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KADOKA 1 SUPER LOVERS（16） あべ美幸 726 KADOKA 22 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 橋本良太/時野洋輔ほか未定 講談社 9 ギルティサークル（５） 山本やみー/門馬司 715 集英社 2 ヘタリアWorld☆Stars（６） 日丸屋秀和 990 小学館 2 とっておきドラえもん　ほっこりほろり動物編 藤子・Ｆ・不二雄 900

KADOKA 1 駄犬に注意！（４） とりよし 726 KADOKA 22 完全回避ヒーラーの軌跡（７） 倭ヒナ/ぷにちゃんほか 未定 講談社 9 不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れる吉村英明/木嶋隆太ほか 715 集英社 2 総理倶楽部（４） 日丸屋秀和/佐倉ケンイ 990 小学館 8 鋭意執筆中につき　ねむようこよみきり集 ねむようこ 759

KADOKA 1 純情ロマンチカ（27） 中村春菊 726 KADOKA 22 洞窟王からはじめる楽園ライフ　～万能の採掘スキルで最 出店宇生/苗原一ほか 未定 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、 藤七郎/橘夏々ほか 715 集英社 2 ワールドトリガー（25） 葦原大介 506 小学館 8 オジサンとムスメ（６） 五条うるの 550

KADOKA 1 31番目のお妃様（４） 七輝翼/桃巴ほか 未定 KADOKA 22 盗掘王（７） ３Ｂ２Ｓ/Ｙｕｎｓ（ＲＥＤＩＣＥ　1034 講談社 13 ぴちぴちピッチ　aqua（２） 花森ぴんく 517 集英社 2 怪物事変（17） 藍本松 550 小学館 8 数字であそぼ。（８） 絹田村子 550

KADOKA 1 狼領主のお嬢様（５） 柑奈まち/守野伊音ほか未定 KADOKA 22 盗掘王（８） ３Ｂ２Ｓ/Ｙｕｎｓ（ＲＥＤＩＣＥ　1034 講談社 13 東京ミュウミュウ　オーレ！（８） 青月まどか/講談社 517 集英社 2 おいしいコーヒーのいれ方（11） 青沼裕貴/雀村アオほか 935 小学館 8 どうしようもない僕とキスしよう（７） 北川みゆき 550

KADOKA 1 歴史に残る悪女になるぞ　悪役令嬢になるほど王子の溺愛保志あかり/大木戸いず 未定 KADOKA 22 何かと無自覚な女子（１） 相舞みー 未定 講談社 13 猫とキス（５） 千里みこ 528 集英社 2 PPPPPP（４） マポロ３号 484 小学館 8 不眠不休で夢とか恋とか（２） 宮園いづみ 550

KADOKA 2 服を着るならこんなふうに（13） 縞野やえ/ＭＢ 1078 KADOKA 22 目つき悪い子かわいい子（２） ハミタ 未定 講談社 13 きみの横顔を見ていた（１） いちのへ瑠美 528 集英社 2 高校生家族（７） 仲間りょう 484 小学館 8 恋人は旦那さま　―Dear you これからも―（２） 山田こもも 550

KADOKA 2 CLAMP PREMIUM COLLECTION 東京BABYLON（７） ＣＬＡＭＰ 748 KADOKA 22 女装じいさんと男装ばあさん（２） カワバタバタコ 未定 講談社 13 あの子の子ども（４） 蒼井まもる 528 集英社 2 夜桜さんちの大作戦（14） 権平ひつじ 484 小学館 8 イケメン社長飼い始めました。（２） 長江朋美 550

KADOKA 2 今日のアシュラ飯（１） ナカノ/八木羊ほか 未定 KADOKA 22 ドラマティック・アイロニー（10） なま子 未定 講談社 13 成田くんを攻めたい！（２） 和泉みお 528 集英社 2 アンデッドアンラック（13） 戸塚慶文 484 小学館 8 イケない生徒会長Teachers（５） 成瀬悠利 550

KADOKA 2 本当はこわい話　 かくされた真実、君は気づける？ 小林丸々/コメヤほか 未定 KADOKA 22 踏んだり、蹴ったり、愛したり（３） 壱屋すみ 704 講談社 13 ゆりあ先生の赤い糸（11） 入江喜和 605 集英社 2 ドロンドロロン（３） 大須賀玄 484 小学館 8 真綿の檻（１） 尾崎衣良 550

KADOKA 2 理想のヒモ生活（15） 日月ネコ/渡辺恒彦（ヒー未定 KADOKA 22 初色フォーカス（１） 花田ももせ 未定 講談社 13 なないろ探訪記（３） 日生マユ 726 集英社 2 ハイキュー部！！（８） 宮島京平/古舘春一 484 小学館 12 国境のエミーリャ（７） 池田邦彦/津久田重吾 715

KADOKA 2 学園の王子とゲーム実況者（１） バラ子 未定 KADOKA 24 ZONE‐00（20） 九条キヨ 未定 講談社 13 過保護な若旦那様の甘やかし婚（１） こだち 726 集英社 2 れっつ！ハイキュー！？（10） レツ/古舘春一 429 小学館 12 今日のさんぽんた（５） 田岡りき 715

KADOKA 2 魔法少女事変（２） 赤羽ぜろ 未定 KADOKA 24 千夜のキスできみを殺して（１） 壱コトコ 未定 講談社 13 10年ぶりの初カレがすごい（１） 茶九楽ゆっけ 726 集英社 2 タマ・キング（１） 平健史 528 小学館 12 先生は恋を教えられない（７） 源素水 715

KADOKA 2 であいもん（14） 浅野りん 未定 KADOKA 24 八王子名物　天狗の恋（１） つきづきよし 未定 講談社 13 能面女子の花子さん（８） 織田涼 726 集英社 2 この音とまれ！（27） アミュー 528 小学館 12 ケンガンオメガ（14） サンドロビッチ・ヤバ子/ 715

KADOKA 2 夢で見たあの子のために（11） 三部けい 未定 KADOKA 26 七つの魔剣が支配する（６） えすのサカエ/宇野朴人 未定 講談社 13 月曜日が待ち遠しくて（２） 旗谷澄生 528 集英社 2 魔都精兵のスレイブ（11） タカヒロ/竹村洋平 484 小学館 12 教え子がAV女優、監督はボク。（７） 村西てんが 715

KADOKA 2 HITMAN THE SHITMAN（２） むとうひろし 未定 KADOKA 26 ネクストライフ（７） 相野仁（ヒーロー文庫／ 未定 講談社 13 犬飼さんはかわいくなりたい！（２） どーるる 528 集英社 2 双星の陰陽師（29） 助野嘉昭 528 小学館 12 ミドリノバショ（５） 岡Ｑ 715

KADOKA 2 ヘルドッグス　地獄の犬たち（３） イイヅカケイタ/深町秋生未定 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 13 ゆびさきと恋々（７） 森下ｓｕｕ 528 集英社 2 戦奏教室（１） 空もずく/十森ひごろ 550 小学館 12 正義の学園（３） 三生 715

KADOKA 2 ヘルドッグス　地獄の犬たち（４） イイヅカケイタ/深町秋生未定 KADOKA 26 機動戦士ガンダムさん　（20）の巻 大和田秀樹/矢立肇ほか未定 講談社 13 棗センパイに迫られる日々（４） かみのるり 528 集英社 2 神のまにまに（５） 猗笠怜司 693 小学館 12 ヒソカニアサレ（１） 古町/きむてみょん 715

KADOKA 5 貴腐人ローザは陰から愛を見守りたい（１） 紫のの/中村颯希ほか 704 KADOKA 26 機動戦士ガンダムF90FF（７） 今ノ夜きよし/イノノブヨシ未定 講談社 13 ほてりほてってファーストキス 卯月ココ 528 集英社 2 瀬文麗歩のイイ奇聞（２） 朱村咲 715 小学館 12 Helck 新装版（６） 七尾ナナキ 730

KADOKA 5 どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。（３） 釜田/六つ花えいこほか 715 KADOKA 26 機動戦士クロスボーン・ガンダムX-11（２） 長谷川裕一/矢立肇ほか未定 講談社 13 私とこわれた吸血鬼（５） 厘のミキ 748 集英社 2 AURORA NODE（３） 箱いっせ 605 小学館 12 二月の勝者　―絶対合格の教室―（16） 高瀬志帆 715

KADOKA 5 光と影（７） ひおん/ＲＹＵ 1034 KADOKA 26 機動戦士ガンダムMSV‐Rジョニー・ライデンの帰還（24） Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ/大 未定 講談社 13 愛だけに。（６） チカ 781 集英社 2 もえばな（１） 横山左 660 小学館 12 君は放課後インソムニア（10） オジロマコト 715

KADOKA 5 妖精印の薬屋さん（４） 志坂瑛人/藤野ほか 715 KADOKA 26 陰の実力者になりたくて！（８） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 13 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート　子育て編車谷晴子 770 集英社 2 株式会社マジルミエ（４） 岩田雪花/青木裕 660 小学館 12 ゴルゴ13 スペシャルエディション（１）　D・マッカートニーの さいとう・たかを 1100

KADOKA 5 悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました 　御守リツヒロ/柚原テイル 715 KADOKA 26 刹那の風景（１） 寺里甘/緑青ほか 未定 講談社 13 かえるのおうじさま（１） みちのくアタミ 748 集英社 2 ゴダイゴダイゴ（１） コウノスケ 693 小学館 12 新九郎、奔る！（11） ゆうきまさみ 759

KADOKA 5 女王陛下と呼ばないで（４） 轟斗ソラ/柏てんほか 715 KADOKA 26 シャバの「普通」は難しい（６） ばたこ/中村颯希ほか 未定 講談社 13 おいおいピータン！！（４） 伊藤理佐 880 集英社 2 ゴダイゴダイゴ（２） コウノスケ 693 小学館 15 名探偵コナン（102） 青山剛昌 550

KADOKA 5 公爵家のメイドに憑依しました（４） Ａｌｏｈａ/Ｊｏｏａｈｒｉ 1034 KADOKA 26 Fate/Apocrypha（13） 石田あきら/東出祐一郎 未定 講談社 13 おひとり様物語（10） 谷川史子 1100 集英社 2 BORUTO ―NARUTO NEXT GENERATIONS―（18） 岸本斉史/池本幹雄 484 小学館 15 名探偵コナン　緋色の弾丸（１） 青山剛昌/阿部ゆたかほ 550

KADOKA 5 ある継母のメルヘン（３） ＯＲＫＡ/Ｓｐｉｃｅ＆Ｋｉｔｔｙ 1034 KADOKA 26 元・世界1位のサブキャラ育成日記　～廃プレイヤー、異世 前田理想/沢村治太郎ほ未定 講談社 13 幸子、生きてます（４） 柘植文 880 集英社 2 すごいスマホ（１） 冨澤浩気/肥田野健太郎 484 小学館 15 名探偵コナン　犯人の犯沢さん（７） かんばまゆこ/青山剛昌 550

KADOKA 5 ある日、私は冷血公爵の娘になった（４） Ｃｏｔｔｏｎ/Ｓｉｙａ 1034 KADOKA 26 悪役一家の奥方、死に戻りして心を入れ替える。（１） 鏡/丘野優ほか 未定 講談社 13 無能の鷹（５） はんざき朝未 550 集英社 2 あやかしトライアングル（10） 矢吹健太朗 484 小学館 15 よふかしのうた（13） コトヤマ 550

KADOKA 5 転生したら乙女ゲーの世界？　いえ、魔術を極めるのに忙 坂巻あきむ/櫻井三丸ほ未定 KADOKA 26 まんがでわかるまんがの描き方　―Webトゥーン編― 大塚英志/砂威ほか 未定 講談社 13 ポンコツ警察官は私に夢中（３） 上野はる菜 550 集英社 2 忘却バッテリー（14） みかわ絵子 660 小学館 15 君は008（21） 松江名俊 550

KADOKA 6 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 26 マン・バイト　蒼空猟域（２） 長谷川裕一 未定 講談社 13 のだめカンタービレ　新装版（13） 二ノ宮知子 1320 集英社 2 カメリアのカーテン（２） 稲岡和佐 506 小学館 15 第九の波濤（20） 草場道輝/高谷智裕 550

KADOKA 6 セックス＆ダンジョン！！（８） 佐原玄清/ミンカンスキー未定 KADOKA 26 ろんぐらいだぁす！　～ぱぁしゅうたぁず　ろんぐらいだぁす 阿羅本景/三宅大志 未定 講談社 14 忍者と極道（10） 近藤信輔 726 集英社 2 きるる　KILL ME（５） 叶恭弘 693 小学館 15 葬送のフリーレン（９） 山田鐘人/アベツカサ 550

KADOKA 8 百鬼夜行とご縁組　あやかしホテルの契約夫婦（１） 深田華央/マサト真希ほ 未定 KADOKA 26 コーヒームーン（５） 牡丹もちと 未定 講談社 14 お文具といっしょ　その6 お文具 1100 集英社 2 ゲーミングお嬢様（６） 大＠ｎａｎｉ/吉緒もこもこ丸693 小学館 15 龍と苺（９） 柳本光晴 550

KADOKA 8 彼誰インソムニア（３） 多田基生 未定 KADOKA 26 お義母さんと相互 矢切めり 未定 講談社 14 ひとりでしにたい（５） カレー沢薫/ドネリー美咲 759 集英社 2 終末のハーレム（16） ＬＩＮＫ/宵野コタロー 693 小学館 15 MAO（14） 高橋留美子 550

KADOKA 8 D4DJ The Prologue of Peaky P-key（２） 榊一郎/美月めいあほか未定 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 14 魔王様は結婚したい（１） 諏訪符馬 759 集英社 2 終末のハーレム　ファンタジア（11） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 693 小学館 15 トニカクカワイイ（21） 畑健二郎 550

KADOKA 9 いろはにほエロ！（５） 横山コウヂ 未定 KADOKA 26 ところにより犬や猫が降るでしょう ちとせ 未定 講談社 14 食糧人類Re：　―Starving Re：velation―（４） イナベカズ/蔵石ユウほ 748 集英社 2 ハイキュー！！　10thクロニクル 古舘春一 2420 小学館 15 レッドブルー（３） 波切敦 550

KADOKA 9 スコップ無双　「スコップ波動砲！」　（　｀・ω・´）♂〓〓〓〓 　 　 　福原蓮士/つちせ八十八未定 KADOKA 26 晴れ晴れ日和（３） 吉村佳 未定 講談社 14 ちっちゃい島のでっかいガール（３） あおいましろう 770 集英社 16 シャドークロス（４） スガワラエスコ 715 小学館 15 GOLDEN SPIRAL（２） 福地翼 550

KADOKA 9 こんちゅき（２） ｚｕｎｔａ/村田真哉 未定 KADOKA 26 魔王が田舎に嫁いだら（１） 隆原ヒロタ 未定 講談社 14 ざんげ飯（６） こだまはつみ 726 集英社 16 オリンピア・キュクロス（７） ヤマザキマリ 660 小学館 15 はじめラブコメ　オガベベ（５） おきらくボーイ 550

KADOKA 9 咎なスキルで無双する異世界ハーレム怪盗団（４） 深山ユーキ/木曽フミヒロ未定 KADOKA 26 偽物に恋した魔法使い（１） 東方Ｐｒｏｊｅｃｔ/芦山 未定 講談社 14 だきまくランナー（１） 金明豪×ＫＪ 748 集英社 16 BNA ビー・エヌ・エー アニメ『ＢＮＡ　ビー・エヌ 770 小学館 15 アオアシ　ジュニア版（13） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 9 妹が推しすぎる！（１） 稲葉白 未定 KADOKA 26 アエカナル（４） 笹倉綾人 未定 講談社 14 女のはしょり道（５） 伊藤理佐 935 集英社 16 TIEMPO ―ティエンポ―（14） 飯野大祐 693 小学館 15 アオアシ　ジュニア版（14） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 9 ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん（３） 二式恭介 未定 KADOKA 26 私、エリート天使ですが難攻不落なJKに困ってます！（３） のやま 未定 講談社 15 どろぼうちゃん（１） ひととせひるね 528 集英社 16 私のHな履歴書みてください（８） 春輝 660 小学館 15 シブヤニアファミリー（１） 久米田康治 750

KADOKA 9 監禁王（２） あしもと☆よいか/マサイ未定 KADOKA 26 RIRY＆IVY ～ケンカップル百合×性愛アンソロジー～（１） タチ/焔すばるほか 未定 講談社 15 オールド・ルーキー（２） 中村ジュンヤ 616 集英社 16 王様の仕立て屋～下町テーラー～（13） 大河原遁 660 小学館 15 ～異伝・絵本草子～　半妖の夜叉姫（３） 椎名高志/高橋留美子ほ 715

KADOKA 9 君は喧し閉じてよ口を！（１） 森田俊平/アルデヒド 未定 KADOKA 26 後輩OLはメイドのひなさんなんかじゃない（１） 北斗すい 未定 講談社 15 デュアルマウンド（４） 水森崇史 528 集英社 16 キングダム（66） 原泰久 660 小学館 16 BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー　解体！ゴアゴア娘（５） イダタツヒコ/広江礼威 715

KADOKA 9 宇崎ちゃんは遊びたい！（９） 丈 未定 KADOKA 26 宮廷鍛冶師の幸せな日常（２）　～ブラックな職場を追放され上林眞/木嶋隆太ほか 未定 講談社 15 ふたりスイッチ（１） 平本アキラ 726 集英社 16 スタンドUPスタート（８） 福田秀 693 小学館 16 BLACK LAGOON エダ　イニシャルステージ（１） やまむらはじめ/広江礼 715

KADOKA 9 クソザコ風紀委員長かえりちゃん（２） さるぴん 未定 KADOKA 26 私を喰べたい、ひとでなし（５） 苗川采 未定 講談社 15 さよならクリスタルマン（１） 藍葉悠気/紀谷圭吾 726 集英社 16 君のことが大大大大大好きな100人の彼女（11） 中村力斗/野澤ゆき子 660 小学館 16 サバゲっぱなしS（１） 坂崎ふれでぃ 715

KADOKA 9 魔王になったので、ダンジョン造って人外娘とほのぼのする遠野ノオト/流優ほか 未定 KADOKA 26 少女戎機（１） Ｄｏｒｍｉｃｕｍ 未定 講談社 15 DYS CASCADE（１） 中川海二 726 集英社 16 少年のアビス（10） 峰浪りょう 693 小学館 16 終の退魔師　エンダーガイスター（６） 四方山貴史 880

KADOKA 9 咲うアルスノトリア　すんっ！（１） 「咲う　アルスノトリア」よ 　 　 　未定 KADOKA 26 その冒険者、取り扱い注意。　～正体は無敵の下僕たちを 満月シオン/Ｓｉｎ　Ｇｕｉｌｔｙ未定 講談社 15 嘘つきユリコの栄光（３） 田中現兎 715 集英社 16 女優めし（１） 藤川よつ葉/うえののの 715 小学館 16 ヒロイン不在の悪役令嬢は婚約破棄してワンコ系従者と逃柊一葉/じろあるば 715

KADOKA 9 三大陸英雄記（４） 神谷ユウ/桜木桜ほか 未定 KADOKA 26 高千穂ほのか先輩が好きで好きで色々ガマンできない。（２原つもい 未定 講談社 15 絶対聖域のチェリオン（３） 川田暁生 715 集英社 16 久保さんは僕を許さない（10） 雪森寧々 660 小学館 16 ウソツキ皐月は死が視える（５） 了子 715

KADOKA 9 賢者の孫（20） 吉岡剛/菊池政治ほか 未定 KADOKA 26 怪物少年（１） 山路新 未定 講談社 15 ヒプノシスマイク　―Before The Battle―　Dawn Of Divisio ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤ 880 集英社 16 粛正の解毒師（３） 栗原正尚 693 小学館 16 アイショタ　トゥウィンクリングメモリー（３） 丸山有香/すめらぎ琥珀 715

KADOKA 9 賢者の孫SP（４） 吉岡剛/西沢秀二ほか 未定 KADOKA 26 彼女が先輩にNTRれたので、先輩の彼女をNTRます（１） 未定/震電みひろほか 未定 講談社 15 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（３） ひな姫/猫又ぬこほか 715 集英社 16 ラブオールプレー（２） 小瀬木麻美/宮田ダムほ 660 小学館 16 かけこみ！シェアハウス（３） 七味さや 715

KADOKA 9 転生少女の履歴書（１） 唐澤和希/藤本れもちほ 未定 KADOKA 27 アラクノマニア 荊木吠人 693 講談社 16 女神のカフェテラス（７） 瀬尾公治 528 集英社 16 アリスさんちの囲炉裏端（３） キナミブンタ 693 小学館 16 派遣社員あすみの家計簿＠comic（２） 青木祐子/雨野さやか 715

KADOKA 9 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する（５） 皇ハマオ/月夜涙ほか 未定 KADOKA 27 マーディスト　―死刑囚・風見多鶴―（３） ゆとと/半田畔ほか 693 講談社 16 ダイヤのA act2（32） 寺嶋裕二 528 集英社 16 たぬきときつねと里暮らし（３） くみちょう 693 小学館 16 ギャル×スケ！（１） 神内アキラ 715

KADOKA 9 カレとカノジョの選択（４） 緒原博綺 未定 KADOKA 27 おしえて！　BLソムリエお兄さん（３） 下瀬川ひなる 693 講談社 16 ダイヤのC！！　青道高校野球部猫日誌（２） 岡田有希/寺嶋裕二 528 集英社 16 只野工業高校の日常（７） 小賀ちさと 660 小学館 16 不器用な王子様（１） 鮭乃らるかん 715

KADOKA 9 ギャルゲーマーに褒められたい（２） げしゅまろ 未定 KADOKA 30 バケモノとケダモノ（４） 蓮地 未定 講談社 16 甘神さんちの縁結び（７） 内藤マーシー 528 集英社 16 花は咲く、修羅の如く（３） 武田綾乃/むっしゅ 715 小学館 16 マルセイ！！（６） 鯨川リョウ 715

KADOKA 9 脱稿するまでオチません（１） ヨシラギ 未定 KADOKA 30 SOTUS（３） 慧/ＢｉｔｔｅｒＳｗｅｅｔ 未定 講談社 16 彼女、お借りします（28） 宮島礼吏 528 集英社 16 あの世のタスク（１） 子新唯一 715 小学館 16 猫のしもべにされまして（３） 春日有 880

KADOKA 9 クラス最安値で売られた俺は、実は最強パラメーター（３） ＲＹＯＭＡ/カンブリア爆発未定 KADOKA 30 結界師の一輪華（１） おだやか/クレハほか 未定 講談社 16 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（６） 久世蘭 528 集英社 16 ぎんぎつね（17） 落合さより 715 小学館 16 転生悪役令嬢は見せかけドS王子をお仕置きしたい（２） 清水まみ 715

KADOKA 9 逆転世界ノ電池少女（２） レフトハンド/伽藍堂 未定 KADOKA 30 浅草鬼嫁日記　あやかし夫婦は君の名前をまだ知らない。 藤丸豆ノ介/友麻碧ほか未定 講談社 16 不滅のあなたへ（18） 大今良時 528 集英社 16 竜と勇者と配達人（８） グレゴリウス山田 693 小学館 21 藤子不二雄A＆西原理恵子の人生ことわざ面白“漫”辞典 藤子不二雄Ａ/西原理恵 1155

KADOKA 9 異世界帰りの英雄曰く（１） 窪茶/涼暮皐 未定 KADOKA 30 花街の用心棒（２） 一メルカ/深海亮ほか 未定 講談社 16 SECOND BREAK！！（４） 稲木智宏 528 集英社 16 シャドークロス（５） スガワラエスコ 715 小学館 26 クイーンズ・クオリティ（18） 最富キョウスケ 528

KADOKA 9 やがて最強のPKキラー（職業：商人）（３） 原田絵理/ａａａ 未定 KADOKA 30 薄幸な公爵令嬢（病弱）に、残りの人生を託されまして　前世狛句/夕鷺かのうほか 未定 講談社 16 カノジョも彼女（12） ヒロユキ 528 集英社 16 BLACK TIGER ブラックティガー（10） 秋本治 715 小学館 26 御曹司の並ぶ店（３） 宇佐美真紀 528

KADOKA 9 針子の乙女（３） ゼロキ/雪村ゆにほか 未定 KADOKA 30 妹に婚約者を譲れと言われました　最強の竜に気に入られｈｉ８ｍｕｇｉ/柏てんほか 未定 講談社 16 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（３） 木南ユカ 528 集英社 16 GIGANTIS ―ジャイガンティス―（３） 小森陽一/橘賢一ほか 660 小学館 26 柚木さんちの四兄弟。（12） 藤沢志月 528

KADOKA 9 スーパーカブ（７） 蟹丹/トネ・コーケンほか 未定 KADOKA 30 ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　キズナC 矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 16 ガチアクタ（３） 裏那圭/晏童秀吉 528 集英社 16 Dr.Eggs ドクターエッグス（３） 三田紀房 660 小学館 26 薔薇色ノ約束（10） 宮坂香帆 528

KADOKA 9 Fate/Grand Order フロム　ロストベルト（３） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/中谷 未定 講談社 16 生徒会にも穴はある！（１） むちまろ 715 集英社 16 俺の家が魔力スポットだった件　～住んでいるだけで世界最あまうい白一/ｃｈｉｐｐｉほか693 小学館 26 黒崎秘書に褒められたい（６） 宮坂香帆 528

KADOKA 9 RWBY 氷雪帝国　THE COMIC（１） Ｔｅａｍ　ＲＷＢＹ　Ｐｒｏｊｅｃ未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 16 シャングリラ・フロンティア（10）　～クソゲーハンター、神ゲー硬梨菜/不二涼介 715 集英社 16 異世界最高の貴族、ハーレムを増やすほど強くなる（１） 三木なずな/木下さとしほ 715 小学館 26 それは大人の事情です（３） 藤原えみ 528

KADOKA 9 毎月庭つき大家つき（２） ヨドカワ 902 講談社 6 チリアクタ（２） 木村航 726 講談社 20 初恋は血の味がする（２） 山田憂香 726 集英社 16 超人X（４） 石田スイ 792 小学館 26 なめて、かじって、ときどき愛でて（14） 湯町深 528

KADOKA 9 田舎の美少年（３） 右野マコ 未定 講談社 6 MFゴースト（15） しげの秀一 803 講談社 20 スケッチー（６） マキヒロチ 803 集英社 16 社畜、ダンジョンだらけの世界で固有スキル『強欲』を手に入相野仁/拓平ほか 693 小学館 26 異世界魔王は腐女子を絶対逃がさない（７） 池山田剛 528

KADOKA 12 世界の終わりのオタクたち 羽流木はない 未定 講談社 6 満州アヘンスクワッド（10） 鹿子/門馬司 726 講談社 20 蓼食う君も好き好き（２） 当麻 726 集英社 16 魔弾の王と聖泉の双紋剣（２） 瀬尾つかさ/ｂｏｍｉほか 693 小学館 26 リトライジュリエット！！（１） 池山田剛 528

KADOKA 12 アラタの獣（３） 羽生生純/本兌有ほか 未定 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（19） 福本伸行 726 講談社 20 バイオレンスジャック20XX（３） 永井豪/衣谷遊 803 集英社 16 魔弾の王と凍漣の雪姫（３） 川口士/的良みらんほか 693 小学館 26 月とメープルシロップ　―先生との恋は蜜の味―（３） 華夜 528

KADOKA 12 悪役令嬢が正ヒロインを口説き落とす話。 ふじい葛西 未定 講談社 6 税金で買った本（４） ずいの/系山冏 726 講談社 20 あの、一本イれていいですか？（２） 森口ジョー 726 集英社 22 夜明けのリトルマーメイド 上野ポテト 880 小学館 26 今日も王子が尊いです。（１） ヒナチなお 528

KADOKA 12 ウミノオトシモノ かもみら 未定 講談社 6 ゴリラーマン40（３） ハロルド作石 726 講談社 20 カスミ荘の漫画家志望達（１） うらたにみずき/大野そら 726 集英社 22 彼氏と×××したすぎて不思議なアプリを入れてみた むろ文子 792 小学館 26 遼河社長はイケない。（６） 文倉咲 550

KADOKA 13 異世界の主役は我々だ！（11） 加茂ユウジ/グルッペン・未定 講談社 6 DEMONS STAR（４） 阿部秀司/ミクニシン 726 講談社 20 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（５） あずま京太郎/中丸洋介 726 集英社 22 猫には猫の猫ごはん。（６） 御木ミギリ 660 小学館 26 天使と悪魔とわたし。（３） 中嶋ゆか 528

KADOKA 13 ヘルドクターくられの科学はすべてを解決する！！（９） 加茂ユウジ/くられほか 未定 講談社 6 彼岸島　48日後…（35） 松本光司 726 講談社 20 ツワモノガタリ（３） 細川忠孝/山村竜也 726 集英社 22 林檎と蜂蜜walk（19） 宮川匡代 528 小学館 26 おかえりハニー（１） いわおかめめ 528

KADOKA 15 君ノ声（４） 森永ミク 693 講談社 6 デスティニーラバーズ（10） 智弘カイ/カズタカ 715 講談社 20 推しが辞めた（３） オガワサラ 726 集英社 22 月のお気に召すまま（９） 木内ラムネ 484 小学館 26 ポンポコロボ　アト＆スゥ（３） 篠塚ひろむ 528

KADOKA 15 あかねさす柘榴の都（２） 福浪優子 未定 講談社 7 ビンテイジ（２） 赤堀君 748 講談社 20 野苺少女殺人事件（３） 江口侑輝 726 集英社 22 キャラメル　シナモン　ポップコーン（３） 吉住渉 484 小学館 26 カラフル！（２） ときわ藍 528

KADOKA 15 猫のまにまに（１） 宇島葉 未定 講談社 7 錬金術無人島サヴァイブ（４） 伊口紺/保志レンジ 748 講談社 20 異世界の歩き方　エルフと社畜のモンスターツアーズ（１） ｒｅｄｏ 726 集英社 22 たいがー＆どらごん（２） ほしの瑞希 484 小学館 26 ハイカラおとめ～開花宣言～（１） 花星みくり 528

KADOKA 15 先生、今月どうですか（３） 高江洲弥 未定 講談社 7 星使いセレナ（２） ＬＥＮ［Ａ－７］ 748 講談社 20 踊るリスポーン（８） 三ヶ嶋犬太朗 726 集英社 22 ふたりで恋をする理由（11） ひろちひろ 484 小学館 26 いじめ　―心の交換― 五十嵐かおる 528

KADOKA 15 ハルタ　2022-SEPTEMBER volume 97 ハルタ編集部 未定 講談社 8 ブーツレグ（３） ヤスダスズヒト 781 講談社 20 ヴァンパイア女史の秘密（１） 赤井千歳 726 集英社 22 パーフェクト・ドミネーション（１） 横山もよ 506 小学館 26 漫画版　イケメン戦国　明智光秀編（２） 坂本あきら/蔵人幸明ほ 715

KADOKA 15 あなたのおソバに（上） 夏のティー 未定 講談社 8 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレ 笠原巴/柑橘ゆすらほか 715 講談社 20 アカイリンゴ（５） ムラタコウジ 726 集英社 22 アイマイミーマイン（２） 結木悠 484 小学館 28 ブラックチャンネル（６） きさいちさとし 528

KADOKA 15 あなたのおソバに（下） 夏のティー 未定 講談社 8 実は俺、最強でした？（７） 高橋愛/澄守彩 748 講談社 20 怨讐のレプリカ（３） おりお無 726 集英社 22 死がふたりを分かつとも（５） 天色ちゆ 715 小学館 28 運命の巻戻士（２） 木村風太 528

KADOKA 16 αでもΩでもない僕らは（３） 所ケメコ 未定 講談社 8 幼女とスコップと魔眼王（４） 茅田丸/丁々発止ほか 748 講談社 20 彼女の友達（２） じゅら 726 集英社 22 吸血鬼と薔薇少女（11） 朝香のりこ 484 小学館 28 コロッケ！　BLACK LABEL（５） 樫本学ヴ 715

KADOKA 16 聖女の魔力は万能です　～もう一人の聖女～（３） 亜尾あぐ/橘由華ほか 未定 講談社 8 よくわからないけれど異世界に転生していたようです（13） 内々けやき/あしほか 715 講談社 20 雨夜の月（３） くずしろ 726 集英社 22 初×婚（10） 黒崎みのり 484 小学館 28 都市伝説先生ウラモン（１） 田村光久 715

KADOKA 16 猫耳メイドと少年王子（２）　暗殺ターゲットの王子様に恋を さゆこ 未定 講談社 8 嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（６） マツモトケンゴ 693 講談社 20 笑顔のたえない職場です。（６） くずしろ 726 集英社 22 レオと三日月（２） 木下ほのか 484 小学館 28 デュエル・マスターズ紅蓮（１） 森茶 715

KADOKA 16 悪役令嬢は王子の本性（溺愛）を知らない（１） 未定/霜月せつほか 未定 講談社 8 アイスクリームカノジョ（２） くうねりん 715 講談社 20 妻と僕の小規模な育児（７） 福満しげゆき 792 集英社 22 花火は醒めない夢をみる（１） 中島みるく 484 小学館 30 YASUKE（２） ネットフリックス/ラション 715

KADOKA 16 傷心公爵令嬢レイラの逃避行（４） あるてぃ/染井由乃ほか 715 講談社 8 花は口ほどにモノを言う（２） 追本 1210 講談社 20 攻殻機動隊　THE HUMAN ALGORITHM（４） 藤咲淳一/吉本祐樹 1210 集英社 22 不可逆性の向日葵（１） 緒花 858 小学館 30 三日月のドラゴン（７） 長尾謙一郎 715

KADOKA 16 二度目の異世界、少年だった彼は年上騎士になり溺愛して綾月もか/琴子 715 講談社 8 セピア版　花は口ほどにモノを言う（１） 追本 715 講談社 22 帰らないおじさん 西村マリコ 715 集英社 22 ハレルヤベイビー（４） 仔縞楽々 792 小学館 30 67歳の新人　ハン角斉短編集 ハン角斉 715

KADOKA 16 転生悪役令嬢ですが、教師になって落ちこぼれ生徒たちに 榎戸埜恵/涙鳴 未定 講談社 8 セピア版　花は口ほどにモノを言う（２） 追本 715 講談社 22 誰も知らんがな（１） サライネス 715 集英社 22 誰か夢だと言ってくれ（４） みっしぇる 737 小学館 30 東京貧困女子。（６） 中村淳彦/小田原愛 715

KADOKA 16 転生聖女の異世界スローライフ　～奇跡の花を育てたら、魔ゆづきち/三沢ケイ 未定 講談社 8 勇者小隊　寡黙勇者は流されない（５） 石口十 715 講談社 22 たたセン～からめる先生の奇妙な課外授業～（２） 広瀬べろせ 726 集英社 22 しっぽ街のコオ先生（13） たらさわみち 638 小学館 30 住みにごり（２） たかたけし 715

KADOKA 16 転生後宮伝～孤独な姫は皇帝の愛執に溺れる～（１） ザネリ/晴日青 未定 講談社 8 時間停止勇者（10） 光永康則 748 講談社 22 創世のタイガ（10） 森恒二 715 集英社 22 かろりのつやごと（８） 小田ゆうあ 660 小学館 30 血の轍（14） 押見修造 715

KADOKA 16 田部さんは食べられたい（３） 栗崎三号 未定 講談社 8 「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、な芳橋アツシ/延野正行ほ 715 講談社 22 焼いてるふたり（８） ハナツカシオリ 726 集英社 22 邦画プレゼン女子高生　邦キチ！　映子さん　Season 8 服部昇大 825 小学館 30 颯汰の国（12） 小山ゆう 715

KADOKA 16 恐怖の魔王陛下だったのに花嫁きゅぅぅん～が止まりませんワカヤ/白ヶ音雪ほか 未定 講談社 8 返事がない、ただの魔王の屍のようだ　～聖職者が魔王の亜希乃千紗 748 講談社 22 ひらばのひと（３） 久世番子 715 集英社 30 谷口ジローコレクション（15）　神々の山嶺5 谷口ジロー/夢枕獏 3850 小学館 30 空母いぶきGREAT GAME（８） かわぐちかいじ/八木勝 715

KADOKA 20 紅椿妃（１） 高橋拡那 1540 講談社 8 え、テイマーは使えないってパーティから追放したよね？　 最中なつめ/茨木野 715 講談社 22 会社帰りのパ・ド・ドゥ（１） 瀬田ハルヒ 715 集英社 30 谷口ジローコレクション（16）　晴れゆく空　ママ、ドント　クラ 　谷口ジロー/原田宗典 3850 小学館 30 辛辣なるグルメ（２） 香川まさひと/若狭星 715

KADOKA 20 夜な夜な夜な（１） 柴田康平 未定 講談社 8 勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付よねぞう/都神樹ほか 715 講談社 22 出禁のモグラ（３） 江口夏実 715 小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（11） リチャード・ウー/中村真 715

KADOKA 20 ホテル・ライラック 智田直 未定 講談社 8 魔剣鍛冶師になりたくて！（２） 枩岡佳範/岡沢六十四ほ 726 講談社 22 警視庁草紙―風太郎明治劇場―（４） 山田風太郎/東直輝ほか 726 小学館 30 スティグマ（４） 井浦秀夫 715

KADOKA 20 SCRIBBLES（３） 森薫 未定 講談社 8 東京ネオンスキャンダル（４） がしたに/ＭＩＴＡ 715 講談社 22 リエゾン　―こどものこころ診療所―（10） ヨンチャン/竹村優作 726 小学館 30 ひらやすみ（４） 真造圭伍 715

KADOKA 20 SCRIBBLES 〈ワイド版〉（３） 森薫 未定 講談社 8 七聖剣と魔剣の姫（３） エターナル１４歳/御子柴 726 講談社 22 きのう何食べた？（20） よしながふみ 715 小学館 30 真造圭伍短編集 真造圭伍 715

KADOKA 22 魔法科高校の劣等生　司波達也暗殺計画（５） 一乃ゆゆ/佐島勤ほか 671 講談社 8 転生皇子が原作知識で最強（１） 小田童馬/相野仁 726 講談社 22 高度に発達した医学は魔法と区別がつかない（２） 瀧下信英/津田彷徨 737 小学館 30 ゴルゴ13 スピンオフシリーズ（１）　銃器職人・デイブ さいとう・たかを 770

KADOKA 22 好きすぎるから彼女以上の、妹として愛してください。（２） 吉原雅彦/滝沢慧ほか 671 講談社 8 最弱な僕は〈壁抜けバグ〉で成り上がる～壁をすり抜けたら畑優以/北川ニキタほか 726 講談社 22 マタギガンナー（１） 藤本正二/Ｊｕａｎ　Ａｌｂａｒ 715 小学館 30 ゴルゴ13 スペシャルエディション（２）　沖吾郎（＝さいとう・ さいとう・たかを 970

KADOKA 22 楽園ノイズ（１） 未定 671 講談社 8 ブラック国家を追放されたけど【全自動・英霊召喚】があるかコバシコ/六志麻あさほか 726 講談社 22 鑑定眼　もっとも高価な死に方（４） 楠本寛樹/後藤悠太 715 小学館 30 闇の少年（上） 椋洸介/長崎尚志 891

KADOKA 22 古き掟の魔法騎士（２） カワバタヨシヒロ/羊太郎 671 講談社 8 Destiny Unchain Online ～吸血鬼少女となって、やがて『赤ヤチモト/ｒｅｓｎほか 726 講談社 22 やる気なし英雄譚（１） 千嶌オワリ/津田彷徨 715 小学館 30 闇の少年（下） 椋洸介/長崎尚志 891

KADOKA 22 くまみこ（18） 吉元ますめ 704 講談社 9 黒猫と魔女の教室（２） 金田陽介 528 講談社 22 アンメット　―ある脳外科医の日記―（７） 大槻閑人/子鹿ゆずる 715 小学館 30 機動戦士ガンダム　サンダーボルト（20） 太田垣康男/矢立肇ほか 880

KADOKA 22 イケメン女子と女装男子（３） ＴＡＤＤ 未定 講談社 9 Gate of Nightmares（２） 真島ヒロ/スクウェア・エニ 528 講談社 22 グラゼニ～大リーグ編～（２） 森高夕次/足立金太郎 715 小学館 30 機動戦士ガンダム　アグレッサー（16） 万乗大智/矢立肇ほか 715

KADOKA 22 塔の管理をしてみよう（14） 盧恩＆雪笠（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　 未定 講談社 9 杖と剣のウィストリア（５） 大森藤ノ/青井聖 528 講談社 22 バウンスバック（６） こしのりょう 715 小学館 30 よふかしのうた　公式ファンブック コトヤマ/キャラメル・ママ 780

KADOKA 22 ホームレス転生（８）　～異世界で自由すぎる自給自足生活久遠まこと/徳川レモンほ未定 講談社 9 薫る花は凛と咲く（４） 三香見サカ 528 講談社 22 天狗の台所（１） 田中相 781 小学館 30 機動戦士ガンダム　サンダーボルト　太田垣康男　ARTWO太田垣康男/矢立肇ほか4800

KADOKA 22 異世界で手に入れた生産スキルは最強だったようです。　～満月シオン/遠野九重ほ 未定 講談社 9 我間乱　―修羅―（22） 中丸洋介 528 講談社 22 フラジャイル（23） 恵三朗/草水敏 748 小学館 30 KISSxxxx 愛蔵版（２）　〈楠本まきコレクション〉 楠本まき 1980

KADOKA 22 植物モンスター娘日記　～聖女だった私が裏切られた果て ぐう/水無瀬ほか 未定 講談社 9 姫騎士は蛮族の嫁（４） コトバノリアキ 715 講談社 22 わたしたちは無痛恋愛がしたい　～鍵垢女子と星屑男子と 瀧波ユカリ 715 小学館 30 完全版　I'll ―アイル―（１） 浅田弘幸 1980

KADOKA 22 洒落にならない話をおつまみに（１） 柏木郁乃 未定 講談社 9 十字架のろくにん（８） 中武士竜 715 講談社 28 幸せカナコの殺し屋生活（７） 若林稔弥 未定 小学館 30 完全版　I'll ―アイル―（２） 浅田弘幸 1980

KADOKA 22 異世界チートサバイバル飯（９） 山田モジ美/赤石赫々ほ未定

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 チェッ書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価

秋田書店 8 BREAK BACK（14） ＫＡＳＡ 528 キルタイム 28 （成）コミックアンリアルぷらすコレクション（仮） まめこ 1100 スクウェア 7 サクガン（２）（完） 「サクガン」製作委員会/ 660 ティーアイ 8 （成）嫐られ強制射精 中邑カフカ 1120 双葉社 28 ひかる　イン・ザ・ライト！（４）（完） 松田舞 704

秋田書店 8 SANDA（５） 板垣巴留 528 キルタイム 28 （成）アヤノミツカ単行本（仮） アヤノミツカ 1210 スクウェア 7 神達に拾われた男（９） Ｒｏｙ/蘭々ほか 660 ティーアイ 8 （成）ママ達の教育的オチ○ポ指導 おとちち 1120 双葉社 28 犬系の彼氏 カヂロ 990

秋田書店 8 吸血鬼すぐ死ぬ（22） 盆ノ木至 528 クロエ出版 2 （成）続・友達の母親 ｇｏｎｚａ 1210 スクウェア 7 最強タンクの迷宮攻略　～体力9999のレアスキル持ちタン 木嶋隆太/如月命ほか 660 ティーアイ 15 （成）田舎の膣の少女たち 齋藤燕 1120 双葉社 28 透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～（２） 岩飛猫 990

秋田書店 8 バキ道（14） 板垣恵介 528 クロエ出版 2 （成）倒錯催眠実験　中出しおしおき部活動 秋月伊槻 1210 スクウェア 7 千駄木ねこ茶房の文豪ごはん（２） 山本風碧/七野なずなほ 660 ティーアイ 15 （成）未定 ジェニガタ 1120 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

秋田書店 8 漫画　ゆうえんち　―バキ外伝―（１） 藤田勇利亜/板垣恵介 693 幻冬舎コ 24 転生したら剣でした（12） 棚架ユウ/丸山朝ヲほか 693 スクウェア 7 エリスの聖杯（７） 常磐くじら（ＧＡノベル／Ｓ 660 TOブック 1 おっさん、勇者と魔王を拾う＠COMIC（５） 白川祐/チョコカレー 704 双葉社 30 おい、外れスキルだと思われていた《チートコード操作》が化友吉/どまどま 704

秋田書店 8 桃源暗鬼（11） 漆原侑来 528 幻冬舎コ 24 このはな綺譚（14） 天乃咲哉 693 スクウェア 7 難攻不落の魔王城へようこそ～デバフは不要と勇者パーテ御鷹穂積（ＧＡノベル／Ｓ 660 TOブック 1 元公爵令嬢の就職＠COMIC（４） 森野眠子/みたらし団子 704 双葉社 30 災害で卵を失ったドラゴンが何故か俺を育てはじめた（１） 非常口渉/霧崎雀 704

秋田書店 8 GranFamilia（１） 濱田賢治 528 幻冬舎コ 24 死神の王とその娘たち（１） 洋介犬 693 スクウェア 7 サラリーマンの不死戯なダンジョン（３）（完） 昼熊/Ｔｕｅｓｄａｙ（ＦＡＮＦＡ 　660 TOブック 1 ゲーム世界転生〈ダン活〉　～ゲーマーは【ダンジョン就活の浅葱洋/ニシキギ・カエデ 704 双葉社 30 万能スキル『調味料作成』で異世界を生き抜きます！（２） 天栗めし子/あろえ 704

秋田書店 8 マウントセレブ金田さん（２） ニャロメロン 660 幻冬舎コ 24 神の手違いで死んだらチートガン積みで異世界に放り込ま かくろう/石神一威ほか 715 スクウェア 7 泥酔彼女（２） 串木野たんぼ（ＧＡ文庫 660 TOブック 15 ティアムーン帝国物語　断頭台から始まる、姫の転生逆転 杜乃ミズ/餅月望 704 双葉社 30 魔法学園の大罪魔術師（３） 和咲福朗/楓原こうた 704

秋田書店 8 かわいい後輩に言わされたい（４） 川村拓 660 幻冬舎コ 24 詰んでる元悪役令嬢はドS王子様から逃げ出したい（３） うすいかつら/かーみら 715 スクウェア 7 栽培チートで最強菜園～え、ただの家庭菜園ですけど？～九頭七尾（ＧＡ文庫／ＳＢ 660 TOブック 15 異世界に落とされた…浄化は基本！＠COMIC（３） 中島鯛/ほのぼのる５００ 704 双葉社 30 異世界の役所でアルバイト始めました（３） かから/硝子町玻璃 704

秋田書店 8 メイカさんは押しころせない（９） 佐藤ショーキ 693 幻冬舎コ 24 悪役令嬢はオジサマに夢中です（２） 翡翠/落槻あれれほか 715 スクウェア 7 人質交換ゲーム（２）（完） 雨宮黄英/ホリエリュウほ 680 TOブック 15 地球さんはレベルアップしました！＠COMIC（３） まいたけ/生咲日月 704 双葉社 30 必勝ダンジョン運営方法（９） 松波留美/雪だるま 704

秋田書店 8 DESTRA ―デストラ―（４） 本田優貴 792 幻冬舎コ 24 先輩、キスってどうやるの？ 平喜多ゆや 748 スクウェア 7 全員俺のソロパーティ（２）（完） 愛坂タカト/福成冠智 660 TOブック 15 乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル＠COMIC（２） わかさこばと/春の日びよ 704 双葉社 30 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。（９樽戸アキ/しょぼんぬ 704

秋田書店 8 DESTRA ―デストラ―（５）（完） 本田優貴 792 幻冬舎コ 24 よこしま（シロハート）ピローボーイ ほっかむり 836 スクウェア 7 悪役令嬢は溺愛ルートに入りました！？（コミック）（１） 十夜/宵マチほか 680 TOブック 15 ポーションは160km/hで投げるモノ！～アイテム係の俺が万羽尻伊織/鉄人じゅす 704 双葉社 30 嫌われ勇者に転生したので愛され勇者を目指します！～すたぢまよしかづ/鈴木竜一 704

秋田書店 8 サイコ×パスト　猟奇殺人潜入捜査（２） 本田真吾 693 光文社 16 2番セカンド（２） 小木ハム 未定 スクウェア 7 勇者パーティーを追放された俺だが、俺から巣立ってくれた初枝れんげ/柴乃櫂人ほ 660 徳間書店 13 ふつうのおんなのこにもどりたい（３） ふみふみこ 792 双葉社 30 あの日地球にダンジョンが出現した（４）（完） はるちか/笠鳴小雨 704

秋田書店 8 WORST外伝　ゼットン先生（７） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 693 ゴルフダイ 1 オーイ！とんぼ（40） かわさき健/古沢優 660 スクウェア 12 黄泉のツガイ（２） 荒川弘 490 徳間書店 13 推しが武道館いってくれたら死ぬ（９） 平尾アウリ 792 双葉社 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宮古蜂/荒三水 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（２） 髙橋ヒロシ/キタハラタケ 693 コスミック 15 ヒヨコちゃんとハリネズミくん 中井紳士 770 スクウェア 12 不徳のギルド（10） 河添太一 660 徳間書店 13 バンドオブチルドレン（４） 横島日記 792 文苑堂 30 （成）甘えて…いいよ（ベタハート） 東條土筆 1210

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（18） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 693 コアマガジ 2 マザーファッカーズ（３）　BL畑の片隅で 藤生 999 スクウェア 12 裏世界ピクニック（９） 宮澤伊織/水野英多ほか 660 徳間書店 13 ZINGNIZE（８） わらいなく 792 文苑堂 30 （成）情欲マタニティ 東磨樹 1210

秋田書店 8 クローズ外伝　鳳仙花　the beginning of HOUSEN（14） 髙橋ヒロシ/齋藤周平 693 コアマガジ 22 へんたいできたね 熊猫 765 スクウェア 12 傭兵と小説家（２） 南海遊（星海社ＦＩＣＴＩＯ 660 徳間書店 24 パパと父の恋くらし 果桃なばこ 704 文藝春秋 8 やまとは恋のまほろば　新装版（１） 浜谷みお 792

秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（21）（完） 板垣恵介 1100 コアマガジ 22 アドルフ先生と磯山くん 熊猫 765 スクウェア 12 オウルナイト（２） 高津カリノ 680 徳間書店 24 天才調香師と弱気紳士 百々地さ和 726 文藝春秋 28 悪役令嬢バトルロワイヤル（２） 小川夏/岩咲兎夢子 792

秋田書店 14 Rosen Blood ～背徳の冥館～（５）（完） 石据カチル 528 コアマガジ 22 （成）慟哭の檻 唄飛鳥 1300 スクウェア 12 アホリズムaphorism（15） 宮条カルナ 660 徳間書店 24 鬼教官がハンコをくれません！ 椎名秋乃 748 フロンティ 12 誰かこの状況を説明してください！　～契約から始まるウェ木野咲カズラ/徒然花 693

秋田書店 14 緋色の呪文（３） 藤田麻貴 693 コアマガジ 30 （成）貞操観念ゼロの女友達 水龍敬 1300 スクウェア 12 落ちこぼれ国を出る　～実は世界で4人目の付与術師だっ 御影雫/ＨＡＹＡＤＡＩ 660 徳間書店 24 恋のネームが切れません！（２） 黒沢椎 704 フロンティ 15 溺愛ヤクザには甘やかされない！（３）（完） 平井るな 704

秋田書店 14 新装版　スケバン刑事（11） 和田慎二 1080 コアマガジ 30 （成）そして人妻は寝取られた あらくれ 1300 スクウェア 12 乙女ゲーム六周目、オートモードが切れました。（４） 空谷玲奈（フロンティアワ 660 日本文芸 8 高嶺のハナさん（７） ムラタコウジ 748 フロンティ 16 銭（インチキ）の力で、戦国の世を駆け抜ける。（３） 広石匡司/Ｙ．Ａ 693

秋田書店 14 新装版　スケバン刑事（12）（完） 和田慎二 1080 コアマガジ 30 （成）なぐさみ螺旋　姉妹の裏表 ｋｉａｓａ 1300 スクウェア 12 騎竜免許とった女子高生（３）（完） 高野裕也 660 日本文芸 8 刀剣乱舞～日本号つれづれ酒～（１） 「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 　814 フロンティ 22 レムナント（７）　―獣人オメガバース―　初回限定版 羽純ハナ 990

秋田書店 14 Re:スケバン刑事（２） 和田慎二/福井あしび 660 コアマガジ 30 （成）むちっとパッション！ まんす 1300 スクウェア 12 異世界先生～凡人教師は天才生徒達と異世界で青春する川﨑宙 660 日本文芸 20 鬼ゴロシ（８） 河部真道 792 フロンティ 22 プチミニョン（２）　―獣人おめがばーす― 羽純ハナ 770

秋田書店 14 スケバン刑事Pretend（２） 和田慎二/猪原賽ほか 660 コアミック 20 ちるらん　新撰組鎮魂歌（34） 橋本エイジ/梅村真也 726 スクウェア 12 破談から宜しくお願い致します（２） 水島ライカ 660 日本文芸 20 ラクガキ～呪いの館～（１） 志名坂高次/粂田晃宏 770 フレックス 12 でこぼこ魔女の親子事情（４） ピロヤ 737

秋田書店 14 ヤンキーくんは生徒会長様に躾けられたい あさひ 770 コアミック 20 終末のワルキューレ（16） アジチカ/梅村真也ほか 726 スクウェア 12 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 琴子/ＴＣＢほか 660 日本文芸 20 RAWGUY 粂田晃宏 792 フレックス 12 300年引きこもり、作り続けてしまった骨董品《魔導具》が、軒うさぺんぎん/空地大乃 770

秋田書店 14 炎の蜃気楼R（５） 桑原水菜/浜田翔子 660 コアミック 20 東京決闘環状戦（８） 山田俊明 726 スクウェア 12 おはよう少年（１） 礼島れいあ 660 日本文芸 29 レッドリスト～警視庁組対三課PO～（５） 神崎裕也 792 フレックス 15 殿と犬（１） 西田理英 737

秋田書店 14 探偵はサウナで謎をととのえる（１） 吉岡梅/たうみまゆ 660 コアミック 20 テンゲン英雄大戦（２） 坂ノ市クバル/裕本恭 726 スクウェア 12 経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。 長岡マキ子/カルパッチョ 660 日本文芸 29 警部補ダイマジン（14） リチャード・ウー/コウノコ 792 フレックス 15 悪役令嬢らしく、攻略対象を服従させます　推しがダメにな 奈院ゆりえ/時田とおるほ 836

秋田書店 14 病める惑星より愛をこめて（２） 本田 660 コアミック 20 マザーパラサイト（６） 佐藤洋寿 748 スクウェア 12 失格紋の最強賢者　～世界最強の賢者が更に強くなるため進行諸島/肝匠＆馮昊（ 　660 日本文芸 29 いきものがすきだから（１） カレー沢薫 814 フレックス 15 推しが我が家にやってきた！（７） 慎本真 737

秋田書店 14 翔子の事件簿シリーズ！！出会い　ふたたび 大谷博子 693 コアミック 20 豚の復讐（３） 黒田高祥/仁藤砂雨 726 スクウェア 22 賭ケグルイ（16） 河本ほむら/尚村透 680 日本文芸 29 銀牙伝説ノア（17）（完） 高橋よしひろ 770 復刊ドット 21 鉄腕アトム　《オリジナル版》（12） 手塚治虫 4620

秋田書店 14 今夜も夫を裏切ってます　～性の道具は年下隠れイケメン 克本かさね 748 コアミック 20 さるまね（１） 吉田薫 726 スクウェア 22 賭ケグルイ双（13） 河本ほむら/斎木桂 680 日本文芸 29 監禁婚～カンキンコン～（９） 近藤しぐれ 770 復刊ドット 21 鉄人28号《オリジナル版》（６） 横山光輝 5170

秋田書店 20 どろろと百鬼丸伝（７） 手塚治虫/士貴智志 693 コアミック 20 天狗祓の三兄弟（３） 晴川シンタ 726 スクウェア 22 最近雇ったメイドが怪しい（６） 昆布わかめ 730 LINE Digi  15 さよなら神様（１） 麻耶雄嵩/谷古宇剛ほか 638 プランタン 6 オネエ系ヤクザに毎晩溺愛されてます（５）　（仮） 天真夜 未定

秋田書店 20 不安の種＊　アスタリスク（５） 中山昌亮 660 コアミック 20 モブ子の恋（14） 田村茜 704 スクウェア 22 クールドジ男子（５） 那多ここね 1100 LINE Digi  15 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！（３） 練馬ジム 638 プランタン 6 昼の純愛と夜の劣情　幼馴染は私の知らない欲望を抱く　 ねむみ雨華 未定

秋田書店 20 DEAD Tube～デッドチューブ～（20） 山口ミコト/北河トウタ 693 コアミック 20 うちのちいさな女中さん（３） 長田佳奈 726 スクウェア 22 クールドジ男子図鑑（２）　ポストカードブック 那多ここね 1320 LINE Digi  15 鬼畜島（21） 外薗昌也 638 プランタン 30 スリーピングデッド（下）　（仮） 朝田ねむい 未定

秋田書店 20 聖闘士星矢　冥王異伝　ダークウィング（３） 車田正美/サイトウケンジ 693 コアミック 20 オタクに優しいギャルはいない！？（２） のりしろちゃん/魚住さか 704 スクウェア 24 咲　―Saki―　阿知賀編　episode of side-A（９） 小林立/五十嵐あぐり 660 LINE Digi  15 ムラサキ（４） 厳男子 693 ブライト出 16 イツやめ　イッても、イッても…止めないよ？　この男、猛獣 こしあん 700

秋田書店 20 聖闘士星矢EPISODE.G レクイエム（４） 車田正美/岡田芽武 957 コアミック 20 スモーキングメイドロマンス（２）（完） いずみせら 726 スクウェア 24 咲　―Saki―（23） 小林立 660 ファンギル 20 君がそれを愛と呼んでも（２） ひびき澪 1012 ブライト出 16 巨乳ちゃんと巨根上司（４） 小此木葉っぱ 730

秋田書店 20 40歳からラジコンできるかな？　断言しようラジコンはとてつ 　阿部秀司 1100 コアミック 20 あおのたつき（６） 安達智 748 スクウェア 24 シノハユ　the dawn of age（15） 小林立/五十嵐あぐり 680 モバイルメ 20 ギラつき上司と偽装結婚！？（４） 叶依恭 759 ブライト出 16 おやすみ、またね。ましろくん。 カトウロカ 800

秋田書店 20 じゃあ、君の代わりに殺そうか？（６） 蔵人幸明/榊原宗々 693 三交社 7 ドラゴンに三度轢かれた俺の転生職人ライフ～慰謝料（スキ澄守彩/八嶋成生 748 スクウェア 24 怜　―Toki―（９） 小林立/めきめき 660 モバイルメ 20 元ヤン農家のHがヤバい！（２） 和 792 ブライト出 16 うちのメイドに性癖歪められました 示路々井さに 700

秋田書店 20 じゃあ、君の代わりに殺そうか？　～プリクエル【前日譚】～蔵人幸明/榊原宗々 693 三交社 7 漫画家の明石先生は実は妖怪でした。（１） 霜月りつ/佑羽栞 737 スクウェア 24 染谷まこの雀荘メシ（３）（完） 小林立/めきめき 660 モバイルメ 20 佐藤くんは何度イッても離してくれない 玄野さわ 759 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 20 運びの犬（７） 清水ヤスヲミ 693 英和出版 9 完璧な柴先輩のやわいとこ 相野ココ 770 スクウェア 24 その着せ替え人形は恋をする（10） 福田晋一 660 モバイルメ 20 先生で、セックスの練習していい？（３） 麻生実花 759 ふゅーじょ 24 チョコチップクッキー 鳶田瀬ケビン 770

秋田書店 20 Mr.CB（10） 綱本将也/谷嶋イサオ 693 三交社 22 大好き同士がしたいコト。 比谷 700 スクウェア 24 現実の彼女はいりません！（15） 田尾典丈/三雲ジョージ 660 Jパブリッ 16 婚約破棄が目標です！（２） 一原ロコ/夏目みやほか 902 ふゅーじょ 24 俺の◎◎先生 粕 770

秋田書店 20 大阪MADファミリー（８） 信長アキラ 693 三交社 22 困らせないでよ、優岡くん！～エリート後輩の不器用な愛しニマキアリ 700 スクウェア 24 恋は論破できない（４）（完） 柳原望 660 Jパブリッ 16 残り物には福がある。（２） 御茶まちこ/日向そらほか 770 ふゅーじょ 24 未定 森世 770

秋田書店 20 カレシがいるのに（６） 柚木Ｎ’ 660 メディアソ 30 おうちへかえろう　―猫耳オメガバース―（３） 日野原 737 スクウェア 24 だぶるぶる　―Double Bull―（３） 戌森四朗 660 Jパブリッ 20 経費でホテル代は落ちません！ 黒木えぬこ 770 ふゅーじょ 24 訳アリ先輩の彼女になりました（５） 花田 770

秋田書店 20 角栄に花束を（７） 大和田秀樹 693 メディアソ 30 俺専用AV男優くん ほわこ 781 スクウェア 24 恐竜ちゃんと化石くん（２） 六本順 660 Jパブリッ 20 美味しい末裔 直江犀 770 ぶんか社 5 四天王最弱だった俺。転生したので平穏な生活を望む（３） 藤居にこ/謙虚なサーク 693

秋田書店 20 半グレ　―六本木　摩天楼のレクイエム―（５） 草下シンヤ/山本隆一郎 693 三和出版 30 （成）ちっちゃいけどイケるもん あ～る・こが 1300 スクウェア 24 ローマふたり暮らし（１） 田澤裕/友井太郎 660 Jパブリッ 22 ワールズエンドブルーバード（１） 星名あんじ 825 ぶんか社 5 最強の力を手に入れたかわりに女の子になりました　女だ ふじや/笹塔五郎 693

秋田書店 20 去る者は日々に疎し（４） 葉月京/折笠りょこ 693 三和出版 30 （成）いつでもどこでもおねショタSEX（シロハート） 後藤寿庵 1300 スクウェア 24 SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん（19） 長田悠幸/町田一八 680 Jパブリッ 22 ワールズエンドブルーバード（２） 星名あんじ 770 ぶんか社 5 乙女ゲーの世界に転生したら、デレ属性の豪傑系悪役令嬢とこり/８Ｄ 693

秋田書店 20 エルフさんは痩せられない。（４） シネクドキ 792 ジーオーテ 13 （成）誘惑らぷそでぃ れい 1430 スクウェア 24 史上最強の大魔王、　村人Aに転生する（７）（完） 下等妙人（ファンタジア文 660 ハーパー 1 砂漠のダイヤモンド 佐々木みすず/スーザン 660 ぶんか社 6 （成）感じる（シロハート）ふわとろボディ こりす 1210

秋田書店 20 採取はゲームの基本です！！　～採取道具でだって戦えま一色遥/拓 693 ジーオーテ 24 （成）女の子様に堕ちなさい 右の人みつる 1320 スクウェア 24 その着せ替え人形は恋をする　TVアニメ公式ファンブック　福田晋一 1850 ハーパー 1 ダイヤモンドの純真 佐々木みすず/スーザン 660 ぶんか社 6 （成）猛禽女教師の発情搾精授業 北かづき 1210

秋田書店 20 バトル・ロワイアル　―執行者たち　エンフォーサーズ―（１ 高見広春/浅田有皆 693 ジーオーテ 30 （成）俺得修学旅行（４）　キャラクターズエピソード 奥森ボウイ 1375 スクウェア 27 めざせ豪華客船！！　～船召喚スキルで異世界リッチライ たむたむ/ザザロン亞南 660 ハーパー 1 運命の日曜日 御園えりい/スーザン・メ 660 ぶんか社 6 （成）少女と熟女と背徳の夜 わるいこ/葛城あゆむ 1210

秋田書店 20 チチチチ（６） クール教信者 693 ジーオーテ 30 （成）イきましょ・せんぱい かいづか 1100 スクウェア 27 椎奈さんの推し事情（２） 碧くるみ 660 ハーパー 1 あの千切れた愛を 高倉知子/スーザン・メイ 681 ぶんか社 8 ダブルリベンジ～復讐の甘い毒～（２） ＯＵＭＡ 748

秋田書店 20 高嶺の華は乱れ咲き（７） いとうえい 660 ジーオーテ 30 バレット×ファング（２） うたたねひろゆき 770 スターツ出 22 不運からの最強男（２） 中林ずん/フクフク 715 ハーパー 1 メイドは一夜のシンデレラ 光晴ねね/アビー・グリー 660 ぶんか社 12 主任がゆく！（27） たかの宗美 880

秋田書店 20 優等生と秘密のお仕事（７） あずまゆき 693 主婦と生 2 くまクマ熊ベアー　～今日もくまクマ日和～（２） 佐藤ユキノリ/くまなのほ 693 スターツ出 22 Sランクパーティーを無能だと追放されたけど、【鑑定】と【治ジアナズ/昼行燈 715 ハーパー 1 星と砂とシーク 冬木るりか/メリッサ・ジェ 660 ぶんか社 15 変態？いいえ、一途なだけです。（１） 深海ゆゆ 763

秋田書店 20 スキウサギ（７） キューライス 1100 主婦と生 2 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む桂イチホ/ふか田さめたろ 693 スターツ出 22 将来結婚しようね、と約束した幼馴染が剣聖になって帰ってコボリヤスヒラ/深山鈴 715 ハーパー 1 愛なき王子の婚約者 篠原正美/メイシー・イエ 660 ぶんか社 15 エロゲーのビッチ令嬢に転生したけど、純愛ルート目指しま大橋薫 733

秋田書店 20 スキネズミ（２） キューライス 1100 少年画報 1 ナポレオン～覇道進撃～（23） 長谷川哲也 759 スターツ出 22 勇者パーティーをクビになった忍者、忍ばずに生きます（３）ゼロハチネット/いちまる 715 ハーパー 1 アテネから来た暴君 桜屋響/ジュリア・ジェイム 660 ぶんか社 15 16年、君を想うとこんなに大きく…（シロハート）～XLなエリ 小豆/青井千寿 733

朝日新聞 20 会社員だけど霊能者修行始めました（４） 山本まゆり/寺尾玲子 902 少年画報 1 人類存亡コクピットガールズ（１） 塩野干支郎次 759 スターツ出 22 腹ペコ魔王と捕虜勇者！～魔王が俺の部屋に飯を食いに 梅原うめ/ちょきんぎょ。 715 ハーパー 9 ロスト・ラヴ 小林博美/キャロル・モー 660 ぶんか社 29 狼騎士と純潔姫　～身分違いの淫らな純愛～（１） 御茶まちこ/森田りょう 748

朝日新聞 20 血筋の縛り 山本まゆり/寺尾玲子 693 少年画報 5 新藤さんと山吹くん　明日は外でメシ食おう！（１） 鷲尾美枝 759 秋水社発 12 奥まで来てる　先輩上司の海外仕込みな溺愛（１） 長谷河樹衣 770 ハーパー 9 あの夜に宿った永遠 岡田純子/アニー・ウエス 660 ぶんか社 29 初恋秘書はベッドの上で雄になる　恋人契約は甘くこじれてたまき棗 748

朝日新聞 20 霊能者　寺尾玲子の心霊質問箱 寺尾玲子/「ＨＯＮＫＯＷＡ1320 少年画報 5 至極のお弁当（１） 佐々木善章 759 秋水社発 20 あかりとシロの心霊夜話（34）　懺悔のとき 西尚美 792 ハーパー 9 拒まれたイタリア富豪 真崎春望/イヴォンヌ・リ 660 芳文社 1 きららファンタジア（４） きららファンタジア製作委 748

朝日新聞 20 それってマジですか！？（１） 流水りんこ 968 少年画報 8 おねーさんが侵略中！？（２） さんりようこ 715 秋水社発 20 霊感動物探偵社（12） 山内規子 825 ハーパー 9 期限つきの婚約者 藤本さみ/キャスリン・ロス 660 芳文社 1 世界一の魔法使いは弟子に負けないっ！（１） 白尾こじょ 748

朝日新聞 20 あことバンビ（１） ＨＥＲＯ 1320 少年画報 12 マンガで分かる心療内科　ニーチェ編（25） ゆうきゆう/ソウ 814 秋水社発 26 僕の可愛い婚約者の為ならば。（１） 三槻ぱぶろ 770 ハーパー 9 買われた貴婦人 秋乃茉莉/シルヴィー・カ 660 芳文社 5 ＃オレ達飼われます 二須りぃ 792

朝日新聞 20 あことバンビ（２） ＨＥＲＯ 1320 少年画報 12 大親友（５） 大島永遠 814 秋水社発 26 強制Switch 彩田あまた 770 ハーパー 9 裏切られたシンデレラ 谷口亜夢/レニー・ローゼ 660 芳文社 5 君主様は嫁ぎたいッ 秋山花緒 792

茜新社 16 OPERA（85）　青 アンソロジー 998 少年画報 12 ねこぱんち　16周年号 アンソロジー 548 アルファポ 14 カラダ目当て 小川つぐみ/桜朱理 704 ハーパー 16 偽装婚約～冴えない彼の正体はオオカミ御曹司でした～（ 春峰/葉嶋ナノハ 693 芳文社 7 孔明のヨメ。（14） 杜康潤 792

茜新社 28 （成）こづくりれんしゅうしてました ＥＢ１１０ＳＳ 1298 少年画報 12 キジトラ猫の小梅さん（23） ほしのなつみ 759 彗星社発 16 漣蒼士に処女を捧ぐ～さあ、じっくり愛でましょうか（２） 村上晶 748 ハーパー 16 イケメン御曹司はお断り！～極上彼氏の嘘から始まる愛さ 小中いえやす/伊月ジュ 693 芳文社 7 秘密のお姉さん養成ノート（１） トフ子 792

茜新社 28 （成）未熟なからだと誘惑ぱんつ Ｒｉｃｏ 1298 少年画報 14 公然わいせつ魔法少女（１） 亜桜まる 715 彗星社発 16 俺に注がせてください。～奥手サキュバスとごちそう美青年こことおる 748 ハーパー 16 十億のアレ。～吉原いちの花魁～（５） 宇月あい 820 芳文社 7 先輩に推されて仕事になりません！（１） あしや稚浩 792

茜新社 28 （成）よりどり娘のみ 絶対やるもに 1298 少年画報 14 エセお嬢様VSガチお嬢様　―風呂短編集― 風呂 715 彗星社発 16 俺に注がせてください。～奥手サキュバスとごちそう美青年こことおる 748 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 芳文社 12 ちょっといっぱい！（９） 火曜 726

一迅社 14 生命体Lの果てから 光田さの 748 少年画報 26 せふれ（５） 甘詰留太 715 彗星社発 16 カラダが恋する契約結婚～冨永夫妻は今夜も離婚できませいち 748 ハーパー 16 わたし、いつから婚約者になったんですか？～クールな副 夏咲たかお/麻生ミカリ 693 芳文社 12 観音寺睡蓮の苦悩（４）（完） カエルＤＸ 726

一迅社 14 5分後に孵るのを待ってる チ点日子 792 少年画報 26 ニュートーキョーカモフラージュアワー（３） 松本千秋 880 彗星社発 16 前略、お兄ちゃんは聖女になりました。 由依子 748 ハーパー 16 侯爵様はウェディング・ベルを鳴らしたい～薄幸の元令嬢は深井結己/七里瑠美 693 芳文社 12 キミと家族になるまで（３）（完） 霜月絹鯊 726

一迅社 15 アンドロイドは経験人数に入りますか？？（２） 焼肉定食 748 少年画報 26 マナブ 楠本哲 759 アルファポ 26 Re:Monster（９） 小早川ハルヨシ/金斬児 748 白泉社 5 転生悪女の黒歴史（９） 冬夏アキハル 495 芳文社 12 ほうかご再テンセイ！（１） そめちめ 726

一迅社 15 彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！（３） 伊月クロ 748 少年画報 26 猿ロック　REBOOT（６） 芹沢直樹 715 アルファポ 26 さようなら竜生、こんにちは人生（９） くろの/永島ひろあき 748 白泉社 5 転生悪女の黒歴史　番外編集 冬夏アキハル 495 芳文社 14 経理の夏谷さんはガマンできない（５） 財政ろろ 704

一迅社 16 ごめんあそばせ、殿方様！　～100人のイケメンとのフラグ セロタ/マキムラＫ 858 少年画報 26 お前の寝言がわからない 永田礼路 715 アルファポ 26 レベル596の鍛冶見習い（４） 雨理ユウ/寺尾友希 748 白泉社 5 琉球のユウナ（８）（完） 響ワタル 495 芳文社 14 三十路病の唄（４） 河上だいしろう 704

一迅社 20 デイジー～公爵の婚約者になる方法～（４） ＡＬＬＹＮ/リサベルほか 1034 少年画報 30 ばいばい、アース（４）（完） 麻日隆/冲方丁 968 アルファポ 26 異世界転生騒動記（10） ほのじ/高見梁川 748 白泉社 5 この凶愛は天災です（５）（完） 夢木みつる 495 芳文社 14 ダンナの童貞もらいます（２） 神山とく 704

一迅社 21 すのはら荘の管理人さん（８） ねこうめ 880 少年画報 30 カメラ、はじめてもいいですか？（４） しろ 715 アルファポ 26 異星界転星（３） 大山散歩 748 白泉社 5 それでも弟は恋したがる（１） 林みかせ 495 芳文社 14 巨匠（１） Ｇたかし/髙橋一仁 704

一迅社 24 Paradox Live Stage Battle “COMIC”（１） ｎａｒｕ/Ｐａｒａｄｏｘ　Ｌｉｖｅほ 900 少年画報 30 もっけの箱庭（３） 草川為 759 アルファポ 26 四十路のおっさん、神様からチート能力を9個もらう（１） 鈴木魚/霧兎 748 白泉社 5 ×××な関係（５） なかじ有紀 693 芳文社 27 あっちこっち（９） 異識 968

一迅社 24 宝石商リチャード氏の謎鑑定（５） あかつき三日/辻村七子 770 少年画報 30 太陽系SF冒険大全　スぺオペ！（６） 麻宮騎亜 814 アルファポ 26 物語の中の人（９） 黒百合姫/田中二十三 748 白泉社 5 全部教えて、先生。（５） 椎野翠 594 芳文社 27 一畳間まんきつ暮らし！（３） ひさまくまこ 968

一迅社 24 破天荒遊戯（24） 遠藤海成 880 新書館 1 花鳥風月（10） 志水ゆき 990 アルファポ 26 平兵士は過去を夢見る（７） 鈴木イゾ/丘野優 748 白泉社 5 ごほうびは居酒屋で（２） たのまゆうむ 638 芳文社 27 ご注文はうさぎですか？Complete Blend（３） Ｋｏｉ 2750

一迅社 24 空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩（３） 鳥原習 990 新書館 1 翻弄系小説家とのロマンスについて 楢島さち 792 アルファポ 30 あやかし蔵の管理人（１） 北野りりお/朝比奈和 748 白泉社 20 神さま学校の落ちこぼれ（３） 赤瓦もどむ/日向夏ほか 495 芳文社 27 瑠東さんには敵いません！（２） 相崎うたう 968

一迅社 27 アズールレーン　THE ANIMATION あなたの碧き航路に祝 ｉｃｈｉｎｏｍｉ 748 新書館 1 十二支色恋草子・外伝（１） 待緒イサミ 792 アルファポ 30 みなそこに澄む世界（１） 浅見ヒッポ 748 白泉社 20 暁のヨナ（39） 草凪みずほ 495 芳文社 27 六条さんのアトリビュート（２）（完） セトユーキ 968

一迅社 27 アズールレーン　THE ANIMATION あなたの碧き航路に祝 ｉｃｈｉｎｏｍｉ 748 新書館 1 教えて、きみのぜんぶ。 並榎雫 759 アルファポ 30 ほっといて下さい（２）　従魔とチートライフ楽しみたい！ 鳴希りお/三園七詩 748 白泉社 20 呪い子の召使い（７） 柴宮幸 495 芳文社 27 ササエルの中には誰もいない（１） こめつぶ 968

一迅社 30 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしま ひだかなみ/山口悟 740 新書館 1 Collar me（２）　Dom/Subユニバースアンソロジー（仮） 山田ノノノほか 1298 アルファポ 30 元獣医の令嬢は婚約破棄されましたが、もふもふたちに大 上原誠/園宮りおん 748 白泉社 20 執事・黒星は傅かない（９） 音久無 495 芳文社 27 それでは、ステキなセッションを。（１） 福きつね 968

一迅社 30 フェンリル騎士隊のたぐいまれなるモフモフ事情～異動先の牛野こも/江本マシメサほ 710 新書館 下 艶漢（アデカン）（17） 尚月地 770 アルファポ 30 最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか（６） ほおのきソラ/鳳ナナ 748 白泉社 20 愛蔵版　天使禁猟区（１） 由貴香織里 990 芳文社 27 リリカお嬢様に振り回される！（１） メイス 968

一迅社 30 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？（５） おだやか/籠の中のうさぎ 700 新書館 下 蟻の帝国（３） 文善やよひ 770 東京漫画 9 憑かれによく効く治療法 しりのあな 760 白泉社 20 愛蔵版　天使禁猟区（２） 由貴香織里 990 芳文社 27 マギアレコード　魔法少女まどか☆マギカ外伝TVアニメ公式Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/まん 3300

一迅社 30 夜這いを決意した令嬢ですが間違えてライバル侯爵弟のベ椎名明/茜たま 750 ジュネット 16 性の劇薬　Re：life 水田ゆき 770 東京漫画 9 バージンアイドル 三枝慎 750 白泉社 29 無法島（６）（完） 森恒二 715 ホビージャ 1 魔王使いの最強支配（１） 大関詠詞/空埜一樹 715

一迅社 30 伯爵令嬢は犬猿の仲のエリート騎士と強制的につがいにさ鈴宮ユニコ/茜たま 750 新潮社 8 婚活バトルフィールド37（２） 猪熊ことり 726 東京漫画 30 はきだめに恋 はなぶさ数字 750 白泉社 29 ふたりエッチ（87） 克・亜樹 660 ホビージャ 1 いっつも塩対応な幼なじみだけど、俺に片想いしているのがミナミト/六升六郎太 715

一迅社 30 出稼ぎ令嬢の婚約騒動　次期公爵様は婚約者に愛された ＮＲＭＥＮ/黒湖クロコほ 750 新潮社 8 女騎士とケモミミの子（１） たーぼえんじん 726 アース・ス 12 女神と魔王（♀）から迫られて生まれて初めて女の子とフラ 森貴夕貴 660 白泉社 29 恋愛フロップス（１） 石坂リューダイ/Ｌｏｖｅ　Ｆ 　715 ホビージャ 1 孤児院テイマー（３） 倉崎もろこ/安藤正樹 715

一迅社 30 モブだけど推しが生きてるから毎日が楽しい（２） つちのえいち/ＫＡＩほか 710 新潮社 8 僕はお兄ちゃんのことが好きです。（２） 蒼井たまご 726 アース・ス 12 転生したら兵士だった？！　残刻の復讐者（２） 咲メギコ/師裏剣ほか 660 白泉社 29 懲役一善　～社会のゴミですけど感謝してくれますか？～ 宮月新/田中基 715 ホビージャ 1 新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて 荻野ケン/岸馬きらく 715

一迅社 30 王子様に溺愛されて困ってます～転生ヒロイン、乙女ゲーム三浦ひらく/月神サキほか 710 新潮社 8 ディノサン（３） 木下いたる/藤原慎一 726 アース・ス 12 人狼への転生、魔王の副官　はじまりの章（９） 瑚澄遊智/漂月ほか 660 白泉社 30 模型の町 ｐａｎｐａｎｙａ 1078 マイクロマ 9 賭けからはじまるサヨナラの恋（３） わたぬきめん/ポルン 897

一迅社 30 美醜逆転世界の超絶不細工に無理矢理嫁に「はいよろこん葵ハカス/すずほか 740 新潮社 8 死ニカエリ（３）（完） 反転シャロウ 726 アース・ス 12 ヤマノススメ（22） しろ 660 白泉社 30 軍艦無駄話　第二　―世界海戦帖― 黒井緑 858 マイクロマ 29 せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きな 　  ブッチャーＵ/ムンムン 748

一迅社 30 婚約破棄されましたが、幸せに暮らしておりますわ！アンソアンソロジー 860 新潮社 8 クマ撃ちの女（９） 安島薮太 704 大洋図書 1 百日の薔薇　Maiden Rose（３） 稲荷家房之介 825 白泉社 30 兎オトコ虎オトコ（５）（完） 本間アキラ 770 マイクロマ 29 転生したら剣でした　Another Wish（５） いのうえひなこ/棚架ユウ 748

一迅社 30 溺愛令嬢は旦那さまから逃げられません…っ　アンソロジーアンソロジー 860 新潮社 8 怪獣自衛隊（９） 井上淳哉/白土晴一 748 大洋図書 1 明日はどっちだ！（９） 山本小鉄子 781 ヒット出版 21 （成）雌食願望 ちやみ 1180 マイクロマ 29 王弟殿下のお気に入り　転生しても天敵から逃げられない 餅田むぅ/新山サホ 748

一迅社 30 無垢な聖女は甘くはじめてを奪われる　～捨てられた先でな 　アンソロジー 860 実業之日 8 ねこねこ日本史（12） そにしけんじ 968 大洋図書 1 αの花嫁　共鳴恋情（３） 岩本薫/幸村佳苗 781 ヒット出版 30 （成）そだちざかり ハッチ 1180 マッグガー 9 魔法使いの嫁（18） ヤマザキコレ 715

イースト・ 5 変態侯爵の理想の奥様（２）　（仮） 国原/秋野真珠ほか 858 ジャイブ 1 皇帝と柳の寵姫（１） 雛月真冴 681 大洋図書 1 ゴンドワナの眠り 青井秋 825 双葉社 8 鬼人幻燈抄（３） 里見有/中西モトオ 715 マッグガー 9 魔法使いの嫁　詩篇.108 魔術師の青（７） ツクモイスオ/三田誠ほか 693

イースト・ 20 OLと人魚　（仮） 司馬舞 903 ジャイブ 1 蛇神さまと贄の花姫（９） 蓮水りく 681 竹書房 1 むこうぶち（58） 天獅子悦也 748 双葉社 9 君の声で躾けて みづい甘 770 マッグガー 9 魔導具師ダリヤはうつむかない　～Dahliya Wilts No More～住川惠/甘岸久弥ほか 748

エンジェル 15 （成）女陰の快楽 藤坂空樹 1200 ジャイブ 1 悪役令嬢は浮気者を許しません！（１） りくと 681 竹書房 7 魔王の娘たちとまぐわえば強くなれるって本当ですか？（２ 冬野なべ/カモメ山脈 759 双葉社 9 社長は僕のいいなりです ことぶき 770 マッグガー 9 レイン（19） 住川惠/吉野匠 726

エンジェル 15 （成）搾精病棟～性格最悪のナースしかいない病院で射精 亀山しるこ/搾精研究所 1200 小学館ク 5 ミラーマン2D（２） 久正人/円谷プロダクシ 748 竹書房 7 リオンクール戦記（５） 小倉ひろあき/Ｎａｇｙ 759 双葉社 9 死にやすい公爵令嬢と七人の貴公子（３） 鈴木イゾ/瀬尾照 704 マッグガー 9 はめつのおうこく（７） ｙｏｒｕｈａｓｈｉ 693

エンジェル 15 （成）胸いっぱいの愛を ミキトアモン 1200 小学館ク 9 木更津くんの××が見たい（６） 萩原ケイク 770 竹書房 7 タナカの異世界成り上がり（３）（完） ぐり/菊野郎 759 双葉社 9 死にたくないので、全力で媚びたら溺愛されました！（１） ムネヤマヨシミ/夕立悠理 704 マッグガー 9 妹は猫（３）（完） 仙幸 803

エンジェル 15 （成）恍惚肉欲タイム 肉そうきゅー。 1200 小学館ク 9 鬼上司のヤキモチが可愛すぎます！！（４） 月乃睡蓮 770 竹書房 7 愛弟子に裏切られて死んだおっさん勇者、史上最強の魔王六志麻あさ/夢川智久 759 双葉社 9 前世、弟子に殺された魔女ですが、呪われた弟子に会いに湯土ゆず/沢野いずみ 704 マッグガー 14 剣聖の称号を持つ料理人（５） 海田ゆた/天那光汰ほか 693

オーバー 15 人生最大の失敗 野原広子 未定 小学館ク 15 虫葬りの巫女（１） 日下直子 748 竹書房 7 異世界ジビエ飯～食わず嫌いエルフをおもてなす～（１） 田辺崇 759 双葉社 9 間違いで求婚された女は一年後離縁される（２） ほいっぷくりーむ/ヤマト 704 マッグガー 14 異種族巨少女セクステット！（５）（完） あまがえる 803

オーバー 15 ひとりで生きるはままならぬ（２） 津野みぞ子 未定 小学館ク 15 アイドリバティ（３） 詩原ヒロ 748 竹書房 7 黒羊のバラード 西尾メシ 748 双葉社 9 行き遅れ聖女の幸せ（２） 眠井フジ/硝子町玻璃 704 マッグガー 14 こりせんまん（６） 田川ミ 715

オーバー 15 欲しいときだけ、好きなだけ おまゆ 未定 小学館ク 29 仮面ライダークウガ（20） 石ノ森章太郎/井上敏樹 748 竹書房 14 BLエロ漫画家と少女漫画家とホラー漫画家のただれた日常あまおう 748 双葉社 9 騙され裏切られ処刑された私が……誰を信じられるというのＡＭＡＯ/榊万桜 704 マッグガー 14 裏切られたので、王妃付き侍女にジョブチェンジ！（２） 青山克己/雉間ちまこ 715

オーバー 15 スーツを脱いだら、セフレ　～肉食同期のいじわる蜜時～（ 星月奏 未定 小学館ク 29 ブランクスペース（３）（完） 熊倉献 858 竹書房 15 高尾の天狗とミドリの平日（４）（完） 氷堂リョージ 902 双葉社 9 わたし、聖女じゃありませんから（３） さとうしらたま/長月おと 704 マッグガー 14 転生した悪役令嬢は復讐を望まない　THE COMIC（３） 磐秋ハル/あかこ 704

オーバー 15 スーツを脱いだら、セフレ　～肉食同期のいじわる蜜時～（ 星月奏 未定 小学館ク 29 転がる姉弟（４） 森つぶみ 748 竹書房 15 彼女召喚しました！？（２） わたりさえ 759 双葉社 12 キメラプロジェクト：ゼロ（１） ひつじロボ/悠木碧／キ 693 マッグガー 14 王太子に婚約破棄されたので、もうバカのふりはやめようと南乃映月/狭山ひびきほ 693

オーバー 24 犬と勇者は飾らない（１） 波多ヒロ/あまなっとうほ 未定 小学館ク 29 しぼって（シロハート）うばって（シロハート）リサリサちゃん（ まぷる 748 竹書房 15 チャリっこ 大塚志郎 946 双葉社 12 青に、ふれる。（５） 鈴木望 693 メディアッ 26 （成）エロ漫画家ですが経験したことしか描けないのでアシス海山そぜ 1320

オーバー 24 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従えるやもりちゃん/じゃき 未定 ジーウォー 27 はらぺこ淫魔、拾いました。 くわたたむ子 800 竹書房 15 晴れのちシンデレラ（15） 宮成楽 946 双葉社 12 ピーター・グリルと賢者の時間（11） 檜山大輔 693 リイド社 5 ゴルゴ13（206）　Gの遺伝子 さいとう・たかを 726

オーバー 24 暴食妃の剣（６） もちろんさん/猫子 未定 ジーウォー 27 ガテン系社長は絶倫でした。（２） やまかみ梨由 800 竹書房 15 それでも俺のものになる　Qpa edition（４）（完） 高崎ぼすこ 825 双葉社 12 つぐももフルカラーコミック　つぐもも姦 浜田よしかづ 1056 リイド社 8 繋ぐ指先、瞬く世界 しのだ楚芭 770

オーバー 24 魔王様の街づくり！　～最強のダンジョンは近代都市～（８ 吉川英朗/月夜涙 未定 ジーウォー 27 （成）無抑制シンドローム（２） 粉織 1200 竹書房 15 赤坂部長のプリンスボーイ育成計画 輪子湖わこ 825 双葉社 12 野原ひろし　昼メシの流儀（10） 塚原洋一/臼井儀人 660 リイド社 13 侠客（４） 落合裕介/池波正太郎 770

オーバー 24 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント（11） 吉乃そら/ネコ光一ほか 未定 ジーウォー 27 （成）鳴神銀龍作品集 鳴神銀龍 1200 竹書房 15 ヤリマンリーマンはチェリーがお好き 春日絹衣 814 双葉社 12 押しかけギャルの中村さん（１） おりはらさちこ 693 リイド社 13 雑兵物語　明日はどっちへ（１） やまさき拓味 990

オーバー 24 黒の召喚士（14） 天羽銀/迷井豆腐ほか 未定 祥伝社 8 国民的アイドルが弟になったら（８） ただまなみ 792 竹書房 27 CANIS ―THE SPEAKER―（４）（完） ＺＡＫＫ 770 双葉社 12 西岸良平　画業50周年記念　自選　鎌倉ものがたり＋ 西岸良平 682 リイド社 16 WEAPONS＆WARRIORS 武器と戦士たち（１） 柴田真秋 699

オーバー 24 転生先が気弱すぎる伯爵夫人だった（１）　～前世最強魔女卯乃米/桜あげはほか 未定 祥伝社 8 ややこしい蜜柑たち（１） 雁須磨子 814 竹書房 27 恋と性欲 アヒル森下 759 双葉社 12 派遣戦士　山田のり子（21） たかの宗美 748 リイド社 21 （成）週末童貞 ドリルムラタ 1210

オーバー 24 完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売綾北まご/冬月光輝ほか未定 祥伝社 8 はぐちさん（９） くらっぺ 924 竹書房 27 ヴィクトリアミランの代償（上） 篁アンナ 781 双葉社 15 われわれは地球人だ！（１） 高橋聖一 770 リイド社 27 神風連の乱 とみ新蔵 750

オークラ出 28 恋愛漫画家の飼われ方 桜井りょう 800 祥伝社 8 こっち向いてよ向井くん（４） ねむようこ 1012 竹書房 27 ヴィクトリアミランの代償（中） 篁アンナ 792 双葉社 15 妖精のおきゃくさま（２） 脇田茜 836 リイド社 27 大江戸ブラック・エンジェルズ（３） 平松伸二 750

宙出版 15 ハイスペすぎる次期社長がなぜか私（本の虫）にご執心！ Ｒｙｏｋｏ 728 祥伝社 8 JSさんとOLちゃん（３） ゆりかご 924 竹書房 27 ヴィクトリアミランの代償（下） 篁アンナ 792 双葉社 15 恋しちゃいけない花風くん（１） 上森優/ももしろ 693 リブレ 1 現世で付き合ってください！ 西野はるお 725

宙出版 15 お見合い相手はSSSレア！？　29歳家事手伝い、スパダリ 南香かをり 728 祥伝社 24 純情でなにが悪い 冬縞しぐれ 814 竹書房 30 暁の鳥は濡れた月に跪く おもい央 781 双葉社 15 溺れる獣と甘い罠（１） 袴田十莉/松崎真帆 715 リブレ 1 転生したらBL漫画の世界だった件 Ｍりあ 725

宙出版 15 花と有志　運命の恋って、ありますか？（６） 桃果コウ 744 祥伝社 24 おくちがエッチな弱点だって、ライバルのエリート同僚にバレあわいぽっぽ 770 大都社 12 真夜中の審判（１）　Hな刑は午前零時に執行される 鳴沢きお 770 双葉社 15 あなたを、呑む。（２） 月島綾/李珠 715 リブレ 8 ぼくはまだ噛めない あさじまルイ 758

宙出版 15 甘い恋の1ページ目。～“あなたと”見つけるオトナのラブ（シアンソロジー 744 心交社 15 親愛なるジーンへ（２） 吾妻香夜 814 大都社 12 元カレ社長はドSで鬼畜で絶倫（３） 桃凪めぐ 770 双葉社 15 セフレの品格　～S-friendsⅡ～（８） 湊よりこ 748 リブレ 8 子持ちΩと彼とカレ（２） ヤマヲミ 725

笠倉出版 7 SANCTIFY霊魂侵蝕（３） ＧＯＤＳＳＴＡＴＩＯＮ/生鐵 902 シュークリ 7 Boys Love（４） 毒液 825 大都社 26 猫　話し中 はなやぎぶんぶん 990 双葉社 15 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～（８） そらの/美紅 704 リブレ 8 食べてもおいしくありません（４） 山田２丁目 725

笠倉出版 24 ワケありオメガは逃げの一手 ウチタマオ 803 シュークリ 7 Boys Love（５）（完） 毒液 814 大都社 26 完璧上司の甘い秘密（１）　黒川先輩はオカン力高め 海月うる子 770 双葉社 15 ハズレスキル『ガチャ』で追放された俺は、わがまま幼馴染 ヱシカ／ショーゴ/木嶋隆 704 リブレ 8 ヤクザのおシノギ（１） 安堂ろめだ 758

海王社 8 座敷童ですが、ハジメテを奪われました ツルギモモコ 759 スクウェア 7 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫深山鈴/茂村モト 660 大都社 26 椿原真央、今日から推しと暮らします サンバ前川 990 双葉社 15 妹ちゃん、俺リストラされちゃった～え、転職したら隊長？　みやのより/アメカワ・リー 704 リブレ 8 パラレル・ファーストラブ（１） 依乃しじま 725

海王社 8 かりそめビッチ南くん～つづきの話～ 栗原カナ 825 スクウェア 7 漆黒使いの最強勇者　仲間全員に裏切られたので最強の 瀬戸メグル/木村有里ほ 660 宝島社 5 生活魔術師達、世界樹に挑む（２） 川上ちまき/丘野境界ほ 760 双葉社 15 転生したら平民でした。～生活水準に耐えられないので貴 須藤怜/蒼井美紗 704 リブレ 8 犬も喰わねェ恋煩い 鹿島こたる 758

海王社 8 ロスタイムに餞を ココミ 781 スクウェア 7 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみたら待遇いい森田季節（集英社ダッシ 660 宝島社 9 戦慄の魔術師と五帝獣（７） 日野入緒/戸津秋太ほか 760 双葉社 15 異世界クラフトぐらし～自由気ままな生産職のほのぼのス 立山鈴/あろえ 704 リブレ 20 後宮の花は死んで前世を思い出したので自由に生きます（ 街こまち/三園七詩 693

海王社 8 年下の隣人に世話されてます 大和名瀬 781 スクウェア 7 万年Dランクの中年冒険者、酔った勢いで伝説の剣を引っ 九頭七尾/温木アツシほ 660 宝島社 14 迷宮レストラン　ダンジョン最深部でお待ちしております めぐお/悠戯ほか 780 双葉社 15 神々の加護で生産革命～異世界の片隅でまったりスローラ白木とざくろ/風来山 704 リブレ 21 ショジョ婚（１）　～小日向夫婦はシてみたい～ 小島きいち/青井千寿 770

海王社 20 箱庭の熱帯魚 Ｌｕｒｉａ 803 スクウェア 7 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたら隣の席の幼ケンノジ（ＧＡ文庫／ＳＢ 660 大誠社 13 偽装お見合いなのになぜかプロポーズされました（上） 福嶋ユッカ 680 双葉社 15 学園物の乙女ゲームの世界に転生したけど、チート持ちの 穂積可添/ながせ 704 リブレ 21 ショジョ婚（２）　～小日向夫婦はシてみたい～ 小島きいち/青井千寿 770

キルタイム 8 JKからやり直すシルバープラン（８） 李惠成/林達永 693 スクウェア 7 酒と鬼は二合まで（４） 羽柴実里/ｚｉｎｂｅｉ 660 大誠社 13 ケジメつけさせてもらいます。元ヤン弁護士　東矢斎（３）（完冴島つき 730 双葉社 15 ハズレ判定から始まったチート魔術士生活（５） 伊恵中二/篠浦知螺 704 リブレ 21 だったら俺に惚れてしまえ（１）　コレクターズエディション おやぬ 1650

キルタイム 8 最強の傭兵少女の学園生活　―少女と少女、邂逅する― トミイ大塚/笹塔五郎 693 スクウェア 7 異世界転生で賢者になって冒険者生活　～【魔法改良】で異進行諸島（ＧＡノベル／Ｓ 660 大誠社 13 夜を照らすポラリス～なくした記憶と恋の行方～（２） 江唯みじ子 730 双葉社 15 冒険家になろう！～スキルボードでダンジョン攻略～（７） 栗山廉士/萩鵜アキ 704 ワニマガジ 15 （成）燵成作品集 燵成 1210

キルタイム 8 勇者様のお師匠様（２） ゼファー/三丘洋 693 スクウェア 7 異世界賢者の転生無双　～ゲームの知識で異世界最強～進行諸島（ＧＡノベル／Ｓ 660 大誠社 13 夜のあかり～深夜保育所物語～（２） 東雲あんず 680 双葉社 15 怪獣くん るぅ１ｍｍ 850 ワニマガジ 15 （成）だむ作品集 だむ 1210

キルタイム 14 まおーえる！　～社畜OLと異世界最強魔王入れ替わり生活闇儀式カルト 750 スクウェア 7 異世界転移したのでチートを生かして魔法剣士やることにす進行諸島（ＧＣノベルズ／ 660 駒草出版 30 エリス＆アメリア　ゼリービーンズ　ふくやまけいこ初期作品ふくやまけいこ 1210 双葉社 15 月出づる街の人々（１） 酢豚ゆうき 726 ワニマガジ 29 （成）旅烏作品集 旅烏 1210

キルタイム 28 （成）二次元コミックマガジン　メスガキ変身ヒロイン機械姦 　こやま滋/みにおんほか 1100 スクウェア 7 最強魔法師の隠遁計画－ジ・オルターネイティブ－（６） イズシロ/米白かるほか 660 ティーアイ 1 （成）Hな妹魔王は孕みたいっ！ 沢尻メロウ 1120 双葉社 28 レイラの保護者はバンドマン！（１） 灰音アサナ 693 ワニマガジ 30 位置原光Z作品集 位置原光Ｚ 990

キルタイム 28 （成）二次元コミックマガジン　ふたなりレズ孕ませ　メス竿フみさかな/木星ろっくほか1100 スクウェア 7 処刑された賢者はリッチに転生して侵略戦争を始める（６） 結城絡繰/國友翔太郎ほ 660 ティーアイ 1 （成）覚醒、痴女系ガールズ 九栗おいも 1120 双葉社 28 きみは謎解きのマシェリ（３） 糸なつみ 693
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朝日新聞出版朝日文庫 7 傲慢と善良 辻村深月 880 KADOKAWA 角川文庫 21 香華宮の転生女官（２） 朝田小夏/べっこ 未定 講談社 講談社文庫 15 公家武者　信平（13） 佐々木裕一 880

朝日新聞出版朝日文庫 7 ひとがた流し 北村薫 880 KADOKAWA 角川文庫 21 大正幽霊アパート鳳銘館の新米管理人（４） 竹村優希/カズアキ 未定 講談社 講談社文庫 15 pray human 崔実 726

朝日新聞出版朝日文庫 7 おひで　慶次郎縁側日記 北原亞以子 968 KADOKAWA 角川文庫 21 小説　兜町 清水一行 未定 講談社 講談社文庫 15 QED 憂曇華の時 高田崇史 836

朝日新聞出版朝日文庫 20 土を喰らう十二ヵ月 中江裕司 704 KADOKAWA 角川文庫 21 JK（２） 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 15 古都妖異譚　玉手箱～シール　オブ　ザ　ゴッデ篠原美季 726

岩波書店 岩波文庫 15 田園の憂鬱 佐藤春夫 660 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 埴輪 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 怪談飯屋古狸 輪渡颯介 未定

岩波書店 岩波文庫 15 子規ベースボール文集 復本一郎 462 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 禅と日本文化　新訳完全版 鈴木大拙/碧海寿広 未定 講談社 講談社文庫 15 超怖い物件 宇佐美まこと/大島てるほか 979

岩波書店 岩波文庫 15 サラゴサ手稿（上） ヤン・ポトツキ/畑浩一郎 1254 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 見立て日本 松岡正剛/未定 未定 講談社 講談社文庫 15 殿、恐れながらリモートでござる 谷口雅美 737

岩波書店 岩波現代文庫 15 日本仏教の社会倫理─「正法」理念から考える 島薗進 1694 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 バチカン奇跡調査官　短編集（６） 藤木稟 未定 講談社 講談社文庫 15 地面師　他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団森功 990

岩波書店 岩波現代文庫 15 アジアの孤児 呉濁流 1452 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 貞子DX 牧野修/鈴木光司ほか 未定 講談社 講談社文庫 15 妖怪犯科帳　あやかし長屋（２） 神楽坂淳 693

一迅社 一迅社文庫アイリス 22 竜騎士のお気に入り（10）　竜の祈りと旅立ちの 織川あさぎ/伊藤明十 730 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 怪談徒然草 加門七海 未定 講談社 講談社文庫 15 立花三将伝 赤神諒 924

一迅社 一迅社文庫アイリス 22 竜騎士のお気に入り（10）　竜の祈りと旅立ちの 　織川あさぎ/伊藤明十 1098 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 邪宗館の惨劇 阿泉来堂 未定 講談社 講談社文庫 15 だいたい本当の奇妙な話 嶺里俊介 660

一迅社 一迅社文庫アイリス 22 虚弱タンク令嬢は年中無休で発熱中　派遣先が香月航/山下ナナオ 730 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 拝み屋怪談　花嫁の家 郷内心瞳 未定 講談社 講談社文庫 15 山桜花　大岡裁き再吟味 辻堂魁 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 5 嫁き遅れが年下王子に捕まりました（仮） 市尾彩佳/笹原亜美 847 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 22 ぼくたちのリメイク（11）　（仮） 木緒なち/えれっと 未定 講談社 講談社文庫 15 わたしが消える 佐野広実 880

イースト・プレス悦文庫 12 メイドハウスの淫劇（仮） 睦月影郎 825 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 22 Re：ゼロから始める異世界生活（31） 長月達平/大塚真一郎 未定 講談社 講談社文庫 15 元中国大使丹羽宇一郎の　民主化する中国　習丹羽宇一郎 748

イースト・プレス悦文庫 12 よろめき港町（仮） 八神淳一 825 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 22 海鳥東月の『でたらめ』な事情（３） 両生類かえる/甘城なつき 未定 講談社 講談社文庫 15 誘拐屋のエチケット 横関大 880

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 日独夜間戦闘機 野原茂 1023 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 22 また殺されてしまったのですね、探偵様（４） てにをは/りいちゅ 未定 講談社 講談社文庫 15 謀聖　尼子経久伝　瑞雲の章 武内涼 902

潮出版社 潮文庫 5 漂流児童　福祉施設に生きる子供たち 石井光太 1320 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 22 いのちの食べ方（仮） Ｅｖｅ/十文字青ほか 未定 講談社 講談社文庫 15 悪魔を殺した男 神永学 968

潮出版社 潮文庫 5 家康の養女　満天姫の戦い 古川智映子 1100 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 22 ロキ（１） 総夜ムカイ/みきとＰほか 未定 講談社 講談社文庫 15 スイッチ　悪意の実験 潮谷験 770

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ありふれた職業で世界最強（13） 白米良/たかやＫｉ 869 KADOKAWA メディアワークス文 22 百鬼夜行とご縁組（６）　（仮） マサト真希 未定 講談社 講談社文庫 15 駐在の息子（仮） 濱嘉之 814

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ありふれた職業で世界最強（13）　Blu-ray付き特白米良/たかやＫｉ 7535 KADOKAWA メディアワークス文 22 仇花とグランドフェイク（仮） 未定 未定 光文社 光文社文庫 13 異館　吉原裏同心（11）　決定版 佐伯泰英 792

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 負けヒロインと俺が付き合っていると周りから勘 ネコクロ/ｐｉｙｏｐｏｙｏ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 吸血鬼伯爵令嬢フィーネの追想録（仮） 染井由乃 未定 光文社 光文社文庫 13 再建　吉原裏同心（12）　決定版 佐伯泰英 792

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 魔王と勇者の戦いの裏で（２）　～ゲーム世界に 涼樹悠樹/山椒魚 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 薬師、魔王と恋をする（上）　（仮） 未定 未定 光文社 光文社文庫 13 セピア色の回想録　杉原爽香49歳の春 赤川次郎 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェンネコ光一/Ｎａｒｄａｃｋ 未定 KADOKAWA ジュエル文庫 30 陸軍統制派将校と2.26事件（仮） 草野來/成瀬山吹 未定 光文社 光文社文庫 13 透明人間は密室に潜む 阿津川辰海 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 24 黒の召喚士（18） 迷井豆腐/ダイエクストほか 未定 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 魔導書学園の禁書少女（２）　少年、共に禁忌を 綾里けいし/みきさい 未定 光文社 光文社文庫 13 毒蜜　謎の女　決定版 南英男 未定

KADOKAWA ジュエル文庫 1 旦那様はコワモテ警察官　綾坂警視正が奥さま 斉河燈/ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ． 未定 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 問題児の私たちを変えたのは、同じクラスの茂中桜目禅斗/ハリオアイ 未定 光文社 光文社文庫 13 全裸記者（２）　（仮） 沢里裕二 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識入栖/神奈月昇 726 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い（10）　無能をタンバ/夕薙 未定 光文社 光文社文庫 13 あなたの職場に斬り込みます！（仮） 上野歩 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 お見合いしたくなかったので、無理難題な条件を桜木桜/ｃｌｅａｒ 未定 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出さざっぽん/やすも 未定 光文社 光文社文庫 13 世話を焼かない四人の女 麻宮ゆり子 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 見知らぬ女子高生に監禁された漫画家の話（３）穂積潜/きただりょうま 未定 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 冴えない僕が君の部屋でシている事をクラスメイヤマモトタケシ/アサヒナヒカ 未定 光文社 光文社文庫 13 絶滅のアンソロジー 真藤順丈 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 砂の上の1DK 枯野瑛/みすみ 未定 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 親友歴五年、今さら君に惚れたなんて言えない 三上こた/未定 未定 光文社 光文社文庫 13 浪人半九郎　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 ある日、他人の秘密が見えるようになった俺の学 　ケンノジ/成海七海 未定 KADOKAWA 角川スニーカー文庫 30 陰キャだった俺の青春リベンジ（３）　天使すぎる慶野由志/たん旦 未定 光文社 光文社文庫 13 おもいでの味　日本橋牡丹堂　菓子ばなし（10） 中島久枝 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないので秋桜ヒロロ/ダンミル 未定 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 30 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者は消 蓮水涼/まち 未定 光文社 光文社文庫 13 月を抱く女　決定版　牙小次郎無頼剣（４） 和久田正明 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 死にかけ悪役令嬢の失踪　改心しても無駄だっ 和泉杏花/鈴ノ助 未定 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 30 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました（10） 永瀬さらさ/紫真依 未定 光文社 光文社文庫 13 花下に舞う あさのあつこ 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 失格聖女の下克上　左遷先の悪魔な神父様にな未定/七月タミカ 未定 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 30 やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中（５） 永瀬さらさ/藤未都也 未定 光文社 光文社文庫 13 食いしんぼう魔女の優しい時間（仮） 三萩せんや 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 身代わり侍女は冷酷皇帝の『癒し係』を拝命中　未定/唯奈 未定 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 30 「死んでみろ」と言われたので死にました。 未定 未定 光文社 光文社文庫 13 花菱夫妻の退魔帖 白川紺子 未定

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 運命と偽りの花嫁 未定/Ｃｉｅｌ 未定 KADOKAWA 角川ルビー文庫 30 白の九尾は狐月に恋う 未定/サマミヤアカザ 未定 光文社 光文社古典新訳文 13 ステパンチコヴォ村とその住人たち ドストエフスキー/高橋知之 未定

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 獣人の最愛 天野かづき/蓮川愛 792 KADOKAWA 角川ルビー文庫 30 狼殿下に銀色子狐の蜜惑 真崎ひかる/明神翼 未定 光文社 光文社古典新訳文 13 ロウソクの科学 ファラデー/渡辺政隆 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 となりの悪の大幹部！ 佐伯庸介/Ｇｅｎｙａｋｙ 未定 KADOKAWA 角川ルビー文庫 30 冷酷王の予期せぬ溺愛 佐竹笙/森原八鹿 未定 光文社 光文社未来ライブラ 13 DOPESICK　アメリカを蝕むオピオイド危機 ベス・メイシー/神保哲生 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 アマルガム・ハウンド（２）　捜査局刑事部特捜班駒居未鳥 未定 河出書房新社 河出文庫 6 北帰行 外岡秀俊 1078 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 逢魔が時三郎（２） 井川香四郎 715

KADOKAWA 電撃文庫 9 わたし、二番目の彼女でいいから。（４） 西条陽/Ｒｅ岳 未定 河出書房新社 河出文庫 6 終着駅へ行ってきます 宮脇俊三 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 鬼同心と不滅の剣（４） 藤堂房良 715

KADOKAWA 電撃文庫 9 小説が書けないアイツに書かせる方法 アサウラ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 こぽこぽ、珈琲　おいしい文藝 阿川佐和子/湊かなえほか 880 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 秘剣の名医（13）　蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 715

KADOKAWA 電撃文庫 9 あした、裸足でこい。 岬鷺宮/Ｈｉｔｅｎ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 セロトニン ミシェル・ウエルベック/関口 1210 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 伝説の隠密（４）　しあわせ長屋人情帖 中岡潤一郎 715

KADOKAWA 電撃文庫 9 魔法科高校の劣等生　Appendix（２） 佐島勤/石田可奈 814 河出書房新社 河出文庫 6 親衛隊士の日 ウラジーミル・ソローキン/松 1408 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 超武装戦闘機隊（下） 林譲治 1019

KADOKAWA 電撃文庫 9 怪物中毒 三河ごーすと/美和野らぐ 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 シン雑学王　とれたてネタ401（仮） 博学こだわり倶楽部 858 コスミック出版 コスミックセシル文 21 人狼社長に雇われました　～新人税理士はベビ墨谷佐和 715

KADOKAWA 電撃文庫 9 七つの魔剣が支配する（10） 宇野朴人/ミユキルリア 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 世界の最新兵器　武器は戦場をどう変えたか？国際時事アナリスツ 792 コスミック出版 コスミックセシル文 21 パパは危険なお年頃（３） 吉田珠姫 715

KADOKAWA 電撃文庫 9 天使は炭酸しか飲まない（３） 丸深まろやか/Ｎａｇｕ 未定 河出書房新社 河出文庫 14 ホモ・デウス（上）　テクノロジーとサピエンスの未ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田裕 990 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 9 こぎつね、わらわら（８） 松幸かほ/テクノサマタ 748

KADOKAWA 電撃文庫 9 こんな可愛い許嫁がいるのに、他の子が好きな ミサキナギ/黒兎ゆう 未定 河出書房新社 河出文庫 14 ホモ・デウス（下）　テクノロジーとサピエンスの未ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田裕 990 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 9 未定 高峰あいす/紫妲たかゆき 748

KADOKAWA 電撃文庫 9 運命の人は、嫁の妹でした。（２） 逢縁奇演/ちひろ綺華 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 晴明の事件帖（３）　（仮） 遠藤遼 792 三交社 ラルーナ文庫 20 つがいは寝床で愛を夢見る 鳥舟あや/サマミヤアカザ 792

KADOKAWA 電撃文庫 9 創約　とある魔術の禁書目録（７） 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 古事記物語 鈴木三重吉 660 彩図社 彩図社文庫 16 感情に折り合いをつける仏教の言葉 鳥沢廣栄 750

KADOKAWA 電撃文庫 9 リコリス・リコイル　Ordinary days アサウラ/いみぎむる 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 総合商社　対露班（仮） 波多野聖 770 彩図社 彩図社文庫 16 借金を返すためにマグロ漁船に乗っていました せー 750

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 職業王妃ですので王の溺愛はご遠慮願います 夢見るライオン/ｗｏｏｎａｋ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 アナウンサー辞めます 横山雄二 748 集英社 集英社文庫 16 桃源　（仮） 黒川博行 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢は王子の本性（溺愛）を知らない（２） 霜月せつ/御子柴リョウ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 出直し神社たね銭貸し（３）　（仮） 櫻部由美子 748 集英社 集英社文庫 16 続　家族のあしあと　（仮） 椎名誠 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 歴史に残る悪女になるぞ（４）　悪役令嬢になるほ大木戸いずみ/早瀬ジュン 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 サッカーデイズ はらだみずき 979 集英社 集英社文庫 16 GA・SHIN！　我・神　（仮） 花村萬月 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 孤独な森のひきこもり魔女、王太子妃として溺愛夕鷺かのう/祀花よう子 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 楽しかったね、ありがとう 石黒由紀子 770 集英社 集英社文庫 16 大江戸あにまる　（仮） 山本幸久 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 千年鬼譚　緋色の鬼神と転生の乙女 神尾あるみ/宵マチ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 ピカソになれない私たち 一色さゆり 891 集英社 集英社文庫 16 ババア上等！　番外編　地曳いく子のお悩み相 　地曳いく子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 江戸の花魁と入れ替わったので、花街の頂点を七沢ゆきの/ファジョボレ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 落語DE古事記 桂竹千代 847 集英社 集英社文庫 16 宿無し弘文　（仮） 柳田由紀子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 あやかし夫婦は未来のために。（上） 友麻碧/あやとき 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 花嫁のれん　大女将の遺言 小松江理子 891 集英社 集英社文庫 16 とんとん拍子　めおと相談屋奮闘記　（仮） 野口卓 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 闇は道連れ　世は裁け 須垣りつ/ジワタネホ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 同姓同名 下村敦史 1023 集英社 集英社文庫 16 朱華姫の御召人（上）　かくて愛しき、ニセモノ巫白川紺子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 後宮一番の悪女 柚原テイル/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 京都に女王と呼ばれた作家がいた　山村美紗と花房観音 847 集英社 集英社文庫 16 映画ノベライズ　耳をすませば　（仮） 樹島千草 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 経験済みなキミと、　経験ゼロなオレが、　お付き長岡マキ子/ｍａｇａｋｏ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 8 ビジョンハッカー 高嶋哲夫 781 集英社 集英社文庫 16 少年期「九月の空」その後　（仮） 高橋三千綱 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 お薬、出します！　～濡れ衣を着せられて治療院ラチム/朝日川日和 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 アンドロイドは愛されない 愁堂れな/蓮川愛 693 集英社 集英社文庫 16 塩と運命の皇后　（仮） ニー・ヴォ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 断頭台の花嫁　世界を滅ぼすふつつかな竜姫で紫大悟/かやはら 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 そらの祈りは旦那さま 野原滋/サマミヤアカザ 660 集英社 集英社オレンジ文庫 16 憎まれない男　～警視庁特殊能力係～（仮） 愁堂れな/円陣闇丸 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 古き掟の魔法騎士（５） 羊太郎/遠坂あさぎ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 16 消えた恋人と異世界の黒獅子伯爵 夢乃咲実/花小蒔朔衣 693 集英社 集英社オレンジ文庫 16 龍貴国宝伝（２）　鳳凰は迷楼の蝶をいざなう（仮希多美咲/甲斐千鶴 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 王様のプロポーズ（３）　（仮） 橘公司/つなこ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 推しの清楚アイドルが実は隣のナメガキで俺の嫁むらさきゆきや/春日秋人ほ 770 集英社 集英社オレンジ文庫 16 ミッドナイト・モクテル　飲まないあなたのための ゆきた志旗/桜田千尋 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 昔あげた「なんでも言うコト聞く券」のせいで、幼馴朝陽千早/シソ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 勇者と呼ばれた後に　―そして無双男は家族を 空埜一樹/さなだケイスイ 792 集英社 集英社オレンジ文庫 16 月冠の使者　（仮） 仲村つばき/藤ヶ咲 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 新米錬金術師の店舗経営（６）　お店を拡大しよ いつきみずほ/ふーみ 814 集英社 集英社オレンジ文庫 16 やとわれ寵姫の後宮料理禄　（仮） 日高砂羽/ボダックス 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になって 七斗七/塩かずのこ 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 16 時をかける眼鏡　宰相殿下と学びの家（仮） 椹野道流/南野ましろ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 16 妹が女騎士学園に入学したらなぜか救国の英雄ラマンおいどん/なたーしゃ 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 拾ったギャルをお世話したら、○フレになったんだ赤金武蔵/上ノ竜 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 彩雲国物語　十五、暗き黄昏の宮 雪乃紗衣 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 パワハラ聖女の幼馴染みと絶縁したら、何もかも 　くさもち/マッパニナッタ 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 向島・箱屋の新吉（６）　（仮） 小杉健治 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 魔弾の王と凍漣の雪姫（12） 川口士/美弥月いつか 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 あやし雷解き縁起（仮） 未定 未定 集英社 ダッシュエックス文 22 魔弾の王と天誓の鷲矢（３） 瀬尾つかさ/川口士ほか 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 結界師の一輪華（２） クレハ 未定 小学館 小学館文庫 6 本を守ろうとする猫の話 夏川草介 715

KADOKAWA 角川文庫 21 三世代探偵団　生命の旗がはためくとき 赤川次郎 未定 小学館 小学館文庫 6 1794 ニクラス・ナット・オ・ダーグ/ヘ1430

KADOKAWA 角川文庫 21 潮風メニュー 喜多嶋隆 未定 小学館 小学館文庫 6 犬も食わねどチャーリーは笑う 市井点線 704

KADOKAWA 角川文庫 21 逃亡小説集 吉田修一 未定 小学館 小学館文庫 6 私たちは25歳で死んでしまう 砂川雨路 748

KADOKAWA 角川文庫 21 明日の僕に風が吹く 乾ルカ 未定 小学館 小学館文庫 6 海とジイ 藤岡陽子 638

KADOKAWA 角川文庫 21 新装版　寝台特急「はやぶさ」の女 西村京太郎 未定 小学館 小学館文庫 6 浅草ばけもの甘味祓い　～兼業陰陽師だけれど江本マシメサ 660

KADOKAWA 角川文庫 21 残されたつぶやき 山本文緒 未定 小学館 小学館文庫 6 一教授はみえるんです 柊坂明日子 693

KADOKAWA 角川文庫 21 わが家は祇園の拝み屋さんEX　愛しき回顧録 望月麻衣 未定 小学館 小学館文庫 6 まやかしうらない処　信じる者は救われる 山本巧次 704

KADOKAWA 角川文庫 21 憧れの刑事部に配属されたら、上司が鬼に憑か飛野猶 未定 小学館 小学館文庫 6 突きの鬼一　鉄扇 鈴木英治 880

KADOKAWA 角川文庫 21 ゲーム・メーカー　沈黙の侵略者 池上司 未定 小学館 小学館文庫 6 てらこや青義堂　師匠、走る 今村翔吾 902

KADOKAWA 角川文庫 21 金色の魔術師 横溝正史 未定 小学館 ガガガ文庫 21 淫魔追放（２） 赤城大空 726

KADOKAWA 角川文庫 21 蝋面博士 横溝正史 未定 小学館 ガガガ文庫 21 高嶺の花には逆らえない（２） 冬条一 726

KADOKAWA 角川文庫 21 屈折くん 未定 未定 小学館 ガガガ文庫 21 ロストマンの弾丸（３） 水田陽 759

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

新書館 ウィングス文庫 9 続・金星特急　竜血の娘（４） 嬉野君/高山しのぶ 990 竹書房 竹書房怪談文庫 29 広島怪談（仮） 岡利昌 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 京都府警あやかし課の事件簿（７）　（仮） 天花寺さやか 880

新書館 ディアプラス文庫 9 ドリアン・グレイの禁じられた遊び 菅野彰/麻々原絵里依 770 竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話怪談　封印匣（仮） ねこや堂 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 20 文蔵2022.10 「文蔵」編集部 825

新書館 ディアプラス文庫 9 普通〈ベータ〉の恋人 安西リカ/市川けい 770 竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談社書記録（３）　（仮） 伊計翼 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 28 本所おけら長屋（19） 畠山健二 770

新書館 ディアプラス文庫 9 華は褥に咲き狂う（８）　（仮） 宮緒葵/小山田あみ 770 竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談四十九夜（11）　（仮） 黒木あるじ 748 双葉社 双葉文庫 8 十津川警部　猿が啼くとき人が死ぬ 西村京太郎 814

新潮社 新潮文庫 28 女副署長　祭礼 松嶋智左 693 竹書房 竹書房怪談文庫 29 沖縄怪談（仮） 小原猛 748 双葉社 双葉文庫 8 間宵の母 歌野晶午 726

新潮社 新潮文庫 28 商う狼　江戸商人杉本茂十郎 永井紗耶子 781 竹書房 竹書房文庫 30 ギリシャSF傑作選　ノヴァ・ヘラス ヴァッソ・クリストウ/中村融ほ### 双葉社 双葉文庫 8 新章・珈琲屋の人々（仮） 池永陽 770

新潮社 新潮文庫 28 この素晴らしき世界 東野幸治 649 宝島社 宝島社文庫 6 両面宿儺（りょうめんすくな）の謎　桜咲准教授の久真瀬敏也 750 双葉社 双葉文庫 8 ミッドナイト 柴田哲孝 858

新潮社 新潮文庫 28 MISSING 失われているもの 村上龍 737 宝島社 宝島社文庫 6 がん消滅の罠　暗殺腫瘍の謎 岩木一麻 770 双葉社 双葉文庫 8 犯人に告ぐ（3･上）　紅の影 雫井脩介 781

新潮社 新潮文庫 28 名残の花 澤田瞳子 737 宝島社 宝島社文庫 6 樹木希林120の遺言　死ぬときぐらい好きにさせ樹木希林 860 双葉社 双葉文庫 8 犯人に告ぐ（3･下）　紅の影 雫井脩介 759

新潮社 新潮文庫 28 それでも俺は、妻としたい 足立紳 649 宝島社 宝島社文庫 6 小料理屋の播上君のお弁当　皆さま召し上がれ森崎緩 750 双葉社 双葉文庫 8 迷犬マジック（２） 山本甲士 759

新潮社 新潮文庫 28 マイブック　2023年の記録 大貫卓也 440 筑摩書房 ちくま文庫 12 オンガクハ、セイジデアル　MUSIC IS POLITICS ブレイディみかこ 858 双葉社 双葉文庫 8 会社を綴る人 朱野帰子 704

新潮社 新潮文庫 28 迷宮の月 安部龍太郎 990 筑摩書房 ちくま文庫 12 傷を愛せるか 宮地尚子 792 双葉社 双葉文庫 8 後宮の百花輪（４） 瀬那和章 715

新潮社 新潮文庫 28 ビタミンBOOKS　さみしさに効く読書案内 重松清 781 筑摩書房 ちくま文庫 12 わたしの金子みすゞ ちばてつや 968 双葉社 双葉文庫 8 やがて、警官は微睡る〈新装版〉 日明恩 880

新潮社 新潮文庫 28 ここから世界が始まる　トルーマン・カポーティ初トルーマン・カポーティ/小川 649 筑摩書房 ちくま文庫 12 名前も呼べない 伊藤朱里 836 双葉社 双葉文庫 8 鬼人幻燈抄（４）　幕末編　天邪鬼の理 中西モトオ 781

新潮社 新潮文庫 28 56日間 キャサリン・Ｒ・ハワード/髙山1045 筑摩書房 ちくま文庫 12 イリノイ遠景近景 藤本和子 990 双葉社 双葉文庫 8 美人上司とにわか雨 雨宮慶 748

新潮社 新潮文庫 28 レベルロボチカ 三雲岳斗 737 筑摩書房 ちくま文庫 12 無限の玄／風下の朱 古谷田奈月 748 双葉社 双葉文庫 8 ごんげん長屋つれづれ帖（５）　水天狗（仮） 金子成人 704

新潮社 新潮文庫 28 レベルロボチカ0 吉上亮 737 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 決断の法則　人はどのようにして意思決定するのゲーリー・クライン/佐藤洋一 ### 双葉社 双葉文庫 8 若さま同心　徳川竜之助（11）　片手斬り〈新装版風野真知雄 693

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 29 お菓子な悪役令嬢は没落後に甘党の王子に絡 冬月光輝/黒埼 770 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 江戸　食の歳時記 松下幸子 ### 双葉社 双葉文庫 8 浪人若さま　新見左近　決定版（７）　浅草の決闘佐々木裕一 704

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 29 負けヒロインに転生したら聖女になりました 沢野いずみ/ゆき哉 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 東方キリスト教の世界 森安達也 ### 双葉社 双葉文庫 8 湯屋のお助け人（５）　神無の恋風〈新装版〉 千野隆司 671

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 29 裏切られた悪徳王女、幼女になって冷血皇帝に 　琴子/ＴＳＵＢＡＳＡ 770 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 プルースト　読書の喜び　私の好きな名場面 保苅瑞穂 ### 双葉社 双葉文庫 8 帰って来たどらン猫 はるき悦巳 770

祥伝社 祥伝社文庫 9 金四郎の妻ですが（４） 神楽坂淳 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 和算家・奥の細道旅日記 鳴海風/高山ケンタ ### 双葉社 モンスター文庫 30 Fランク冒険者の成り上がり、俺だけができる『スまるせい/いずみけい 759

祥伝社 祥伝社文庫 9 遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内悠介 未定 中央公論新社 中公文庫 21 新編　散文の基本 阿部昭 ### 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

祥伝社 祥伝社文庫 9 K2 復活のソロ 笹本稜平 未定 中央公論新社 中公文庫 21 剣神　炎を斬る　神夢想流林崎甚助（２） 岩室忍 880 二見書房 二見サラ文庫 12 はけんねこ　～今宵、野良猫たちにしあわせを～中原一也/ＫＯＲＩＲＩ 748

祥伝社 祥伝社文庫 9 阪急電鉄殺人事件 西村京太郎 未定 中央公論新社 中公文庫 21 新装版　桃花源奇譚（３）　月色岳陽楼 井上祐美子 858 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 12 凌辱メガネ（仮） 阿久津蛍 792

祥伝社 祥伝社文庫 9 追いつめられて 小池真理子 未定 中央公論新社 中公文庫 21 新装版　桃花源奇譚（４）　東京残桃夢 井上祐美子 858 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 12 淫獣学園　美少女たちの恥悦（仮） 羽村優希 792

祥伝社 祥伝社文庫 9 黒バイ捜査隊　巡査部長・野路明良 松嶋智左 未定 中央公論新社 中公文庫 21 邱飯店交遊録　私が招いた友人たち（仮） 邱永漢 990 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 12 近くて遠いヒト（仮） 露峰翠 792

祥伝社 祥伝社文庫 9 友　蛇杖院かけだし診療録 馳月基矢 未定 中央公論新社 中公文庫 21 アリバイ奪取　笹沢左保ミステリ短篇選 笹沢左保/日下三蔵 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　忘れられない相姦体験（仮素人投稿編集部 792

祥伝社 祥伝社文庫 9 鬼剣逆襲　介錯人・父子斬日譚 鳥羽亮 未定 中央公論新社 中公文庫 21 司馬遷　史記の世界 武田泰淳 ### マドンナメイト社 マドンナメイト＋ 12 妄執の撮影（仮） 霧原一輝 792

祥伝社 祥伝社黄金文庫 9 未定 三石巌 未定 中央公論新社 中公文庫 21 嵐の中の北欧　抵抗か中立か服従か 武田龍夫 未定 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 メーデー（原題） グレーテ・ビョ―/久賀美緒 ###

心交社 ショコラ文庫 9 未定 水杜サトル/日塔てい 759 中央公論新社 中公文庫 21 人魚の嘆き・魔術師 谷崎潤一郎 770 二見書房 シャレード文庫 26 下町暮らしのセレブリティ 海野幸/笹原亜美 825

心交社 ショコラ文庫 9 未定 安西リカ/みずかねりょう 759 中央公論新社 中公文庫 21 わたしの良い子 寺地はるな 726 二見書房 シャレード文庫 26 二人の偽物アルファは執事アルファに傅かれる 四ノ宮慶/奈良千春 743

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 未定 若菜モモ 704 中央公論新社 中公文庫 21 堀内誠一のここに住みたい 堀内誠一 未定 二見書房 シャレード文庫 26 ヤクザからの愛の指輪は永久に不滅です…？ 稲月しん/秋吉しま 743

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 二度目の初恋～好きだと言うならケーベツします蓮美ちま 704 中央公論新社 中公文庫 21 新装版　ダウン・ツ・ヘヴン　Down to Heaven 森博嗣 814 二見書房 シャレード文庫 26 ミルクとピンクのエメラルド 弓月あや/蓮川愛 737

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 俺のすべては君のもの（仮） 惣領莉沙 704 中央公論新社 中公文庫 21 無想庵物語 山本夏彦 ### 二見書房 二見時代小説文庫 26 神田のっぴき横丁（２） 氷月葵/宇野信哉 770

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 背徳溺愛～これは許されない恋ですが、おなか 一ノ瀬千景 704 TOブックス ＴＯ文庫 1 死にたがりの完全犯罪と祭りに舞う炎の雨（２） 山吹あやめ 715 二見書房 二見時代小説文庫 26 会津武士道（３） 森詠/蓬田やすひろ 770

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 不本意ですが身代わり花嫁を拝命し、極上御曹紅カオル 704 徳間書店 徳間文庫 8 アイ・アム　まきもと 倉持裕/黒野伸一 693 文藝春秋 文春文庫 1 耳袋秘帖　 南町奉行と火消し婆 風野真知雄 770

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 腹黒王太子様の専属女官（※その実態はお妃候友野紅子 704 徳間書店 徳間文庫 8 通夜女 大山淳子 825 文藝春秋 文春文庫 1 大名倒産（上） 浅田次郎 858

スターツ出版 ケータイ小説文庫 26 イケメン御曹司が初めての恋をして、天然でかわまは。 660 徳間書店 徳間文庫 8 金剛の塔 木下昌輝 847 文藝春秋 文春文庫 1 大名倒産（下） 浅田次郎 858

スターツ出版 ケータイ小説文庫 26 ご主人様は、専属メイドとの甘い時間をご所望で 　みゅーな＊＊ 660 徳間書店 徳間文庫 8 慶喜暗殺　太鼓持ち刺客・松廼家露八 阿井渉介 880 文藝春秋 文春文庫 1 空也十番勝負（８） 佐伯泰英 825

スターツ出版 ケータイ小説文庫 26 ずるすぎる幼なじみと甘々ふたりぐらし。（仮） ゆいっと 660 徳間書店 徳間文庫 8 梶龍雄　青春迷路ミステリコレクション1 リア王密梶龍雄 946 文藝春秋 文春文庫 1 Iの悲劇 米澤穂信 836

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 余命青春アンソロジー短編集（仮） 冬野夜空/加賀美真也ほか 660 徳間書店 徳間文庫 8 警察庁ノマド調査官　朝倉真冬　男鹿なまはげ殺鳴神響一 825 文藝春秋 文春文庫 1 雲を紡ぐ 伊吹有喜 847

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 鬼の生贄花嫁と甘い契りを（３）　（仮） 湊祥 660 徳間書店 徳間文庫 8 もっと超越した所へ。 根本宗子 770 文藝春秋 文春文庫 1 獣たちのコロシアム　池袋ウエストゲートパーク 石田衣良 781

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 だから私は、今日も猫を被る。 水月つゆ 660 徳間書店 徳間文庫 8 お月見侍ととのいました　父と大江戸爆弾魔 三咲光郎 770 文藝春秋 文春文庫 1 八丁堀「鬼彦組」激闘篇　剣客参上 鳥羽亮 814

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 皇帝の胃袋を掴んだら、寵妃に指名されました～朝比奈希夜 660 徳間書店 徳間文庫 8 島津三国志 井川香四郎 ### 文藝春秋 文春文庫 1 代表取締役アイドル 小林泰三 946

青春出版社 青春文庫 12 おやすみ前の1日1話　 心を休める練習（仮） 植西聰 660 徳間書店 徳間文庫 8 南アルプス山岳救助隊K-9 それぞれの山 樋口明雄 814 文藝春秋 文春文庫 1 べらぼうくん 万城目学 671

青春出版社 青春文庫 12 他人とうまく関われない　自分が変わる本（仮） 長沼睦雄 880 徳間書店 徳間文庫 8 拵屋銀次郎半畳記　汝　戟とせば（１） 門田泰明 814 文藝春秋 文春文庫 1 女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ 858

アルファポリスエタニティ文庫 7 わたしのSPの鉄壁・恋愛警護 桜木小鳥 704 徳間書店 徳間文庫 8 安倍家三代　安倍晋三の真実 大下英治 990 文藝春秋 文春文庫 1 魔王の島 ジェローム・ルブリ/坂田雪子 ###

アルファポリスエタニティ文庫 7 契約結婚のはずですが 神城葵 704 徳間書店 キャラ文庫 27 リーマン二人で異世界探索（仮） 海野幸/石田惠美 715 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 1 私の中の日本軍（上） 山本七平 ###

アルファポリスエタニティ文庫 7 室長を懲らしめようとしたら、純愛になりました。 ひなの琴莉 704 徳間書店 キャラ文庫 27 不整合恋愛事情（仮） 遠野春日/笠井あゆみ 715 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 1 私の中の日本軍（下） 山本七平 ###

アルファポリスアルファライト文庫 13 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦え 　柳内たくみ 660 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 2 身代わり姫は隣国の王に溺愛される（仮） 佐倉紫/ＫＲＮ 759 フロンティアワーダリア文庫 13 秘密の純真オメガと溺愛王 名倉和希/蓮川愛 792

アルファポリスアルファライト文庫 13 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦え 　柳内たくみ 660 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 大尉の花嫁～天才指揮官と夫婦の契りを交わし真彩－ｍａｈｙａ－/浅島ヨシユ693 プランタン出版発オパール文庫 6 極上幼なじみの容赦なき溺愛プロポーズ（仮） 栢野すばる/炎かりよ 未定

アルファポリスアルファライト文庫 13 スキルはコピーして上書き最強でいいですか（４ 　深田くれと 671 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 エリート警視正は新妻に愛の証を宿したい（仮） 有允ひろみ/カトーナオ 693 プランタン出版発オパール文庫 6 モテる上司はこじらせ女子を絶対に逃がさない（佐木ささめ/うすくち 未定

アルファポリスアルファライト文庫 13 スキルは見るだけ簡単入手！（２）　～ローグの 夜夢 671 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 未定 坂井志緒/竹中 715 プランタン出版発ティアラ文庫 20 王子様は寂しがり（仮） 月神サキ/潤宮るか 未定

アルファポリスアルファライト文庫 13 水しか出ない神具【コップ】を授かった僕は、不毛長尾隆生 671 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 敏腕外科医と偽りの婚前契約～本気で愛するけ麻生ミカリ/堤 693 プランタン出版発ティアラ文庫 20 身代わり結婚だから離縁なんて簡単だって？　残真波トウカ/氷堂れん 未定

アルファポリスレジーナ文庫 13 元獣医の令嬢は婚約破棄されましたが、もふも 園宮りおん 704 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 9 ガラスの家 ミシェル・リード/松村和紀子 660 フランス書院 フランス書院文庫 26 美母恋情（仮） 懺悔 未定

アルファポリスレジーナ文庫 13 清純派令嬢として転生したけれど、好きに生きる夏目みや 704 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 9 涙の婚約指輪 サラ・クレイヴン/高木晶子 550 フランス書院 フランス書院文庫 26 職員室籠城【女教師無惨】（仮） 北野剛雲 未定

アルファポリスレジーナ文庫 13 盲目の公爵令嬢に転生しました（２） 波湖真 704 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 9 危険すぎる契約 リン・グレアム/茅野久枝 550 フランス書院 フランス書院文庫 26 向かいの喪服未亡人（仮） 夕貴大 未定

アルファポリスアルファポリス文庫 14 もののけ達の居るところ　ひねくれ絵師の居候は神原オホカミ 726 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 9 別れは愛の証 サラ・モーガン/高橋庸子 550 フランス書院 フランス書院文庫 26 土下座孕ませ（仮） 鳴沢巧 未定

アルファポリスアルファポリス文庫 14 月華後宮伝（２） 織部ソマリ 726 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 放蕩貴族にときめかない方法 ジェニファー・マクイストン/琴 ### フランス書院 フランス書院文庫 26 美熟女たちと運転手（仮） 古城蒼太 未定

静山社 静山社文庫 8 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（5-1）〈文庫新Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 814 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 9 夜明けのまえに ダイアナ・パーマー/泉智子 950 フランス書院 フランス書院文庫 26 最強剣道美母娘、陥落（仮） 鷹羽真 未定

静山社 静山社文庫 8 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（5-2）〈文庫新Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 858 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 16 EL ABRAZO DEL MONSTRUO（上）　（原題） フェリクス・Ｊ・パルマ/宮﨑真 980 法藏館 法蔵館文庫 9 禅と自然 唐木順三/寺田透ほか ###

静山社 静山社文庫 8 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（5-3）〈文庫新Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 858 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 16 EL ABRAZO DEL MONSTRUO（下）　（原題） フェリクス・Ｊ・パルマ/宮﨑真 980 法藏館 法蔵館文庫 9 無神論 久松真一/星野元豊ほか ###

静山社 静山社文庫 8 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（5-4）〈文庫新Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 858 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 16 お忍び王女は海賊王子に娶られる～コレは野性水城のあ/鳩屋ユカリ 759 法藏館 法蔵館文庫 9 聖武天皇　「天平の皇帝」とその時代 瀧浪貞子 ###

SBクリエイティＧＡ文庫 15 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされて佐伯さん 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 29 もう一度恋に落ちて ヘレン・ビアンチン/田村たつ 690 ポプラ社 ポプラ文庫 6 二木先生 夏木志朋 858

SBクリエイティＧＡ文庫 15 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされて 　佐伯さん 2970 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 29 十八歳の許嫁 アビー・グリーン/朝戸まり 690 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 宮廷のまじない師（３） 顎木あくみ 770

SBクリエイティＧＡ文庫 15 英雄支配のダークロード（２） 羽田遼亮/マシマサキ 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 29 風のむこうのあなた アン・メイジャー/千草ひとみ 690 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 横浜中華街！　桃源郷飯店へようこそ　キョンシ夏目桐緒 792

SBクリエイティＧＡ文庫 15 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 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 29 一夜だけ愛して キム・ローレンス/三浦万里 690 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 ラブオールプレー　勇往邁進 小瀬木麻美 858

SBクリエイティＧＡ文庫 15 カノジョの妹とキスをした。（４） 海空りく/さばみぞれ 836 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 29 愛の空白 シャーロット・ラム/大沢晶 690 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

SBクリエイティＧＡ文庫 15 優等生のウラのカオ（２）　～実は裏アカ女子だっ海月くらげ/ｋｒ木 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 29 恋した人の名は・・・ ミランダ・リー/上村悦子 690 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 〈Infinite Dendrogram〉―インフィニット・デンドログ海道左近/タイキ 693

SBクリエイティＧＡ文庫 15 見上げるには近すぎる、離れてくれない高瀬さん神田暁一郎/たけのこのよう 704 早川書房 ハヤカワ文庫ＦＴ 2 パン焼き魔法のモーナ、街を救う Ｔ・キングフィッシャー/原島文### ホビージャパン ＨＪ文庫 1 才女のお世話（４） 坂石遊作/みわべさくら 693

SBクリエイティＧＡ文庫 15 天才王子の赤字国家再生術（12）　～そうだ、売鳥羽徹/ファルまろ 726 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 2 エデュケーション　学校を禁じられた少女の回想タラ・ウェストーバー/村井理 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 1 絶対魔剣の双戦舞曲（２） 榊一郎/朝日川日和 693

SBクリエイティＧＡ文庫 15 クラスのぼっちギャルをお持ち帰りして清楚系美柚本悠斗/ｍａｇａｋｏほか 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 2 コマンザタラの冒険 Ｋ・Ｈ・シェール/ペーター・グ 836 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 陰キャの僕に罰ゲームで告白してきたはずのギ結石/かがちさく 693

大和書房 だいわ文庫 9 自炊（ソロメシ）大好き！ 東海林さだお 880 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 14 父親たちにまつわる疑問 マイクル・Ｚ・リューイン/武藤 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 1 最凶の魔王に鍛えられた勇者、異世界帰還者た紺野千昭/ｆａｍｅ 693

大和書房 だいわ文庫 9 気にしない力　たいていの心配は的外れよ 精神科医Ｔｏｍｙ 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 14 キュレーターの殺人 Ｍ・Ｗ・クレイヴン/東野さやか### ホビージャパン ＨＪ文庫 1 英雄と賢者の転生婚（２） 藤木わしろ/へいろー 693

大和書房 だいわ文庫 9 深川二幸堂　菓子たより 知野みさき 814 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 14 星霊の艦隊（２） 山口優 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 1 モブから始まる探索英雄譚（５） 海翔/あるみっく 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 5 友人の母　―誘惑の媚肉―（仮） 伊吹功二 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 決戦！　宇宙要塞三二〇一 マリアンネ・シドウ/クルト・マ 836 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念を一色一凛/ｆａｍｅ 770

竹書房 竹書房文庫 9 九段下駅―或いはナイン・ステップ・ステーションマルカ・オールダー/フラン・ 1540 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 無情の月（上） メアリ・ロビネット・コワル/大 ### マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 続・「美人でお金持ちの彼女が欲しい」と言ったら小宮地千々/Ｒｅ岳 748

竹書房 竹書房ラブロマン文 12 未亡人ハーレム（仮） 九坂久太郎 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 14 無情の月（下） メアリ・ロビネット・コワル/大 ### 三笠書房 知的生きかた文庫 20 最高のリーダーは、この「仮説」でチームを動か 阿比留眞二 未定

竹書房 竹書房文庫 16 仕事ください 眉村卓/日下三蔵 1430 原書房 コージーブックス 8 アガサ・レーズンの奇妙なクリスマス Ｍ・Ｃ・ビートン/羽田詩津子 ### 三笠書房 知的生きかた文庫 20 自分を劇的に成長させる！　PDCAノート（仮） 岡村拓朗 未定

竹書房 竹書房文庫 16 ギリシャ・ミステリ短編傑作集（仮） アンドレアス・アポストリディ 1430 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 5 50代の壁　人生の分かれ道を決断する36のヒン江上剛 858 三笠書房 知的生きかた文庫 20 ゆかいな仏教（仮） 橋爪大三郎/大澤真幸 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 20 豊熟の誘い（仮） 庵乃音人 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 あなたの不幸は、もっと蜜の味　イヤミス傑作選 宮部みゆき/辻村深月 902 三笠書房 知的生きかた文庫 20 身軽に生きる（仮） 矢作直樹 未定

竹書房 蜜夢文庫 22 嘘つきたちの遊戯　息もできないほどの愛をくだかのこ/逆月酒乱 880 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 はなごよみ　〈草花〉時代小説傑作選 宮部みゆき/諸田玲子ほか 946 三笠書房 王様文庫 30 部屋はあなたの「心」とリンクしています（仮） 伊藤勇司 未定

竹書房 蜜夢文庫 22 婚活アプリで出会う恋～幼馴染との再会で赤い 春乃未果/赤羽チカ 880 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 ほかに好きなひとができた 加藤元 858 三笠書房 王様文庫 30 「いい」加減のすすめ（仮） 山﨑武也 未定

三笠書房 王様文庫 30 ちょっとした文章が書ける人　書けない人　書くこ前田安正 未定
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