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KADOKA 1 The Red Thread（２） 晴山日々子/Ｌａｚｙｓｈｅｅ 814 KADOKA 25 役立たずスキルに人生を注ぎ込み25年、今さら最強の冒険ガンテツ/しゅうきちほか 未定 講談社 11 オメガ・メガエラ（７） 丸木戸マキ 748 集英社 4 極楽街（１） 佐乃夕斗 528 小学館 10 うちの執事は揺るがない。（３） 天音佑湖 528

KADOKA 1 獣上司に実は認められていた話（２） しろいぬ 未定 KADOKA 25 佐久間巡査と花岡巡査は付き合いはじめた（１） ぷらぱ 未定 講談社 11 夜の姫僕 真崎総子 528 集英社 4 ブラッククローバー（33） 田畠裕基 528 小学館 10 欲張りなお作法　イジワルな手ほどき（８） 天音佑湖 550

KADOKA 1 厄災の申し子と聖女の迷宮（２） 松本蜜柑/ひるのあかり 未定 KADOKA 25 未実装のラスボス達が仲間になりました。（２） 緋呂河とも/ながワサビ６未定 講談社 11 あたし専属、魔法使いさま！（２） 栄羽弥 748 集英社 4 青の祓魔師（28） 加藤和恵 594 小学館 10 神無月紫子の優雅な暇潰し（６） 赤石路代 550

KADOKA 1 草魔法師クロエの二度目の人生　自由になって子ドラゴン 狩野アユミ/小田ヒロほか未定 KADOKA 25 恋は双子で割り切れない（１） 高村資本/ＯＫＡＲＩほか 未定 講談社 11 うるわしの宵の月（５） やまもり三香 528 集英社 4 アラガネの子（６） 佐々木尚 770 小学館 10 黒薔薇アリスD.C.al fine（３） 水城せとな 550

KADOKA 1 家から追い出された私は、隣国のお抱え錬金術師として、幸ななしののん/アルトほか未定 KADOKA 25 嘆きの亡霊は引退したい　～最弱ハンターによる最強パー 蛇野らい/槻影ほか 未定 講談社 11 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（７） 鳥海ペドロ 539 集英社 4 ONE PIECE（104） 尾田栄一郎 528 小学館 10 この極道調教中につき（１） 夜神里奈 550

KADOKA 1 底辺な僕らの事情（１） コダマナオコ 未定 KADOKA 25 忍者と殺し屋のふたりぐらし（２） ハンバーガー 未定 講談社 11 恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（４） 美麻りん 550 集英社 4 ONE PIECE学園（５） 尾田栄一郎/小路壮平 550 小学館 10 S＆M ～sweet marriage～（12） 悠妃りゅう 550

KADOKA 1 転生先が少女漫画の白豚令嬢だった　reBoooot！（４） 條/桜あげはほか 未定 KADOKA 25 ゆゆのゆ！（１） ヒナユキウサ 未定 講談社 11 ギフテッド（３） 天樹征丸/雨宮理真 737 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（15） 権平ひつじ 528 小学館 10 18歳、新妻、不倫します。（９） わたなべ志穂 550

KADOKA 4 ブスに花束を。（12） 作楽ロク 未定 KADOKA 26 永久少年　Eternal Boys（１） ちゃんさな/満福芸能プロ 693 講談社 11 やんごとなき一族（12） こやまゆかり 550 集英社 4 逃げ上手の若君（８） 松井優征 528 小学館 10 リベンジ・ウェディング（１） 安タケコ 550

KADOKA 4 魔女と騎士は生きのこる（２） 近本大/新川権兵衛 未定 KADOKA 26 後宮の検屍女官（１） おの秋人/小野はるかほ 693 講談社 11 クジャクのダンス、誰が見た？（１） 浅見理都 726 集英社 4 SAKAMOTO DAYS（９） 鈴木祐斗 528 小学館 10 注文の多い玉の輿婚（１） 川瀬あや 550

KADOKA 4 この本を盗む者は（２） 深緑野分/空カケル 未定 KADOKA 26 かわいいせかいせいふく（１） 亜樹新 693 講談社 11 僕らが恋をしたのは（３） オノ・ナツメ 726 集英社 4 ボクとキミの二重探偵（７） 辺天使/津田穂波 594 小学館 10 注文の多い玉の輿婚（２） 川瀬あや 550

KADOKA 4 地獄くらやみ花もなき（７） 路生よる/藤堂流風 未定 KADOKA 26 妖怪大戦争　ガーディアンズ（３） 鈴木小波/渡辺雄介 未定 講談社 11 余命一年、男をかう（２） 志真てら子/吉川トリコ 748 集英社 4 片翼のミケランジェロ（３） 伊藤砂務 594 小学館 10 アサギロ～浅葱狼～（26） ヒラマツ・ミノル 580

KADOKA 4 察知されない最強職（４） 三上康明/田中インサイ 未定 KADOKA 26 幼女戦記（26） 東條チカ/カルロ・ゼンほ未定 講談社 11 ミドリくんには触れない（４） トヨタトヨ 550 集英社 4 鴨乃橋ロンの禁断推理（８） 天野明 715 小学館 10 味噌汁でカンパイ！（14） 笹乃さい 715

KADOKA 5 捨てられた皇妃（９） ｉＮＡ/Ｙｕｎａ 1034 KADOKA 26 陰の実力者になりたくて！（10） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 15 水無月家の許嫁　～十六歳の誕生日、本家の当主が迎え 水辺チカ/友麻碧ほか 748 集英社 4 左ききのエレン（22） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 528 小学館 10 償い魔法少女カレンザ（３） 宮月新/下内遼太 715

KADOKA 5 宮廷医の娘（３） ヒロサキ/冬馬倫ほか 715 KADOKA 26 オタクにオトクなギャルぐらし（２） 火野遥人 未定 講談社 16 虚構推理（18） 片瀬茶柴/城平京 未定 集英社 4 もえばな（２） 横山左 748 小学館 10 償い魔法少女カレンザ（４） 宮月新/下内遼太 715

KADOKA 5 転生令嬢はご隠居生活を送りたい！　王太子殿下との婚約冨月一乃/雨宮れんほか未定 KADOKA 26 夢見る男子は現実主義者（３） おけまる/吉北ぽぷりほか未定 講談社 16 すだちの魔王城（３） 森下真 528 集英社 4 マジメサキュバス柊さん（４） ちると 748 小学館 10 Bowing！　ボウイング（５） きゅっきゅぽん 748

KADOKA 5 淫靡な洞窟のその奥で（２） あび/ウメ種ほか 未定 KADOKA 26 アラサーOLハマーン様（３） いわさきまさかず/矢立肇未定 講談社 16 どろぼうちゃん（２） ひととせひるね 528 集英社 4 怪獣8号（８） 松本直也 572 小学館 10 つかれたときに読む海外旅日記（３） 五箇野人 1155

KADOKA 7 無駄に幸せになるのをやめて、こたつでアイス食べます（１ カンナギユタカ/コイル 未定 KADOKA 26 ラル飯　―ランバ・ラルの背徳ごはん―（３） 谷和也/鈴木小波ほか 未定 講談社 16 DEAR BOYS ACT4（12） 八神ひろき 528 集英社 4 カメリアのカーテン（３） 稲岡和佐 550 小学館 17 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～（15） 日向夏/倉田三ノ路 715

KADOKA 7 「刀剣乱舞-ONLINE-」アンソロジーコミック『4コマらんぶっ　「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 　 　未定 KADOKA 26 わたしのお腹の責任取って！（２） 肉丸/ジョーさん。 未定 講談社 16 君はスキノサウルス（２） 関口太郎 528 集英社 4 キン肉マン（80） ゆでたまご 528 小学館 17 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～（12） 麻生羽呂/高田康太郎 715

KADOKA 7 修羅の国のアイディール～DOGENGERS 99 Years Later～悪の秘密結社/内藤ユウ未定 KADOKA 26 捨てられ白魔法使いの紅茶生活（３） 騎羽こうじ/瀬尾優梨ほか未定 講談社 16 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（５） 加藤元浩 528 集英社 4 カラダ探し　異（１） 村瀬克俊/ウェルザード 528 小学館 17 ヴァンピアーズ（８） アキリ 715

KADOKA 9 天獄で悪魔がボクを魅惑する（１） 銀河味めてお 未定 KADOKA 26 転生ごときで逃げられるとでも、兄さん？（４） ユリシロ/紙城境介ほか 未定 講談社 16 Q.E.D.iff ―証明終了―（23） 加藤元浩 528 集英社 4 腹腹先生（４） 高口楊 770 小学館 17 悪役令嬢、94回目の転生はヒロインらしい。（４） 高内藤花/柊一葉 715

KADOKA 9 #バズゲーム 景山愁/高橋右手 未定 KADOKA 26 クレイジー・キッチン（２） ヤミザワ/荻原数馬ほか 未定 講談社 16 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（24） 川原正敏 605 集英社 4 マリッジトキシン（２） 静脈/依田瑞稀 528 小学館 17 終の退魔師　エンダーガイスター（７） 四方山貴史 880

KADOKA 9 どうやら私の身体は完全無敵のようですね（９） さばねこ/ちゃつふさほか未定 KADOKA 26 異世界食堂　洋食のねこや（３） 犬塚惇平/ヤミザワほか 未定 講談社 16 インフェクション（29） 及川徹 528 集英社 4 株式会社マジルミエ（５） 岩田雪花/青木裕 715 小学館 17 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（16） 丸山恭右 880

KADOKA 9 商社マンの異世界サバイバル（４）　～絶対人とはつるまね五條さやか/餡乃雲ほか未定 KADOKA 26 機動戦士ガンダム　N-EXTREME（１） 水口鷹志/バンダイナム 未定 講談社 16 新　仮面ライダーSPIRITS（33） 村枝賢一/石ノ森章太郎 748 集英社 4 道産子ギャルはなまらめんこい（９） 伊科田海 715 小学館 17 異世界美少女受肉おじさんと（８） 池澤真/津留崎優 880

KADOKA 9 この素晴らしい世界に祝福を！（16） 渡真仁/三嶋くろねほか 未定 KADOKA 26 機動戦士ガンダムNT（９） 福井晴敏/大森倖三ほか未定 講談社 16 犬になったら好きな人に拾われた。（７） 古川五勢 704 集英社 4 幕末賭博バルバロイ（２） 河本ほむら/羽田豊隆 770 小学館 17 あなたは私におとされたい（１） 宮口ジュン/梅涼 880

KADOKA 9 異世界でスキルを解体したらチートな嫁が増殖しました　概カタセミナミ/千月さかき 未定 KADOKA 26 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 未定 講談社 16 勝ち目がないのは俺だけか！（１） 小村あゆみ 715 集英社 4 ワンパンマン（27） ＯＮＥ/村田雄介 528 小学館 17 出会って5秒でバトル（21） はらわたさいぞう/みやこ 715

KADOKA 9 メスガキのいる喫茶店（２） ＭＩＧＣＨＩＰ 未定 KADOKA 26 姫ヶ崎櫻子は今日も不憫可愛い（３） 安田剛助 未定 講談社 16 ぼくのアデリア（３） 伊藤京介 715 集英社 4 タヌキツネのゴン（１） メガサワラ 715 小学館 17 ガチャマン（４） 焼き芋ハンサム斎藤/村 715

KADOKA 9 異種族レビュアーズ（８） 天原/ｍａｓｈａ 未定 KADOKA 26 さんしょく弁当（１） 兎月あい 未定 講談社 16 BLOOD FIRE 警視庁特別怪異対応班（３） ｓｉｇａｍａ 715 集英社 4 PPPPPP（５） マポロ３号 528 小学館 17 ウェルベルム　―言葉の戦争―（２） 花林ソラ/伏見航介 715

KADOKA 9 ダークサモナーとデキている（１） 車王 未定 KADOKA 26 世界で一番おっぱいが好き！（７） 昆布わかめ 未定 講談社 16 イケメン彼女とヒロインな俺！？（３） 斎創 693 集英社 4 あやかしトライアングル（11） 矢吹健太朗 528 小学館 17 送球ボーイズ（25） フウワイ/サカズキ九 680

KADOKA 9 金色の文字使い（18）　―勇者四人に巻き込まれたユニーク尾崎祐介/十本スイほか未定 KADOKA 26 みなと商事コインランドリー　アンソロジー　ふわふわ 缶爪さわ/椿ゆず 未定 講談社 16 女装してオフ会に参加してみた。（５） くらの 715 集英社 4 HUNTER×HUNTER（37） 冨樫義博 528 小学館 17 弁護士・亜蘭陸法は漫画家になりたい（４） ゆうきまひろ/武村勇治 715

KADOKA 9 ようこそ『追放者ギルド』へ　～無能なSランクパーティがどん荒木佑輔/メソポ・たみあ未定 KADOKA 26 人生2周目はヤンデレ彼氏を甘やかしてハッピーエンドにな杜若わか/ｐｉｘｉｖ 未定 講談社 17 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 4 ウィッチウォッチ（８） 篠原健太 528 小学館 17 つれない彼女のひとりじめ（４） 甘里シュガー 715

KADOKA 10 創造錬金術師は自由を謳歌する　故郷を追放されたら、魔千月さかき/姫乃タカほか未定 KADOKA 26 ぼくもいっしょ！（１） らくだ 未定 講談社 17 ダイヤのA act2（32） 寺嶋裕二 528 集英社 4 営繕かるかや怪異譚 小野不由美/加藤和恵 1760 小学館 17 猫のしもべにされまして（４） 春日有 880

KADOKA 10 悪役令嬢？　いいえ、極悪令嬢ですわ（５） 斯波浅人/浅名ゆうなほ 未定 KADOKA 26 アイドルマスター　ミリオンライブ！　Blooming Clover（12） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（30） 和久井健 528 集英社 17 ジャンケットバンク（９） 田中一行 748 小学館 17 転生悪役令嬢は見せかけドS王子をお仕置きしたい（３） 清水まみ 715

KADOKA 10 麗子の風儀　悪役令嬢と呼ばれていますが、ただの貧乏娘ｏｔａｋｕｍｉ/ベキオほか 704 KADOKA 26 GT-giRl（４） 長谷見沙貴/ワイズスピ 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ　～場地圭介からの手紙～（１） 和久井健/夏川口幸範 528 集英社 17 ドクターゼロス　～スポーツ外科医・野並社の情熱～（５） 石川秀幸/橋本スズヒラ 748 小学館 17 モブサイコ100 公式ファンブック ＯＮＥ/リアルコーヒーエン1200

KADOKA 10 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い（５） 天海雪乃/タンバほか 未定 KADOKA 26 GT-giRl（５） 長谷見沙貴/ワイズスピ 未定 講談社 17 東大リベンジャーズ（４） 船津紳平 528 集英社 17 イリオス（２） 円城寺真己 715 小学館 18 GOLDEN SPIRAL（３） 福地翼 550

KADOKA 10 ケンランバンカラ（１） 岡叶/夏目純白 未定 KADOKA 26 おっさん、転生して天才役者になる（１） 芽々ノ圭/ほえ太郎 未定 講談社 17 黙示録の四騎士（９） 鈴木央 528 集英社 17 バツハレ（２） 稲葉みのり 715 小学館 18 ボレーボレー（２） カワバタオ 550

KADOKA 10 私より強い男と結婚したいの（１）　清楚な美人生徒会長（実由伊大輔/高橋びすいほ未定 KADOKA 26 リビルドワールド（８） 綾村切人/ナフセほか 未定 講談社 17 イレギュラーズ（６） 松本直記 528 集英社 17 スナックバス江（12） フォビドゥン澁川 748 小学館 18 白山と三田さん（４） くさかべゆうへい 550

KADOKA 10 宇宙戦艦ヤマトNEXT スターブレイザーズΛ（４） 吾嬬竜孝/西崎義展ほか未定 KADOKA 26 ポーカーフェイス女装男子と。（１） くらの 未定 講談社 17 女神のカフェテラス（８） 瀬尾公治 528 集英社 17 カタギモドシ（１） 設楽清人 715 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（19） 八木教広 550

KADOKA 10 宇宙戦艦ヤマトNEXT スターブレイザーズΛ（５） 吾嬬竜孝/西崎義展ほか未定 KADOKA 26 悪いが私は百合じゃない（４） もちオーレ 未定 講談社 17 はじめの一歩（136） 森川ジョージ 528 集英社 17 BUNGO ―ブンゴ―（33） 二宮裕次 715 小学館 18 BE BLUES！～青になれ～（49） 田中モトユキ 550

KADOKA 10 悪役令嬢のデレは俺だけにバレている（１） Ｃｒｏｓｉｓ/松尾葉月 未定 KADOKA 26 キス、してもいいですか？　泡沫　創作男女短編集（上） 泡沫 未定 講談社 17 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（７） 久世蘭 528 集英社 17 最後の不良（３） 山本隆一郎 748 小学館 18 このマンガのヒロインは守崎あまねです。（２） ねこぐち 550

KADOKA 10 ソードアート・オンライン　キス・アンド・フライ（２） 川原礫/べっこうリコほか未定 KADOKA 26 よんこま十三機兵防衛圏！！　～こちらセクターX～（２） 柊タイガー/アトラス 未定 講談社 17 カノジョも彼女（13） ヒロユキ 528 集英社 17 バトゥーキ（14） 迫稔雄 715 小学館 18 劇場版アニメコミック　名探偵コナン　ハロウィンの花嫁（上青山剛昌 980

KADOKA 11 あなたがわたしにくれたもの 岡藤真依 未定 KADOKA 26 結末の国のアトー（１） 土藤山夜 未定 講談社 17 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（４） 木南ユカ 528 集英社 17 早朝始発の殺風景（上） 青崎有吾/山田シロ彦 715 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（17） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 15 ヴラド・ドラクラ（６） 大窪晶与 未定 KADOKA 26 異刻メモワール　巻ノ二 るん太 未定 講談社 17 ガチアクタ（４） 裏那圭/晏童秀吉 528 集英社 17 早朝始発の殺風景（下） 青崎有吾/山田シロ彦 715 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（18） 小林有吾 650

KADOKA 15 ハルタ　2022-NOVEMBER volume 99 ハルタ編集部 未定 KADOKA 30 僕らには僕らの言葉がある 詠里 未定 講談社 17 化物語（19） 西尾維新/大暮維人 528 集英社 17 【世界最強の執事】ブラック職場を追放された俺、氷の令嬢 　昼行燈/ｋａｍｕｉ 715 小学館 18 うる星やつら復刻BOX（２） 高橋留美子 5500

KADOKA 15 シャッター街のさくら姫（２） 宮本伶美 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 17 それでも歩は寄せてくる（13） 山本崇一朗 715 集英社 17 禍つ罠師の勇者狩り（４） わだぺん。 748 小学館 25 シンデレラは6月に消えた しばの結花 484

KADOKA 15 大科学少女（下） 渋谷圭一郎 748 講談社 17 TVアニメ　ブルーロック　ポストカードブック 講談社/「ブルーロック」製1980 集英社 17 岩元先輩ノ推薦（５） 椎橋寛 715 小学館 25 それは大人の事情です（３） 藤原えみ 528

KADOKA 15 クラスのアイドルは今日も推せない 荒木美咲 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 18 アンダードッグ（１） 冨田望 726 集英社 17 カモのネギには毒がある　加茂教授の人間経済学講義（３ 甲斐谷忍/夏原武 715 小学館 25 狼とシュガーレス（２） 藤原えみ 528

KADOKA 15 ようこそにんげん　しりもと作品選集（１） しりもと 未定 講談社 4 ボールルームへようこそ（12） 竹内友 528 講談社 18 ハズレスキル「逃げる」で俺は極限低レベルのまま最強を目 　天宮暁/雪永ちっちほか 726 集英社 17 ドラフトキング（13） クロマツテツロウ 715 小学館 25 おさななじみに恋したら（３） 手島ちあ 528

KADOKA 15 お金の神様　しりもと作品選集（２） しりもと 未定 講談社 4 ザ・ファブル　The second contact（５） 南勝久 726 講談社 18 はたらく細胞イリーガル（２） 橋本カヱ/次恒一ほか 726 集英社 17 怨み屋本舗WORST（21） 栗原正尚 715 小学館 25 花嫁Reスタート（３） 京町妃紗 528

KADOKA 15 ミオくんは飼い慣らされている 梅渋ちうこ 未定 講談社 4 ゾミア（３） 浅村壮平/石田点 726 講談社 18 クロウマン（３） 夜光虫 726 集英社 17 侠医冬馬（７） 村上もとか/かわのいちろ 715 小学館 25 青春ヘビーローテーション（11） 水瀬藍 528

KADOKA 15 雨降り晴れて花ひかる（１） 大沢やよい 未定 講談社 4 アルキメデスの大戦（30） 三田紀房 726 講談社 18 転生貴族の万能開拓～【拡大＆縮小】スキルを使っていた 錬金王/Ｋｕｒｏｎほか 726 集英社 17 Shrink～精神科医ヨワイ～（９） 七海仁/月子 770 小学館 25 魔法陣クロノカノン（２） くまがい杏子 528

KADOKA 15 作りたい女と食べたい女（３） ゆざきさかおみ 未定 講談社 4 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（８） 藤本ケンシ/井出圭亮 726 講談社 18 異世界帰りの大賢者様はそれでもこっそり暮らしているつも木野二九/岡﨑純平ほか 726 集英社 17 恋愛無罪　―愛を誓ったはずだよね？―（２） きづきあきら/サトウナン 748 小学館 25 恋と弾丸（12） 箕野希望 528

KADOKA 15 恋と呼ぶには青すぎる（１） 真くん 未定 講談社 4 令和雄王　相田宗二（２） 小川ショウマ 726 講談社 18 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ（８） 岡沢六十四/るれくちぇほ 726 集英社 17 デンタルクエスト（４） セキアトム/箸井地図 748 小学館 25 鬼の千年恋（４） 七海月 528

KADOKA 15 マイ・リグレット（１） 砂糖野しおん 未定 講談社 4 彼岸島　48日後…（36） 松本光司 726 講談社 18 影霧街（３） 大瀬戸陸 726 集英社 17 別世界のキラキラ同期がエッチなイラストを描いている（２） ｓａｋｕ 748 小学館 25 今日もスーパースターに求婚されてます（１） 七海月 528

KADOKA 15 裸足のせいめい（上） 栄太 未定 講談社 4 セブン☆スターJT（７） 柳内大樹 726 講談社 18 code：ノストラ（３） 安童夕馬/明石英之 726 集英社 17 史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する　～剣聖 柑橘ゆすら/亀山大河ほ 715 小学館 25 今夜も騙されハニー（６） たむら紗知 528

KADOKA 17 身代わり婚約者なのに、銀狼陛下がどうしても離してくれまみやの真琴/くりたかのこ未定 講談社 4 サタノファニ（23） 山田恵庸 726 講談社 18 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する（３） 猫子/武六甲理衣ほか 726 集英社 17 復讐を希う最強勇者は、闇の力で殲滅無双する（８） 斧名田マニマニ/坂本あ 715 小学館 25 漫画版　イケメン戦国　明智光秀編（４） 坂本あきら/蔵人幸明 715

KADOKA 17 冒険者の服、作ります！（３）　～異世界ではじめるデザイナすけお/甘沢林檎ほか 未定 講談社 4 GTO パラダイス・ロスト（20） 藤沢とおる 726 講談社 18 明日のエサ　キミだから（９） 若杉公徳 726 集英社 17 コキ使われて追放された元Sランクパーティのお荷物魔術師ＬＡ軍/二宮カクほか 748 小学館 25 スーツに性癖（６） 河丸慎 550

KADOKA 17 聖女をクビになったら、なぜか幼女化して魔王のペットにな ももやま/美雨音ハルほ 715 講談社 4 パラレルパラダイス（19） 岡本倫 726 講談社 18 ノーアンデッド・ノーライフ（１） 熊谷純/西木田まこと 726 集英社 17 聞いてくれますよね？先輩（１） すかいふぁーむ/ぺんた 715 小学館 25 カラフル！（３） ときわ藍 528

KADOKA 17 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 4 ギャルせん（４） 植野メグル 726 講談社 22 相続探偵（６） 西荻弓絵/幾田羊 715 集英社 17 新しいきみへ（３） 三都慎司 748 小学館 25 キング様のいちばん星（３） 如月ゆきの 528

KADOKA 17 お前のような初心者がいるか！　不遇職『召喚師』なのにラ試咲/瀧岡くるじほか 715 講談社 4 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（20） 福本伸行 726 講談社 22 ふたりソロキャンプ（14） 出端祐大 715 集英社 17 地下室ダンジョン　～貧乏兄妹は娯楽を求めて最強へ～（ 錆び匙/ひびぽんほか 715 小学館 25 青のアイリス（３） やぶうち優 528

KADOKA 17 陛下、心の声がだだ漏れです！（３） みまさか/シロヒほか 715 講談社 4 ケンシロウによろしく（７） ジャスミン・ギュ 726 講談社 22 法廷遊戯（１） 五十嵐律人/束ユムコ 715 集英社 17 圧倒的ガチャ運で異世界を成り上がる！（３） ケンノジ/藤咲ユウほか 715 小学館 25 ウェディング・デスゲーム（３） 春瀬花香 528

KADOKA 17 勇者様の幼馴染という職業の負けヒロインに転生したので 加々見絵里/日峰ほか 未定 講談社 4 ツワモノガタリ（４） 細川忠孝/山村竜也 726 講談社 22 陸上自衛隊特務諜報機関　別班の犬（２） 久慈進之介 715 集英社 17 異世界に来た僕は器用貧乏で素早さ頼りな旅をする（６） 紙風船/こちもほか 748 小学館 28 逆襲スパイ　Xキャリバー（３） 古本ゆうや 528

KADOKA 17 塔の諸島の糸織り乙女～転生チートはないけど刺繍魔法で佃繁奈/渡来みずねほか未定 講談社 4 女子校のこひー先生（２） 新井春巻 726 講談社 22 A-BOUT！　SURF（５） 市川マサ 715 集英社 17 オットマン　―OTTOMAN―（５） 金沢真之介 748 小学館 28 MINI4KING（３） 武井宏之/今田ユウキ 528

KADOKA 17 残り一日で破滅フラグ全部へし折ります（２）　ざまぁRTA記 福留しゅん/天城望 未定 講談社 4 技巧貸与〈スキル・レンダー〉のとりかえし　トイチって最初に黄波戸井ショウリ/小山ナ 726 講談社 22 長谷川無双（２） ザビエラー長谷川 715 集英社 17 異世界ひろゆき（１） 戸塚たくす/西出ケンゴロ 748 小学館 28 スーパーマリオくん（58） 沢田ユキオ 528

KADOKA 17 後宮妃の管理人（５） 廣本シヲリ/しきみ彰ほか 715 講談社 4 スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ（１） 永椎晃平 726 講談社 22 JJM 女子柔道部物語（14） 恵本裕子/小林まこと 715 集英社 25 柏木くんと瑞稀くんのハッピーライフ大作戦！ 幸田みう 825 小学館 28 ポケットモンスタースペシャル（63） 日下秀憲/山本サトシ 715

KADOKA 17 異世界で姉に名前を奪われました（１） ＮｉＫｒｏｍｅ/琴子 未定 講談社 4 ナックルナックル（１） 山岸汰誠 726 講談社 22 紫電改343（８） 須本壮一 715 集英社 25 おまえのトリコになるもんか！ 小丸オイコ 825 小学館 28 ぷにるはかわいいスライム（２） まえだくん 715

KADOKA 17 脳筋βは臆病Ωのお世話役 切野 未定 講談社 7 スイカ（２） 森とんかつ 748 講談社 22 警視庁草紙　―風太郎明治劇場―（５） 山田風太郎/東直輝ほか 726 集英社 25 うちの弟どもがすみません（８） オザキアキラ 528 小学館 28 あつまれ　どうぶつの森　～無人島Diary～（６） ココナスルンバ/任天堂 715

KADOKA 17 エロ漫画家先生と壁越しのミツごと 景藤 未定 講談社 7 おとなりに銀河（５） 雨隠ギド 748 講談社 22 黒博物館　三日月よ、怪物と踊れ（２） 藤田和日郎 957 集英社 25 キミと越えて恋になる（３） 柚樹ちひろ 528 小学館 28 マンホール戦記アオイ（１） 古賀葵/北嶋一喜 770

KADOKA 17 スモークブルーの雨のち晴れ（２） 波真田かもめ 未定 講談社 9 オリエント（17） 大高忍 528 講談社 22 この会社に好きな人がいます（13） 榎本あかまる 726 集英社 25 200m先の熱（６） 桃森ミヨシ 715 小学館 30 土竜（モグラ）の唄（78） 高橋のぼる 715

KADOKA 17 異世界行ったら私の職業『野生児』だった（１） ｍｕｃｃｏ/堂本葉知子ほか未定 講談社 9 薫る花は凛と咲く（５） 三香見サカ 528 講談社 22 夢てふものは頼みそめてき　Daydream Believers（１） 灰田高鴻 715 集英社 25 乙女椿は笑わない（９） 高梨みつば 528 小学館 30 レ・セルバン（１） 濱田浩輔 715

KADOKA 17 異世界御奉仕記録（１） 山田パン/猫屋敷爺ほか未定 講談社 9 中華一番！極（13） 小川悦司 528 講談社 22 紛争でしたら八田まで（11） 田素弘 715 集英社 25 お姉ちゃんの翠くん（２） 目黒あむ 528 小学館 30 機械仕掛けの愛　ママジン（１） 業田良家 715

KADOKA 18 紅椿妃（２） 高橋拡那 未定 講談社 9 菌と鉄（３） 片山あやか 528 講談社 22 ワールド　イズ　ダンシング（６） 三原和人 715 集英社 25 恋のようなものじゃなく（６） 南塔子 528 小学館 30 ヘブンの天秤（１） 浄土るる 715

KADOKA 18 北北西に曇と往け（６） 入江亜季 未定 講談社 9 いじめるヤバイ奴（17） 中村なん 528 講談社 22 ガクサン（３） 佐原実波 737 集英社 25 月の燃えがら（５） 北里鮎 528 小学館 30 ゲーマーズ×ダンジョン　僕はゲーム依存じゃない（１） ナナトエリ/亀山聡 715

KADOKA 22 陰からマモル！（８） まだらさい/阿智太郎 671 講談社 9 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST（13） 真島ヒロ/上田敦夫 528 講談社 22 デビルズライン2 ［逆襲］（２） 花田陵 770 集英社 25 メイちゃんの執事DX（19） 宮城理子 528 小学館 30 アタックシンドローム類（１） 吉沢潤一 715

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 9 我間乱　―修羅―（23） 中丸洋介 528 講談社 22 はたらく細胞LADY（５） 原田重光/乙川灯ほか 737 集英社 25 ピンクとハバネロ（４） 里中実華 528 小学館 30 ホロウフィッシュ（１） むつき潤 715

KADOKA 22 ちょっぴりえっちな三姉妹でも、お嫁さんにしてくれますか？鹿もみじ/浅岡旭ほか 671 講談社 9 カノジョは絶対、ボクのこと好きなはず（３） 白井三二朗 715 講談社 22 はたらく細胞LADY 10代女性が知っておきたい「性」の新知及川夕子/高橋幸子ほか1320 集英社 25 死がふたりを分かつとも（７） 天色ちゆ 770 小学館 30 アカネノネ（２） 矢田恵梨子 715

KADOKA 22 魔術師クノンは見えている（１） Ｌａ－ｎａ/南野海風ほか 671 講談社 9 超級装備（アウトロー・スキル）で無双して、異世界王に俺は  ＳＨＯＮＥＮ/原正人 748 講談社 22 銃夢火星戦記（９） 木城ゆきと 715 集英社 25 泥舟に五芒星（２） 夏糖サガリ 770 小学館 30 プラタナスの実（７） 東元俊哉 715

KADOKA 22 ディーふらぐ！（17） 春野友矢 671 講談社 9 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話（10） 横田卓馬 693 講談社 22 天国大魔境　公式コミックガイド 石黒正数/講談社 1320 集英社 25 ハロー、イノセント（６） 酒井まゆ 528 小学館 30 お別れホスピタル（９） 沖田×華 715

KADOKA 22 探偵はもう、死んでいる。―the lost memory―（４） ｐｏｎｉ/二語十ほか 671 講談社 9 クラスの陰キャブス？　実は美人コスプレイヤーだった。（１ 　塀流通留/藤井ふじこほ 693 講談社 22 天国大魔境（８） 石黒正数 748 集英社 25 ハニーレモンソーダ（21） 村田真優 528 小学館 30 フールナイト（５） 安田佳澄 715

KADOKA 22 千年狐（８）　～干宝「捜神記」より～ 張六郎 748 講談社 9 よくわからないけれど異世界に転生していたようです（14） 内々けやき/あしほか 715 講談社 22 ブスなんて言わないで（２） とあるアラ子 748 集英社 25 ミオの名のもとに（６） たしろみや/文川よし乃 550 小学館 30 味いちもんめ　継ぎ味（９） 倉田よしみ/あべ善太 715

KADOKA 22 ベルと紫太郎（２） 伊田チヨ子 未定 講談社 9 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（19） 福田直叶/むらさきゆきや 748 講談社 22 ヘルハウンド（１） 皆川亮二 792 集英社 25 絶叫学級　転生（19） いしかわえみ 528 小学館 30 フットボールネーション（17） 大武ユキ 715

KADOKA 22 ベルと紫太郎（３） 伊田チヨ子 未定 講談社 9 独身貴族は異世界を謳歌する　～結婚しない男の優雅なお錬金王/駒鳥ひわほか 748 講談社 22 medium 霊媒探偵城塚翡翠（１） 相沢沙呼/清原紘 781 集英社 25 グッドモーニング・キス（21） 高須賀由枝 550 小学館 30 Deep3（５） 水野光博/飛松良輔 715

KADOKA 22 マギクラフト・マイスター（10） 吉舎和幸/秋ぎつねほか未定 講談社 9 窮鬼の仇花（４） 冬葉つがる 748 講談社 22 カオスゲーム（１） 山嵜大輝 792 集英社 25 ここからはオトナの時間です。（３） つきのおまめ 748 小学館 30 ダンプ・ザ・ヒール（３） 原秀則/ダンプ松本 715

KADOKA 22 異世界勇者ミズキ（１） 木村まつり 未定 講談社 9 追放の賢者、世界を知る（３）　～幼馴染勇者の圧力から逃杉乃紘/深山鈴ほか 715 講談社 22 乾と巽　―ザバイカル戦記―（８） 安彦良和 748 集英社 25 ストロベリーなデイズ（１） カキネ 792 小学館 30 僕らはそれを越えてゆく～天彦野球部グラフィティー～（３）中原裕/市田実 715

KADOKA 22 異世界勇者ミズキ（２） 木村まつり 未定 講談社 9 異世界マンチキン　―HP1のままで最強最速ダンジョン攻略志瑞祐/青桐良 715 講談社 22 ブルーピリオド（13） 山口つばさ 748 集英社 25 Dear Antique，（１） 束原さき 792 小学館 30 THE ALPINE CLIMBER 単独登攀者・山野井泰史の軌跡（ よこみぞ邦彦/山地たくろ 715

KADOKA 22 異世界居酒屋さわこさん細腕繁盛記（２） 林雄一/鬼ノ城ミヤほか 未定 講談社 9 脳筋王子、庶民になる。（１） 笠間三四郎/植杉光 715 講談社 22 ビターエンドロール（３） 佐倉旬 803 集英社 25 わたしの家はフツー（４） 佐野未央子 660 小学館 30 Too BEAT（２） 武論尊/吉田史朗 715

KADOKA 22 余命2ヶ月の異世界健康法（２） ムナカタ 未定 講談社 9 外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死 松琴エア/はにゅうほか 715 講談社 22 宝石の国（12） 市川春子 781 集英社 25 恋はお金じゃ買えません（４） 桜沢エリカ 715 小学館 30 九条の大罪（７） 真鍋昌平 715

KADOKA 22 令和のダラさん（１） ともつか治臣 未定 講談社 9 野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救 西田拓矢/海空りく 748 講談社 22 えんまさんちのケルベロス（３） リベンセイ 990 小学館 30 闇金ウシジマくん外伝　肉蝮伝説（16） 真鍋昌平/速戸ゆう 715

KADOKA 22 失格王子の成り上がり冒険譚（３） 天上涼太郎/未来人Ａほ未定 講談社 9 転生したらスライムだった件　クレイマンREVENGE（１） カジカ航/伏瀬ほか 715 講談社 22 夜廻り猫（９） 深谷かほる 1111 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 30 くーねるまるた　ぬーぼ（10） 高尾じんぐ 737

KADOKA 22 災害級使徒の花嫁探し（２） ＳＵＡＮＮＡＩＷＡＮＺＩ／ＹＩ 1034 講談社 9 不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強 藤モロホシ/茨木野ほか 715 講談社 22 ちいかわパズル　なんかずるいけどスッキリするやつ ナガノ/たつなみ 1320 小学館 10 璋子様のお気に召すまま（３） 碓井ツカサ 715 小学館 30 テツぼん（32） 永松潔/高橋遠州 748

KADOKA 22 仏様からエチアイテムを貰う 田代哲也 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 1089 講談社 22 ちいかわ英会話　なんかいつの間にかしゃべれちゃうやつ ナガノ/梅田実希 1540 小学館 10 君は冥土様。（６） しょたん 715 小学館 30 ミワさんなりすます（５） 青木Ｕ平 780

KADOKA 22 かわいいひと ＴＡＴＳＵＢＯＮ 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 25 僕の奥さんはちょっと怖い（５） 栗田あぐり 715 小学館 10 ソアラと魔物の家（２） 山地ひでのり 715 小学館 30 風の大地　全英オープン編（２） 坂田信弘/かざま鋭二 1595

KADOKA 22 呪いの魔剣で高負荷トレーニング！？　～知られちゃいけな佐々川いこ/こげ丸ほか 未定 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 30 転生大聖女の異世界のんびり紀行（４） キダニエル/四葉夕卜 715 小学館 10 アイドルの家計簿（３） あおやぎ孝夫 715 小学館 30 風の大地　全英オープン編（３） 坂田信弘/かざま鋭二 1595

KADOKA 22 従者は大魔皇（１） 未定 未定 講談社 9 猫を拾った話。（３） 寺田亜太朗/本多八十二1100 講談社 30 引きこもり箱入令嬢の結婚（３） 原口真成/北乃ゆうひほ 715 小学館 10 ホテル・インヒューマンズ（４） 田島青 715 小学館 30 あさドラ！（７） 浦沢直樹 800

KADOKA 22 ふりだしから始まる覚醒者（１） 未定 未定 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 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 10 弱体化勇者のリスタート（２） い～どぅ～ 715 小学館 30 KISSxxxx 愛蔵版（３）　〈楠本まきコレクション〉 楠本まき 1980

KADOKA 22 NEEDY GIRL OVERDOSE 公式アンソロジーコミック 未定 649 講談社 9 四十七大戦（13） 一二三 715 講談社 30 話が違うと言われても、今更もう知りませんよ　～婚約破棄鏡ユーマ/鬱沢色素ほか 715 小学館 10 サヨナラ魔法使い（１） 伏見ダイキ 715

KADOKA 25 あやかし浮世絵導師（１） ちさかあや/大志充ほか 未定 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 講談社 30 ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そ新城一/海月崎まつり 715 小学館 10 裏バイト：逃亡禁止（８） 田口翔太郎 715

KADOKA 25 女鍛冶師はお人好しギルドに拾われました～新天地でがん日之影ソラ/みつなり都ほ未定 講談社 9 ギャルとクトゥルフ（３） ぽんとごたんだ 未定 講談社 30 永年雇用は可能でしょうか～無愛想無口な魔法使いと始め梨川リサ/ｙｏｋｕｕ 715 小学館 10 教え子がAV女優、監督はボク。（８） 村西てんが 715

KADOKA 25 比羅坂日菜子がエロかわいいことを俺だけが知っている。 紺矢ユキオ 未定 講談社 11 吸血鬼を飼うことになりまして（３） 清野静流 528 講談社 30 まだ間に合う！明日処刑される悪役令嬢ですけど、スチル きゆめぐり/マチバリほか 748 小学館 10 かわいいからギリゆるせる（３） もこやま仁 715

KADOKA 25 叡智なビデオは好きですか？（１） 後藤羽矢子/未定 未定 講談社 11 染まるくちびる（１） 岡野セキ 528 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 715 小学館 10 恋に病み、愛を唄う（３） サザメ漬け 715

KADOKA 25 テイレシアスの檻（１） 竹葉久美子 未定 講談社 11 メガネ、時々、ヤンキーくん（３） なるき 528 講談社 30 今日もわたしは元気ですぅ！！（キレ気味）　～転生悪役令木乃ひのき/古森きりほ 715 小学館 10 愛囚ラヴァ（４） ほりかわけぇすけ 715

KADOKA 25 表情が一切わからない白銀さん（４） Ｂｙｔｅ 未定 講談社 11 ウソ婚（11） 時名きうい 550 講談社 30 薬屋の聖女　～家族に虐げられていた薬屋の女の子、実は浅井ソラ/木嶋隆太ほか 748 小学館 10 魔王がずっと見ている（２） 野田宏/ふくしま正保 715

KADOKA 25 神さまがまちガえる（２） 仲谷鳰 未定 講談社 11 過保護な若旦那様の甘やかし婚（２） こだち 726 講談社 30 ヤスダスズヒト　クリエイターズブック（仮） 講談社 2200 小学館 10 異世界失格（８） 野田宏/若松卓宏 715

KADOKA 25 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルドマスターにな 朱月十話/ＲＯＨＧＵＮほ未定 講談社 11 10年ぶりの初カレがすごい（２） 茶九楽ゆっけ 726 講談社 30 幸せカナコの殺し屋生活（７） 若林稔弥 未定 小学館 10 こころのナース夜野さん（６） 水谷緑 715

KADOKA 25 リアデイルの大地にて（５） 月見だしお/Ｃｅｅｚほか 未定 講談社 11 星降る王国のニナ（９） リカチ 528 講談社 30 逆資本論 井上純一 未定 小学館 10 愛するあなたと恋するきみが（２） 森マシミ 715

講談社 30 ウマ娘　プリティーダービー　アンソロジーコミックSTAR（５ Ｃｙｇａｍｅｓ 未定 小学館 10 へんなものみっけ！（８） 早良朋 715

小学館 10 古事記（中辛）（３） 浮津 990

小学館 10 アオアシ（30） 小林有吾 715

小学館 10 クロサギ再起動　―18歳新成人詐欺犯罪編― 黒丸/夏原武 715

小学館 10 異世界猫と不機嫌な魔女（３） 柏葉ヒロ 715

小学館 10 柳生裸真剣（３） 永井豪とダイナミックプロ 880

小学館 10 漫画家本スペシャル　永井豪本 永井豪とダイナミックプロ1680

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

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

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



出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定 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 ルパン三世　異世界の姫君（４） モンキー・パンチ／エム・ 528 幻冬舎コ 24 デバヤシ・フロム・ユニバース（２） 神崎タタミ 693 スクウェア 11 わたしの幸せな結婚（４） 顎木あくみ/高坂りとほか 660 ティーアイ 4 （成）口づけは性交のあとで はく雲 1200 双葉社 28 エイジング　―80歳以上の若者が暮らす島―（７） 友野ヒロ 726

秋田書店 8 あっぱれ！浦安鉄筋家族（14） 浜岡賢次 528 幻冬舎コ 24 元奴隷ですが、鬼の奴隷を買ってみたら精力が強すぎるの天晴にこ/斎藤岬 715 スクウェア 11 親に売られた私の幸せな家族（２） 鉢谷くじら 660 ティーアイ 10 （成）搾精ハーレム大決闘　早撃ちカノジョと夕陽のタピオカ時浜次郎 1290 双葉社 28 終のひと（５）（完） 清水俊 726

秋田書店 8 ヤンキーJKクズハナちゃん（13） 宗我部としのり 528 幻冬舎コ 24 感情のなまえ（１） テクノサマタ 726 スクウェア 11 【さびついた剣】を試しに強化してみたら、とんでもない魔剣万野みずき（ＫＡＤＯＫＡＷ 660 ティーアイ 10 （成）学級触手 河胃シュン 1200 双葉社 30 宝くじが当たったのでレベル1から聖剣を買ってみる（１） あたりめ/羽田遼亮 704

秋田書店 8 ハリガネサービスACE（19） 荒達哉 528 幻冬舎コ 24 恋するインテリジェンス（10） 丹下道 770 スクウェア 11 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすサトウとシオ/臥待始ほか 660 TOブック 1 がんばれ農強聖女～聖女の地位と婚約者を奪われた令嬢揚茄子央/佐々木鏡石 704 双葉社 30 与えられたスキルを使って稼いで異世界美女達とイチャイチ阿見阿弥/レンキしゅん 704

秋田書店 8 あつまれ！ふしぎ研究部（15） 安部真弘 528 幻冬舎コ 24 溺愛スリーピングボイス 茶野まめこ 748 スクウェア 11 いじめるアイツが悪いのか、いじめられた僕が悪いのか？ 君塚力/日丘円 660 TOブック 1 たかが子爵嫡男に高貴な人たちがグイグイきて困る＠COMｍｉｙａｓｕｍｉ/あぐにゅん 704 双葉社 30 勇者伝説の裏側で俺は英雄伝説を作ります～王道殺しの まお/ナカノムラアヤスケ 704

秋田書店 8 桃源暗鬼（12） 漆原侑来 528 光文社 18 間宮さんはバトル展開を期待する（１） 丙 未定 スクウェア 11 白雷の騎士（５）（完） 山内泰延 660 TOブック 15 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられ 　 　勝木光/香月美夜 660 双葉社 30 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾椋野わさび/水月穹 704

秋田書店 8 GranFamilia（２） 濱田賢治 528 光文社 18 世界にさよならのキスをして（１） 日々の杏 未定 スクウェア 11 しなきゃいけませんか。（３） 逢坂美穂/榎のと 660 TOブック 15 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。＠COMIC（４） 蕗野冬/ほのぼのる５００ 704 双葉社 30 村人転生　最強のスローライフ（11） イチソウヨウ/タカハシあ 704

秋田書店 8 弱虫ペダル（81） 渡辺航 528 ゴルフダイ 1 オーイ！とんぼ（41） かわさき健/古沢優 660 スクウェア 11 しなきゃいけませんか。（４）（完） 逢坂美穂/榎のと 660 TOブック 15 氷の侯爵様に甘やかされたいっ！～シリアス展開しかない 香守衿花/もちだもちこ 704 双葉社 30 極点の炎魔術師～ファイアボールしか使えないけど、モテた守木涼/シクラメン 704

秋田書店 8 声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思っている（９） 矢村いち 693 コスミック 16 他人のフリして同僚に抱かれています 藤埜 770 スクウェア 11 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 TOブック 15 「お前には才能がない」と告げられた少女、怪物と評される 東里桐子/ラチム 704 文苑堂 30 （成）発情デイタイム こーり 1210

秋田書店 8 ババンババンバンバンパイア（３） 奥嶋ひろまさ 693 コアマガジ 2 ブルーアワー 三木原針 765 スクウェア 11 ひぐらしのなく頃に令　鬼熾し編（２）（完） 竜騎士０７/夏海ケイ 660 TOブック 15 水属性の魔法使い＠COMIC（２） 墨天業/久宝忠 704 文苑堂 30 （成）しぼりだし 夢乃狸 1265

秋田書店 8 バキ外伝　烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ 板垣恵介/猪原賽ほか 693 コアマガジ 25 ひねくれ花に愛をそそいで トビワシオ 765 スクウェア 11 ひぐらしのなく頃に令　星渡し編（２）（完） 竜騎士０７/刻夜セイゴ 680 TOブック 15 ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！ 螢子/あてきち 704 文藝春秋 10 やまとは恋のまほろば　新装版（３） 浜谷みお 825

秋田書店 8 腹ペコ聖女とまんぷく魔女の異世界スローライフ！（２） 蛙田アメコ/冬野なべほか 693 コアマガジ 25 leftovers ―レフトオーバーズ― いさき李果 776 スクウェア 11 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 徳間書店 11 ゆりでなる（シロハート）えすぽわーる（４） なおいまい 990 文藝春秋 24 竜馬がゆく（２） 司馬遼太郎/鈴ノ木ユウ 880

秋田書店 8 百魔の主　異世界で魔王チートは最強かもしれません（３） 葵大和/ぐーのほか 693 コアマガジ 30 （成）どきどき（シロハート）爆乳奥様がエロ過ぎるって！ 南田Ｕ助 1300 スクウェア 11 おじさまと猫（10） 桜井海 900 徳間書店 11 夜光雲のサリッサ（９） 松田未来/※Ｋｏｍｅ 1100 フロンティ 11 悪役令嬢後宮物語　～王国激動編～（２） 鳥屋/涼風 693

秋田書店 8 うちの弟子がいつのまにか人類最強になっていて、なんの アキライズン/内々けやき 693 コアミック 7 ワルハラ　電脳自衛隊　MMORPGへ進軍す（２） 柳内たくみ/矢神翔ほか 704 スクウェア 22 恋愛自壊人形　恋するサーティン（２） 鍵空とみやき 660 徳間書店 25 忘れる君との300日 浅井西 792 フロンティ 18 服飾師ルチアはあきらめない　～今日から始める幸服計画臼土きね/甘岸久弥 759

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（19） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 693 コアミック 7 異世界から勇者を召喚したら猫でした（２） 楠木ひかる 704 スクウェア 22 事情を知らない転校生がグイグイくる。（13） 川村拓 660 徳間書店 25 二重螺旋（３） 円陣闇丸/吉原理恵子 748 フロンティ 22 幼馴染じゃ我慢できない（３）（完） 百瀬あん 770

秋田書店 8 WORST外伝　ドクロ（11） 髙橋ヒロシ/きだまさし 693 コアミック 7 かみがみ～最も弱き反逆者、異世界チート勇者を討つ～（ 真上犬太/松林佑ほか 704 スクウェア 22 怪人麗嬢（９） 田代哲也 660 徳間書店 25 ノイズキャンセラー 三池ろむこ 748 フロンティ 22 ラブスプリンクル 綾野カム 770

秋田書店 10 悪役令嬢の兄に転生しました（２） 内河弘児/よしまつめつ 693 コアミック 7 異世界領地改革～土魔法で始める公共事業～（３） 布袋三郎/さくら夏希ほか 704 スクウェア 22 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（11） 豊田悠 900 徳間書店 30 白鵬本紀（６） 白鵬翔/山崎享祐 693 フロンティ 22 一途なうさぎの恋結び 鳴坂リン 825

秋田書店 16 亡国のマルグリット（10） すもももも 660 コアミック 7 明かせぬ正体　最強の糸使いは復讐の死神になる（３） ポルカ/クロノヤミほか 704 スクウェア 22 鬼島さんと山田さん（５） 星見ＳＫ 660 日本文芸 9 ミナミの帝王（168） 天王寺大/郷力也 803 フレックス 11 ざーこざこざこざこ先生（１） ぜろよん 737

秋田書店 16 妖精国の騎士　Ballad ～継ぐ視の守護者～（４） 中山星香 660 コアミック 18 いくさの子　―織田三郎信長伝―（20）（完） 原哲夫/北原星望 770 スクウェア 25 無職転生～エリスは本気で牙を砥ぐ～（１） 理不尽な孫の手/丘野優 660 日本文芸 9 スマイリー（３） 服部未定 792 フレックス 11 魔剣使いの元少年兵は、元敵幹部のお姉さんと一緒に生き牧田ロン/支倉文度ほか 770

秋田書店 16 十三歳の誕生日、皇后になりました。（４） 石田リンネ/青井みと 660 コアミック 18 前田慶次　かぶき旅（11） 原哲夫/堀江信彦ほか 726 スクウェア 25 デッドマウント・デスプレイ（10） 成田良悟/藤本新太 660 日本文芸 17 秘匿夫婦～クピドの悪戯～（３） 北崎拓 825 フレックス 11 アラフォー冒険者、伝説となる　～SSランクの娘に強化されタッ公/延野正行ほか 770

秋田書店 16 Re：スケバン刑事（３） 和田慎二/福井あしび 660 コアミック 18 アルテ（17） 大久保圭 726 スクウェア 25 綺麗にしてもらえますか。（９） はっとりみつる 660 日本文芸 17 この子知りませんか？（１） てぃーろんたろん 803 フレックス 15 グッドモーニングレオン　GoodMorningLeon（１） 北郷海 737

秋田書店 16 偽装結婚のススメ　～溺愛彼氏とすれちがい～（７） 雨宮榮子 660 コアミック 18 トレース　科捜研法医研究員の追想（12） 古賀慶 726 スクウェア 25 地獄に堕ちてよ、お兄ちゃん（１） ねじがなめた 660 日本文芸 28 ハイヤートライヴ　破滅の山脈（２） 高橋構造 792 フレックス 15 お疲れお兄さんは手芸沼につかりたい（１） 味田マヨ 737

秋田書店 16 俺たちビジネス番やってます！（２） 木上マリカ 748 コアミック 18 ネコの掟（１） 目黒川うな 704 スクウェア 25 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。―妄言録―（21渡航（小学館「ガガガ文庫 660 日本文芸 28 奴隷先生（２） 村生ミオ/友野ヒロ 803 フレックス 15 前世悪役だった令嬢が、引き籠りの調教を任されました（３ 九段そごう/田井ノエルほ 770

秋田書店 16 やじきた学園道中記スピンオフ　星にききたまえ　―Ask T  市東亮子 660 コアミック 18 顔に泥を塗る（６） ヨシカズ 748 スクウェア 25 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。（８） 松浦（カドカワＢＯＯＫＳ） 660 日本文芸 28 異世界AV～魔王様はエッチなビデオに興味津々なご様子 尾藤麻論/オオイシヒロト 825 復刊ドット 18 鉄腕アトム　《オリジナル版》（14） 手塚治虫 4730

秋田書店 16 ナースのチカラ　～私たちにできること　訪問看護物語～（９広田奈都美 825 三交社 7 世界最強の神獣使い（２） 八茶橋らっく/鷹条色ｓ 748 スクウェア 25 千剣の魔術師と呼ばれた剣士（６） 黒須恵麻/高光晶ほか 660 日本文芸 28 はぐれアイドル地獄変（16） 高遠るい 803 復刊ドット 26 鉄人28号《オリジナル版》（８） 横山光輝 5170

秋田書店 16 いつかのいつか（３） 六多いくみ 693 三交社 25 私はおかず先輩に食べられたい。（３） 才手けい 800 スクウェア 25 現実でラブコメできないとだれが決めた？（３）（完） 初鹿野創「現実でラブコ 660 日本文芸 28 イゴールの島（３） 志名坂高次/ナンジョウヨ 803 復刊ドット 26 銀河英雄伝説外伝　黄金の翼　［生原稿ver.］ 田中芳樹/道原かつみ 4950

秋田書店 16 いのちの器（89） 上原きみ子 650 三交社 25 これだから童貞は。 まれ 700 スクウェア 25 剣仙●局　ケンセンヒョウキョク（２） 深見真/真じろう 660 日本文芸 28 最速婚～サイソクコン～（１） 近藤しぐれ 803 プランタン 7 わたしのパンツ、返してくださいっ！！　営業の押井田さん 　和平侑子 未定

秋田書店 16 加賀谷次長、狙われてます！（５） 小山田容子 748 メディアソ 30 孕ませ妊侠道（上） 泉くれは 770 スクウェア 25 〆切前には百合が捗る（２） 平坂読（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 LINE Digi  15 鬼畜島（23） 外薗昌也 638 プランタン 7 この度、野獣なコワモテ将軍の教育係（妻）を拝命いたしま 　ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ．/日車 未定

秋田書店 16 空までイっちゃう　～CAは絶倫パイロットの腕の中～　フラ 吉沢りょう 748 メディアソ 30 孕ませ妊侠道（下） 泉くれは 770 スクウェア 26 メイデーア転生物語　この世界で一番悪い魔女（６） 友麻碧（富士見Ｌ文庫／ 660 LINE Digi  15 僕のソルシエール（６） 夕希実久 638 プランタン 30 MADK（３）　（仮） 硯遼 未定

秋田書店 18 ニンジャスレイヤー　キョート・ヘル・オン・アース（11） ブラッドレー・ボンド＋フィ 693 三和出版 29 （成）イク時は笑顔かアヘ顔 北川ざやく 1300 スクウェア 26 雅血の陰陽師（２） 藤本桜 660 LINE Digi  15 悲熊（２）（完） キューライス 1100 ブライト出 25 憐れなβは恋を知らない（２） 屋敷シマ 700

秋田書店 18 サイボーグ009 BGOOPARTS DELETE（５）（完） 岡崎つぐお/石ノ森章太 693 三和出版 29 （成）ふたなり露出シコたま（シロハート） 柚子ラムネ 1300 スクウェア 26 『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 3300 LINE Digi  15 “元”許婚は諦めない！？（３）（完） よくねる 682 ブライト出 25 制服脱ぎたい 端丘 800

秋田書店 18 絢爛たるグランドセーヌ（21） Ｃｕｖｉｅ 693 ジーオーテ 14 （成）風紀委員とフーゾク活動 天野どん 1320 スターツ出 25 幸運値999の私、【即死魔法】が絶対に成功するので世界最日暮/万野みずき 715 モバイルメ 17 ドS編集長のイケないご指導 山森ぽてと 748 ブライト出 25 鬼蛇求愛物語り あさひ 700

秋田書店 18 魔王の娘、すごくチョロい。（４） 千明太郎 693 ジーオーテ 25 （成）いーと・みーと うしのみや 1320 スターツ出 25 追放された転生貴族、外れスキルで内政無双（１）　～気ま 雪月佳/白石新ほか 715 モバイルメ 17 嘘つきな番～その匂い、ナカまで染み込ませて（３）　昴と深なつはづき 792 ブライト出 25 教えてください、藤縞さん！（５） なえ・淡路 730

秋田書店 18 信長を殺した男～日輪のデマルカシオン～（３） 藤堂裕/明智憲三郎 693 ジーオーテ 25 （成）only my idol 有馬紘一 1430 スターツ出 25 受付嬢に告白したくてギルドに通いつめたら英雄になってたよねぞう/猫又ぬこ 715 モバイルメ 17 抱かれてたまるか！～ライバル同期が私を愛で追いつめる山本ともみつ 759 ふゅーじょ 24 とにかくお前が気に入らない 駒鳥ぴた 770

秋田書店 18 ぱンすと。（13） 岡田和人 693 ジーオーテ 25 （成）セフレのセンパイ 源 1320 スターツ出 25 ナナイロ雷術師の英雄譚―すべてを失った俺、雷魔術を極水木シュウ/日之影ソラ 1320 モバイルメ 17 俺を、たたせてみろよ（５） 嶋永のの 748 ぶんか社 5 （成）すべてが♀になる ドルリヘコ 1210

秋田書店 18 ドリーム☆ドランカーズ～ヤクザと魔法の杖～（２） 齊藤万丈 693 ジーオーテ 30 ゆーちゃと魔王（３） 坂本憲司郎 748 スターツ出 25 転生先は回復の泉の中～苦しくても死ねない地獄を乗り越柊木蓮/蒼葉ゆうほか 715 Jパブリッ 4 デブとラブと過ちと！（４） ままかり 770 ぶんか社 5 （成）せんぱい×びっち×はーれむ（シロハート） Ｘぴえろ 1210

秋田書店 18 デメキン（31） 佐田正樹/ゆうはじめ 693 ジーオーテ 30 ユトポリス（１） 影革 792 秋水社発 14 今夜だけでも抱かれたい　一夜限りの甘美な快楽 嶋永のの/九重千花ほか 770 Jパブリッ 18 兄さんはΩのオレと番になりたい 芽生 770 ぶんか社 5 （成）奴隷未亡人、沙希 茜しゅうへい 1320

秋田書店 18 若気の至りまくり、夏。（３） 葉月京 660 ジーオーテ 30 不破くんと野田くんの恋愛成就にいたるメソッド 念物倡太郎 880 秋水社発 25 猛毒のくちづけ（４） 立野真琴 770 Jパブリッ 18 悪役は恋しちゃダメですか？（２） 深山キリ/葉月クロルほか 770 ぶんか社 5 （成）牝母　今日も娘の彼氏に中出しされてます 奏亜希子 1210

秋田書店 18 失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さんにモテました二兎凛/凛愛 715 ジーオーテ 30 窮鼠犬を噛め 七生えむ 792 秋水社発 25 婚約破棄したいので悪役令嬢演じます（３） ほり恵利織/ごろごろみか 770 Jパブリッ 18 没落寸前ですので、婚約者を振り切ろうと思います（１） 大宮あやね/夏目みやほ 825 ぶんか社 5 追放された悪役令嬢と転生男爵のスローで不思議な結婚生郁橋むいこ/ヒーター 693

秋田書店 18 凍牌（３）　コールドガール 志名坂高次 693 ジーオーテ 30 （成）僕と彼女のお母さん 北澤産業 1870 秋水社発 25 ビギナーなΩ　38歳、初めての発情 九条ＡＯＩ 770 Jパブリッ 25 終わりにはじめる恋のはなし 沼ちよ子 770 ぶんか社 5 婚約者に裏切られた錬金術師は、独立して『ざまぁ』します すたひろ/Ｙ．Ａ 693

秋田書店 18 偽聖女と虐げられた公爵令嬢は二度目の人生は復讐に生てんてんどんどん/まぶた 693 ジーオーテ 30 （成）頬、濡らすように恋をして ひなづか凉 1375 ステキブッ 11 占いちゃんは決めきれない！（１） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＫＩＭＥＫＩＲＥ’Ｓ1000 ハーパー 1 悲しき愛人 アリスン/リンダ・コンラッ 660 ぶんか社 5 クラス転移に巻き込まれたコンビニ店員のおっさん、勇者に結城焔/Ｎａｒｒａｔｉｖｅ　Ｗｏ 　693

秋田書店 18 林檎転生（１）　～禁断の果実は今日もコロコロと無双する ガトー/るしかほか 693 主婦と生 4 異郷の爪塗り見習い（１） まるかわ 715 アルファポ 16 お見合い相手は無愛想な警察官僚でした（１）　誤解まみれアルミ缶/にしのムラサキ 704 ハーパー 1 億万長者に魅せられて 緒形裕美/アリソン・フレ 660 ぶんか社 5 この宮廷付与術師、規格外につき　人類唯一のスキル「言 雀葵蘭/日之影ソラ 693

秋田書店 18 もしも徳川家康が総理大臣になったら（１）　ー絶東のアルゴ眞邊明人/藤村緋二 693 主婦と生 4 気ままに東京サバイブ。もしも日本が魔物だらけで、レベルＡＲＡＴＡ/まきしま鈴木ほ 715 彗星社発 18 死にぞこないは愛に啼く（２） 磯野フナ 748 ハーパー 1 情熱のとりこ 米谷たかね/ミシェル・リ 660 ぶんか社 14 ステージ！ 高田サンコ/舘そらみほ 990

秋田書店 18 史上最高の天才錬金術師はそろそろ引退したい（１） 御子柴奈々/御波シンヤ 693 主婦と生 4 くま　クマ　熊　ベアー（９） せるげい/くまなのほか 693 彗星社発 18 ノンケ上司、30日の開発メソッド（３） 七緒 748 ハーパー 1 ママがほしいの 藤原基央/アンドリア・エ 660 ぶんか社 14 となりの怪異談～忍び寄る恐怖～ 小林薫 990

秋田書店 18 明日の敵と今日の握手を（１） カルロ・ゼン/フクダイクミ 715 主婦と生 4 異世界転生…されてねぇ！（６） 航島カズト/タンサンほか 693 彗星社発 18 3秒後、野獣。～合コンで隅にいた彼は淫らな肉食でした（３百瀬こあ 748 ハーパー 1 最愛の敵 一重夕子/ヴァレリー・パ 660 ぶんか社 14 ファニーランドの鬼ババア むんこ 950

秋田書店 18 青の島とねこ一匹（７） 小林俊彦 693 少年画報 10 義父と。　―Bitter＆Sweet― 桂よしひろ 715 彗星社発 18 寝たふりしても、無駄だから～姉の彼氏が私を夜這う（６） とやま十成 748 ハーパー 1 身代わりの花嫁 花津美子/キム・ローレン 660 ぶんか社 16 部長と社畜の恋はもどかしい（６） 志茂 737

朝日新聞 18 星を釣ること。（３） 篠原烏童 748 少年画報 10 淫魔乙女の胸のうち ぷらぱ 715 彗星社発 18 たべたいあなた 七ノ日 748 ハーパー 1 アラビアのプリンスと私 津寺里可子/マーガリー 660 ぶんか社 16 私を殺そうとした国でも救わなきゃダメですか？（２） 文月マロ/踊る毒林檎 733

亜紀書房 16 ミィちゃんは今日もがんばらない（２） ｅｓｋ 1100 少年画報 14 ねこぱんち　猫プレゼント号 アンソロジー 548 彗星社発 18 ホウカゴ・エンドレスハニー 東条さかな 748 ハーパー 1 華麗なる企て 中村地里/アン・アシュリ 660 ぶんか社 16 兼松先生、美味しゅうございますか？（１） はるこ 733

茜新社 28 （成）久遠荘の幼婆たち（上） 有間乃ユウキ 1397 少年画報 14 空猫商店街　ねこじかん（１） ＲＹＯ＿０１ 869 ブラスト出 18 （成）夫婦交歓～夫よりスゴい婚外セックス～ ペーター・ミツル 1100 ハーパー 10 借りもののハート 麻生歩/ミランダ・リー 660 ぶんか社 16 こじらせ彼の溺愛が重すぎます！　10年越しのとろ甘えっち古賀てっこ 748

茜新社 28 （成）真夜中の夜子さん 砂漠 1298 少年画報 14 出没！ビール女子（２） 猫原ねんず 759 ブラスト出 18 （成）じみへんっ！！～地味子に秘密の背徳温泉～ いぶろー。 1100 ハーパー 10 近くて遠い人 宮花みん/ジェシカ・ステ 660 ぶんか社 16 白衣を脱いだら肉食系？～セカンドバージンもあなたと～ 小牧夏子 733

茜新社 28 （成）パパ、どうしたの？（シロハート） ポンスケ 1298 少年画報 16 人妻特区（１） 大見武士 715 ブラスト出 18 （成）寝取られてもアナタのカノジョ。～歪な恋人たち～ ももしか藤子 1100 ハーパー 10 イタリア富豪は甘く償う 長崎真央子/キャサリン 660 ぶんか社 29 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

一迅社 1 その警察官、ときどき野獣！（６） 虎井シグマ 759 少年画報 16 女子高生と結婚したので爆発します。（３）（完） 羽鳥まりえ 759 アルファポ 25 のんびりVRMMO記（９） 山鳥おふう/まぐろ猫＠恢 748 ハーパー 10 オフィスを飛びだして 中山紗良/ニコラ・マーシ 660 ぶんか社 29 娶られ婚　嫌いな幼なじみと政略結婚のち溺愛されてます マオｓｔ 763

一迅社 15 別れてやらない！（１） さん太ろ 836 少年画報 28 株式会社　神かくし（２） 片山陽介 715 アルファポ 25 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいです 武田充司/あてきち 748 ハーパー 10 愛に満ちたたくらみ 井上恵美子/スーザン・ネ 660 ぶんか社 30 不浄を拭うひと（４） 沖田×華 880

一迅社 15 愛されたがりセックスライフ 盛山タルタル 825 少年画報 28 ミカヅチ（４） 野部優美 814 アルファポ 25 装備製作系チートで異世界を自由に生きていきます（３） 満月シオン/ｔｅｒａ 748 ハーパー 10 失われた地図 宗美智子/ヴァイオレット 660 ぶんか社 30 幸せ一貫（２） 倉田よしみ 759

一迅社 17 私の百合はお仕事です！（11） 未幡 748 少年画報 28 スモーキング・サベージ（９） 岩城宏士 715 アルファポ 25 追放王子の英雄紋！（１）　追い出された元第六王子は、実トモリマル/雪華慧太 748 ハーパー 14 とんでもなく一途な男と結婚したら、愛されすぎて困っていま葵ナオ/加地アヤメ 699 芳文社 1 妻が完璧すぎるので、ちょっと乱していいですか？（１） あきばるいき 748

一迅社 18 ラスボスの私が主人公の妻になりました（１） Ｊｅｏｋｂａｌｌ/Ｗｉｎｔｅｒｌｅａｆほ 1089 少年画報 28 魔法少女（シロハート）三十路（１） 三倉ゆめ 715 アルファポ 25 不遇スキルの錬金術師、辺境を開拓する（１） がいかん。/つちねこ 748 ハーパー 16 その初恋は甘すぎる～恋愛処女には刺激が強い～（２） 陽華エミ/ｉｔｏｋａ 769 芳文社 5 トキメキ、タメイキ、ルームシェア（３） 千葉リョウコ 792

一迅社 22 白の魔法の売り子さん～異世界の女の子と仲良くなる方法伊織ハル 759 少年画報 28 サチとユーカ（１） 詩原ヒロ 715 アルファポ 25 無限のスキルゲッター！（２） 海産物/まるずし 748 ハーパー 16 情熱とかいて性欲とよむ（２） うもう 699 芳文社 5 吉良先輩と九重君 桜賀めい 814

一迅社 25 アークナイツ　コミックアンソロジー（６） アンソロジー 950 少年画報 28 吉田類の思い出酒場　幸福の味編 吉田類/井上眞改 990 MUGENU 25 副音声はうるさい十分に（３） 英子 858 ハーパー 16 過保護なエリート弁護士の溺愛がとまりません（１） 卯月たける/有允ひろみ 693 芳文社 5 いのち短し恋せよオメガ－大正オメガバース ＭＴ 792

一迅社 25 ボクラノキセキ（27） 久米田夏緒 814 少年画報 30 おたがね￥　オタがため　カネはなる（１） 小野寺浩二 759 アルファポ 30 なんで婚約破棄できないの！？（１） 森本マチ/稲子 748 ハーパー 16 一途な恋人はパイロット～エアポートラブ～（２） はやぶち伶子/高田ちさ 693 芳文社 7 ローカル女子の遠吠え（９） 瀬戸口みづき 792

一迅社 25 神作家・紫式部のありえない日々（２） Ｄ・キッサン 825 少年画報 30 朱色の仮面（３） 那波なばな/Ｄｒ．Ｐｏｒｏ 759 アルファポ 30 異世界でカフェを開店しました。（12） 野口芽衣/甘沢林檎 748 ハーパー 16 いじわる皇帝陛下の可愛がり花嫁教育 米谷たかね/桃城猫緒 693 芳文社 7 若王子主任は後輩ボイスに抗えない！（１） おりがみちよこ 792

一迅社 25 「VAZZROCK」SSアンソロジー ムービック 900 少年画報 30 踊る千年家族（３） 春日井晶 759 アルファポ 30 公爵家に生まれて初日に跡継ぎ失格の烙印を押されました世鳥アスカ/小択出新都 748 ハーパー 16 王弟殿下の秘密の婚約者～今だけ内緒でいちゃいちゃしてひなたみわ/佐倉紫 693 芳文社 10 ゆるキャン△（14） あｆろ 726

一迅社 25 没落令嬢が婚約者に溺愛されちゃうアンソロジー　～毎日 アンソロジー 935 新書館 1 保坂さんと三好くん（上） スカーレット・ベリ子 759 アルファポ 30 転生先は盲目幼女でした（１）　前世の記憶と魔法を頼りに 平一加/丹辺るん 748 白泉社 4 婚約者は溺愛のふり（２） 仲野えみこ 495 芳文社 10 スローループ（７） うちのまいこ 726

一迅社 26 八十亀ちゃんかんさつにっき（13） 安藤正基 726 新書館 1 保坂さんと三好くん（下） スカーレット・ベリ子 792 アルファポ 30 転生幼女。神獣と王子と、最強のおじさん傭兵団の中で生 秋野キサラ/餡子・ロ・モ 748 白泉社 4 天堂家物語（12） 斎藤けん 495 芳文社 10 さよなら幽霊ちゃん（３）（完） ｓｕｇａｒ． 726

一迅社 26 気をつけなよ、お姉さん。（３） サスケ 726 新書館 1 イエスかノーか半分か（１） ユキムラ/一穂ミチ 759 アルファポ 30 尾道　神様の隠れ家レストラン（１）　失くした思い出、料理でｔａｋｅ３３/瀬橋ゆか 748 白泉社 4 末永くよろしくお願いします（７） 池ジュン子 495 芳文社 10 ももいろモンタージュ（１） まめ猫 726

一迅社 26 嘆きのアリシア～護るべきモノ、愛すべきヒト～ Ｈ９ 792 新書館 1 ここはBL編集部 猫野まりこ 792 東京漫画 25 ブルースカイコンプレックス番外編　インディゴブルーのグラ市川けい 750 白泉社 4 龍皇の影姫（３） 大宙晃 495 芳文社 16 信長のシェフ（33） 梶川卓郎 704

一迅社 26 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコミック（15） アンソロジー 880 新書館 下 星のとりで～箱館新戦記～（７）（完） 碧也ぴんく 913 アース・ス 11 転生前は男だったので逆ハーレムはお断りしております　完森みさき/森下りんごほか 660 白泉社 18 曙橋三叉路白鳳喫茶室にて（２） 高尾滋 693 芳文社 16 妻、小学生になる。（13） 村田椰融 704

一迅社 28 MANNEQUIN コミックアンソロジー（仮） アンソロジー 880 新書館 下 招かれざる客～黒の大正花暦～（３） 伊東七つ生/三木笙子ほ 770 アース・ス 11 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた　漆原玖/門司柿家ほか 660 白泉社 18 まほうのおうち（１） 高尾滋 693 芳文社 16 そんな家族なら捨てちゃえば？（５） 村山渉 704

一迅社 30 影の英雄の治癒係（１） 亜子/浅岸久 825 ジュネット 17 楽園性スウィートルーム 東条さかな 770 アース・ス 11 その者。のちに…～気がついたらS級最強！？　勇者ワズ 成家慎一郎/ナハァトほか 660 白泉社 18 愛蔵版　天使禁猟区（５） 由貴香織里 990 芳文社 16 パスタの流儀（４） 花形怜/才谷ウメタロウ 704

一迅社 30 お狐様の異類婚姻譚（５） いなる/糸森環ほか 825 新潮社 9 婚活バトルフィールド37（２） 猪熊ことり 726 大洋図書 1 あなたはわるいひと 来栖ハイジ 935 白泉社 18 愛蔵版　天使禁猟区（６） 由貴香織里 990 芳文社 16 17歳からやり直すプロポーズ（２） 板場広志 704

一迅社 30 王妃様が男だと気づいた私が、全力で隠蔽工作させていた桂実/梨沙ほか 836 新潮社 9 るるひかる（１） 今村翠 726 大洋図書 1 オさナなじみと以心伝心！？ ＧＯ毛力 781 白泉社 18 春の嵐とモンスター（１） ミユキ蜜蜂 495 芳文社 26 ぼっち・ざ・ろっく！（５） はまじあき 968

一迅社 30 竜騎士のお気に入り（６） 蒼崎律/織川あさぎほか 814 新潮社 9 妄想先生（１） ゆずチリ 726 大洋図書 1 その恋は詰みです。 楢崎壮太 781 白泉社 18 乙女ゲーに転生したけど筋肉で解決します（２）（完） ダル子 495 芳文社 26 RPG不動産（５） 険持ちよ 968

一迅社 30 花は淫獄へ堕ちずにすむか　―転生脇役の奮闘―（３） さくら真呂/永久めぐるほ 825 新潮社 9 ドープマン（２） オギノユーヘイ/吉上亮ほ 770 竹書房 5 オタクでヤクザで甘々彼氏（１） 花杜みかん 748 白泉社 18 人狼乙女ゲームに転生したので生き残りエンドを目指しますサザメ漬け 495 芳文社 26 ばっどがーる（２） 肉丸 968

一迅社 30 貧乏令嬢の勘違い聖女伝　～お金のために努力してたら、遊行寺たま/馬路まんじ 814 新潮社 9 ルナティックサーカス（３） 古屋兎丸 814 竹書房 5 オタクでヤクザで甘々彼氏（２） 花杜みかん 748 白泉社 18 顔だけじゃ好きになりません（６） 安斎かりん 495 芳文社 26 お姉様のVな事情 ＭＯＴＯ 968

一迅社 30 災厄令嬢の不条理な事情　婚約者に私以外のお相手がい 柴田五十鈴/中村朱里ほ 825 新潮社 9 今日から始める幼なじみ（５） 帯屋ミドリ 726 竹書房 7 チート薬師のスローライフ（８） ケンノジ/春乃えり 748 白泉社 18 恋は急がば回れ右　―安斎かりん短編集― 安斎かりん 495 芳文社 26 白魔導士はゾンビの夢を見るか？（１） バニライタチ 968

一迅社 30 竜王陛下の逆鱗サマ　～本好きネズミ姫ですが、なぜか竜かわのあきこ/しきみ彰 814 新潮社 9 「子供を殺してください」という親たち（12） 鈴木マサカズ/押川剛 726 竹書房 7 ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけて中乃空 748 白泉社 18 イケメン騎士を拾ったんだがどうしたらいい？～恋するMO  山田南平 748 ホビージャ 1 英雄王、武を極めるため転生す　～そして、世界最強の見 くろむら基人/ハヤケン 715

一迅社 30 どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせていただきますセレン/碧貴子ほか 814 新潮社 9 応天の門（16） 灰原薬 704 竹書房 7 異世界看護師は修行中！！女子率90%の聖職者学園に入中村卯月 759 白泉社 18 恋するMOON DOG（９） 山田南平 693 ホビージャ 1 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればい 板垣ハコ/手島史詞 715

一迅社 30 転生したら断罪スタートなんて聞いてませんっ！　アンソロ アンソロジー 880 新潮社 9 最後のレストラン（20） 藤栄道彦 704 竹書房 7 異世界ちゃんこ　横綱目前に召喚されたんだが（10） 林ふみの 759 白泉社 18 蜻蛉（10） 河惣益巳 495 ホビージャ 1 悪友の俺がポンコツ騎士を見てられないんだが、どう世話を 　双葉もも/手島史詞 715

一迅社 30 悪役令嬢が婚約破棄されたので、いまから俺が幸せにしま 　アンソロジー 880 実業之日 17 世界樹の下から始める半竜少女と僕の無双ライフ（４） 鏑木ハルカ/Ｊ・ターナー 748 竹書房 7 余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です編乃肌/飴色みそ 946 白泉社 29 俺はロリコンじゃない！（６） 雨蘭 715 ホビージャ 1 最弱無能が玉座へ至る（２） 宮社惣恭/坂石遊作 715

一迅社 30 死に戻り令嬢は、完璧な幸せを手に入れた　アンソロジーコアンソロジー 880 実業之日 12/1 マガジンロンド マツオヒロミ 2200 竹書房 7 余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です編乃肌/飴色みそ 946 白泉社 29 娘じゃなくて私が好きなの！？（４） 東鉄神/望公太ほか 715 ホビージャ 1 追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いてSランク対魔師に水清十朗/御子柴奈々 715

イースト・ 14 たまわりの月 界賀邑里 990 ジャイブ 1 暴君ヴァーデルの花嫁　蜜月編（３） 松本帆加 681 竹書房 7 ぼっち転生記（４） ファースト/伊藤いーと 759 白泉社 29 となりの信國さんは俺のことが好きな気がする（４） 安田剛助 715 マイクロマ 10 さくらと介護とオニオカメ！（５） たかの歩 748

イースト・ 17 香山哲のプロジェクト発酵記（仮） 香山哲 1320 ジャイブ 1 おじさま侯爵は恋するお年頃（15） 飛鳥りな 681 竹書房 7 嫌われ勇者を演じた俺は、なぜかラスボスに好かれて一緒らいと/貞清カズヒコ 759 白泉社 29 4000倍の男（２） 雁木万里 715 マイクロマ 29 元最強の剣士は、異世界魔法に憧れる　THE COMIC（７） 天乃ちはる/紅月シン 748

エンジェル 16 （成）田舎の女 ビフィダス 1200 ジャイブ 1 印伝さんと縁結び（12） 小糸さよ 681 竹書房 7 搾り取らないで、女商人さん！！（６） くつがえる 759 白泉社 29 飯を喰らひて華と告ぐ（２） 足立和平 715 マイクロマ 29 私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！　～なので、全員破滅たまゆき/藍上イオタ 748

エンジェル 16 （成）淫悦被虐のアナトミア なぐるふぁる 1200 ジャイブ 1 皇帝と柳の寵姫（２） 雛月真冴 681 竹書房 7 シュガードラッグ（２） 頼長 759 白泉社 29 水姫先輩の恋占い（３） シロサワ 715 マイクロマ 29 元悪役令嬢、巻き戻ったので王子様から逃走しようと思いま宙百/辺野夏子 748

エンジェル 16 （成）発情メイドとご主人様 かわもりみさき 1200 小学館ク 4 となりの代理人（４）（完） 能田達規 748 竹書房 15 推し着物 岡野く仔 1210 白泉社 30 今日もおはよう楽園くん（仮） 中村明日美子 880 マッグガー 10 Colori Colore Creare（１） 天野こずえ 715

エンジェル 16 （成）女将の東子さん 沙神よしつね 1200 小学館ク 10 プリンセスくんとナイトさん（２）　最強にカワイイ後輩が、彼 よこざわ 770 竹書房 16 香原さんのふぇちのーと（１） 鬼無サケル 759 白泉社 30 あなたとは眠れない イトイ圭 990 マッグガー 10 ふかふかダンジョン攻略記～俺の異世界転生冒険譚～（９ ＫＡＫＥＲＵ 693

オーバー 15 あまく煮詰めて、ときどき舐めて 生方うぶ 未定 小学館ク 15 東京の台所（１） 大平一枝/信吉 748 竹書房 16 夫婦ならどこへでも（１） カヅチ 759 白泉社 30 君となら恋をしてみても（２） 窪田マル 770 マッグガー 10 ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット（３） メカルーツ/ホークマン 693

オーバー 15 はずかしいこと我慢したい 芥原圭 未定 小学館ク 29 エアドラ カサハラテツロー 748 竹書房 16 わからせ巨娘メイドちゃん（１） うるうる 748 一二三書 21 廃深（１） いづみみなみ 748 マッグガー 10 拾われ子猫と元ヤクザ（４） カミムラリドル 737

オーバー 15 オジサマ上司は肉食で、絶倫　～甘すぎる淫らな手ほどき かきのたすけ 未定 小学館ク 29 神無き世界のカミサマ活動（６） 朱白あおい/半月板損傷 748 竹書房 16 島崎奈々＠お仕事募集中（４） あきばるいき 759 ヒット出版 29 あべもりおかの…（仮）Ex（３） あべもりおか 1000 マッグガー 14 世界の果てにも風は吹く（２）（完） ハズミツカサ 814

オーバー 15 オジサマ上司は肉食で、絶倫　～甘すぎる淫らな手ほどき かきのたすけ 未定 ジーウォー 28 （成）人妻快感サイミン 松波留美 1200 竹書房 16 白き乙女の人狼（ウェアウルフ）（１） アジイチ/王月ようほか 759 ヒット出版 29 （成）今日初めてえっちします！ ｋｕｒｅｔｕｄｅｎｎ 1180 マッグガー 14 異世界転生の冒険者（７） しばの番茶/ケンイチ 693

オーバー 25 魔王と勇者の戦いの裏で（１） 葦尾乱平/涼樹悠樹ほか未定 ジーウォー 28 （成）おとめあな ユウザキ 1300 竹書房 16 売れない漫画家と世話焼きの怨霊さん（２）（完） 三戸 748 ヒット出版 29 （成）少女組曲（25） アンソロジー/みにおんほ1180 マッグガー 14 商人勇者は異世界を牛耳る！～栽培スキルでなんでも増 相模映/十一屋翠ほか 693

オーバー 25 D級冒険者の俺、なぜか勇者パーティーに勧誘されたあげ 舘津テト/白青虎猫ほか 未定 ジーウォー 28 （成）せうま作品集 せうま 1300 竹書房 16 うめともものふつうの暮らし（５） 藤沢カミヤ 902 双葉社 10 恋がわからぬ大人共 赤のキノコ 990 マッグガー 14 めっちゃ召喚された件　THE COMIC（５） 六甲島カモメ/さいとうさ 715

オーバー 25 テイマー姉妹のもふもふ配信（２）　～無自覚にもふもふを連Ｎｏｋｋｏ/龍翠ほか 未定 ジーウォー 28 （成）まじかるカナンReboot あましょく 1200 竹書房 16 となりの席の同居人（４）（完） 神仙寺瑛 946 双葉社 10 群舞のペア碁（３） 高木ユーナ 704 マッグガー 14 侯爵嫡男好色物語　～異世界ハーレム英雄戦記～（３） ＧＥＮ/ＡＬ 726

オーバー 25 追放されたS級鑑定士は最強のギルドを創る（３） 霜月なごみ/瀬戸夏樹ほ未定 祥伝社 8 わたし、今日から「おひとりさま」 きよね駿 836 竹書房 16 動物のおしゃべり（26） 神仙寺瑛 869 双葉社 10 モンスターの婚活屋さん（３） 私屋カヲル 715 マッグガー 15 龍馬が戦国をゆく（１） 沢田ひろふみ/瀧津孝 781

オーバー 25 俺の前世の知識で底辺職テイマーが上級職になってしまいにわリズム/可換環ほか 未定 祥伝社 8 カノジョは今日もかたづかない（４） 加納梨衣 770 竹書房 16 殺戮のクインデッド（４） 葉生田采丸 759 双葉社 10 京都寺町三条のホームズ（10） 秋月壱葉/望月麻衣 770 マッグガー 15 悪役令嬢にハッピーエンドの祝福を！アンソロジーコミック アンソロジー 693

オーバー 25 世界は終わっても生きるって楽しい（４） 鳥取砂丘 未定 祥伝社 8 アヤメくんののんびり肉食日誌（16） 町麻衣 770 竹書房 16 小妻なこびとの献身レシピ（２） 大竹利朋 759 双葉社 10 小林さんちのメイドラゴン（13） クール教信者 682 マッグガー 15 元、落ちこぼれ公爵令嬢です。THE COMIC（４） 白鳥うしお/一分咲 715

オーバー 25 Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザコンでした しゅにち/友橋かめつほか未定 祥伝社 8 レンタル男子の春都くんは幸せを届けたい（２） ウエノニイ 759 竹書房 16 森田さんは無口（21） 佐野妙 946 双葉社 10 黒と誠　 本の雑誌を創った男たち カミムラ晋作 1100 フィールド 16 朧月のレゴリス　アリス・ギア・アイギス外伝（４） えらんと 990

オーバー 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（５） しろいはくと/大崎アイル 未定 祥伝社 8 レンタル男子の春都くんは幸せを届けたい（３） ウエノニイ 759 竹書房 16 碧にとけるジェリーフィッシュ 麻倉唯 792 双葉社 10 深々と、死神語りて執着 もづ九 825 メディアッ 26 （成）ネトラレ三角関係 たまちゆき 1320

オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（14） びび/五示正司 未定 祥伝社 8 レディメイドヒロイン（３） うめだ悠 770 竹書房 16 凪がれ星 ミギノヤギ 825 双葉社 10 季節の国のけものたち～春宵の獣は恋に酔う～ 霧嶋珠生 825 メディアッ 26 （成）饗宴の熟ジュク奥様。 八手美以菜 1320

オーバー 25 芋くさ令嬢ですが悪役令息を助けたら気に入られました（２ 七浦なりな/桜あげはほ 未定 祥伝社 8 怪奇千万！猫町商店街（３） 金魚鉢でめ 792 竹書房 16 ベイビービッチラブドッグ 珠きゅうり 748 双葉社 10 年上のひと～second bloom～ 河合あめ 792 リイド社 10 宵待ちアパートメント 柚月りんご 792

オークラ出 28 オレとあたしと新世界（５） 古宇田エン 800 祥伝社 25 ワケありおっぱいが、上司（絶倫・ヤクザ）のお口に合いまし一味ゆづる 770 竹書房 22 眼鏡男子のお気に入り　茶葉店店主の溺愛独占欲（上） モユ/西條六花 825 双葉社 10 プラチナ・オメガ すぎちよ 792 リイド社 22 （成）＃ただ今より牝ブタ裁判を始めます。 香月りお 1210

宙出版 16 ドS社長の甘すぎる愛し方（ベタハート）（２） 茜はづき 744 祥伝社 25 「エッチしたい」と言ってくれ　聖人（？）部長と純真（？）OL（かずいち/兎山もなか 770 竹書房 22 眼鏡男子のお気に入り　茶葉店店主の溺愛独占欲（下） モユ/西條六花 825 双葉社 10 魔欠落者の収納魔法～フェンリルが住み着きました～（３） 新奈ケイ/富士とまと 704 リイド社 25 WEAPONS＆WARRIORS 武器と戦士たち（２） 柴田真秋 699

宙出版 16 サディスティックな社長とエレベーターに閉じ込められたら、須貝あや/草野來 713 シュークリ 7 俺たちは恋人に向いていない 弘川コウ 803 竹書房 26 ふくしゅうがとけない（上） 時羽兼成 748 双葉社 10 悪役令嬢に選ばれたなら、優雅に演じてみせましょう！（４ イタチサナ/柚子れもん 704 リイド社 25 うみべのストーブ　大白小蟹短編集 大白小蟹 880

宙出版 16 そろそろ×××の段階です！～コワモテ東郷寺さんと箱入只野あしがる 713 シュークリ 7 蜜果（３） ａｋａｂｅｋｏ 803 竹書房 26 ふくしゅうがとけない（下） 時羽兼成 748 双葉社 10 騎士様と合コンしたら即ロックオンされました。絆されて頷いセシボンれもん/待鳥園 704 リイド社 25 みやこまちクロニクル　震災・日常編 ちほちほ 1320

宙出版 16 移住、古民家、セフレ付き！？（８） 藤那トムヲ 744 スクウェア 7 魔王と聖女が導く冒険者ライフ　―魔法適性0だけど極大魔有澤有（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 竹書房 26 I'm in Love お付き合い編 阿部あかね 759 双葉社 10 義妹に婚約者を奪われた落ちこぼれ令嬢は、天才魔術師 オザイ/瑪々子 704 リイド社 25 みやこまちクロニクル　コロナ禍・介護編 ちほちほ 1320

宙出版 16 一生溺愛してください！プロポーズアンソロジー 本崎月子/梅子ほか 744 スクウェア 7 「攻略本」を駆使する最強の魔法使い　～〈命令させろ〉とは福山松江（ＧＡノベル／Ｓ 660 竹書房 26 ねえ、ぴよちゃん（８） 青沼貴子 1386 双葉社 10 悪役令嬢は旦那様と離縁がしたい！～好き勝手やっていた長舩みずほ/華宮ルキ（ 704 リイド社 28 雲霧仁左衛門（５） 崗田屋愉一/池波正太郎 825

笠倉出版 18 合コン相手は肉食警官！？（４） 佐鳥百/踊る毒林檎 781 スクウェア 7 平凡高校生の俺がゲームでは最強ギルドのギルドマスター妃羅/山田リューセイ 660 竹書房 30 そんなに言うなら抱いてやる　小冊子付き初回限定版（２） にやま 1023 双葉社 10 関係改善をあきらめて距離をおいたら、塩対応だった婚約 最遠エト/雨野六月 704 リブレ 10 アイツの大本命（13） 田中鈴木 714

海王社 10 ホワイトナイトビターポルノ 野花さおり 781 スクウェア 7 そうだ、売国しよう～天才王子の赤字国家再生術～（８） 鳥羽徹（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 竹書房 30 おすわり、よくできました（２）（完） 三栖よこ 781 双葉社 10 転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料理しますR～お壬明/桜井悠 704 リブレ 10 vs.LOVE（１） 緒川千世 725

海王社 10 睨めば恋（４） ゆくえ萌葱 759 スクウェア 7 千歳くんはラムネ瓶のなか（５） 裕夢/ボブキャほか 660 大都社 14 社長、Hなご奉仕は業務外です！（６） 坂崎未侑 770 双葉社 10 悪夢から目覚めた傲慢令嬢はやり直しを模索中（４） 上原誠/もり（ツギクル） 704 リブレ 10 これから俺は、後輩に抱かれます（３） 佳門サエコ 725

海王社 10 初恋ブレイカー 雪折霜 737 スクウェア 7 Do It Yourself！！　―どぅー・いっと・ゆあせるふ―（１） ＩＭＡＧＯ/エイベックス・ピ 660 大都社 14 感じてるのバレバレだよ？後輩クンと28歳こじらせOL（７） 神室リツコ 770 双葉社 10 地味姫と黒猫の、円満な婚約破棄（４） 灰音アサナ/真弓りの 704 リブレ 10 もうすぐ食われるかもしれん ハシモトミツ 725

海王社 10 夜明けのポラリス（１） 嘉島ちあき 781 スクウェア 7 俺にはこの暗がりが心地よかった　―絶望から始まる異世 星崎崑（ＧＡノベル／ＳＢ 660 大都社 25 愛重執心 上川きち 770 双葉社 15 生贄になった俺が、なぜか邪神を滅ぼしてしまった件（２） 不透りょうこ/まるせい 704 リブレ 10 体感予報 鯛野ニッケ 824

海王社 10 副島社長にはセフレが5人いる 山田ユギ 803 スクウェア 7 八歳から始まる神々の使徒の転生生活（７） えぞぎんぎつね（ＧＡノベ 660 大都社 25 にゃんこ5は北国暮らし 新子友子 1430 双葉社 15 追放されたので、暗殺一家直伝の影魔法で王女の護衛は 高田慎一郎/煙雨（ツギク 704 リブレ 10 社長は秘書に××したい 篁アンナ 857

海王社 10 DOUBLE  EDGE ｔａｐｏｎ 759 スクウェア 7 最強の魔導士。ひざに矢をうけてしまったので田舎の衛兵 えぞぎんぎつね/アヤノマ 660 大都社 25 シングルマザーの恋は偽装結婚から始まる（４） 渡辺くらこ 770 双葉社 15 俺だけ超天才錬金術師　ゆる～いアトリエ生活始めました もりさとにごり/ふつうのに 704 リブレ 18 tactics 新説（２） 木下さくら/東山和子 759

海王社 18 さよならのモーメント 仁嶋中道 781 スクウェア 7 ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説えぞぎんぎつね/阿倍野 660 大都社 25 開発動画　直原と俺、ヒミツのカンケイ 稔 836 双葉社 15 その門番、最強につき～追放された防御力9999の戦士、王あまなちた/友橋かめつ 704 リブレ 18 となりの爬虫類くん（１） 山本まと 693

キルタイム 8 異世界喰滅のサメ（４） くぼけん 693 スクウェア 7 女王の化粧師（４） 千花鶏（ビーズログ文庫 660 宝島社 25 異世界居酒屋「げん」（９） 碓井ツカサ/蝉川夏哉 760 双葉社 15 転生！竹中半兵衛　マイナー武将に転生した仲間たちと戦カズミヤアキラ/青山有 704 リブレ 22 だったら俺に惚れてしまえ（２）　コレクターズエディション おやぬ 1650

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 スクウェア 7 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子を、百日間でみかみてれん（ＧＡ文庫／ 660 大誠社 11 バツイチ2人は未定な関係（３） 近由子 730 双葉社 15 弱小領地の生存戦略！～俺の領地が何度繰り返しても滅 カズミヤアキラ/征夷冬将 704 リブレ 22 時間外、溺愛いたします（１）　～年下秘書から極甘に癒されモリフジ 770

キルタイム 8 ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた（８） 高野いつき/桂かすが 693 スクウェア 7 異世界でペンション始めました。　世界で唯一の黒魔女です夏みのる/野宮けい 660 大誠社 11 草薙家当主は初花を愛でる 美麻りん 680 双葉社 15 クラスごと集団転移しましたが、一番強い俺は最弱の商人 荒井空真/かわち乃梵天 704 リブレ 22 時間外、溺愛いたします（２）　～年下秘書から極甘に癒されモリフジ 770

キルタイム 14 占い師には花騎士の恋心が見えています（２） 裕上ハツ/Ｍｉｋｕｒａ 750 スクウェア 7 おっさん冒険者ケインの善行（10） 風来山（ＧＡノベル／ＳＢ 660 大誠社 11 冷たい上司は本音を隠す～さよならの代わりに　皆川編～ 高島えり/白石さよ 730 双葉社 16 ダンジョンの中のひと（３） 双見酔 748 ワニマガジ 15 （成）堀博昭作品集 堀博昭 1210

キルタイム 14 シシリアとジューシーな侯爵さま（１） はとぼし/来栖もよもよ 750 スクウェア 7 ラスボス、やめてみた～主人公に倒されたふりして自由に生坂木持丸（ＧＡノベル／Ｓ 660 大誠社 11 ナンバー・ナイン～あの夜の相手は誰？～（下） 左東ヨシタカ/彩 800 双葉社 16 海外赴任中の夫が重婚していた話（１） 優木わかな/あいか 737 ワニマガジ 15 （成）藤丸作品集 藤丸 1210

キルタイム 25 （成）限界ボコ腹シンドローム 美岳 1100 スクウェア 7 どうか俺を放っておいてくれ　なぜかぼっちの終わった高校 　相崎壁際/四季ムツコほ 660 大誠社 11 バニシング・ツイン～私の中の君～（２） たちばな梓 680 双葉社 16 まじめだけど、したいんです！（６） 嘉村朗 704 ワニマガジ 15 （成）オオサキ作品集 オオサキ 1210

キルタイム 25 （成）敗蝕　～異世界堕淫録～ 無色三太郎 1100 スクウェア 7 マイナススキル持ち四人が集まったら、なんかシナジー発揮小鈴危一/しらびほか 660 大誠社 11 演じ屋　～逆転のシナリオお売りします～（１） とどろきゆうき/野口照夫 700 双葉社 16 それでも男は信じません（４） アキヤマ香 803 ワニマガジ 24 The Long Journey's Diary |　A COMIC 浅田弘幸 2750

キルタイム 25 （成）種梨みや単行本（仮） 種梨みや 1100 スクウェア 7 転生したら最強種たちが住まう島でした。この島でスローラ 平成オワリ/山浦柊ほか 660 駒草出版 1 何がジョーンに起こったか　ふくやまけいこ初期作品集（２） ふくやまけいこ 1210 双葉社 16 それでも男は信じません（５）（完） アキヤマ香 847 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 26 （成）巨精霊の性なる雫 ニワハニ 1100 スクウェア 11 僕の呪いの吸血姫（３） 金井千咲貴 660 ティーアイ 4 （成）ちっちゃ妊娠（シロハート）ハーレム日和 智沢渚優 1200 双葉社 28 ひとくちめもり（下） ひらのあゆ 792 ワニマガジ 30 異世界はこう抜く Ｆ４Ｕ 1000

クロエ出版 4 （成）膣女と混沌 マスタングＲ 1320 スクウェア 11 この勇者、元魔王につき（２） 天那光汰/雨本明之ほか 660 ティーアイ 4 （成）催淫絶頂エステ 紫吹おろし 1200 双葉社 28 だらしないです　堀田先生！（１） なかだまお 704 ワニマガジ 30 （成）森シンリスク作品集 森シンリスク 1210

双葉社 28 ヤバマン　サレ妻の秘密の離婚準備（１） えりちん/カンバラノリオ 737 ワニマガジ 30 （成）変熊作品集 変熊 1210

双葉社 28 ヒノマルライズ～伊藤博文立志伝～（２） 鈴木コイチ 726 ワニマガジ 30 （成）えのき作品集 えのき 1210
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朝日新聞出版朝日文庫 7 できることならスティードで 加藤シゲアキ 693 KADOKAWA 角川文庫 22 火狩りの王（１）　春ノ火 日向理恵子/山田章博 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 ちいさな君と、こえを遠くに ツカサ/しらたま 748

朝日新聞出版朝日文庫 7 家康の軍師（１）　青龍の巻 岩室忍 990 KADOKAWA 角川文庫 22 怪獣男爵 横溝正史 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 英雄失格者の魔獣グルメ 山夜みい/ファルまろ 770

朝日新聞出版朝日文庫 7 家康の軍師（２）　朱雀の巻 岩室忍 990 KADOKAWA 角川文庫 22 真珠塔・獣人魔島 横溝正史 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 俺のクラスに若返った元嫁がいる（２） 猫又ぬこ/緑川葉 748

朝日新聞出版朝日文庫 7 千両の首　江戸の用心棒 佐々木裕一 902 KADOKAWA 角川文庫 22 心霊探偵八雲　ANOTHER FILES　いつわりの樹　  神永学/鈴木康士 未定 講談社 講談社タイガ 15 天狗と狐が子をなした（仮） 芹沢政信 748

朝日新聞出版朝日文庫 7 相棒　season20（中） 輿水泰弘/碇卯人 1012 KADOKAWA 角川文庫 22 逆襲 上田秀人 未定 講談社 講談社タイガ 15 水無月家の許嫁（２）　輝夜姫の恋煩い 友麻碧 880

朝日新聞出版朝日文庫 7 名称未設定ファイル 品田遊 880 KADOKAWA 角川文庫 22 アンティーク兄弟商（仮） 高里椎奈 未定 講談社 講談社文庫 15 うそつき王国とジェルソミーノ ジャンニ・ロダーリ/山田香苗 902

朝日新聞出版朝日文庫 7 歴史をさわがせた女たち　日本篇 永井路子 880 KADOKAWA 角川文庫 22 荒城に白百合ありて 須賀しのぶ 未定 講談社 講談社文庫 15 三匹の子豚 真梨幸子 792

岩波書店 岩波文庫 15 平家物語　他六篇 石母田正/髙橋昌明 990 KADOKAWA 角川文庫 22 妖魔と下僕の契約条件（４） 椹野道流 未定 講談社 講談社文庫 15 こどものころにみた夢 角田光代/石田衣良ほか 880

岩波書店 岩波文庫 15 相対性理論の起原　他四篇 廣重徹/西尾成子 858 KADOKAWA 角川文庫 22 後宮の検屍女官（４） 小野はるか/夏目レモン 未定 講談社 講談社文庫 15 悲痛伝 西尾維新 968

岩波書店 岩波文庫 15 サラゴサ手稿（中） ヤン・ポトツキ/畑浩一郎 1177 KADOKAWA 角川文庫 22 大河の剣（６） 稲葉稔 未定 講談社 講談社文庫 15 地検のS Sが泣いた日 伊兼源太郎 880

岩波書店 岩波現代文庫 15 ヴァイマル憲法とヒトラー　戦後民主主義からファ池田浩士 1694 KADOKAWA 角川文庫 22 いつかこの失恋を、幸せにかえるために 中村航 未定 講談社 講談社文庫 15 Cocoon 京都・不死篇（３）　―愁― 夏原エヰジ 748

岩波書店 岩波現代文庫 15 現代（いま）を生きる日本史 須田努/清水克行 1782 KADOKAWA 角川文庫 22 もっこすの城　熊本城築城始末 伊東潤 未定 講談社 講談社文庫 15 玉の輿猫　お江戸けもの医　毛玉堂 泉ゆたか 880

岩波書店 岩波現代文庫 15 小説家の四季 佐藤正午 1232 KADOKAWA 角川文庫 22 十手魂「孫六」 山田剛 未定 講談社 講談社文庫 15 完全犯罪の恋 田中慎弥 770

一迅社 一迅社文庫アイリス 21 獣人シリーズ（９）　（仮） 百門一新/春が野かおる 730 KADOKAWA 角川文庫 22 警視庁アウトサイダー　The second act（１） 加藤実秋 未定 講談社 講談社文庫 15 決戦！忠臣蔵 葉室麟/朝井まかてほか 671

一迅社 メリッサ文庫 30 私は選ばれない 碧貴子/ｗｈｉｍｈａｌｏｏｏ 730 KADOKAWA 角川文庫 22 紙屋ふじさき記念館　結のアルバム ほしおさなえ/おかざきおか 未定 講談社 講談社文庫 15 戦百景　本能寺の変 矢野隆 814

イースト・プレスソーニャ文庫 4 猫好き強面最強騎士は愛しい彼女を逃がさない山野辺りり/芦原モカ 836 KADOKAWA 角川文庫 22 あやかし民宿の愉怪な居候 皆藤黒助 未定 講談社 講談社文庫 15 福猫屋お佐和の縁結び（１）　（仮） 三國青葉 682

イースト・プレスソーニャ文庫 4 夫婦心中を却下したら殿下〔おっと〕に溺愛されま栢野すばる/らんぷみ 847 KADOKAWA 角川文庫 22 探偵の探偵　桐嶋颯太の鍵 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 15 狙われた羊 中村敦夫 671

イースト・プレス悦文庫 10 人妻あげマン寮母（仮） 霧原一輝 825 KADOKAWA 角川文庫 22 魔女たちは眠りを守る 村山早紀 未定 講談社 講談社文庫 15 天山の巫女ソニン　巨山外伝　予言の娘 菅野雪虫 770

イースト・プレス悦文庫 10 秘密の部屋（仮） 葉月奏太 825 KADOKAWA 角川ホラー文庫 22 LAST　東京駅おもてうら交番・堀北恵平 内藤了 未定 講談社 講談社文庫 15 天山の巫女ソニン　江南外伝　海竜の子 菅野雪虫 847

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 新装解説版　英霊の絶叫 舩坂弘 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 22 FIRST（仮）　新シリーズ（１） 内藤了 未定 講談社 講談社文庫 15 ガラスの50代 酒井順子 770

潮出版社 潮文庫 5 セバット・ソング 谷村志穂 1320 KADOKAWA 角川ホラー文庫 22 火喰鳥を、喰う 原浩 未定 講談社 講談社文庫 15 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 1100

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 魔王と竜王に育てられた少年は学園生活を無双熊乃げん骨/無望菜志 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 神様の絆創膏（仮） 村瀬健 未定 光文社 光文社文庫 9 鶯の涙　其角忠臣蔵異聞（２）　（仮） 小杉健治 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 転生魔王の魔術師範 白河勇人/火ノ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます（2 　久川航璃 未定 光文社 光文社文庫 9 愛憎　吉原裏同心（15）　決定版 佐伯泰英 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 俺にトラウマを与えた女子達がチラチラ見てくる 御堂ユラギ/緜 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 MAMA 完全版 紅玉いづき 未定 光文社 光文社文庫 9 仇討　吉原裏同心（16）　決定版 佐伯泰英 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 無気力ニートな元神童、冒険者になる（２）　～「学ぺもぺもさん/福きつね 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 Missing（13）　神降ろしの物語（下） 甲田学人 未定 光文社 光文社文庫 9 形見　名残の飯（仮） 伊多波碧 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 一生働きたくない俺が、クラスメイトの大人気アイ 　岸本和葉/みわべさくら 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 宮廷医の娘（６） 冬馬倫 未定 光文社 光文社文庫 9 暗約領域　新宿鮫（11） 大沢在昌 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 TRPGプレイヤーが異世界で最強ビルドを目指す 　Ｓｃｈｕｌｄ/ランサネ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 24 種もしかけもない暮らし　～花森姉妹はいまが人鳩見すた 未定 光文社 光文社文庫 9 展望塔のラプンツェル 宇佐美まこと 未定

オークラ出版 マグノリアブックス 21 セルリアンブルー　海が見える家（上） Ｔ・Ｊ・クルーン/金井真弓 1265 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最強ぶんころり/またのんき▼ 未定 光文社 光文社文庫 9 サイレント・ブルー 樋口明雄 未定

オークラ出版 マグノリアブックス 21 セルリアンブルー　海が見える家（下） Ｔ・Ｊ・クルーン/金井真弓 1265 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 聖剣学院の魔剣使い（11） 志瑞祐/遠坂あさぎ 未定 光文社 光文社文庫 9 彼とあたしの四十九日（仮） 天野頌子 未定

オークラ出版 プリズム文庫 24 最強アルファは家政夫の歌に酔いしれる 榛名悠/小禄 766 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 死亡遊戯で飯を食う。 鵜飼有志/ねこめたる 682 光文社 光文社文庫 9 毒蜜　闇死闘　決定版 南英男 未定

KADOKAWA ジュエル文庫 1 狗の戀　無慈悲な将校に囚われて、堕とされる 草野來/炎かりよ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ライアー・ライアー（12） 久追遥希/ｋｏｎｏｍｉ（きのこの未定 光文社 光文社文庫 9 復讐の弾道　新装版 大藪春彦 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 喋らない来栖さん、心の中はスキでいっぱい。（ 紫ユウ/ただのゆきこ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 全力回避フラグちゃん！（４） 壱日千次/Ｐｌｏｔｔほか 未定 光文社 光文社文庫 9 息吹く魂　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 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 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 のくたーんたたんたんたんたたん ムラサキアマリ/おりょう 未定 光文社 光文社文庫 9 恋小袖　決定版　牙小次郎無頼剣（６） 和久田正明 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 推しに熱愛疑惑出たから会社休んだ カネコ撫子/天城しの 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 Vのガワの裏ガワ（１）　（仮） 黒鍵繭/藤ちょこ 未定 光文社 光文社文庫 9 老中成敗　闇御庭番（10）（仮） 早見俊 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 彼女が先輩にNTRれたので、先輩の彼女をNTR震電みひろ/加川壱互 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 俺だけレベルが上がる世界で悪徳領主になってわるいおとこ/ｒａｋｅｎ 未定 光文社 光文社文庫 9 哀しき影武者　日暮左近事件帖（仮） 藤井邦夫 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 地下鉄で美少女を守った俺、名乗らず去ったら全水戸前カルヤ/ひげ猫 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 賢者の孫（17）　永遠無窮の英雄譚 吉岡剛/菊池政治 未定 光文社 光文社古典新訳文 9 ソクラテスの思い出 クセノフォン/相澤康隆 未定

KADOKAWA 角川スニーカー文庫 1 親友の妹が官能小説のモデルになってくれるら あきらあかつき/おりょう 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 魔王の後継者（仮） 吉岡剛/菊池政治 未定 光文社 光文社古典新訳文 9 オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム/麻未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 聖女様に醜い神様との結婚を押し付けられまし 赤村咲/春野薫久 未定 河出書房新社 河出文庫 8 こぽこぽ、珈琲　おいしい文藝 阿川佐和子/湊かなえほか 880 光文社 光文社未来ライブラ 9 希望難民　ピースボートと「承認の共同体」幻想 古市憲寿 未定

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 私の婚約者は、根暗で陰気だと言われる闇魔術瀬尾優梨/花宮かなめ 未定 河出書房新社 河出文庫 8 サード・キッチン 白尾悠 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 人情めし江戸屋（４） 倉阪鬼一郎 715

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 後宮の花詠み仙女　白百合は秘めたる恋慕を告松藤かるり/秋鹿ユギリ 未定 河出書房新社 河出文庫 8 感情教育 中山可穂 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 殿さま忍者（８） 聖龍人 715

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 LOVE&KISS ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ/香坂茉里ほ未定 河出書房新社 河出文庫 8 夢も見ずに眠った。 絲山秋子 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 将軍側目付　暴れ隼人 吉田雄亮 715

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 1 元魔王の転生令嬢は世界征服よりも恋がしたい麻木琴加/ｉｙｕｔａｎｉ 未定 河出書房新社 河出文庫 8 草を褥に　小説牧野富太郎 大原富枝 979 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 未定 山手樹一郎 715

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 太陽の石 ごとうしのぶ 770 河出書房新社 河出文庫 8 菊帝悲歌　小説後鳥羽院 塚本邦雄 968 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 超戦闘空母「大和」（上） 野島好夫 1019

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 冷酷王の予期せぬ溺愛 佐竹笙/森原八鹿 未定 河出書房新社 河出文庫 8 死について！（上）　あらゆる年齢・職業の人たちスタッズ・ターケル/金原瑞人1397 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 超戦闘空母「大和」（下） 野島好夫 1019

KADOKAWA 角川ルビー文庫 1 異世界の獣人王は彼を愛でたい 川琴ゆい華/みずかねりょう 未定 河出書房新社 河出文庫 8 死について！（下）　あらゆる年齢・職業の人たちスタッズ・ターケル/金原瑞人1397 コスミック出版 コスミックセシル文 22 強面黒豹パパは三毛猫男子に初めての恋をする寺崎昴 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 飛び降りる直前の同級生に『×××しよう！』と提赤月ヤモリ/ｋｒ木 未定 河出書房新社 河出文庫 8 これが見納め　絶滅危惧の生きものたちに会い ダグラス・アダムス/マーク・カ1430 コスミック出版 コスミックセシル文 22 獣人CEOの甘い溺愛　～はじめての子育てやっ柚槙ゆみ 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 呪われて、純愛。（２） 二丸修一/ハナモト 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 あなたの神様に出会える　開運神社（仮） 長﨑洋二 792 コスミック出版 コスミック文庫α 22 大家族四男（11） 日向唯稀 715

KADOKAWA 電撃文庫 10 86―エイティシックス―Ep.12　─ホーリィ・ブルー安里アサト/Ｉ－ＩＶほか 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 関西人vs関東人　ここまで違うことばの違い（仮 博学こだわり倶楽部 792 三交社 ラルーナ文庫 21 孤独な神竜は黒の癒し手を番に迎える 寺崎昴/ヤスヒロ 792

KADOKAWA 電撃文庫 10 86―エイティシックス―Ep.12　ねんどろいどヴラ 　安里アサト/Ｉ－ＩＶほか 8600 角川春樹事務所時代小説文庫 15 狐小僧、江戸を守る 柿本みづほ 836 彩図社 彩図社文庫 17 日本で暗躍する外国人マフィア 真樹哲也 792

KADOKAWA 電撃文庫 10 ゲーム・オブ・ヴァンパイア 岩田洋季/未定 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 花暦　居酒屋ぜんや（３）　（仮） 坂井希久子 682 彩図社 彩図社文庫 17 文豪たちが書いた「酒」の名作短編集 彩図社文芸部 750

KADOKAWA 電撃文庫 10 メイジアン・カンパニー（５） 佐島勤/石田可奈 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 思いの深さの花見弁当　はるの味だより 佐々木禎子 748 集英社 集英社文庫 18 家康を愛した女たち（仮） 植松三十里 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 サマナーズウォー／召喚士大戦（１）　喚び出され榊一郎/未定ほか 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 銀二貫 髙田郁 682 集英社 集英社文庫 18 みちびきの変奏曲（仮） 内山純 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 姫騎士様のヒモ（３） 白金透/マシマサキ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 におい松茸　一膳めし屋丸九（８） 中島久枝 748 集英社 集英社文庫 18 車軸（仮） 小佐野彈 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 デモンズ・クレスト（１） 川原礫/堀口悠紀子 未定 幻冬舎 幻冬舎アウトロー文 10 昭和の凶悪殺人事件 小野一光 913 集英社 集英社文庫 18 暗夜鬼譚　狐火恋慕（仮） 瀬川貴次 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 竜の姫ブリュンヒルド 東崎惟子/あおあそ 未定 幻冬舎 幻冬舎アウトロー文 10 歌舞伎町の沼 草凪優 913 集英社 集英社文庫 18 85歳まだまだ不良　媚びず群れない（仮） 下重暁子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ミミクリー・ガールズ（２） ひたき/あさなや 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 黄金の60代 郷ひろみ 979 集英社 集英社文庫 18 花と舞と　一人静（仮） 篠綾子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 私のことも、好きって言ってよ！ 午鳥志季/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 つぶやき養生―春夏秋冬、12ヵ月別の「体にいい櫻井大典 891 集英社 集英社文庫 18 短編宝箱（仮） 集英社文庫編集部 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 妹はカノジョにできないのに（３） 鏡遊/三九呂 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 逃亡者 中村文則 1067 集英社 集英社文庫 18 海を抱く　BAD KIDS（仮） 村山由佳 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 破局予定の悪女のはずが、冷徹公爵様が別れて琴子/宛 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 二人の嘘 一雫ライオン 1023 集英社 集英社文庫 18 土に贖う（仮） 河﨑秋子 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 箱入り皇女は至高の恋をお望みです！　～理想じゅん麗香/春野薫久 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 もろくて、不確かな、「素の自分」の扱い方 細川貂々 770 集英社 集英社文庫 18 至誠の残滓（仮） 矢野隆 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 31番目のお妃様（９） 桃巴/山下ナナオ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 17 当世恋愛事情 和泉桂/榊空也ほか 726 集英社 集英社文庫 18 獄門首に誓った女　九代目長兵衛口入稼業（３）　小杉健治 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 陛下、心の声がだだ漏れです！（４） シロヒ/雲屋ゆきお 未定 集英社 集英社文庫 18 ミン・スーが犯した幾千もの罪（仮） トム・リン 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 後宮妃の管理人（７）　～寵臣夫婦は出迎える～しきみ彰/Ｉｚｕｍｉ 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 18 言霊使いはガールズトークがしたい（仮） 白洲梓/おと 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 お邪魔してます、こたつ犬 尼野ゆたか/ねこまき（ミュー未定 集英社 集英社オレンジ文庫 18 聖女失格（２）　（仮） 永瀬さらさ/神澤葉 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 あやかし夫婦は未来のために。（下） 友麻碧/あやとき 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 18 竜愛づる騎士の誓約（上）　（仮） 喜咲冬子/夢子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 アルパカと魔法使い　理系上司の裏の顔は小説未定/姐川 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 18 竜愛づる騎士の誓約（下）　（仮） 喜咲冬子/夢子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 シャーロック・ホームズを読んだことのない俺、目結城光流/とき間 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 ログアウトしたのはVRMMOじゃなく本物の異世界 　とーわ/ＫｅＧ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 オーク英雄物語（４）　忖度列伝 理不尽な孫の手/朝凪 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 聞いてくれますよね？先輩 すかいふぁーむ/ぺんたごん未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 双星の天剣使い（１） 七野りく/ｃｕｒａ 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 皇子に転生して魔法研究者してたらみんながリスなんじゃもんじゃ/卵の黄身 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 転生メイドと魔法王女の世直し二人旅 日の原裕光/香川悠作 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 幼馴染彼女のモラハラがひどいんで絶縁宣言し 　斧名田マニマニ/Ｕ３５ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 新米錬金術師の店舗経営（７）　疫病を退治しよ いつきみずほ/ふーみ 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 史上最強の宮廷テイマー（３）　～自分を追い出 すかいふぁーむ/さなだケイス未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 放課後の聖女さんが尊いだけじゃないことを俺は戸塚陸/たくぼん 858 小学館 小学館文庫 4 ラインマーカーズ　The Best of Homura Hiroshi 穂村弘 616

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 公女殿下の家庭教師（13）　（仮） 七野りく/ｃｕｒａ 未定 小学館 小学館文庫 4 WIN ハーラン・コーベン/田口俊樹1320

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 うしろの席のぎゃるに好かれてしまった。（２）　も陸奥こはる/緋月ひぐれ 未定 小学館 小学館文庫 4 バタフライ・エフェクト　T県警警務部事件課 松嶋智左 770

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 ロクでなし魔術講師と追想日誌（10） 羊太郎/三嶋くろね 未定 小学館 小学館文庫 4 タスキメシ　箱根 額賀澪 1056

KADOKAWA ファンタジア文庫 18 この教室は、武力で守られている 阪田咲話/ＳＯＬａｒ 未定 小学館 小学館文庫 4 書くインタビュー（５） 佐藤正午 770

KADOKAWA 角川文庫 22 八犬伝（上） 山田風太郎 未定 小学館 小学館文庫 4 メイド・イン・オキュパイド・ジャパン 小坂一也 748

KADOKAWA 角川文庫 22 八犬伝（下） 山田風太郎 未定 小学館 小学館文庫 4 お龍のいない夜 風野真知雄 880

KADOKAWA 角川文庫 22 日本発酵紀行 小倉ヒラク 未定 小学館 小学館文庫 4 超短篇！　ラブストーリー大どんでん返し 森晶麿 594

KADOKAWA 角川文庫 22 棘の街 堂場瞬一 未定 小学館 小学館文庫 4 極悪女帝の後宮 宮野美嘉 660

KADOKAWA 角川文庫 22 このゴミは収集できません 滝沢秀一 未定 小学館 小学館文庫 4 火の神さまの掃除人ですが、いつの間にか花嫁浅木伊都 704

KADOKAWA 角川文庫 22 SIGNAL シグナル 山田宗樹 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 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

小学館 ガガガ文庫 18 俺、ツインテールになります。（21） 水沢夢 803 竹書房 竹書房文庫 30 蜜熟（仮） 草凪優 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 伝言猫ふー太の仕事日誌（仮） 標野凪 847

小学館 ガガガ文庫 18 恋人以上のことを、彼女じゃない君と。 持崎湯葉 682 宝島社 宝島社文庫 5 山田風太郎時代小説コレクション　地の巻　南無山田風太郎/日下三蔵 #### PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 21 文蔵2022.12（仮） 「文蔵」編集部 825

小学館 ガガガ文庫 18 ここでは猫の言葉で話せ（３） 昏式龍也 682 宝島社 宝島社文庫 5 大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう　司法解剖に山本巧次 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 25 風神雷神　Juppiter,Aeolus（ユピテル　アイオロ 　原田マハ 990

小学館 ガガガ文庫 18 高嶺さん、君のこと好きらしいよ（２） 猿渡かざみ 704 宝島社 宝島社文庫 5 横浜・山手図書館の書籍修復師は謎を読む 宮ケ瀬水 780 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 25 風神雷神　Juppiter,Aeolus（ユピテル　アイオロ 　原田マハ 880

小学館 ガガガ文庫 18 変人のサラダボウル（４） 平坂読 660 宝島社 宝島社文庫 5 「白い巨塔」の誘拐 平居紀一 780 双葉社 双葉文庫 10 十津川警部捜査行カシオペアスイートの客 西村京太郎 814

小学館 ガガガ文庫 18 両親が離婚したら、女社長になった幼馴染お姉ｓｈｉｒｙｕ 682 宝島社 宝島社文庫 5 傑作！文豪たちの『徳川家康』短編小説 芥川龍之介/池波正太郎ほ 770 双葉社 双葉文庫 10 純子 赤松利市 748

新書館 ディアプラス文庫 10 獣はかくしてまぐわう 沙野風結子/小山田あみほ 814 宝島社 宝島社文庫 5 令和の化学者・鷹司耀子の帝都転生　プラスチ雨堤俊次 770 双葉社 双葉文庫 10 珠玉 彩瀬まる 759

新書館 ディアプラス文庫 10 恋じゃないなら愛かもね 海野幸/たつもとみおほか 770 筑摩書房 ちくま文庫 14 北山耕平青春エッセイ集 北山耕平 902 双葉社 双葉文庫 10 闇に堕ちる君をすくう僕の嘘 斎藤千輪 847

新潮社 新潮文庫 28 月桃夜 遠田潤子 737 筑摩書房 ちくま文庫 14 人間の解剖はサルの解剖のための鍵である　 吉川浩満 1210 双葉社 双葉文庫 10 人妻相談室 草凪優 814

新潮社 新潮文庫 28 約束の果て　黒と紫の国 高丘哲次 781 筑摩書房 ちくま文庫 14 砂丘律 千種創一 902 双葉社 双葉文庫 10 わるじい慈剣帖（10）　うそだろう 風野真知雄 693

新潮社 新潮文庫 28 地上最強の男　世界ヘビー級チャンピオン列伝百田尚樹 1045 筑摩書房 ちくま文庫 14 青ひげの卵 マーガレット・アトウッド/小川1210 双葉社 双葉文庫 10 はぐれ又兵衛例繰控（６）　三日月（仮） 坂岡真 770

新潮社 新潮文庫 28 ザ・ロイヤルファミリー 早見和真 1045 筑摩書房 ちくま文庫 14 子どものことを子どもにきく　「うちの子」へのイン 　杉山亮 814 双葉社 双葉文庫 10 三河雑兵心得（10）　馬廻役仁義 井原忠政 704

新潮社 新潮文庫 28 罪の轍 奥田英朗 1155 筑摩書房 ちくま文庫 14 旅人まんが　鉄道篇 山田英生 858 双葉社 双葉文庫 10 浪人若さま　新見左近　決定版（９）　大名盗賊 佐々木裕一 715

新潮社 新潮文庫 28 分断された王朝　謎の大王　継体天皇 関裕二 605 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 言語学を学ぶ 千野栄一 1100 双葉社 双葉文庫 10 帰って来たどらン猫（2･上） はるき悦巳 770

新潮社 新潮文庫 28 冬の霧　へんろ宿（２） 藤原緋沙子 572 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 ブラッドランド（上）　ヒトラーとスターリン　大虐殺ティモシー・スナイダー/布施1760 双葉社 双葉文庫 10 【コミック版】ふるさと銀河線　軌道春秋 深沢かすみ/髙田郁 682

新潮社 新潮文庫 28 美麗島プリズム紀行 乃南アサ 693 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 ブラッドランド（下）　ヒトラーとスターリン　大虐殺ティモシー・スナイダー/布施1760 双葉社 モンスター文庫 30 超難関ダンジョンで10万年修行した結果、世界 　力水/瑠奈璃亜 759

新潮社 新潮文庫 28 いちねんかん 畠中恵 693 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 病気と治療の文化人類学 波平恵美子 1320 二見書房 二見サラ文庫 11 成金令嬢物語～悪女だと陰で囁かれています 江本マシメサ/鈴ノ助 825

新潮社 新潮文庫 28 龍ノ国幻想（４） 三川みり 649 筑摩書房 ちくま学芸文庫 14 沖縄の食文化 外間守善 1100 二見書房 二見サラ文庫 11 あすなろ荘の明日ごはん 蛙田アメコ/甲斐千鶴 770

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 12/1 悪役令嬢は織田信長に憑依される　～大うつけ四葉夕ト/春野薫久 770 中央公論新社 中公文庫 22 剣神　鬼を斬る　神夢想流林崎甚助（３） 岩室忍 未定 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 11 義母とその妹　豊満尻くらべ（仮） 星名ヒカリ 792

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 12/1 前世聖女だった私は薬師になりました（２） 日之影ソラ/海鼠 770 中央公論新社 中公文庫 22 ウナノハテノガタ 大森兄弟 未定 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 11 あぶない婦警ハーレム（仮） 竹内けん 792

祥伝社 祥伝社文庫 11 ミートイーター　警部補　剣崎恭弥 柏木伸介 未定 中央公論新社 中公文庫 22 命令の不条理　逆らう部下が組織を伸ばす 菊澤研宗 未定 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 11 孤独の女体グルメ（仮） 津村しおり 792

祥伝社 祥伝社文庫 11 まち 小野寺史宜 未定 中央公論新社 中公文庫 22 新版　チョッちゃんだってやるわ 黒柳朝 未定 マドンナメイト社マドンナメイト文庫 11 禁断告白スペシャル　年の差ラッキー体験（仮）素人投稿編集部 792

祥伝社 祥伝社文庫 11 龍馬を守った新選組 加治将一 未定 中央公論新社 中公文庫 22 世界警察（３） 沢村鐵 未定 マドンナメイト社マドンナメイト＋ 11 妻の妹　禁じられた夜（仮） 橘真児 792

祥伝社 祥伝社文庫 11 未定 内田健 未定 中央公論新社 中公文庫 22 うぽっぽ同心十手綴り　恋文ながし 坂岡真 未定 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　21 レイクヘル・オブ・ロス（原題） アマリー・ハワード/山田香里1430

祥伝社 祥伝社黄金文庫 11 日本と台湾　なぜ、両国は運命共同体なのか 加瀬英明 未定 中央公論新社 中公文庫 22 数学と人間 遠山啓 未定 二見書房 シャレード文庫 24 愛と呼ぶには好きすぎる 寺崎昴/八千代ハル 743

祥伝社 祥伝社黄金文庫 11 イギリスの霧の中へ　心霊体験紀行 三浦清宏 未定 中央公論新社 中公文庫 22 新装版　フラッタ・リンツ・ライフ　Flutter into Lif 森博嗣 未定 二見書房 シャレード文庫 24 君の運命になれたなら～初恋オメガバース～ 春田梨野/榊空也 770

心交社 ショコラ文庫 10 三度死んでも君がいい 谷川藍/苑生 792 中央公論新社 中公文庫 22 蒼色の大地 薬丸岳 未定 二見書房 二見時代小説文庫 28 罷免家老　世直し帖（５） 瓜生颯太/森豊 825

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 【極上四天王シリーズ】金融王の不器用な寵愛伊月ジュイ 715 中央公論新社 中公文庫 22 天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘 未定 二見書房 二見時代小説文庫 28 古来稀なる大目付（７） 藤水名子/安里英晴 825

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 もう恋なんてしないと決めていたのに、冷徹な財滝井みらん 715 徳間書店 徳間文庫 9 紅い塔 矢月秀作 792 二見書房 二見時代小説文庫 28 北町の爺様（２） 牧秀彦 825

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 交際0日婚～私たち、3年契約で結婚しました～田崎くるみ 715 徳間書店 徳間文庫 9 剣豪将軍義輝（中）　孤雲ノ太刀〈新装版〉 宮本昌孝 825 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 私のための誘拐計画 西奏楽悠 726

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 今宵また、私はあなたのものになる（仮） 高田ちさき 715 徳間書店 徳間文庫 9 喪を明ける 太田忠司 748 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 死神邸日和 久頭一良 726

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 エリートパイロットに見初められたのは、恋を知宝月なごみ 715 徳間書店 徳間文庫 9 再雇用警察官　究極の完全犯罪 姉小路祐 814 文藝春秋 文春文庫 8 猫を棄てる　父親について語るとき 村上春樹/高妍 715

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 御曹司、双子シークレットベビー（仮） 宇佐木 715 徳間書店 徳間文庫 9 時代小説アンソロジー　てしごと あさのあつこ/奥山景布子ほ 825 文藝春秋 文春文庫 8 十字架のカルテ 知念実希人 770

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 捨てられ聖女（仮） 一ノ瀬千景 715 徳間書店 徳間文庫 9 最後の戦慄〈新装版〉 今野敏 781 文藝春秋 文春文庫 8 満月珈琲店の星詠み～メタモルフォーゼの調べ望月麻衣/桜田千尋 737

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 死に戻りから解放されたい聖女さまは王太子殿和泉あや 715 徳間書店 徳間文庫 9 ノッキンオン・ロックドドア（２） 青崎有吾 792 文藝春秋 文春文庫 8 罪人の選択 貴志祐介 825

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 推しがとなりで寝てまして（仮） 雨乃めこ 660 徳間書店 徳間文庫 9 十津川警部　愛憎の行方 西村京太郎 847 文藝春秋 文春文庫 8 神と王　謀りの玉座 浅葉なつ 814

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 拾った総長様がなんか溺愛してくる（泣）（仮） ふわ屋。 660 徳間書店 徳間文庫 9 箸墓幻想 内田康夫 880 文藝春秋 文春文庫 8 朝比奈凜之助捕物暦 千野隆司 737

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 あの日交わした永遠の誓い（仮） 小粋 660 徳間書店 徳間文庫 9 ものだま探偵団　ルークとふしぎな歌 ほしおさなえ 902 文藝春秋 文春文庫 8 空の声 堂場瞬一 825

スターツ出版 野いちご文庫 25 プレイボーイに溺愛された結果（仮） 干支六夏 660 徳間書店 キャラ文庫 25 無能な皇子と呼ばれてますが中身は敵国の宰 夜光花/サマミヤアカザ 715 文藝春秋 文春文庫 8 江戸の夢びらき 松井今朝子 979

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 きみと夜に溶けてく（仮） 音はつき 660 徳間書店 キャラ文庫 25 聖剣のゆくえ（仮） 宮緒葵/ｙｏｃｏ 715 文藝春秋 文春文庫 8 葬式組曲 天祢涼 825

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 あやかし郷の生贄妃（仮） 琴織ゆき 660 徳間書店 キャラ文庫 25 二重螺旋（15）　（仮） 吉原理恵子/円陣闇丸 715 文藝春秋 文春文庫 8 ボナペティ！　秘密の恋とブイヤベース 徳永圭 803

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 わたしを変えた恋（仮） 櫻いいよ/此見えこほか 660 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 2 腹黒御曹司と政略結婚なんてお断り！～財閥令秋桜ヒロロ/壱也 770 文藝春秋 文春文庫 8 長生きは老化のもと 土屋賢二 748

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 後宮に咲いた桐花は帝の手で摘み取られる（仮ＡＩＳＥＩＡ 660 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 2 溺愛蜜月になるとは聞いてません～クレマン公すずね凜/ＫＲＮ 770 文藝春秋 文春文庫 8 本当の貧困の話をしよう　未来を変える方程式石井光太 836

青春出版社 青春文庫 10 1分後、誰かに　話したくなる　50の「寓話」 話題の達人倶楽部 869 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 庇護欲全開のインテリヤクザは愛しい彼女を愛小日向江麻/白崎小夜 693 文藝春秋 文春文庫 8 虹の谷のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリ/松本侑子 880

青春出版社 青春文庫 10 地図でわかる　＼すごい／　世界の地形 おもしろ地理学会 869 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 未定 泉野あおい/よしざわ未菜子 693 文藝春秋 文春文庫 8 カッティング・エッジ（上） ジェフリー・ディーヴァー/池 990

アルファポリスエタニティ文庫 7 Sweet kiss Secret love 沢渡奈々子 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 スパダリ彼氏の一途な策略婚～最初からずっと橘柚葉/夜咲こん 693 文藝春秋 文春文庫 8 カッティング・エッジ（下） ジェフリー・ディーヴァー/池 990

アルファポリスエタニティ文庫 7 ハニーラビットは、今日もつかまらない 奏多 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 私たち実は結婚しています（仮） 高田ちさき 693 プランタン出版発オパール文庫 5 初恋御曹司が私の家政夫になりました（仮） 春日部こみと/竹輪つぼみ 未定

アルファポリスエタニティ文庫 7 偽りのフィアンセは獲物を逃さない 結祈みのり 704 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 11 情熱のとりこ ミシェル・リード/細郷妙子 660 プランタン出版発オパール文庫 5 最愛Ⅱ　君に誓う永遠（仮） 白石さよ/芦原モカ 未定

アルファポリスアルファライト文庫 14 スキルは見るだけ簡単入手！（３）　～ローグの夜夢 671 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 11 初めての恋 ベティ・ニールズ/早川麻百 550 プランタン出版発オパール文庫 5 失恋のあと、同期の御曹司と恋をはじめました りりす/三廼 未定

アルファポリスアルファライト文庫 14 間違い召喚！（１）　追い出されたけど上位互換カムイイムカ 671 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 11 雇われた夫 レベッカ・ブランドワイン/原た550 プランタン出版発ティアラ文庫 17 とある皇帝が追放された愛妻を取り戻して幸せ栢野すばる/コトハ 未定

アルファポリスアルファライト文庫 14 水しか出ない神具【コップ】を授かった僕は、不 長尾隆生 671 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 11 この胸の嵐 シャロン・ケンドリック/山本瑠550 プランタン出版発ティアラ文庫 17 次期公爵は助けた巫女を一途に愛する（仮） 宮小路やえ/八美☆わん 未定

アルファポリスレジーナ文庫 14 なんで婚約破棄できないの！？ 稲子 704 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 遥かな地の約束 カーラ・ケリー/佐野晶 1190 フランス書院 フランス書院文庫 25 昨夜のことは忘れて（仮） 高宮柚希 未定

アルファポリスレジーナ文庫 14 公爵家に生まれて初日に跡継ぎ失格の烙印を小択出新都 704 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 グッバイ･エンジェル シャロン・サラ/新井ひろみ 1080 フランス書院 フランス書院文庫 25 奴隷斡旋所【女教師と女優】（仮） 綺羅光 未定

アルファポリスレジーナ文庫 14 転生幼女。神獣と王子と、最強のおじさん傭兵 餡子・ロ・モティ 704 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 11 ワイルド・フォレスト サンドラ・ブラウン/松村和紀 980 フランス書院 フランス書院文庫 25 とろける媚薬風呂（仮） 桜庭春一郎 未定

アルファポリスアルファポリス文庫 16 こちら鎌倉あやかし社務所保険窓口 たかつじ楓 726 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 16 HOMEGROWN HERO（原題） クラム・ラーマン/能田優 1430 フランス書院 フランス書院文庫 25 身代わり性裁（仮） 舞条弦 未定

静山社 静山社文庫 4 ハリー・ポッターと死の秘宝（7-1）〈新装版〉 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 748 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 16 短編回廊　アートから生まれた17の物語 ローレンス・ブロック/田口俊1390 フランス書院 フランス書院文庫 25 二人のママと三人の姉（仮） 椎名紗々 未定

静山社 静山社文庫 4 ハリー・ポッターと死の秘宝（7-2）〈新装版〉 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 748 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 16 貴方の子どもじゃありません！（仮） 玉紀直/森原八鹿 759 フランス書院 フランス書院文庫 25 人妻絵美子（仮） 紫艶 未定

静山社 静山社文庫 4 ハリー・ポッターと死の秘宝（7-3）〈新装版〉 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 748 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 16 軍人侯爵の遅咲き初恋（仮） 舞姫美/八千代ハル 781 ぶんか社 まんがグリム童話 10 金瓶梅（52） 竹崎真実 710

静山社 静山社文庫 4 ハリー・ポッターと死の秘宝（7-4）〈新装版〉 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 748 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 25 傷心旅行 シャーロット・ラム/青木翔子 690 法藏館 法蔵館文庫 10 精神世界のゆくえ　宗教からスピリチュアリティ 島薗進 1650

静山社 静山社文庫 15 ハリー・ポッター文庫〈新装版〉全20巻セット Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 #### ハーパーコリンズハーレクイン文庫 25 拒絶された億万長者 アン・メイザー/松尾当子 690 法藏館 法蔵館文庫 10 日本人の身体観の歴史 養老孟司 1430

SBクリエイティＧＡ文庫 15 アストレア・レコード（２）　正義失墜　ダンジョン 　大森藤ノ/かかげ 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 25 きらめきの一夜 キャロル・マリネッリ/東みな 690 法藏館 法蔵館文庫 10 現代語訳　南海寄帰内法伝　七世紀インド仏教義浄/宮林昭彦ほか 2750

SBクリエイティＧＡ文庫 15 信長転生（２）　～どうやら最強らしいので、乱世三木なずな/ぷきゅのすけ 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 25 恋する夜よ永遠に レベッカ・ウインターズ/木内 710 ポプラ社 ポプラ文庫 8 うちのにゃんこは妖怪です　百鬼夜行とバケモ 高橋由太 792

SBクリエイティＧＡ文庫 15 双翼無双の飛竜騎士（２） ジャジャ丸/赤井てら 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 25 運命の恋人 ミランダ・リー/柊羊子 690 ポプラ社 ポプラ文庫 8 湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　満月の巻中島久枝 748

SBクリエイティＧＡ文庫 15 あおとさくら（２） 伊尾微/椎名くろ 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 25 オアシスのハネムーン ペニー・ジョーダン/中原もえ 690 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 8 花屋カフェLuneのスペシャリテ　人の縁を結ぶわ白井かなこ 836

SBクリエイティＧＡ文庫 15 りゅうおうのおしごと！（17） 白鳥士郎/しらび 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 2 ペインフル・ピアノ（上） サラ・パレツキー/山本やよ 1254 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 8 余命1年、夫婦始めます 高梨愉人 814

大和書房 だいわ文庫 11 おいしいアンソロジー　お弁当　ふたをあける楽阿川佐和子 880 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 2 ペインフル・ピアノ（下） サラ・パレツキー/山本やよ 1254 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 異世界と繋がりましたが、向かう目的は戦争で ニーナローズ/吠Ｌ 693

大和書房 だいわ文庫 11 フランスふらふら一人旅 にしうら染 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 2 トーラスの炎 五代ゆう/天狼プロダクション748 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 灰原くんの強くて青春ニューゲーム（３） 雨宮和希/吟 693

大和書房 だいわ文庫 11 菜の花食堂のささやかな事件簿　木曜日のカフ碧野圭 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 2 謎の黒船あらわる Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/ロベル 858 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう 手島史詞/ＣＯＭＴＡ 693

大和書房 だいわ文庫 11 今、目の前のことに心を込めなさい 鈴木秀子 814 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 2 金色昔日　現代中国SFアンソロジー ケン・リュウ/大森望ほか 1650 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、10日之浦拓/ＧｒｅｅＮ 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 7 艶めき町内会（仮） 河里一伸/東克美 770 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 2 嫉妬／事件 アニー・エルノー/菊地よしみ 880 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 黒聖女様に溺愛されるようになった俺も彼女を ときたま/秋乃える 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 14 みだれ酔いお姉さん（仮） 北條拓人/妃耶八 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 16 走馬灯のセトリは考えておいて 柴田勝家 946 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 EVE　―世界の終わりの青い花― 佐原一可/刀彼方 693

竹書房 竹書房文庫 17 ファイナルガール・サポート・グループ（仮） グレイディ・ヘンドリックス/入1430 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 16 楽園とは探偵の不在なり 斜線堂有紀 880 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いてSラン御子柴奈々/岩本ゼロゴ 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 21 人妻捜査官　けがされた熟肌〈新装版〉 甲斐冬馬 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 16 バイオスフィア不動産 周藤蓮 1100 ホビージャパン ＨＪ文庫 1 中卒探索者の成り上がり英雄譚（２） シクラメン/てつぶた 693

竹書房 蜜夢文庫 22 冷徹副社長に契約結婚を持ちかけたら、とろ甘ひらび久美/蜂不二子 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 16 イヌはなぜ愛してくれるのか　「最良の友」の科 クライブ・ウィン/梅田智世 1078 マイクロマガジンことのは文庫 21 後宮の禁書事情 忍丸/七原しえ 803

竹書房 蜜夢文庫 22 箱入り令嬢は狂犬と番う（仮） 天ヶ森雀/石田惠美 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 16 イラク・コネクション ドン・ベントレー/黒木章人 1320 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 21 センパイ、自宅警備員の雇用はいかがですか 二上圭/日向あずり 803

竹書房 竹書房文庫 25 種播く人の物語 オクテイヴィア・Ｅ・バトラー/1540 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 16 伝令船《コルドバ》遭難！ Ｋ・Ｈ・シェール/ペーター・グ 858 三笠書房 知的生きかた文庫 17 「いまどき部下」を動かす39のしかけ（仮） 池本克之 未定

竹書房 竹書房文庫 25 才有る人の物語 オクテイヴィア・Ｅ・バトラー/1540 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 16 マシンフッド宣言（上） Ｓ・Ｂ・ディヴィヤ/金子浩 1100 三笠書房 知的生きかた文庫 17 脳科学的に正しい英語学習法（仮） 加藤俊徳 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 30 埼玉怪談（仮） 幽木武彦 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 16 マシンフッド宣言（下） Ｓ・Ｂ・ディヴィヤ/金子浩 1100 三笠書房 知的生きかた文庫 17 つい誰かに話したくなる　日本語の雑学（仮） 雑学おどろき学会 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 30 恐怖箱呪霊不動産（仮） 加藤一 748 原書房 コージーブックス 9 クリスマス・ティーと最後の貴婦人 ローラ・チャイルズ/東野さや1265 三笠書房 知的生きかた文庫 17 日本史の有名人たち　ホントの評価（仮） 山本博文/造事務所 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 30 厭談（３）　（仮） 夜馬裕 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 4 雑談力　相手の心をつかみ、楽しませるネタと技百田尚樹 814 三笠書房 王様文庫 30 眠れないほどおもしろい徳川実紀（仮） 板野博行 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 30 新宿怪談（仮） 吉田悠軌 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 婚活食堂（８）　（仮） 山口恵以子 803 三笠書房 王様文庫 30 世界のすごい人が使ってうまくいった心理学（仮清田予紀 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 30 暗獄怪談（仮） 鷲羽大介 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 ぬくもり　〈動物〉時代小説傑作選 宮部みゆき/西條奈加ほか 957 三笠書房 王様文庫 30 言い換えるだけでちょっと得する言葉（仮） 川上徹也 未定
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