ですが、おつとめが気持ちよすぎ真宮藍璃/炎かりよ 853

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 魔王子さま、ご執心！（３）　（仮） ＊あいら＊ 550 中央公論新社 中公文庫 23 最果ての決闘者 逢坂剛 902 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 12 AI妊活プロジェクト（仮） 綾野馨 792

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 むり、とまんない（仮） 干支六夏 550 中央公論新社 中公文庫 23 神馬／蘭　竹西寛子精選作品集 竹西寛子 1100 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 12 人妻プール　濡れまくりの女体（仮） 星凛大翔 792

スターツ出版 スターツ出版文庫 29 雨星（仮） いぬじゅん 660 中央公論新社 中公文庫 23 給仕の室　日本近代プレBL文学短篇集 中央公論新社 990 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 12 肛悦家庭訪問　ミッション珍ポッシブル（仮） 阿久根道人 792

スターツ出版 スターツ出版文庫 29 月下後宮の生贄姫（仮） 御守いちる 660 中央公論新社 中公文庫 23 まぼろしの軍師　新田次郎歴史短篇選 新田次郎/細谷正充 990 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 12 禁断告白スペシャル　夏の淫らな熟女旅（仮） 素人投稿編集部 792

スターツ出版 スターツ出版文庫 29 鬼の花嫁　続編シリーズ（仮） クレハ 660 中央公論新社 中公文庫 23 黄金夜界 橋本治 990 マドンナメイト社マドンナメイト＋ 12 奥さん、視えてますけど（仮） 葉月奏太 792

スターツ出版 スターツ出版文庫 29 約束の花が咲くとき、僕がきみの光になる（仮）高倉かな 660 中央公論新社 中公文庫 23 あなたの本　新装版 誉田哲也 836 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 22 ザ・メイド（原題） ニタ・プローズ/村山美雪 1210

青春出版社 青春文庫 10 日本の海と湖に眠る　“水中遺跡”の謎（仮） 歴史の謎研究会 869 中央公論新社 中公文庫 23 台湾鉄路千公里　完全版 宮脇俊三 990 二見書房 シャレード文庫 24 アルファな俳優様のおうちで住み込みシッターは安曇ひかる/らくたしょうこ 743

青春出版社 青春文庫 10 【1日1分　中村天風】　人生のすべてをつくる思 　井上裕之 880 中央公論新社 中公文庫 23 戦争か平和か　国務長官回想録 ジョン・ダレス 814 二見書房 シャレード文庫 24 ごちそうさまと言わせたい　～エロ妄想紳士と愛牧山とも/高峰顕 743

アルファポリスエタニティ文庫 5 この溺愛は極上の罠 日向そら 704 徳間書店 徳間文庫 9 観相見同心早瀬菊之丞（仮） 早見俊 814 二見書房 シャレード文庫 24 きみのみかたになりたい　～溺愛のDomと献身柄十はるか/エヌオカ・ヨチ 825

アルファポリスエタニティ文庫 5 わけあって極道の妻になりました ととりとわ 704 徳間書店 徳間文庫 9 有栖川有栖選　必読！　Selection6 求婚の密室笹沢左保 891 二見書房 二見時代小説文庫 26 本丸　目付部屋（12） 藤木桂/西のぼる 770

アルファポリスエタニティ文庫 5 課長はヒミツの御曹司 あかし瑞穂 704 徳間書店 徳間文庫 9 小松左京“21世紀”セレクション3 継ぐのは誰か 　小松左京 1430 二見書房 二見時代小説文庫 26 椿平九郎　留守居秘録（６） 早見俊/西のぼる 770

アルファポリスアルファライト文庫 10 じい様が行く（５）　『いのちだいじに』異世界ゆる蛍石 671 徳間書店 徳間文庫 9 誘拐作戦 都筑道夫 825 二見書房 二見時代小説文庫 26 南町　番外同心（２） 牧秀彦/蓬田やすひろ 770

アルファポリスアルファライト文庫 10 解体の勇者の成り上がり冒険譚（１） 無謀突撃娘 671 徳間書店 徳間文庫 9 夜の塩 山口恵以子 836 文芸社 文芸社文庫 5 隆家卿のさがな姫 阿岐有任 770

アルファポリス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（５） 犬社護 671 徳間書店 徳間文庫 9 一橋桐子（76）の犯罪日記 原田ひ香 814 文芸社 文芸社文庫 5 花喰鳥のゆくえ　首斬り役人と人斬り志士 安藤圭助 682

アルファポリスレジーナ文庫 10 パーティを追い出されましたがむしろ好都合です八神凪 704 徳間書店 徳間文庫 9 とむらい屋颯太　漣のゆくえ 梶よう子 781 文藝春秋 文春文庫 3 御留山　新・酔いどれ小籐次（25） 佐伯泰英 858

アルファポリスレジーナ文庫 10 リエラの素材回収所（１） 霧聖羅 704 徳間書店 徳間文庫 9 風とにわか雨と花 小路幸也 748 文藝春秋 文春文庫 3 いけない 道尾秀介 715

アルファポリスレジーナ文庫 10 転移先は薬師が少ない世界でした（３） 饕餮 704 徳間書店 徳間文庫 9 悲運の皇子と若き天才の死 西村京太郎 803 文藝春秋 文春文庫 3 カインは言わなかった 芦沢央 935

アルファポリスアルファポリス文庫 18 鬼束くんと神様のケーキ（仮） 御守いちる 726 徳間書店 キャラ文庫 26 記憶の声（仮） 水壬楓子/十月 715 文藝春秋 文春文庫 3 朴念仁　新・秋山久蔵御用控（14） 藤井邦夫 825

アルファポリスアルファポリス文庫 18 迦国あやかし後宮譚（３） シアノ 726 徳間書店 キャラ文庫 26 山神さまのお世話係（仮） 渡海奈穂/小椋ムク 715 文藝春秋 文春文庫 3 侠飯（８）　やみつき人情屋台篇 福澤徹三 759

アルファポリスアルファポリス文庫 24 好きなひとは　ちがうひとの　生きる希望（仮） 松藤かるり（仮） 726 徳間書店 キャラ文庫 26 新入生諸君！（仮） 久我有加/高城リョウ 715 文藝春秋 文春文庫 3 無防備都市　禿鷹（２） 逢坂剛 1012

アルファポリスアルファポリス文庫 24 深川（２）　花街たつみ屋のお料理番（仮） みお 737 Jパブリッシングカクテルキス文庫 18 転生したら聖女じゃなく、騎士侯爵の偽恋人にな火崎勇/古澤エノ 836 文藝春秋 文春文庫 3 ラーゲリより愛を込めて 辺見じゅん/林民夫 726

アルファポリスノーチェ文庫 31 契約結婚のはずなのに、殿下の甘い誘惑に勝 綾瀬ありる 704 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 3 王太子さまは夢の乙女にご執心（仮） 月城うさぎ/ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ 759 文藝春秋 文春文庫 3 「死ぬんじゃねーぞ！！」　いじめられている君 中川翔子 770

アルファポリスノーチェ文庫 31 双子の王子と異世界求婚譚 悠月彩香 704 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 3 冷徹王の最愛～身代わり姫は偽りに泣く～（仮ナツ/すがはらりゅう 759 文藝春秋 文春文庫 3 Au オードリー・タン　天才IT相7つの顔 アイリス・チュウ/鄭仲嵐 847

静山社 静山社文庫 12 テメレア戦記5 鷲の勝利（上） ナオミ・ノヴィク/那波かおり 968 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 極甘蜜月～冷徹貴公子からの止まらない溺愛 若菜モモ/御子柴トミィ 693 文藝春秋 文春文庫 3 怪談和尚の京都怪奇譚　宿縁の道篇 三木大雲 792

静山社 静山社文庫 12 テメレア戦記5 鷲の勝利（下） ナオミ・ノヴィク/那波かおり 924 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 宗家の寵愛～オメガの妻は逃げられない～（仮砂川雨路/ジン． 693 文藝春秋 文春文庫 3 戦士の遺書　太平洋戦争に散った勇者たちの叫半藤一利 880

SBクリエイティＧＡ文庫 16 彼女の“適切な距離（ソーシャルディスタンス）” 冬空こうじ/小森くづゆ 770 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 恋の香りはほろ苦く～エリート公認会計士の溺西條六花/白崎小夜 693 文藝春秋 文春文庫 3 魔術師の匣（上） カミラ・レックバリ/ヘンリック1320

SBクリエイティＧＡ文庫 16 冷たい孤高の転校生は放課後、合鍵回して甘デ千羽十訊/ミュシャ 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 身ごもったら、さよならしましょう～エリート弁護 一ノ瀬千景/千波夕 693 文藝春秋 文春文庫 3 魔術師の匣（下） カミラ・レックバリ/ヘンリック1320

SBクリエイティＧＡ文庫 16 高校生WEB作家のモテ生活（２）　「じゃあ全員と茨木野/一乃ゆゆ 814 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 10 あの愛をもう一度 ミシェル・リード/氏家真智子 660 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 3 靖国 坪内祐三 1650

SBクリエイティＧＡ文庫 16 家で無能と言われ続けた俺ですが、世界的にはｋｉｍｉｍａｒｏ/もきゅ 770 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 10 本気で愛して ミランダ・リー/霜月桂 550 プランタン出版発オパール文庫 4 夫が私を好きすぎる！　（裏）愛妻観察日記（仮緒莉/大橋キッカ 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 友達の妹が俺にだけウザい（10） 三河ごーすと/トマリ 814 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 10 ただ一度あなただけ キャロル・モーティマー/原淳 550 プランタン出版発オパール文庫 4 狂犬極道、愛を知る（仮） 臣桜/ｃｉｅｌｏ 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 友達の妹が俺にだけウザい（10）　小冊子『10.5三河ごーすと/トマリ 1320 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 10 恋のルール ペニー・ジョーダン/田村たつ 550 フランス書院 フランス書院文庫Ｘ 12 剣道女子、完全屈服（仮） 舞条弦 未定

草思社 草思社文庫 3 声に出して読みたい禅の言葉 齋藤孝 1100 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 夏色のエンゲージ リンダ・ハワード/沢田由美子950 フランス書院 フランス書院文庫Ｘ 12 人妻女教師と魔指（仮） 御前零士 未定

草思社 草思社文庫 3 「生類憐れみの令」の真実 仁科邦男 1100 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 10 伯爵と窓際のデビュタント ロレイン・ヒース/さとう史緒 1150 プランタン出版発ティアラ文庫 18 おしごと命の令嬢ですが、仕立てたランジェリー寺崎昴/漣ミサ 未定

草思社 草思社文庫 3 脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか　生き物の「動マット・ウィルキンソン/神奈1980 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 16 麗しの王子殿下は男装した画家令嬢を昼も夜も熊野まゆ/Ｃｉｅｌ 759 プランタン出版発ティアラ文庫 18 追放聖女の次のお仕事は純情魔王の溺愛治癒せらひなこ/旭炬 未定

草思社 草思社文庫 3 コールダー・ウォー　ドル覇権を崩壊させるプーマリン・カツサ/渡辺惣樹 1320 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 24 時計仕掛けの恋人（仮） ピーター・スワンソン/棚橋志 990 フランス書院 美少女文庫 19 草食系なサキュバスだけど、えっちなオーダー 午後１２時の男/小林ちさと 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　一白水星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 24 心穴（仮） 周浩暉/阿井幸作 1320 フランス書院 美少女文庫 19 超絶人気の幼馴染と別れるために初体験エッチ雲雀湯/幡 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　二黒土星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 26 遅すぎた再会 レベッカ・ウインターズ/井上 690 フランス書院 美少女文庫 19 その着せ替えギャルコスプレイヤーは恋以上をすかいふぁーむ/しゃしゃき 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　三碧木星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 26 非情な結婚 エマ・ダーシー/平江まゆみ 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 奥までご奉仕させて（仮） 相内凪 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　四緑木星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 26 ようこそ愛へ ベティ・ニールズ/佐々木志 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 人妻檻（仮） 夢野乱月 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　五黄土星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 26 花嫁になる条件 ジュリア・ジェイムズ/柿原日 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 家政婦と坊ちゃま（仮） 青橋由高 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　六白金星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 26 半年だけのシンデレラ キャシー・ウィリアムズ/竹内 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 娘の代わりに私が　妻の母（仮） 美原春人 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　七赤金星　2023 直居由美里 800 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 26 愛と憎しみのギリシア ルーシー・モンロー/八坂よ 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 四穴支配（仮） 八雲蓮 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　八白土星　2023 直居由美里 800 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 3 沈黙のセールスマン〔新版〕 マイクル・Ｚ・リューイン/石田1210 フランス書院 フランス書院文庫 25 淫ら沼　息子の嫁と隣の嫁（仮） 但馬庸太 未定

大和書房 九星別ユミリー風水 5 九星別ユミリー風水　九紫火星　2023 直居由美里 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 3 それはあくまで偶然です　運と迷信の統計学 ジェフリー・Ｓ・ローゼンター 1210 ポプラ社 ポプラ文庫 4 地の星　なでし子物語 伊吹有喜 836

大和書房 だいわ文庫 10 武器になる！世界の時事問題　背景がわかれ 池上彰 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 3 イジャルコル最後の戦い クルト・マール/アルント・エル836 ポプラ社 ポプラ文庫 4 縁結びカツサンド 冬森灯 814

大和書房 だいわ文庫 10 おやつ　甘いもので、ひとやすみ 阿川佐和子 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 3 アポロ18号の殺人（上） クリス・ハドフィールド/中原 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 紫蘭後宮仙女伝　時を駆ける偽仙女、孤独な王石田空 792

大和書房 だいわ文庫 10 70歳すぎても自由に歩ける体をつくる 安保雅博/中山恭秀 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 3 アポロ18号の殺人（下） クリス・ハドフィールド/中原 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 貴公子探偵はチョイ足しグルメをご所望です　幻相沢泉見 814

大和書房 だいわ文庫 10 言葉の園のお菓子番　森に行く夢 ほしおさなえ 770 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 3 無垢の博物館（上） オルハン・パムク/宮下遼 1320 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 百錬の覇王の覇王と聖約の戦乙女（24） 鷹山誠一/ゆきさん 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 1 みだら家庭訪問　濡れる田舎妻 桜井真琴 770 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 3 無垢の博物館（下） オルハン・パムク/宮下遼 1320 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 朝比奈さんの弁当食べたい（１） 羊思尚生/Ｕ３５ 693

竹書房 竹書房文庫 2 被疑者アンデルセンの逃亡（上）　（仮） Ａ・Ｊ・カジンスキー/トーマス1100 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 僕が君の名前を呼ぶから 乙野四方字 770 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界ハヤケン/Ｎａｇｕ 693

竹書房 竹書房文庫 2 被疑者アンデルセンの逃亡（下）　（仮） Ａ・Ｊ・カジンスキー/トーマス1100 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 早耳屋お花事件帳　父ひとり娘ひとり 松本匡代 1078 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 精霊幻想記（22） 北山結莉/Ｒｉｖ 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 8 めくって濡らして〈新装版〉 北條拓人/東克美 770 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 17 ダブル・ダブル〔新訳版〕 エラリイ・クイーン/越前敏弥1320 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 クールな女神様と一緒に住んだら、甘やかしす軽井広/黒兎ゆう 693

竹書房 ムーンドロップス文 10 国王陛下は運命の乙女を離さない（仮） 佐倉紫/森原八鹿 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＦＴ 17 シャーロック・ホームズとシャドウェルの影 ジェイムズ・ラヴグローヴ/日1210 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 ねぇ、もういっそつき合っちゃう？（３） 叶田キズ/塩かずのこ 693

竹書房 ラズベリーブックス 10 The Viscount's Promise（原題） クリスティーナ・ブリトン/辻早1430 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 17 はじまりの町がはじまらない 夏海公司 990 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 夢見る男子は現実主義者（７） おけまる/さばみぞれ 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 16 ふしだら義母のとりこ（仮） 美野晶/大柴宗平 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 17 星霊の艦隊（１） 山口優 990 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 最低ランクの冒険者、勇者少女を育てる（２） 農民ヤズー/桑島黎音 693

竹書房 竹書房文庫 19 仕事ください 眉村卓/日下三蔵 1430 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 潜入捜査官ブル ロベルト・フェルトホフ/Ｈ・Ｇ 836 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 レベル1から始まる召喚無双　～俺だけ使える裏白石新/夕薙 715

竹書房 竹書房文庫 22 不倫手記　肉棒懇願妻の愛液洪水告白 劇漫編集部 770 原書房 ライムブックス 5 壁の花に魔法をかけて エリカ・リドリー/村岡優 1320 三笠書房 知的生きかた文庫 18 奇跡の3日片づけ（仮） 石阪京子 未定

竹書房 竹書房文庫 22 禁断の戯れ（仮） 霧原一輝 770 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 歴史から読み解く日本人論（仮） 井沢元彦 858 三笠書房 知的生きかた文庫 18 HSPと発達障害　空気読みすぎさん　空気読め高田明和 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 花嫁の極意　うちの陛下はヘンタイですがいい 麻生ミカリ/ウエハラ蜂 880 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 幸せと不幸は半分ずつ。（仮） フジコ・ヘミング 814 三笠書房 知的生きかた文庫 18 おもしろ雑学　世界の歴史地図（仮） ライフサイエンス 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 コワモテ王弟陛下の強引な求愛は、ウブな伯爵すずね凜/サマミヤアカザ 880 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 面白くて眠れなくなる解剖学（仮） 坂井建雄 858 三笠書房 知的生きかた文庫 18 70代からの元気力（仮） 和田秀樹 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 29 西浦和也選集　迎賓館（仮） 西浦和也 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 成長の技法　成長を止める「七つの壁」　壁を超田坂広志 902 三笠書房 王様文庫 30 「見えない力」を味方にして願いをかなえる方法八木龍平 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話異聞　狐火怪談 松本エムザ 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 天皇の国史（上） 竹田恒泰 968 三笠書房 王様文庫 30 「自分らしい言葉」で思いを伝える本（仮） 木暮太一 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話怪談　怨環 芳春 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 3 天皇の国史（下） 竹田恒泰 968 三笠書房 王様文庫 30 じんわりくる「気くばり」（仮） 北川和恵 未定
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