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KADOKA 7 魔王学園の反逆者（４）～人類初の魔王候補、眷属少女と 溝口ぜらちん/久慈マサ 未定 KADOKA 26 最強地縛霊と霊感ゼロ男（１） 未定 未定 講談社 13 私たちはどうかしている（18）　蝶の棲家 安藤なつみ 528 集英社 4 トマトイプーのリコピン（７） 大石浩二 550 小学館 10 オープンクロゼット（２） 谷和野 780

KADOKA 7 異世界のんびり農家（10） 剣康之/内藤騎之介ほか未定 KADOKA 26 機動戦士ガンダム　ジオンの再興　レムナント・ワン（３） 近藤和久/矢立肇ほか 704 講談社 13 花嫁のれん（1） 岡峯有衣子/小松江里子 726 集英社 4 チェンソーマン（13） 藤本タツキ 528 小学館 10 トロけてもいいですか？（７） 瓜生花子 550

KADOKA 7 異世界ゆるっとサバイバル生活～学校の皆と異世界の無人西尾洋一/絢乃ほか 未定 KADOKA 26 天空の城をもらったので異世界で楽しく遊びたい（７） Ｍａｔｓｕｋｉ/井上みつるほ 未定 講談社 13 またのお越しを（2） おざわゆき 726 集英社 4 リバイアサン（２） 黒井白 748 小学館 10 ミステリと言う勿れ（12） 田村由美 550

KADOKA 7 異世界のんびり農家の日常（１） ユウズィ/内藤騎之介ほ 未定 KADOKA 26 聖騎士になったけど団長のおっぱいが凄すぎて心が清めら川喜田ミツオ/木の芽ほ 未定 講談社 13 10年ぶりの初カレがすごい（3） 茶九楽ゆっけ 726 集英社 4 アンラッキー不幸田先生（１） 小栗かずまた 550 小学館 10 オジサンとムスメ（７） 五条うるの 550

KADOKA 7 じつは義妹でした。～最近できた義理の弟の距離感がやた堺しょうきち/白井ムクほ 未定 KADOKA 26 異世界チート魔術師（14） 内田健（ヒーロー文庫／ 未定 講談社 13 花野井くんと恋の病（12） 森野萌 528 集英社 4 遊☆戯☆王　OCG ストラクチャーズ（６） 佐藤雅史/ウェッジホール 572 小学館 10 それでも恋は君を救う 室たた 550

KADOKA 7 転生コロシアム（１）～最弱スキルで最強の女たちを攻略し ｚｕｎｔａ/はらわたさいぞう未定 KADOKA 26 笑うカドにはお稲荷さん（２） 人生負組 未定 講談社 13 つむぐと恋になるふたり（3） タアモ 550 集英社 4 遊☆戯☆王　ラッシュデュエルLP（２） 友永晃浩/ウェッジホール 594 小学館 12 舞妓さんちのまかないさん（22） 小山愛子 715

KADOKA 7 ココロ色づく恋がしたい（３） 千種みのり 未定 KADOKA 26 世界最速のレベルアップ（３） 鈴見敦/八又ナガトほか 未定 講談社 13 なのに、千輝くんが甘すぎる。（8） 亜南くじら 528 集英社 4 総理倶楽部（５） 日丸屋秀和/佐倉ケンイ 1045 小学館 12 舞妓さんちのまかないさん　公式ファンブック 小山愛子/キャラメル・マ 950

KADOKA 7 くらいあの子としたいこと（２） 碇マナツ 未定 KADOKA 26 キミガシネ　―多数決デスゲーム―（４） 池上竜矢/ナンキダイ 未定 講談社 13 ハイスペ弁護士との同居生活は最低で最高です。（3） 藤代香澄 550 集英社 4 魔都精兵のスレイブ（12） タカヒロ/竹村洋平 528 小学館 12 ちょっとだけ抜けちゃう柊さん（６） うらのりつ 715

KADOKA 7 淫獄団地（４） 丈山雄為/搾精研究所 未定 KADOKA 27 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 13 CLAMP PREMIUM COLLECTION 魔法騎士レイアース2（2 ＣＬＡＭＰ 946 集英社 4 双星の陰陽師（30） 助野嘉昭 572 小学館 12 中高一貫！！　笹塚高校コスメ部！！（３） 吉田貴司 715

KADOKA 7 羊角のマジョロミ（２） 阿部洋一 未定 KADOKA 27 みなと商事コインランドリー（４） 缶爪さわ/椿ゆず 未定 講談社 13 CLAMP PREMIUM COLLECTION 魔法騎士レイアース2（3 ＣＬＡＭＰ 946 集英社 4 戦奏教室（２） 空もずく/十森ひごろ 594 小学館 12 明治ココノコ（４） 坂ノ睦 715

KADOKA 7 剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なんですけど！ｉｉｍＡｎ＆惟丞/年中麦茶未定 KADOKA 27 シメジ　シミュレーション（４） つくみず 未定 講談社 13 花とくちづけ（6） 七都サマコ 528 集英社 4 るろうに剣心―明治剣客浪漫譚・北海道編―（８） 和月伸宏/黒碕薫 572 小学館 12 てのひら創世記（５） 小川麻衣子 770

KADOKA 7 警視庁アウトサイダー（１） 平原明/加藤実秋 未定 KADOKA 27 プリマドール　New Order（１） 未定/浅見百合子ほか 未定 講談社 13 キスは10年たってから（5） 中村ユキチ 550 集英社 4 ハイキュー部！！（９） 宮島京平/古舘春一 528 小学館 12 シェアハウス・ナイル（１） 中道裕大/泥川恵 715

KADOKA 7 7年後で待ってる（２） あるた梨沙/Ｆｕｍｉ 726 KADOKA 27 おとなりのおねえさんにアレコレされるまんが（２） 貞清カズヒコ 未定 講談社 13 愛だけに。（7） チカ 748 集英社 4 れっつ！ハイキュー！？（11） レツ/古舘春一 429 小学館 12 ケンガンオメガ（15） サンドロビッチ・ヤバ子/だ 715

KADOKA 7 カードファイト！！　ヴァンガード　YouthQuake（１） Ｑｕｉｌｙ/伊藤彰 990 KADOKA 27 経験値貯蓄でのんびり傷心旅行（３）～勇者と恋人に追放さ奏ヨシキ/徳川レモンほか未定 講談社 13 ノイジールームメイト　～家ナシになったのでイケメンと怪異緒崎カホ 748 集英社 4 鴨乃橋ロンの禁断推理（９） 天野明 715 小学館 12 ひともんちゃくなら喜んで！（５） 八海つむ 715

KADOKA 10 ゼロスキルの料理番（５） 延野正行/十凪高志ほか未定 KADOKA 27 酒癖50（１） 唐崎/鈴木おさむほか 未定 講談社 13 老犬とわたし～妹は74歳になりました～ 青色イリコ 990 集英社 4 限界煩悩活劇オサム（１） ゲタバ子 715 小学館 12 OMEGA ONE（３） 玉井雪雄 715

KADOKA 10 蜘蛛ですが、なにか？　蜘蛛子四姉妹の日常（６） 馬場翁/グラタン鳥ほか 未定 KADOKA 27 煤まみれの騎士（１） 未定/美浜ヨシヒコほか 未定 講談社 13 ハマる男に蹴りたい女（3） 天沢アキ 550 集英社 4 ダンダダン（８） 龍幸伸 572 小学館 12 遙かなるマナーバトル（１） たむらゲン 715

KADOKA 10 家が燃えて人生どうでも良くなったから、残ったなけなしの ユズリハ/陸奥こはるほか未定 KADOKA 27 影繰姫譚（８） 浦上ユウ 未定 講談社 13 おとなになっても（8） 志村貴子 550 集英社 4 アンテン様の腹の中（４） 夜諏河樹 748 小学館 12 僕が死ぬだけの百物語（５） 的野アンジ 715

KADOKA 10 クラス最安値で売られた俺は、実は最強パラメーター（４） ＲＹＯＭＡ/カンブリア爆発未定 KADOKA 27 真の実力はギリギリまで隠していようと思う（４） 猫夜叉/亀小屋サトほか 未定 講談社 17 どろぼうちゃん（3） ひととせひるね 528 集英社 4 全部ぶっ壊す（５） へじていと/山岸菜 748 小学館 12 コヅクリメイヴ（３） こじまたけし 715

KADOKA 10 Unnamed Memory（４） 古宮九時/越水ナオキほ 737 KADOKA 27 エッチなお姉さんが少年をいじめちゃう　アンソロジーコミッ 水平線 未定 講談社 17 小説　ブルーロック　戦いの前、僕らは。　千切・玲王・凛 もえぎ桃/金城宗幸ほか 770 集英社 4 宇宙の卵（上） 程野力丸 715 小学館 12 異世界ワンターンキル姉さん　～姉同伴の異世界生活はじこのえ/田口ケンジ 715

KADOKA 10 不揃いの連理（７） みかん氏 未定 KADOKA 27 時魔術士の強くてニューゲーム（１）～過去に戻って世界最坂木持丸/きさらぎゆりほ未定 講談社 17 ふたりスイッチ（2） 平本アキラ 726 集英社 4 放課後ひみつクラブ（１） 福島鉄平 715 小学館 12 偽物協会（３） 白井もも吉 715

KADOKA 12 私の夫はストレスが溜まるとショタ化する 直正也 未定 KADOKA 27 NTR！？　脳が破壊される寸前アンソロジーコミック（仮） 未定 未定 講談社 17 真夏のグレイグー（3） 井上智徳 726 集英社 4 雀児（１） 平岡一輝 715 小学館 12 生きてるうちに推してくれ（１） 丹羽庭 715

KADOKA 12 繭、纏う（５） 原百合子 未定 KADOKA 27 一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷になっていたので、Sラ笹塔五郎/未定ほか 未定 講談社 17 B＆ALIVE（2） 鳴海聖二郎 715 集英社 4 2.5次元の誘惑（16） 橋本悠 715 小学館 12 私の息子が異世界転生したっぽい　フルver.（５） かねもと/シバタヒカリ 715

KADOKA 12 繭、纏う（６） 原百合子 未定 KADOKA 27 グッバイ宣言（１） あらた伊里/三月みどり 未定 講談社 17 化物語（20） 西尾維新/大暮維人 528 集英社 4 もえばな（３） 横山左 748 小学館 12 君は放課後インソムニア（11） オジロマコト 715

KADOKA 12 オール・ザ・マーブルズ！（３） 伊図透 880 KADOKA 27 10年間友達だと思ってた男の子に告白されるお話（４） 〇線（まるせん） 未定 講談社 17 カナン様はあくまでチョロい（2） ｎｏｎｃｏ 715 集英社 4 ゲーミングお嬢様（７） 大＠ｎａｎｉ/吉緒もこもこ丸 748 小学館 12 イベリスの花嫁（２） 秋山はる 715

KADOKA 12 ニックとレバー（２） ミヤタキョウゴロウ 未定 KADOKA 27 終末ツーリング（４） さいとー栄 未定 講談社 17 サンダー3（2） 池田祐輝 726 集英社 4 すごいスマホ（３） 冨澤浩気/肥田野健太郎 550 小学館 12 結婚するって、本当ですか（９） 若木民喜 715

KADOKA 12 GLITCH ―グリッチ―（３） シマ・シンヤ 未定 KADOKA 27 少女戎機（２） Ｄｏｒｍｉｃｕｍ 未定 講談社 17 さよならクリスタルマン（2） 藍葉悠気/紀谷圭吾 726 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（16） 権平ひつじ 528 小学館 12 最強無敵の美少女賢者たちが、オレの師匠になりたがる～ｋｔ６０/一ノ瀬隆 715

KADOKA 12 fish ―フィッシュ―（４） 三宅乱丈 未定 KADOKA 27 ガンフェスタ（５） 芝村裕吏/ｋｕ－ｂａ 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ　フルカラー短編集（2）　STAY GOL 和久井健 968 集英社 4 PPPPPP（６） マポロ３号 528 小学館 12 怪異と乙女と神隠し（５） ぬじま 715

KADOKA 12 私の中でいちばんに光る、貴方 やとさきはる 未定 KADOKA 27 いきのこれ！　社畜ちゃん（９） ビタワン/結うき。 未定 講談社 17 極彩色　東京卍リベンジャーズ　Brilliant Full Color Edition 和久井健 880 集英社 4 ウィッチウォッチ（９） 篠原健太 528 小学館 12 世界を救った英雄を育てた最強預言者は、冒険者になってあまうい白一/天野英ほ 715

KADOKA 14 ブラザー・トラップ（10） 日向きょう 未定 KADOKA 27 魔法空艇の案内係（１） 野間与太郎/四葉夕ト 未定 講談社 17 極彩色　東京卍リベンジャーズ　Brilliant Full Color Edition 和久井健 880 集英社 4 逃げ上手の若君（９） 松井優征 528 小学館 12 新九郎、奔る！（12） ゆうきまさみ 759

KADOKA 14 真柴姉弟は顔が固い 菊池まりこ 未定 KADOKA 27 友人に500円貸したら借金のカタに妹をよこしてきたのだけ 金子こがね/としぞうほか未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ　キャラクター名鑑　REMEMBER YO週刊少年マガジン編集部1023 集英社 4 高校生家族（８） 仲間りょう 528 小学館 18 君は008（23） 松江名俊 550

KADOKA 14 ハクメイとミコチ（11） 樫木祐人 未定 KADOKA 27 S級ギルドを追放されたけど、実は俺だけドラゴンの言葉がひそな/三木なずなほか 未定 講談社 17 東京卍リベンジャーズ（31） 和久井健 528 集英社 4 あやかしトライアングル（12） 矢吹健太朗 528 小学館 18 朱月事変（１） 壱原ちぐさ 550

KADOKA 14 司書正　巻一 丸山薫 未定 KADOKA 27 航宙軍士官、冒険者になる（６） たくま朋正/伊藤暖彦ほ 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～（2） 和久井健/夏川口幸範 528 集英社 4 幕末賭博バルバロイ（３） 河本ほむら/羽田豊隆 770 小学館 18 ビグネス参式（１） 勝郎 550

KADOKA 14 涙子さまの言う通り（１） 山本ルンルン 未定 KADOKA 27 ぜんぶきみの性（６） 浅月のりと 未定 講談社 17 東大リベンジャーズ（5） 船津紳平 528 集英社 19 キャプテン2（７） ちばあきお/コージィ城倉 528 小学館 18 双影双書（１） 舟本絵理歌 550

KADOKA 14 いやはや熱海くん（１） 田沼朝 未定 KADOKA 27 ニートくノ一となぜか同棲はじめました（３） 小龍/八木戸マト 未定 講談社 17 黙示録の四騎士（10） 鈴木央 528 集英社 19 境界のエンドフィール（２） 近藤たかし/アントンシク 748 小学館 18 九龍城でもう一度（１） 藤田三司 550

KADOKA 14 四十九日のお終いに　田沼朝作品集 田沼朝 未定 KADOKA 27 オタクと甥っ子（仮） 未定 未定 講談社 17 赤羽骨子のボディガード（1） 丹月正光 528 集英社 19 TIEMPO ―ティエンポ―（15） 飯野大祐 748 小学館 18 君と悪いことがしたい（１） 由田果 550

KADOKA 14 ばらとたんぽぽ（上） 遠浅よるべ 未定 KADOKA 27 桜の世界（上） 未定 未定 講談社 17 きみが女神ならいいのに（3） 柏木香乃 528 集英社 19 金魚妻（11） 黒澤Ｒ 715 小学館 18 あおざくら　防衛大学校物語（27） 二階堂ヒカル 550

KADOKA 14 ばらとたんぽぽ（下） 遠浅よるべ 未定 KADOKA 30 君は世界で一番美しい色（１） Ｇｏｌｏ　Ｚｈａｏ 未定 講談社 17 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（8） 久世蘭 528 集英社 19 【推しの子】（10） 赤坂アカ/横槍メンゴ 715 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（28） オダトモヒト 550

KADOKA 16 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ（１） 深山靖宙/小早川真寛ほ未定 KADOKA 30 Mint Love（１） 未定 未定 講談社 17 ぎゃるアシ（1） 九駄礁太 715 集英社 19 ラブオールプレー（３） 小瀬木麻美/宮田ダムほ 748 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（20） 八木教広 550

KADOKA 16 自称“平凡”な癒しの聖女ですが、王子から婚約者として執七里慧/未定 未定 KADOKA 31 幻日のヨハネ　―Unpolarized Reflexion―（１） 矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 17 巨乳好きなのにBL界に転生しました（2） 尚月地 693 集英社 19 4軍くん（仮）（１） 森高夕次/末広光 748 小学館 18 KING GOLF（40） 佐々木健/谷将貴 550

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 715 講談社 17 テイルズ・オブ・クレストリア　咎我人の罪歌（1） バンダイナムコエンターテ 　770 集英社 19 キングダム（67） 原泰久 715 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（21） 小林有吾 650

KADOKA 16 私がヒロインだけど、その役は譲ります（２） 言寺あまね/増田みりん 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 18 アンナ・コムネナ（３） 佐藤二葉 1100 集英社 19 黒鉄のヴァルハリアン（６） 松原利光 748 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（22） 小林有吾 650

KADOKA 16 婚約破棄をした令嬢は我慢を止めました（２） 鮎村幸樹/棗ほか 未定 講談社 6 早乙女さんにはもうデスゲームしかない（3） 三上裕 528 講談社 19 Beyond the Clouds 空から落ちた少女（2） Ｎｉｃｋｅ 726 集英社 19 俺だけ不遇スキルの異世界召喚叛逆記～最弱スキル【吸 すかいふぁーむ/高幡隆 715 小学館 18 MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（25） 満田拓也 550

KADOKA 16 義妹が聖女だからと婚約破棄されましたが、私は妖精の愛冬芽沙也/桜井ゆきなほ 715 講談社 6 お願い、脱がシて。（14） 川中康嗣 528 講談社 19 クロウマン（3） 夜光虫 825 集英社 19 超人X（５） 石田スイ 825 小学館 18 MAO（15） 高橋留美子 550

KADOKA 16 強気Sub様と出来損ないの僕 あまゐ花実 未定 講談社 6 薫る花は凛と咲く（6） 三香見サカ 528 講談社 19 10DANCE（7） 井上佐藤 726 集英社 19 十三番目の転生者～俺だけ見捨てた女神をぶっ飛ばす！ 日之影ソラ/小林煌 715 小学館 18 うる星やつら　令和版ラブセレクション（上） 高橋留美子 1485

KADOKA 16 推し配信者の密接ASMR 加太ブリコ 未定 講談社 6 杖と剣のウィストリア（6） 大森藤ノ/青井聖 528 講談社 19 雪と墨（1） うの花みゆき 726 集英社 19 ねぇ、もういっそつき合っちゃう？幼馴染の美少女に頼まれ叶田キズ/西島黎ほか 715 小学館 18 うる星やつら　令和版ラブセレクション（下） 高橋留美子 1485

KADOKA 16 上手にできたね社長さん？ 五頭こめまる 未定 講談社 6 イジらないで、長瀞さん（15） ナナシ 528 講談社 19 渡くんの××が崩壊寸前（14） 鳴見なる 726 集英社 19 グループチャットオブザデッド（１） 星乃司機/村下玖臓 715 小学館 18 うる星やつら復刻BOX（４） 高橋留美子 5500

KADOKA 16 シンデレラにはなりません！　モブキャラ姫は淫らな悪魔に乙黒ゆう/南咲麒麟ほか 未定 講談社 6 WIND BREAKER（10） にいさとる 528 講談社 19 グレイプニル（13） 武田すん 726 集英社 19 VTuberはママならない！（２） あずまたま 748 小学館 19 七海みなみは輝きたい　弱キャラ友崎くん外伝（３） 屋久ユウキ/吉田ばなほ 715

KADOKA 16 任侠恋女房　親分、年甲斐もなくきゅん（２） 南香かをり/斉河燈ほか 未定 講談社 6 そんなヒロキも異世界へ（1） 岡本健太郎/さがら梨々 726 講談社 19 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（7） 御池慧/桂あいり 726 集英社 19 もののがたり（15） オニグンソウ 715 小学館 19 ガレキ！―造形乙女の放課後―（１） ヨゲンメ 715

KADOKA 20 凍犬しらこ（１） 安原萌 1320 講談社 6 彼岸島　48日後…（37） 松本光司 726 講談社 19 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（6） あずま京太郎/中丸洋介 726 集英社 19 リモデリング：R（１） 大野将磨/平岡滉史 715 小学館 19 あなたは私におとされたい（３） 宮口ジュン/梅涼 880

KADOKA 20 乙嫁語り〈ワイド版〉（14） 森薫 4180 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（21） 福本伸行 726 講談社 19 ツワモノガタリ（5） 細川忠孝/山村竜也 726 集英社 19 逢沢小春は死に急ぐ（１） 胡原おみ 715 小学館 19 終の退魔師　エンダーガイスター（８） 四方山貴史 880

KADOKA 20 北北西に曇と往け〈ワイド版〉（６） 入江亜季 2530 講談社 6 マイホームヒーロー（19） 山川直輝/朝基まさし 726 講談社 19 バイオレンスジャック20XX（4） 永井豪/衣谷遊 726 集英社 19 銀河英雄伝説（25） 田中芳樹/藤崎竜 715 小学館 19 異世界ナンパ（５） 滝本竜彦/みやけりくほか 715

KADOKA 20 てれぴんレコード　A面 毛塚了一郎 未定 講談社 6 パリピ孔明（12） 四葉夕卜/小川亮 726 講談社 19 恥じらう君が見たいんだ（5） 甜米らくれ 726 集英社 19 ASKアスク（７） 新堂冬樹/東西 748 小学館 19 異世界で聖騎士の箱推ししてたら尊みが過ぎて聖女になっのんべんだらり/山悠希 715

KADOKA 20 ウワガキ（上） 八十八良 未定 講談社 6 LILI-MEN（1） 渡嘉敷拓馬 726 講談社 19 推しが辞めた（4） オガワサラ 726 集英社 19 純愛契約～月100万で飼われた妻～（４） 仙道ますみ 748 小学館 19 お荷物と呼ばれた転生姫は、召喚勇者に恋をして聖女になマチバリ/南々瀬なつ 715

KADOKA 20 ウワガキ（下） 八十八良 未定 講談社 6 アンダーニンジャ（9） 花沢健吾 726 講談社 19 機龍警察（3） 月村了衛/フクダイクミほ 726 集英社 19 Dr.Eggs ドクターエッグス（４） 三田紀房 715 小学館 19 後宮を追放された稀代の悪女は離宮で愛犬をモフモフして マチバリ/幸路 715

KADOKA 20 おのれ人間ども（１） 八十八良 未定 講談社 6 君が獣になる前に（6） さの隆 726 講談社 19 機龍警察（4） 月村了衛/フクダイクミほ 726 集英社 19 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 715 小学館 20 ダーリンは77歳 西原理恵子 1210

KADOKA 20 君だけは死んでもごめん（６） あずさきな 未定 講談社 6 スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ（2） 永椎晃平 726 講談社 19 純猥談（3）　好きって言ってくれなかったくせに。 田川とまた/純猥談編集 726 集英社 19 失業賢者の成り上がり～嫌われた才能は世界最強でした～三河ごーすと/おおみね 715 小学館 25 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～（16） 日向夏/倉田三ノ路ほか 715

KADOKA 20 休日限定彼女（１） いなばみね 未定 講談社 6 ナックルナックル（2） 山岸汰誠 726 講談社 19 ムムリン（3） 岩井勇気/佐々木順一郎 726 集英社 19 劣等職の最強賢者～底辺の【村人】から余裕で世界最強～延野正行/猫猫猫ほか 715 小学館 25 暗殺後宮～暗殺女官・花鈴はゆったり生きたい～（３） 緒里たばさ 715

KADOKA 23 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい（７） ｆｕｊｙ/合田拍子ほか 671 講談社 6 搾精病棟　全年齢版（2） 搾精研究所/あおむし 726 講談社 19 バニーズクエスト（2） 戸崎映 726 集英社 19 異世界最高の貴族、ハーレムを増やすほど強くなる（２） 三木なずな/木下さとしほ 715 小学館 26 タンキュークエスト コーヘー/すけまる 770

KADOKA 23 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい（８） ｆｕｊｙ/合田拍子ほか 未定 講談社 6 やる気なし英雄譚（2） 千嶌オワリ/津田彷徨 715 講談社 19 スケッチー（6） マキヒロチ 726 集英社 19 エロスの種子（７） もんでんあきこ 715 小学館 26 容疑者Aの花嫁（１） 遠山えま 550

KADOKA 23 新・魔法科高校の劣等生　キグナスの乙女たち（３） Ｌａ－ｎａ/佐島勤ほか 671 講談社 6 ドランク・インベーダー（1） 吉田優希/Ｒｏｏｔｐｏｒｔ 748 講談社 23 羽衣先生は今日もカンヅメ（2） 華鳥ジロー 715 集英社 19 桂正和×TIGER&BUNNY 2 原画＆ラフ画集成 桂正和 3960 小学館 26 文豪に捧げる乙女（５） 甘宮ちか 550

KADOKA 23 俺のお嫁さん、変態かもしれない（１） 神楽武志/両角潤香ほか 671 講談社 6 鈴木転生（1） 渡邉たろう 748 講談社 23 金田一少年の事件簿30th（3） 天樹征丸/さとうふみや 715 集英社 25 クソ野郎、恋を知る 新藤伊菜 792 小学館 26 主人恋日記（４） 吉永ゆう 528

KADOKA 23 Re:ゼロから始める異世界生活　第四章　聖域と強欲の魔女花鶏ハルノ/相川有ほか 671 講談社 6 戦車椅子　―TANK CHAIR―（1） やしろ学 748 講談社 23 ハードボイルドマタタビビバップ（1） フジモトシゲキ 715 集英社 25 また明日会えるよ 奏島ゆこ 858 小学館 26 柚木さんちの四兄弟。（13） 藤沢志月 528

KADOKA 23 ダンジョンの幼なじみ（２） 久真やすひさ 671 講談社 6 落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生村上よしゆき/茨木野ほ 715 講談社 23 アンメット　―ある脳外科医の日記―（8） 大槻閑人/子鹿ゆずる 715 集英社 25 初めて恋をした日に読む話（16） 持田あき 550 小学館 26 大福ちゃんと王子さま（４） 千葉コズエ 528

KADOKA 23 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です！（19） 弐尉マルコ/ガールズ＆ 671 講談社 6 悪魔公女（1） 春の日びより/士貴智志 715 講談社 23 シクジリンガーの猫（1） てらおか現象 715 集英社 25 ふたりで恋をする理由（12） ひろちひろ 528 小学館 26 三日月まおは♂♀をえらべない（４） 西野きいな 528

KADOKA 23 メンタル激強保健医の力技カウンセリング（１） 霰屋 704 講談社 6 異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました遠山えま 715 講談社 23 高度に発達した医学は魔法と区別がつかない（3） 瀧下信英/津田彷徨 737 集英社 25 たいがー＆どらごん（３） ほしの瑞希 528 小学館 26 今夜も騙されハニー（７） たむら紗知 528

KADOKA 23 無敵の万能要塞で快適スローライフをおくります　～フォー 齋島ユウキ/鈴木竜一ほ未定 講談社 6 時間停止勇者（11） 光永康則 748 講談社 23 望郷太郎（8） 山田芳裕 759 集英社 25 小宮山がキライだ（１） 桃白茉乃 528 小学館 26 大人はわかってくれない。（７） まいた菜穂 528

KADOKA 23 このヒーラー、めんどくさい（６） 丹念に発酵 未定 講談社 6 お嬢様の僕（12） 田口ホシノ 715 講談社 23 踊れ獅子堂賢（3） 常喜寝太郎 715 集英社 25 猫には猫の猫ごはん。（７） 御木ミギリ 715 小学館 26 だからあなたに恋をした（２） あまねあい 528

KADOKA 23 余命2ヶ月の異世界健康法（２） ムナカタ 未定 講談社 6 剣帝学院の魔眼賢者（1） 雪あられ/ツカサほか 748 講談社 23 18＝80（エイティーン　エイティ）（1） 岩渕竜子 715 集英社 25 隣の蟹と恋をした（２） 峯田ちあき 550 小学館 26 神さまと偽装カップルはじめました（２） 小森チヒロ 528

KADOKA 23 サテライト・コインランドリー（１） にわかあめ 未定 講談社 6 「無能はいらない」と言われたから絶縁してやった～最強の白土悠介/鬱沢色素ほか 715 講談社 23 恋じゃねえから（2） 渡辺ペコ 726 集英社 25 隣の蟹と恋をした（３） 峯田ちあき 550 小学館 26 わるものボーイフレンド 三ツ星しずく 528

KADOKA 23 無職転生　～ロキシーだって本気です～（11） 石見翔子/理不尽な孫の未定 講談社 6 召喚する世界（2） 小玉有起 715 講談社 23 クッキングパパ（164） うえやまとち 726 集英社 25 これは経費で落ちません！　～経理部の森若さん～（10） 森こさち/青木祐子 550 小学館 26 チャームエンジェル～星天使編～（１） もりちかこ 528

KADOKA 23 スティアの魔女（１） 牧瀬初雲 未定 講談社 6 追放する側の物語　仲間を追放したらパーティーが弱体化 鷲見九/モンチ０２ほか 715 講談社 23 ボールパークでつかまえて！（9） 須賀達郎 715 集英社 25 モーメント　永遠の一瞬（18） 槇村さとる 528 小学館 27 ニンジャラ（６） 金林洋 550

KADOKA 23 人間不信の冒険者たちが世界を救うようです（６） 川上真樹/富士伸太ほか未定 講談社 6 ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカＬＡ軍/中島零ほか 715 講談社 23 リエゾン　―こどものこころ診療所―（11） ヨンチャン/竹村優作 726 集英社 25 アクロトリップ（５） 佐和田米 550 小学館 27 デカ杉デッカくん（３） あずまかなき 550

KADOKA 23 アルマーク（１） 柚ノ木ヒヨト/やまだのぼ 未定 講談社 6 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少佐々木宣人/御子柴奈々 715 講談社 23 艦隊のシェフ（4） 池田邦彦/萩原玲二 715 集英社 25 レオと三日月（３） 木下ほのか 528 小学館 27 ポケットモンスターSPECIAL ソード・シールド（６） 日下秀憲/山本サトシ 550

KADOKA 23 八男って、それはないでしょう！（12） 楠本弘樹/Ｙ．Ａほか 未定 講談社 6 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 講談社 23 ジドリの女王～氏家真知子　最後の事件～（1） トウテムポール 726 集英社 25 花火は醒めない夢をみる（２） 中島みるく 528 小学館 27 アニマギア　ダブルエッジ（２） 足立たかふみ/一晴よし 550

KADOKA 23 辺境ぐらしの魔王、転生して最強の魔術師になる（５） 村市/千月さかきほか 未定 講談社 6 魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法省を解雇さ 　外ノ/秋 715 講談社 23 断罪六区（1） 小林靖子/ののやまさき 726 集英社 25 青に落雷（１） 虹沢羽見 528 小学館 27 Splatoon バンカラ！（１） ひのでや参吉 715

KADOKA 23 異世界薬局（９） 高野聖/高山理図ほか 未定 講談社 6 さわらないで小手指くん（5） シンジョウタクヤ 715 講談社 23 警視庁草紙　―風太郎明治劇場―（6） 山田風太郎/東直輝ほか 726 集英社 25 推しと青春しちゃっていーですか！？ 神田ちな 528 小学館 27 Splatoon イカすキッズ4コマフェス　バンカラ街到着編 後藤英貴 715

KADOKA 24 リュシオルは夢をみる（１） 森川侑 未定 講談社 6 魔剣鍛冶師になりたくて！（3） 枩岡佳範/岡沢六十四ほ 726 講談社 23 ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（5） ナガノ 1210 集英社 25 ときめきトゥナイト　それから（２） 池野恋 605 小学館 27 愛蔵版　スカルマン（２） 島本和彦/石ノ森章太郎 2420

KADOKA 24 影時さまのくれなゐ後宮（２） 硝音あや 未定 講談社 6 デスティニーラバーズ（11） 智弘カイ/カズタカ 715 講談社 23 ナガノのくまの本（1）　もぐらコロッケのうた ナガノ 1210 集英社 25 あの人は昨日と同じ空を見上げてる（８） 宮川匡代 550 小学館 30 マイホームアフロ田中（１） のりつけ雅春 715

KADOKA 24 ブナの森のアリア（３） 秋鹿ユギリ 未定 講談社 6 散歩する女の子（1） スマ見 1210 講談社 23 ナガノのくまの本（2）　もぐらコロッケのゆめ ナガノ 1210 集英社 25 隣の男はよく食べる（４） 美波はるこ 715 小学館 30 東京貧困女子。（７） 中村淳彦/小田原愛 715

KADOKA 24 DOG SIGNAL（８） みやうち沙矢 未定 講談社 6 アオバノバスケ（1） 学慶人 748 講談社 23 来世は他人がいい（7） 小西明日翔 748 小学館 30 血の轍（15） 押見修造 715

KADOKA 25 片思い（１）FALLING IN LOVE 未定 未定 講談社 11 それは霊のしわざです（7） Ｎｏｉｓｅ 715 講談社 23 てんぷる（8） 吉岡公威 748 小学館 30 颯汰の国（13） 小山ゆう 715

KADOKA 26 とらドラ！（11） 竹宮ゆゆこ/絶叫ほか 737 講談社 11 忍者と極道（11） 近藤信輔 726 講談社 23 青野くんに触りたいから死にたい（10） 椎名うみ 748 小学館 30 空母いぶきGREAT GAME（９） かわぐちかいじ/八木勝大 715

KADOKA 26 殺し愛（13） Ｆｅ 693 講談社 11 R15＋じゃダメですか？（3） 裏谷なぎ/岸谷轟 715 講談社 23 フラジャイル（24） 恵三朗/草水敏 748 小学館 30 辛辣なるグルメ（３） 香川まさひと/若狭星 715

KADOKA 26 青春鉄道　端境編 青春 1320 講談社 13 あの子の子ども（5） 蒼井まもる 528 講談社 23 スキップとローファー（8） 高松美咲 748 小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（12） リチャード・ウー/中村真 715

KADOKA 26 ばけもの夜話づくし（12） マツリ 792 講談社 13 弁護士と17歳（7） 小野アンビ 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 30 スティグマ（５） 井浦秀夫 715

KADOKA 26 影の英雄の日常譚（５）勇者の裏で暗躍していた最強のエーｋａｎｃｏ/坂石遊作ほか 未定 講談社 13 猫とキス（6） 千里みこ 528 講談社 30 天山の巫女ソニン～落ちこぼれの巫女が王宮に入って国を都月七弥/菅野雪虫 715 小学館 30 黄昏流星群（68） 弘兼憲史 715

KADOKA 26 とある科学の心理掌握（２） 鎌池和馬/乃木康仁ほか未定 講談社 13 過保護な若旦那様の甘やかし婚（3） こだち 726 講談社 30 死に戻りの幸薄令嬢、今世では最恐ラスボスお義兄様に溺山いも三太郎/柚子れも 715 小学館 30 胚培養士（はいばいようし）ミズイロ（１） おかざき真里 770

講談社 30 10年間身体を乗っ取られ悪女になっていた私に、二度と顔 ぼてまる/琴子ほか 715 小学館 31 アイランド　新装版（２） 尹仁完/梁慶一 1650

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

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

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671   石山駅前店 ℡ 077-533-7717 
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秋田書店 6 木曜日のフルット（10） 石黒正数 528 笠倉出版 25 スイセイを追う 狼森圓 803 小学館ク 26 ローゼンガーテン・サーガ（６） 富士防人/外岡馬骨 748 宝島社 14 異世界でも鍵屋さん（４） もりこも/黒六ほか 780 双葉社 13 魔王様、リトライ！R（６） 身ノ丈あまる/神埼黒音 704

秋田書店 6 弱虫ペダル　SPARE BIKE 公式ファンブック 渡辺航/別冊少年チャン 1200 海王社 10 ほんと野獣（16） 山本小鉄子 759 ジーウォー 27 いじわるな助教授は汗ばむカラダにご執心 ミコトアヤ 800 宝島社 20 聖女になりたい訳ではありませんが　辺境からきた田舎娘 柴谷けん/咲倉未来 780 双葉社 13 異世界で　上前はねて　生きていく～再生魔法使いのゆる こばみそ/岸若まみず 704

秋田書店 6 弱虫ペダル　SPARE BIKE（11） 渡辺航 594 海王社 10 ロマンチック・ラメント　sequel 左藤さなゆき 803 ジーウォー 27 （成）九門りお作品集（仮） 九門りお 1300 大誠社 20 バツイチ2人は未定な関係（５）（完） 近由子 730 双葉社 17 群舞のペア碁（４） 高木ユーナ/公益財団法 704

秋田書店 6 ルパン三世　異世界の姫君（５） モンキー・パンチ／エム・ 550 海王社 10 正美くんはキスも知らない 仁美晴真 759 祥伝社 7 婚姻届に判を捺しただけですが（10） 有生青春 1056 大誠社 20 癒やしのお隣さんには秘密がある（２） 嶋伏ろう/梅澤夏子 680 双葉社 17 私を惑わす柚希くんと時雨さん（下） あや千代 770

秋田書店 6 BREAK BACK（15） ＫＡＳＡ 550 海王社 10 高嶺の義弟 加森キキ 759 祥伝社 7 小鳥遊くんを射とめたい　～「ど本命婚」するためのメス力講ＲＩＮ。/神崎メリ 814 大誠社 20 偽装お見合いなのになぜかプロポーズされました（下） 福嶋ユッカ 680 双葉社 17 一応探偵局（１） 坂田靖子 792

秋田書店 6 もういっぽん！（21） 村岡ユウ 550 キルタイム 7 口止めのご褒美は男装乙女とイチャエロです！　THE COMＲＡＹＭＯＮ/市村鉄之助 693 祥伝社 25 純情ギャルとオオモノ社長　～お腹の奥まできゅんきゅんセ青井うえ 770 大誠社 20 純情社長の恋は不器用 墨矢ケイ/山﨑歩帆 680 双葉社 17 シジュウカラ（９） 坂井恵理 792

秋田書店 6 SHY（17） 実樹ぶきみ 550 キルタイム 7 ヤンキー悪役令嬢　転生天下唯我独尊（２） 赤信号わたる 693 シュークリ 6 アバウト ア ラブソング 夏野寛子 836 大誠社 20 夜を照らすポラリス～なくした記憶と恋の行方～（３）（完） 江唯みじ子 730 双葉社 26 古代戦士ハニワット（10） 武富健治 748

秋田書店 6 ヤンキーJKクズハナちゃん（14） 宗我部としのり 550 キルタイム 7 アストロキング　召喚勇者だけど下級認定されたのでメイド ＧＥＮ/竜庭ケンジ 693 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 730 大誠社 20 夢ってなくちゃダメですか？？？ きら 680 双葉社 26 ライジングサンR（11） 藤原さとし 726

秋田書店 6 ハリガネサービスACE（20） 荒達哉 550 キルタイム 7 JKからやり直すシルバープラン（９） 李惠成/林達永 693 スクウェア 7 育成スキルはもういらないと勇者パーティを解雇されたので黒おーじ（ＧＡノベル／Ｓ 730 ティーアイ 4 （成）可愛い弟の為なら、私は処女を捨てる！ 白蜜モチ 1200 双葉社 30 辺境の農村で僕は魔法で遊ぶ（１） 坂本憲司郎/よねちょ 704

秋田書店 6 桃源暗鬼（13） 漆原侑来 561 キルタイム 7 世呑の竜（３） ワス 693 スクウェア 7 皇帝陛下のお世話係～女官暮らしが幸せすぎて後宮から 柊一葉/硝音あやほか 730 ティーアイ 4 （成）娘と母の穴比べ 冬嗣 1200 双葉社 30 勇者の先生、最強のクズになる。～S級パーティの元英雄、楓月誠/コヤギ芽衣 704

秋田書店 6 GranFamilia（３） 濱田賢治 550 キルタイム 14 義妹に押し付けられた嫁ぎ先は、呪われた公爵閣下でした寿ヶ田かりの/伊坂枕 750 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―（7） イズシロ/米白かるほか 730 TOブック 14 おかしな転生（９）最強パティシエ異世界降臨 飯田せりこ/古流望 660 双葉社 30 ダンジョンのある世界で賢く健やかに生きる方法（２） 甘味みつ/子供の子 704

秋田書店 6 自伝板垣恵介自衛隊秘録～我が青春の習志野第一空挺 板垣恵介 726 キルタイム 14 モブ顔令嬢　～乙女ゲー世界の悪役令嬢に転生したのにど白黒 750 スクウェア 7 乙女ゲーのモブですらないんだが（5） 玉露/日芽野メノ 730 TOブック 14 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので烏間ル/紅月シン 704 双葉社 30 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

秋田書店 6 サイコ×パスト　猟奇殺人潜入捜査（３） 本田真吾 726 キルタイム 14 乙女ゲームの悪役令嬢に転生したけどフォロワーが布教しやちうお 750 スクウェア 7 ゲーム初心者の真里姉が行くVRMMOのんびり？体験記～   風雲空/綾瀬ほか 730 TOブック 14 無人島でエルフと共同生活＠COMIC（６） ちわ小太郎/わんた 704 双葉社 30 錬金貴族の領地経営（５） 采芽杏奈/三島千廣 704

秋田書店 6 百魔の主　異世界で魔王チートは最強かもしれません（４） 葵大和/ぐーのほか 693 キルタイム 20 転生したらパーティが男の子だらけだったけど断じて俺はシ丸井シロ 693 スクウェア 7 最高難度迷宮でパーティに置き去りにされたSランク剣士、 　ｑｕｉｅｔ/ｔｏｉ８ほか 730 TOブック 14 淡海乃海　水面が揺れる時（９） もとむらえり/イスラーフィ 704 双葉社 30 最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪どもに比べてモオカザキトシノリ/小鈴危 704

秋田書店 6 READY BRAVO（２） 古谷野孝雄 726 キルタイム 25 （成）二次元コミックマガジン　肉便器工場 れむ/芽々ノ圭ほか 1210 スクウェア 7 HIGH CARD -◇9 No Mercy（1） 河本ほむら/えびもほか 730 TOブック 14 追放された俺が外れギフト『翻訳』で最強パーティー無双！遠矢大介/高野ケイ 704 双葉社 30 モンスターのご主人様（11） 咲良宗一郎/日暮眠都 704

秋田書店 6 WORST外伝　ゼットン先生（８） 髙橋ヒロシ/鈴木大ほか 726 キルタイム 25 （成）くっ殺ヒロインズSP（13） 雨宮ミズキ/山田ゴゴゴほ1430 スクウェア 7 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができ斧名田マニマニ/唯浦史 730 TOブック 14 魔力ゼロの最強魔術師～やはりお前らの魔術理論は間違 椋本夏夜/北川ニキタ 704 文苑堂 31 （成）びんかんMelty ｆｕ－ｔａ 1210

秋田書店 6 WORST外伝　サブロクサンタ　名もなきカラスたち（３） 髙橋ヒロシ/キタハラタケ 726 キルタイム 25 （成）異世界催淫わからせ紀行 ソメジマ 1210 スクウェア 7 変な竜と元勇者パーティー雑用係、新大陸でのんびりスロ えぞぎんぎつね（ＧＡノベ 　730 TOブック 14 運命の番？ならばその赤い糸とやら切り捨てて差し上げま 南澤久佳/音無砂月 704 文苑堂 31 （成）エロ概念のない異世界で18禁ライフ（１） ゆっ栗栖 1980

秋田書店 6 WORST外伝　グリコ（20） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 726 キルタイム 25 （成）異世界娼館（３） しいなかずき 1210 スクウェア 7 厳しい女上司が高校生に戻ったら俺にデレデレする理由～徳山銀次郎/よむほか 730 徳間書店 13 昔勇者で今は骨（７） 内々けやき/佐伯庸介ほ 792 文藝春秋 27 完全復刻版　ファイヤー！（上） 水野英子 1980

秋田書店 6 アルマジロのジョン　from 吸血鬼すぐ死ぬ（２） 盆ノ木至 1045 キルタイム 25 （成）別冊コミックアンリアル　人外お姉さんによる甘やかし にげサポ/しおんほか 1210 スクウェア 12 転生領主の優良開拓～前世の記憶を生かしてホワイトに努空野進（双葉社／Ｍノベ 730 徳間書店 25 錬金術師と青のともしび 古川ふみ 770 文藝春秋 27 完全復刻版　ファイヤー！（下） 水野英子 1980

秋田書店 6 Lost Children（10）（完） 隅山巴文 880 キルタイム 27 （成）ボクの描くBLコミックはホモビッチな担当編集者がモデ小本田絵舞 1210 スクウェア 12 悪役令嬢は今日も華麗に暗躍する　追放後も推しのために道草家守（カドカワＢＯＯ 730 徳間書店 25 キライナオトコ 小指 748 フロンティ 4 ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない（２） 増田ちひろ/裏地ろくろ 1100

秋田書店 6 あの子のおっぱいからどうにも目がはなせないアンソロジー月刊少年チャンピオン編 770 クロエ出版 4 （成）はぁれむ合宿　エッチな自由研究しよっ 茶野みな 1320 スクウェア 12 VRMMOはウサギマフラーとともに。（2） 冬原パトラ（ホビージャパ 730 徳間書店 25 恋人だけが思い出せない 加東セツコ 748 フロンティ 12 どうも、悪役にされた令嬢ですけれど（１） 台/佐槻奏多 693

秋田書店 16 魔王陛下のお掃除係（８） 我鳥彩子/梶山ミカ 693 幻冬舎コ 24 ゾゾゾ変（１） ゾゾゾ/タダノなつ 737 スクウェア 12 私のかわいいレジ袋ねこ（1） 泉すずしろ 730 日本文芸 7 天沢さんを推してます。 ウラモトユウコ 792 フロンティ 18 フェアリーテイル・クロニクル　～空気読まない異世界ライフ久家健史郎/埴輪星人 693

秋田書店 16 陰陽師・安倍晴明（６） 結城光流/川端新 693 幻冬舎コ 24 麦本三歩の好きなもの（２） 住野よる/須藤佑実 715 スクウェア 12 【翻訳】の才能で俺だけが世界を改変できる件　～ハズレ才蒼乃白兎/丸智之ほか 730 日本文芸 18 ビターコネクト（１） 今井大輔 792 フロンティ 20 運命の王子の運命じゃない花嫁 梅田みそ 803

秋田書店 16 没落リリンは今日も後宮攻略中（３） 奥村さとり 693 幻冬舎コ 24 わがはいは宇宙猫である 堀井優 737 スクウェア 12 警察3兄弟は不良少女に甘すぎる（1） 藍澤さつき 730 日本文芸 18 撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～（７） 山本晃司 792 フロンティ 20 怠け神のお気に入り 藤峰式 770

秋田書店 16 朽ちかけ龍の契約者（２） みどりわたる 693 幻冬舎コ 24 漆黒のダークヒーロー（１）～ヒーローに憧れた俺が、あれよＴｏｎｋｙｅ/三ツ矢彰ほか 737 スクウェア 20 好きな子がめがねを忘れた（10） 藤近小梅 730 日本文芸 18 Ghostdog 小野浜こわし 880 フレックス 12 一条さんは顔に出やすい（３）（完） 葛西尚 737

秋田書店 16 9番目のムサシ　ゴースト　アンド　グレイ（10） 髙橋美由紀 693 幻冬舎コ 24 最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました（８） 百門一新/風華チルヲ 737 スクウェア 25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　外 　大森藤ノ/矢樹貴ほか 730 日本文芸 27 ピエロマン（１） 本田真吾/高橋伸輔 792 フレックス 12 手玉に取りたい黒木屋さん（５）（完） ポロロッカ 737

秋田書店 16 後宮香妃物語（６） 伊藤たつき/橘ミズキ 693 幻冬舎コ 24 穢れた血だと追放された魔力無限の精霊魔術士（２） 冬月光輝/た介ほか 737 スクウェア 25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　外 　大森藤ノ/矢樹貴ほか 730 日本文芸 27 粛清新選組（１） 荒木俊明/和夏弘雨 792 フレックス 14 宮廷女官ミョンファ　太陽宮の影と運命の王妃（２） 斎賀菜月/小野はるかほ 770

秋田書店 16 マダム、完全犯罪はお好きでしょう？（２） 石井まゆみ 748 幻冬舎コ 24 おせん　和な女（１） きくち正太 737 スクウェア 25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　フ 　大森藤ノ（ＧＡ文庫／ＳＢ 730 日本文芸 27 ～銀牙少年伝説～ドッグデイズ―ロクとボクの一番熱かっ 高橋よしひろ 792 フレックス 14 この婚約は偽装です！　名家の令嬢は敏腕社長に迫られ 鮭田ねね/三沢ケイ 737

秋田書店 16 やも男と女形（１） 会田薫 748 幻冬舎コ 24 ハッピーエンドの救世手 土田はる 792 スクウェア 25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII（4 大森藤ノ/矢町大成ほか 730 日本文芸 27 Wスティール（２） 早坂ガブ 792 フレックス 14 あざ婚～あの子が結婚できない理由～（１） アン・ミツコ 737

秋田書店 16 どうぞごじゆうに　～クミコの発酵暮らし～（１） いのうえさきこ 748 幻冬舎コ 24 僕の幼馴染み（２）（完） 陵クミコ 792 スクウェア 25 PANDORA SEVEN ―パンドラセブン―（3） 萱島雄太 730 日本文芸 27 ふたりの夏が終わるまで（１） 艶々 814 復刊ドット 20 鉄腕アトム　《オリジナル版》（16） 手塚治虫 4730

秋田書店 16 サチのお寺ごはん（12） かねもりあやみ/青江覚 748 幻冬舎コ 24 はじめの恋 西本ろう 792 スクウェア 25 高校生WEB作家のモテ生活「あんたが神作家なわけないで茨木野（ＧＡ文庫／ＳＢク 730 日本文芸 27 ぼくたちの死体さがし（２） 山崎峰水 814 復刊ドット 26 鉄人28号《オリジナル版》（10） 横山光輝 5060

秋田書店 16 紳士な彼はとんでもない魔性の巨●でした（２） ミヤケ円 748 コスミック 17 イけない先生 案丸 748 スクウェア 25 薬屋のひとりごと（11） 日向夏（ヒーロー文庫／ 730 日本文芸 27 MURDER MURDER（３） 竹添裕史 814 復刊ドット 26 今 敏　MANGA選集（２）わいら ［ワイド版・生原稿ver.］　WA    今敏 4620

秋田書店 16 ハラがへっては育児はできぬ（１） 大町テラス 1320 コアマガジ 16 （成）純情デカメロン 琴義弓介 1370 スクウェア 25 結婚指輪物語（13） めいびい 730 日本文芸 27 だぶるぷれい（３） ムラタコウジ 792 プランタン 10 ヤッちゃいましょうかDT先生！　（仮） ムキムキ牡蠣 未定

秋田書店 20 アサシンズ　ラビリンス～殺し屋迷宮～（１） 前川淳/嶋星光壱 726 コアマガジ 25 喰われるほどに暴かれて 高城リョウ 853 スクウェア 25 わたしの契約結婚にはウソがある。（3） タナカトモ/諸星サロ 750 日本文芸 27 中卒労働者から始める高校生活（18） 佐々木ミノル 792 プランタン 31 ジャルディニエの愛した毒花　（仮） 椛嶋リラコ 未定

秋田書店 20 サキュバス＆ヒットマン（６） 深見真/刻夜セイゴ 726 コアマガジ 27 （成）おねショタナマ配信中！ めーすけ 1370 スクウェア 25 ぼくの毒姫は今日もかわいい（2） 咲竹ちひろ 730 ファンギル 17 お父さんが早く死にますように。 裏海マユ 814 ブライト出 26 バニーバニー×ロンリネスナイト とのまろ 800

秋田書店 20 メイドさんは吸血鬼（１） やすしげ 693 コアマガジ 27 （成）おうまがとき　―異種婚姻浪漫譚― 雨山電信/はらだいこ 1370 スクウェア 25 ロクレイ　―天成市りんね区役所第六感部助霊課活動記―地主 730 ファンギル 17 さよならフラワーペタル（１） えり子 825 ブライト出 26 箱庭プリンスは純白庭師を射止めたい（上） 宮崎うの 680

秋田書店 20 ドルフィン（14） 岩橋健一郎/所十三 726 コアマガジ 31 結んだ恋の伝え方（２） 吉尾アキラ 820 スクウェア 25 スーパーの裏でヤニ吸うふたり（2） 地主 730 モバイルメ 17 お前に抱かれるなんて聞いてない！～ハマった男はAV男優夏原サイケ 825 ブライト出 26 箱庭プリンスは純白庭師を射止めたい（下） 宮崎うの 700

秋田書店 20 バウンサー（13） みずたまこと 693 コアミック 7 いじめられっ子の悪役令嬢転生記　第2の人生も不幸だな 弥生真由（エブリスタ）/三 726 スクウェア 25 ひきこまり吸血姫の悶々（2） 小林湖底（ＧＡ文庫／ＳＢ 730 モバイルメ 17 かわいいちくびにひとめ惚れ ミマ 825 ふゅーじょ 24 裏に毒 ｒｏｓｃａ 825

秋田書店 20 松かげに憩う（３） 雨瀬シオリ 792 コアミック 7 紅茶の魔女の優雅なる宮廷生活　チートをひた隠す最弱魔蛙田アメコ（エブリスタ）/ 726 スクウェア 25 スター･ウォーズ：マンダロリアン（1） ルーカスフィルム/ウォル 770 モバイルメ 17 俺じゃねぇとダメなくせに～この男、愛し方も超一流 真純想 814 ぶんか社 10 （成）孤島牧場搾乳天国 孤島ビデヲ 1320

秋田書店 20 ブラック・ジョーク（11）（完） 田口雅之/小池倫太郎 726 コアミック 7 勇者パーティーを引退して田舎で米と魔王の娘を育てます 木野裕喜（エブリスタ）/と 704 スクウェア 25 スター･ウォーズ：ビジョンズ ルーカスフィルム/ウォル 790 Jパブリッ 18 ダウナー系上司を恋に落とす方法 栗原カナ 770 ぶんか社 10 （成）彼女はお願いを断れない もやしばーすと 1210

秋田書店 20 エルフさんは痩せられない。（６） シネクドキ 792 コアミック 20 モブ子の恋（15） 田村茜 704 スクウェア 27 東京エイリアンズ（6） ＮＡＯＥ 730 Jパブリッ 20 君にそばにいて欲しい（２） 無味子/井上美珠ほか 902 ぶんか社 17 美味い話にゃ肴あり（13） ラズウェル細木 690

秋田書店 20 院内警察　アスクレピオスの蛇（４） 酒井義/林いち 726 コアミック 20 マザーパラサイト（７） 佐藤洋寿 748 スクウェア 27 ただ幸せな異世界家族生活　～転生して今度こそ幸せに暮舞（ＧＡノベル／ＳＢクリエ 730 ハーパー 11 屋根裏の聖母 藤田和子/シャロン・ケン 690 ぶんか社 17 ボクのいとしい怪力姫（１） じゃこ 733

秋田書店 20 煌宮～偽りの煌妃、後宮に入っても大人しくはしません～（ 犀夏/有栖サリ 726 コアミック 20 豚の復讐（４） 黒田高祥/仁藤砂雨 726 スクウェア 27 恋々忍びより（2） いちるの望 730 ハーパー 11 純白の中の出逢い 碧ゆかこ/クリスティン・リ 690 ぶんか社 17 夜の生き神様とすすかぶりの乙女（１） 蒔々 763

秋田書店 20 地政学ボーイズ　～国がサラリーマンになって働く会社～（ 理央/沢辺有司 825 コアミック 20 夜分に吸血失礼します。（３） あみだむく 704 スクウェア 27 ワケあり薬師の万覚帳（2）（完） ｎｙａｒｏｒｏ 730 ハーパー 11 キスはオフィスで 秋乃ななみ/カーラ・キャ 690 ぶんか社 17 若旦那サマの言いなりにはなりません！　恋心は湯煙に隠米田マリコ 733

秋田書店 20 異世界帰りのアラフォーリーマン、17歳の頃に戻って無双す遊野優矢/ミミダほか 770 コアミック 20 お姉ちゃんに好かれすぎて死ぬ！？（２） あぬ 704 スターツ出 26 追放された元雑用係、規格外の技術で「最高の修繕師」と呼日高/あざね 715 ハーパー 11 恋はほろにがく 百瀬なつ/キャシー・ウィ 690 ぶんか社 17 太一くんに餌付けされてます～ごはんからエッチまで～（５ にわの池 733

秋田書店 20 アタマの中のアレを食べたい（５） アサギユメ 1320 コアミック 20 ガチ恋粘着獣　～ネット配信者の彼女になりたくて～（９） 星来 704 スターツ出 26 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 12 エリート御曹司の契約婚約者 新條漸/ひらび久美 699 ぶんか社 18 小悪魔教師（シロハート）サイコ（１） 合田蛍冬/三石メガネ 737

朝日新聞 20 花四段といっしょ（２） 増村十七 880 三交社 6 闇の竜王、スローライフをする。（３） 稲荷竜/なたがら 737 スターツ出 26 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 18 Sugar Sugar Honey（２） 鈴木有布子 790 ぶんか社 18 小悪魔教師（シロハート）サイコ（２） 合田蛍冬/三石メガネ 737

朝日新聞 20 映像ディレクター越智は見た（１）世界怪奇録 柏葉比呂樹/越智龍太 792 三交社 6 宝石王子と五つの謎　おしゃべりシェパードと内緒の話（１）あさぎ千夜春/犬尾うに 737 スターツ出 26 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 ハーパー 18 記憶を失くして豹変した社長に昼も夜も溺愛されてます（１ 五味/望月沙菜 693 ぶんか社 27 片恋結婚（４）～年上の旦那様は不器用な愛妻家～ おおひらしるす 748

朝日新聞 20 ある設計士の忌録　山の神 鯛夢 726 英和出版 10 お手柔らかに草壁くん トワ 781 スターツ出 26 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 18 蜜恋ルームシェア～御曹司とひとつ屋根の下～（２） 小池菓しおり/涼川凛 693 芳文社 5 有馬さんはオメガになりたい（２） 藤田カフェコ 792

茜新社 27 （成）えちえちでごめんね 無道叡智 1397 三交社 27 こんなの運命じゃないから勘違いしないで　～新婚編～（下ちふゆ 730 青泉社 19 明日、代わりに殺します。（上） 小林薫 825 ハーパー 18 皇帝陛下と秘めやかな鳥かご～新妻が可愛すぎて限界突 城之内寧々/月城うさぎ 693 芳文社 5 当て馬キャラが異世界転生してラブコメする話。 雨宮かよう 770

茜新社 27 （成）よいことわるいこと 猫男爵 1298 三交社 27 なぞるように、甘い手ほどき。～元カレ（官能小説家）は私を雪ことり 780 青泉社 19 明日、代わりに殺します。（下） 小林薫 825 ハーパー 18 淫夜の悪魔と塔の上の乙女 氷栗優/浅見茉莉 693 芳文社 7 らいか・デイズ（32） むんこ 792

茜新社 31 OPERA（86）仮面 アンソロジー 998 メディアソ 30 エッチなお兄さんに性癖バレました レンジ 770 秋水社発 25 絶倫陸奥くんは大きいクリが好き（３）褐色男子に溺愛され 新薫 770 ハーパー 18 再会した元カレが、ドSから変態ドMになっていたんですが 長谷河樹衣/槇原まき 693 芳文社 7 この契約は恋まで届きますか？（１） 雪尾ゆき 792

一迅社 7 お兄ちゃんはおしまい！（７） ねことうふ 748 メディアソ 30 オオカミさん家のしあわせ計画（仮） 国原 737 秋水社発 25 私のこと嫌いって言いましたよね！？変態公爵による困った北里千寿/刺身ナカミ 770 ハーパー 24 シークの復讐 瑚白ゆう/ジャックリーン 990 芳文社 12 すぱいしーでいず！（２） 蒼山サグ/きんつば 726

一迅社 7 お兄ちゃんはおしまい！　公式アンソロジーコミック（３） アンソロジー 880 三和出版 31 （成）昼下がりの公衆便女達 沢田大介 1300 秋水社発 25 喧嘩ばかりだった婚約者がいきなり溺愛してきます（１） 絢瀬マコト/マチバリ 770 白泉社 4 夏目友人帳（29） 緑川ゆき 495 芳文社 16 めぐる未来（３） 辻やもり 704

一迅社 13 citrus +（５） サブロウタ 814 ジーオーテ 10 （成）メスメリズム祥 さいかわゆさ 1980 秋水社発 25 返済はマッサージでもいいですか？ やさき衣真 770 白泉社 4 春夏秋冬代行者　春の舞（１） 小松田なっぱ/暁佳奈ほ 495 芳文社 16 社畜と少女のその後～社畜と少女の1800日スピンオフ2～ 板場広志 704

一迅社 18 ささやくように恋を唄う（７） 竹嶋えく 814 ジーオーテ 13 （成）鬼悦の肉宴 由雅なおは 1430 アルファポ 18 ドS御曹司の花嫁候補（３） 柚和杏/槇原まき 704 白泉社 4 転生悪女の黒歴史（10） 冬夏アキハル 495 芳文社 26 恋する小惑星（５） Ｑｕｒｏ 968

一迅社 18 夏とレモンとオーバーレイ 宮原都/Ｒｕ 1210 ジーオーテ 13 （成）ムチ肉ヘブンでパンパンパン アルプス一万堂 1320 アルファポ 18 極上御曹司の裏の顔（１） 桧川りつ/槇原まき 704 白泉社 4 モモの医術史（１） 猶本三羽/淺野のん 495 芳文社 26 きららファンタジアイラストレーションズ（４）（完） きららファンタジア製作委5500

一迅社 19 実は私が本物だった（３） ｙｕｕｎ/Ｍａｒｃｈ 1089 ジーオーテ 13 （成）円交少女はスキですか？ ねくたー 1540 彗星社発 18 俺に注がれるなんてありがたく思えよ？～暴君インキュバスはながたみあや 748 白泉社 4 かげきしょうじょ！！（13） 斉木久美子 660 芳文社 26 ぬるめた（３） こかむも 968

一迅社 25 コスプレ百合えっちアンソロジー アンソロジー 1100 ジーオーテ 25 もういない君と湾岸を歩いて（２） ｈｉｔｕｊｉ 748 彗星社発 18 俺の上腕二頭筋、エッチな目で見てたでしょ？（７） 高山こば 748 白泉社 4 寝取られ令嬢の王子様（４）（完） きくちくらげ/高宮咲 572 芳文社 26 死神ドットコム（２）（完） 優しい内臓 968

一迅社 25 きみが死ぬまで恋をしたい（６） あおのなち 814 ジーオーテ 25 放課後温泉が～る 猫間ことみつ 770 彗星社発 18 俺の指で乱れろ。～閉店後のサロン、意地悪に焦らされて ｎｅｃｏ 748 白泉社 4 無自覚な天才少女は気付かない（１） 伊吹有/まきぶろほか 715 ホビージャ12/28 黒の賢者は影を織る（１） ｒａｋｕ 715

一迅社 25 楠木さんは高校デビューに失敗している（１） みいみつき 825 ジーオーテ 25 （成）VSデカチンおじさん ＢＡＮＧ－ＹＯＵ 1210 彗星社発 18 結婚したので、セックス有休ください！（３） はなむらおにく 748 白泉社 4 八雲立つ　灼（７） 樹なつみ 660 ホビージャ12/28 異世界料理道（７） こちも/ＥＤＡ 715

一迅社 25 地雷なんですか？　地原さん（２） りょん 737 ジーオーテ 31 LOST＆WALK 雉鳥ビュー 792 彗星社発 18 性癖ヤバめなオトコに狙われました。（６） ｂｏｖ 748 白泉社 20 愛蔵版　天使禁猟区（９） 由貴香織里 990 ホビージャ12/28 食い詰め傭兵の幻想奇譚（４） 池宮アレア/まいん 715

一迅社 26 1年A組のモンスター（10） 英貴 726 ジーオーテ 31 よみがえる子猫たち（２） 山うた 770 ブラスト出 18 （成）おーばーふろぉ～疼く姉妹と日替わり性交～ かいづか 1100 白泉社 20 愛蔵版　天使禁猟区（10）（完） 由貴香織里 990 ホビージャ12/28 カンスト勇者の超魔教導〈オーバーレイズ〉（２） 森山ゆっこ/はむばね 715

一迅社 26 食料生成スキルを手に入れたので、異世界で商会を立ち上ごてん/ｓｌｋｎ（ＭＦブックス 748 ジーオーテ 31 （成）Master Works ななお 2310 アルファポ 26 お人好し職人のぶらり異世界旅（４） 葉来緑/電電世界 748 白泉社 20 天使禁猟区　―東京クロノス―（１） 由貴香織里 693 マイクロマ 11 組長娘と世話係（９） つきや 897

一迅社 26 となりの布里さんがとにかくコワい。（５） 紀ノ上晟一 748 ジーオーテ 31 （成）ネトラレ後輩彼女 武田あらのぶ 1210 アルファポ 26 もふもふと異世界でスローライフを目指します！（８） 寺田イサザ/カナデ 748 白泉社 20 暁のヨナ（40） 草凪みずほ 528 マイクロマ 11 なつめとなつめ（６） 空翔俊介 897

一迅社 27 発情する運命～エリートαの理性が限界～（２） 七緒リヲン 880 ジーオーテ 31 （成）妻に黙って即売会に行くんじゃなかった みな本 1375 アルファポ 26 国境の勇者エコー 南ゴゼン 748 白泉社 20 神さま学校の落ちこぼれ（４） 赤瓦もどむ/日向夏ほか 528 マイクロマ 31 突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記　～かわいい 　  火事屋/蛙田アメコ 748

一迅社 27 エッチな××漏れてます…っ！（２） 青ｍｏｒｉ 880 ジーオーテ 31 （成）あなたの欲望のイレモノです。 鏡 1210 アルファポ 26 超越者となったおっさんはマイペースに異世界を散策する 石田総司/神尾優 748 白泉社 20 ～贄姫と獣の王　スピンオフ～　白兎と獣の王子（１） 友藤結 528 マイクロマ 31 蜜の巫女と花の従者（２） のくらじれ 748

一迅社 30 先生、我慢できません（２）限定版 Ａｒｉｎｃｏ 1067 ジーオーテ 31 （成）Emotional POP Girls 犬上いの字 1320 アルファポ 26 不死王はスローライフを希望します（１） 小滝カイ/小狐丸 748 白泉社 20 ふたつのゲシュペンスト（１） 友藤結 550 マイクロマ 31 レベル1から始まる召喚無双　THE COMIC（２） 七桃りお/白石新 748

一迅社 31 Landreaall ガイドブック（仮） おがきちか/ゼロサム編 1650 主婦と生 6 ガラパゴ　～集団転移で無人島に来た俺、美少女達とスマ 夜坂一槻/絢乃ほか 715 MUGENU 27 ファーストコール（２）～童貞外科医、年下ヤクザの嫁にされＵ－ｍｉｎ/谷崎トルク 809 白泉社 20 執事・黒星は傅かない（10） 音久無 528 マイクロマ 31 ブルージャスティスここにあり！　THE COMIC（１） 関津主将/竹内すくね 748

一迅社 31 ロイヤルテーラー　―王宮の裁縫師―（２） 野分なか実 836 主婦と生 6 悪役令嬢のお気に入り　王子……邪魔っ（３） しいなみなみ/緋色の雨 693 東京漫画 20 鬼上司・獄寺さんは暴かれたい。（３） あらた六花 760 白泉社 20 執事・黒星は傅かない（11）（完） 音久無 528 マッグガー 10 リィンカーネーションの花弁（17） 小西幹久 693

一迅社 31 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（５） 大庭そと/山田桐子ほか 814 主婦と生 6 スサノオくん（１） ロビンやすお 715 アース・ス 12 呻子ちゃんは恋してる（１） 平田 660 白泉社 20 こちら夢喰い　悪夢、頂戴致します。（１） 輝 528 マッグガー 10 Vivy ―Fluorite Eye's Song―（３） 山高守人/Ｖｉｖｙ　Ｓｃｏｒｅ 693

一迅社 31 転生したら悪役令嬢だったので引きニートになります（２） 炬とうや/藤森フクロウほ 814 主婦と生 6 偽りの聖女は竜国の魔法使いになりました（１） 松河美衣/日之影ソラほ 693 アース・ス 12 生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので 　遠田マリモ/九頭七尾ほ 660 白泉社 20 ぬこづけ！（19） 柚木色 693 マッグガー 10 友人キャラは大変ですか？（３） 横山コウヂ/伊達康ほか 792

一迅社 31 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました（３） 村上ゆいち/佐槻奏多ほ 825 主婦と生 6 神統記（テオゴニア）（９） 青山俊介/谷舞司ほか 715 アース・ス 12 転生してハイエルフになりましたが、スローライフは120年で 　     成田コウ/らる鳥ほか 660 白泉社 20 五本腕の魔法使い（１） 境井ラク 550 マッグガー 10 友人キャラは大変ですか？（４）（完） 横山コウヂ/伊達康ほか 803

一迅社 31 昨今のシンデレラは靴を落とさない。（３） 式部玲/小山内慧夢ほか 814 少年画報 10 ねこぱんち　猫キス号 アンソロジー 548 アース・ス 12 大相撲令嬢～前世に相撲部だった私が捨て猫王子と　はぁ影崎由那/川獺右端ほか 660 白泉社 27 【修復】スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうか榎ゆきみ/星川銀河ほか 715 マッグガー 14 特級探索師への覚醒　鬼と成るもの（２） 飛高達哉 803

一迅社 31 残念令嬢　～悪役令嬢に転生したので、残念な方向で応戦青井よる/西根羽南ほか 825 少年画報 10 黒猫の○○ごっこ（１） 景山五月 869 アース・ス 12 追放されたお荷物テイマー、世界唯一のネクロマンサーに 　     青峰翼/すかいふぁーむ 660 白泉社 27 ふたりエッチ（88） 克・亜樹 660 マッグガー 14 ネタキャラ転生とかあんまりだ！THE COMIC（４） あまねかむらぎ/音無奏 715

一迅社 31 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 814 少年画報 16 あなたはだんだん好きになる（１） 芦垣丁 715 アース・ス 12 ヘルモード　～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界 　鉄田猿児/ハム男ほか 660 白泉社 27 変女～変な女子高生　甘栗千子～（17） 此ノ木よしる 660 マッグガー 14 行ったつもりごはん（１） アユタミシン 726

一迅社 31 孤高のぼっち令嬢は初恋王子にふられたい（２） 青井リオカ/藍川竜樹ほ 836 少年画報 16 アラバスターの季節（１） 高津マコト 759 大洋図書 4 いじわる狐を化かしたい！ れもんえんど 781 白泉社 27 転生魔王とポンコツ勇者～魔王はカッコよく倒されたいのに一夢/あかほりさとるほか 715 マッグガー 14 悪役令嬢に転生したと思ったら、シンデレラの義姉でした　 黒水かなた/ぷにちゃん 693

一迅社 31 男運ゼロの薬師令嬢、初恋の黒騎士様が押しかけ婚約者 麦崎旬/柊一葉 814 少年画報 23 勇者になれなかった俺は異世界で（７） 倉田フラト/添宋 770 大洋図書 4 サクラゴシップ 屋号 803 白泉社 27 この復讐にギャルはいらない（１） まの瀬 715 マッグガー 14 星つむぐ少年 幸田真希 715

インテルフ 27 若女将はオカン男子と恋愛修行中 こぐま 760 少年画報 30 ポストキッズ（２） 宇河弘樹 759 大洋図書 4 ラズワルドは王にしか輝かない 螺子じじ 781 白泉社 31 初恋ディストピア（３）（完） シギサワカヤ 880 リイド社 10 半分あげる 有馬嵐 792

エンジェル 17 （成）淫悦被虐のアナトミア なぐるふぁる 1200 少年画報 30 いろはドライブ（１） 一葵さやか 715 竹書房 7 あたしメリーさん。いま異世界にいるの……。（１） 佐保/佐崎一路ほか 781 白泉社 31 破滅の恋人（１） 郷本 968 リイド社 13 ワイド版　鬼平犯科帳（60） さいとう・たかを/池波正 790

エンジェル 17 （成）夜ふかしの妻 大林森 1200 新書館 下 まんが「MIZUKA バレリーナ上野水香ものがたり」（仮） 松本花 1265 竹書房 7 くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。 ひな姫 781 白泉社 31 愛の巣へ落ちろ！（３） 南十字明日菜/樋口美沙 748 リイド社 26 千年ダーリン（３） 岩澤美翠 880

エンジェル 17 （成）Mr.Happy ―HOT ROD―（２） にしまきとおる 1200 新書館 下 まれびと親指姫（１） なるしまゆり 770 竹書房 17 STRANGE MOON（３） かざあな 781 白泉社 31 先生を暴きたい（１） うすいしっぽ 770 リイド社 27 ナニワ金融道的な日常（１） 青木雄二プロダクション 770

エンジェル 17 （成）私をイかせて孕ませて…～アニメダイバーZ～（２） ながしま超助 1200 ジュネット 18 狼、人を抱く。 山形シン 770 竹書房 17 STRANGE MOON（４）（完） かざあな 781 ヒット出版 30 （成）JCとの中出しエッチは駅前学習室で！ 昭嶋しゅん 1180 リイド社 27 勇者のクズ（４） ナカシマ７２３/ロケット商 893

オーバー 14 着せたい上司と、なれない部下（３） 夏奈ほの 未定 新潮社 7 巨神姫戦記（１） きしだしき 748 竹書房 17 醍鹿館のシェアメイト（３）（完） おーはしるい 1001 ヒット出版 30 （成）イタズラしても気づかれない都合の良い世界 不二河聡 1180 リイド社 31 山怪（５） 五十嵐晃/田中康弘 825

オーバー 14 素人だけどアリですか 秋良ろじ 未定 新潮社 7 君の心を漢字たい（１） 須河篤志 726 竹書房 17 雪の新妻は僕と溶け合いたい（５） 三星めがね 781 双葉社 7 お狐様に嫁ぎまして ホームラン・拳 825 リブレ 4 ぼくのパパとパパの話 ろじ 790

オーバー 14 ドルチェな僕らの恋について 月野カケル 未定 新潮社 7 今夜すきやきじゃないけど 谷口菜津子 748 竹書房 17 おサボり上手な小向井さんは俺を逃さない！！（１） 睦月 781 双葉社 7 舐めて噛んで抱きつぶして ミツハシトモ 825 リブレ 10 ねこねこスイーツ 楢崎壮太 790

オーバー 14 雇い主と、シてもいいですか？　～ベビーシッター山田さん 竹輪つぼみ 未定 新潮社 7 おひとりさまホテル（１） マキヒロチ/まろ 726 竹書房 17 サディスティックオープンマインド 加東鉄瓶 792 双葉社 7 前世聖女は手を抜きたい　よきよき（３）（完） 高辻有/彩戸ゆめ 704 リブレ 10 コスメティック・プレイラバー（７） 楢島さち 856

オーバー 14 雇い主と、シてもいいですか？　～ベビーシッター山田さん 竹輪つぼみ 未定 新潮社 7 悪者さんちのハムスター（２） さかなこうじ/ヤシン 726 竹書房 17 愛なら一途であればいい あずみつな 803 双葉社 7 家族に役立たずと言われ続けたわたしが、魔性の公爵騎士玖米/鳴田るな 704 リブレ 10 凍えるキミが溶けるまで 桜城やや 823

オーバー 25 無気力ニートな元神童、冒険者になる（１） 緑茶こいめ/ぺもぺもさん未定 新潮社 7 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる（６） 空えぐみ 726 竹書房 23 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 7 売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される（２） 小椋あん/ＣＯＭＩＣ　ＲＯ 726 リブレ 10 凍土の王と千年の夢（２） 日野晶 790

オーバー 25 ダンジョン・バスターズ（２）～中年男ですが庭にダンジョンが蒼和伸/篠崎冬馬ほか 未定 新潮社 7 JKハルは異世界で娼婦になった（６） 山田Ｊ太/平鳥コウ 726 竹書房 23 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 7 ななしの皇女と冷酷皇帝～虐げられた幼女、今世では龍と 赤佐たな/藍上イオタ 704 リブレ 19 ララの結婚（５） ためこう 823

オーバー 25 亡びの国の征服者（２）～魔王は世界を征服するようです～錆狗村昌/不手折家ほか未定 新潮社 7 恋せよキモノ乙女（10） 山崎零 748 竹書房 26 ボーイフレンド17（上） 吉田ゆうこ 770 双葉社 7 パーティーメンバーに婚約者の愚痴を言っていたら実は本 グリセリンたける/ぷにち 704 リブレ 19 デキないふたり（４） 里村 660

オーバー 25 フシノカミ（４）～辺境から始める文明再生記～ 黒杞よるの/雨川水海ほ未定 新潮社 7 極主夫道（11） おおのこうすけ 682 竹書房 26 ボーイフレンド17（下） 吉田ゆうこ 770 双葉社 7 転生したら武闘派令嬢！？恋しなきゃ死んじゃうなんて無理白瀬やや/きゃる 704 リブレ 20 黙って僕に甘やかされて（２）～相性いいのはカラダだけ？ みなのなこ 770

オーバー 25 ありふれた日常で世界最強（５） 森みさき/白米良ほか 未定 実業之日 19 パチモン☆メバチコ（１） 今井翔夢 748 竹書房 26 悪癖（４）（完） イイモ 770 双葉社 7 ヒトを勝手に参謀にするんじゃない、この覇王。～ゲーム世 ｙｏｓ/港瀬つかさ 704 リブレ 20 溺愛前提、契約婚。（１）～岩代弁護士は愛がデカすぎる！竹輪つぼみ 770

オーバー 25 ありふれた職業で世界最強（11） ＲｏＧａ/白米良ほか 未定 実業之日 2/1 家が好きな人 井田千秋 1870 竹書房 26 まだまだ、いいこいいこってして 櫻井タイキ 792 双葉社 12 食欲しか勝たん！ えきあ 682 リブレ 20 溺愛前提、契約婚。（２）～岩代弁護士は愛がデカすぎる！竹輪つぼみ 770

オーバー 25 底辺領主の勘違い英雄譚（７） ぱらボら/馬路まんじほか未定 ジャイブ 4 悪役令嬢は浮気者を許しません！（２） りくと 681 竹書房 26 XXX or BEAT 本山あこ 814 双葉社 12 コイビト・スワップ（１） 玖珂ツニヤ/冷涼富貴 704 ワニマガジ 31 （成）ふしだらワーキング れぐでく 1210

オーバー 25 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠をむさぼるま 七六/鬼影スパナほか 未定 ジャイブ 4 皇帝と柳の寵姫（３）（完） 雛月真冴 681 竹書房 26 戦国女子高生龍と虎（２）（仮） いくたはな 1430 双葉社 12 カワセミさんの釣りごはん（７） 匡乃下キヨマサ 704 ワニマガジ 31 （成）rca作品集 ｒｃａ 1210

オーバー 25 Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ（８糸町秋音/鬼ノ城ミヤほか未定 ジャイブ 4 蛇神さまと贄の花姫（10）（完） 蓮水りく 681 竹書房 30 明日こそ絶ッ対、縁をきる！ きむらきむ 792 双葉社 12 小林さんちのメイドラゴン　エルマのOL日記（７） カザマアヤミ/クール教信 682 ワニマガジ 31 （成）東雲龍作品集 東雲龍 1210

オーバー 25 黒の召喚士（15） 天羽銀/迷井豆腐ほか 未定 小学館ク 5 戦国BASARA 双極の幻（５）（完） 綾峰欄人/浅田有皆 748 大都社 25 抱いていいなら、抱かせろよ（１）宮大工男子は屈強で淫ら うえすぎうる子 770 双葉社 12 シキザクラ（４）（完） 青木ハヤト/サブリメイシ 770 ワニマガジ 31 （成）トウ作品集 トウ 1210

宙出版 17 イケメン華道家と政略結婚したら、意識がトぶまで愛でられ桃川春日子 726 小学館ク 26 ニワトリ・ファイター（５） 桜谷シュウ 748 大都社 25 元カレ社長はドSで鬼畜で絶倫（４） 桃凪めぐ 770 双葉社 13 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 ワニブック 25 インゴシマ（14） 田中克樹/天下雌子 726

宙出版 17 ドS社長と交際0日婚　～契約にセックスは含まれます！？ みつか 726 小学館ク 26 ヒッツ（５） 柴田ヨクサル/沢真 748 大都社 25 モモ不足です。 なつき千穂 990 双葉社 13 スキル『鑑定』に目覚めたので、憧れの巨乳受付嬢を鑑定 妖精もちさん/高野ケイ 704 ワニブック 25 カムゴロシ（５） 上野将治/田中克樹ほか 693

大都社 25 あなたでない誰かに抱かれる夜（２） 相田早智子 770 双葉社 13 異世界パパ活おじさん（３） ゆげ/けてる 704
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朝日新聞出版朝日文庫 10 牧野富太郎の恋 長尾剛 880 KADOKAWA 角川文庫 24 剣狼（仮） 鳥羽亮 未定 講談社 講談社文庫 17 絞首商會 夕木春央 990

朝日新聞出版朝日文庫 10 家康の軍師（３）　白虎の巻 岩室忍 1188 KADOKAWA 角川文庫 24 不屈の記者 本城雅人 未定 光文社 光文社文庫 11 未決　吉原裏同心（19）　決定版 佐伯泰英 792

朝日新聞出版朝日文庫 10 家康の軍師（４）　玄武の巻 岩室忍 1188 KADOKAWA 角川文庫 24 優莉結衣　高校事変　劃篇 松岡圭祐 未定 光文社 光文社文庫 11 髪結　吉原裏同心（20）　決定版 佐伯泰英 792

朝日新聞出版朝日文庫 10 まぬけなこよみ 津村記久子 990 KADOKAWA 角川文庫 24 刀伊入寇　藤原隆家の闘い 葉室麟 未定 光文社 光文社文庫 11 ブラックウェルに憧れて　四人の女性医師 南杏子 858

朝日新聞出版朝日文庫 10 fishy 金原ひとみ 990 KADOKAWA 角川文庫 24 納得して死ぬという人間の務めについて 曽野綾子 未定 光文社 光文社文庫 11 テレビドラマよ永遠に　女子大生桜川東子の推理鯨統一郎 858

岩波書店 岩波文庫 13 閑吟集 真鍋昌弘 1320 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 漢文の語法 西田太一郎 未定 光文社 光文社文庫 11 第四の暴力 深水黎一郎 990

岩波書店 岩波文庫 13 アインシュタイン　一般相対性理論 小玉英雄 792 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 菅江真澄　旅の図絵 菅江真澄/石井正己 未定 光文社 光文社文庫 11 みどり町の怪人 彩坂美月 880

岩波書店 岩波文庫 13 サラゴサ手稿（下） ヤン・ポトツキ/畑浩一郎 1177 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 科学する心 池澤夏樹 未定 光文社 光文社文庫 11 ちびねこ亭の思い出ごはん　おばあちゃん猫とホ高橋由太 682

岩波書店 岩波現代文庫 13 〈個〉の誕生　キリスト教教理をつくった人びと 坂口ふみ 1782 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 私たちの想像力は資本主義を超えるか 大澤真幸 未定 光文社 光文社文庫 11 断罪　悪は夏の底に 石川智健 880

岩波書店 岩波現代文庫 13 孤塁　双葉郡消防士たちの3・11 吉田千亜 1100 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 恋愛禁止 長江俊和 未定 光文社 光文社文庫 11 毒蜜　裏始末　決定版 南英男 748

岩波書店 岩波現代文庫 13 ウクライナ　通貨誕生　独立の命運を賭けた闘い西谷公明 1232 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 のろわれた手術　手塚治虫恐怖アンソロジー 手塚治虫 未定 光文社 光文社文庫 11 ずっと喪 洛田二十日 770

岩波書店 岩波現代文庫 13 「科学にすがるな！」　宇宙と死をめぐる特別授 佐藤文隆/艸場よしみ 1144 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ロキ（２）　THE CURSED SONG 総夜ムカイ/みきとＰほか 未定 光文社 光文社文庫 11 ふたり道　父子十手捕物日記 鈴木英治 726

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 注文の多い魔法使い（仮） 花坂つぐみ/桜花舞 730 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 王霊狩り～キングゴーストハンティング～ 藤木わしろ/にの子 未定 光文社 光文社文庫 11 悪意　隠密船頭（10）（仮） 稲葉稔 704

一迅社 メリッサ文庫 31 影の英雄の治癒係 浅岸久/亜子 820 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 探偵はもう、死んでいる。（８） 二語十/うみぼうず 未定 光文社 光文社古典新訳文 11 同調者 モラヴィア/関口英子 1320

イースト・プレスソーニャ文庫 7 公爵の楽観すぎる狂愛（仮） こいなだ陽日/笹原亜美 847 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 死亡遊戯で飯を食う。（２） 鵜飼有志/ねこめたる 未定 光文社 光文社古典新訳文 11 未成年（３） ドストエフスキー/亀山郁夫 1210

イースト・プレスソーニャ文庫 7 寡黙な近衛隊長は雄弁に愛を囁く（仮） 最賀すみれ/如月瑞 847 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 舞い降る星の戦舞台（仮） 林星悟/餡こたく 未定 光文社 光文社未来ライブラ 11 ネットリンチで人生を壊された人たち ジョン・ロンソン/夏目大 1100

イースト・プレス悦文庫 10 桃色の未亡人村（仮） 庵乃音人 825 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 神は遊戯に飢えている。（６） 細音啓/智瀬といろ 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 未定 早見俊 715

イースト・プレス悦文庫 10 水平線の恋路（仮） 末廣圭 825 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ゾンビ世界で俺だけ最強だけど、この子には勝て岩波零/ＴｗｉｎＢｏｘ 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 あつまれ！将軍ご落胤（仮） 中岡潤一郎 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 航空戦クライマックス 三野正洋 1080 KADOKAWA メディアワークス文 25 蓮城京太郎の幽世カルテ 杜宮花歩 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 あかね淫法帖（２） 睦月影郎 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 新装解説版　零戦撃墜王 岩本徹三 1210 KADOKAWA メディアワークス文 25 妖怪の遺書（ねがい）、あつめてます 岡田遥 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 鬼辰閻魔帳（仮） 沢里裕二 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 新装版　日本陸軍の火砲　迫撃砲　噴進砲他 佐山二郎 1200 KADOKAWA メディアワークス文 25 鬼妃秘記（仮） 鉈手ココ 未定 コスミック出版 コスミック戦記文庫 18 新生・帝国海空軍（上） 原俊雄 1019

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 25 死神と助手（仮） こがらし輪音 未定 コスミック出版 コスミック戦記文庫 18 新生・帝国海空軍（下） 原俊雄 1019

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 スペル＆ライフズ（１）　恋人が切り札の少年はシ十利ハレ/たらこＭＡＸ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 迷子宮女は龍の御子のお気に入り　～龍華国後綾束乙 未定 コスミック出版 コスミックセシル文 20 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

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 落ちこぼれから始める白銀の英雄譚（１） 鴨山兄助/刀彼方 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 30 自作3Dモデルを宣伝するためにVtuberになった下垣/姫咲ゆずる 未定 コスミック出版 コスミック文庫α 20 大家族四男（11）　兎田士郎のわくわく職業体験 日向唯稀 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 かみつら（１）　～島の禁忌を犯して恋をする、俺北条新九郎/トーチケイスケ 未定 河出書房新社 河出文庫 10 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前粟生 748 三交社 ラルーナ文庫 20 発情したくないオメガと異界の神官王 墨谷佐和/北沢きょう 792

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 王立魔術学院の《魔王》教官（２） 遠藤遼/茶ちえ 未定 河出書房新社 河出文庫 10 女二人のニューギニア 有吉佐和子 990 彩図社 彩図社文庫 20 本当にヤバい中世ヨーロッパの暗黒時代 歴史ミステリー研究会 792

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 第七魔王子ジルバギアスの魔王傾国記（２） 甘木智彬/輝竜司 未定 河出書房新社 河出文庫 10 完本　チャンバラ時代劇講座（１） 橋本治 1210 彩図社 彩図社文庫 20 家族でテキヤやってました 未定 792

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 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 河出書房新社 河出文庫 10 完本　チャンバラ時代劇講座（２） 橋本治 1430 集英社 集英社文庫 20 カケラ（仮） 湊かなえ 未定

オークラ出版 プリズム文庫 23 箱入りオメガは悪い子になりたい 真宮藍璃/みずかねりょう 770 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 18 消えた地名から読む世界史（仮） 内藤博文 792 集英社 集英社文庫 20 さいはての家（仮） 彩瀬まる 未定

オークラ出版 プリズム文庫 23 輝く狼はつがいを寵愛する 髙月まつり/こうじま奈月 730 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 不可能な過去　警視庁追跡捜査係 堂場瞬一 858 集英社 集英社文庫 20 ひとたびはポプラに臥す（２）　（仮） 宮本輝 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 男女の友情は成立する？（いや、しないっ！！）　  　七菜なな/Ｐａｒｕｍ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 初夏の春巻　食堂のおばちゃん（13） 山口恵以子 726 集英社 集英社文庫 20 幼な子の聖戦（仮） 木村友祐 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 声優ラジオのウラオモテ　#08 夕陽とやすみは負二月公/さばみぞれ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 日雇い浪人生活録（14）　金の足掻 上田秀人 704 集英社 集英社文庫 20 遠の眠りの（仮） 谷崎由依 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 Mother D.O.G 蘇之一行/未定 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 13 菖蒲ちまき　木挽町芝居茶屋事件帖 篠綾子 770 集英社 集英社文庫 20 デス・ゾーン　栗城史多のエベレスト劇場（仮） 河野啓 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 春夏秋冬代行者　暁の射手 暁佳奈/スオウ 未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 23 香しい淫法につつまれて（仮） 睦月影郎/猫丸 790 集英社 集英社文庫 20 ピーナッツ一粒ですべてを変える（仮） さかはらあつし 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 わたし、二番目の彼女でいいから。（５） 西条陽/Ｒｅ岳 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 13 みがわり 青山七恵 979 集英社 集英社文庫 20 枕アイドル（仮） 新堂冬樹 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 少年、私の弟子になってよ。　～最弱無能な俺、七菜なな/さいね 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 13 #塚森裕太がログアウトしたら 浅原ナオト 1023 集英社 集英社文庫 20 ぼくは始祖鳥になりたい（仮） 宮内勝典 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスを 香坂マト/がおう 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 13 もうレシピ本はいらない　人生を救う最強の食卓稲垣えみ子 935 集英社 集英社文庫 20 めおと相談屋奮闘記（９）　（仮） 野口卓 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 魔法史に載らない偉人（２）　～無益な研究だと魔秋/にもし 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 13 花嫁のれん　老舗破門 小松江里子 847 集英社 集英社文庫 20 国盗り合戦（１）　（仮） 稲葉稔 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 狼と香辛料（24）　Spring LogVII 支倉凍砂/文倉十 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 13 麦本三歩の好きなもの（２） 住野よる 891 集英社 集英社オレンジ文庫 20 終わらない男　～警視庁特殊能力係～（仮） 愁堂れな/円陣闇丸 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 不可逆怪異をあなたと　床辻奇譚 古宮九時/二色こぺ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 13 吹上奇譚（３）　ざしきわらし 吉本ばなな 737 集英社 集英社オレンジ文庫 20 十番様の縁結び（３）　神在花嫁綺譚（仮） 東堂燦/白谷ゆう 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ること 　富樫聖夜/まち 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 13 番所医はちきん先生　休診録（５）　悪い奴ら 井川香四郎 957 集英社 集英社オレンジ文庫 20 花は愛しき死者たちのために　罪人のメルヘン（柳井はづき/香魚子 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 身代わり婚約者なのに、銀狼陛下がどうしても離くりたかのこ/くまの柚子 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 13 市松師匠幕末風流譚　黒髪 坂井希久子 913 集英社 集英社オレンジ文庫 20 仮面後宮　女東宮の誕生（仮） 松田志乃ぶ/皐月恵 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 初恋の人との晴れの日に令嬢は裏切りを知る　 柏みなみ/藤村ゆかこ 未定 幻冬舎 幻冬舎時代小説文 13 花人始末　白椿殺し 和田はつ子 913 集英社 ダッシュエックス文 25 王立魔法学園の最下生（４）　～貧困街（スラム）柑橘ゆすら/青乃下ほか 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 青薔薇アンティークの小公女（２） 道草家守/沙月 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 きみに愛をおしえる（仮） 崎谷はるひ/蓮川愛 726 集英社 ダッシュエックス文 25 万能スキルの劣等聖女　～器用すぎるので貧乏冬月光輝/ひげ猫 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 後宮茶妃伝（３）　寵妃の愛で茶が育つ 唐澤和希/漣ミサ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 神子は騎士様の愛が一途で困ります ナツ之えだまめ/鈴倉温 693 集英社 ダッシュエックス文 25 落ちこぼれギルド職員、早く帰るためSランク召喚 　茨木野/あやせりん 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 帝都の鶴　優しき婚約者と薔薇屋敷の謎 崎浦和希/凪かすみ 未定 講談社 講談社文芸文庫 12 三つの物語／十一月 Ｇｕｓｔａｖｅ　Ｆｌａｕｂｅｒｔ/蓮實重2420 小学館 小学館文庫 6 最終法廷　ヨアヒム・フェルナウ弁護士 エリザベート・ヘルマン/浅井1452

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 平安後宮占菓抄　恋より甘いものが欲しい占い 藤宮彩貴/ＡｋｉＺｅｒｏ 未定 講談社 講談社学術文庫 13 宗教哲学講義 Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル/山﨑純 2321 小学館 小学館文庫 6 死神の初恋　一途な愛は時を超えて 朝比奈希夜 682

KADOKAWA ドラゴンブック 20 ALLグララン総進撃！ 北沢慶／グループＳＮＥ/青 未定 講談社 講談社学術文庫 13 包み結びの歳時記 額田巌 968 小学館 小学館文庫 6 匠　―TAKUMI― 遠藤遼 660

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 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 770 講談社 講談社学術文庫 13 中国の神話　神々の誕生 貝塚茂樹 1012 小学館 小学館文庫 6 都立水商3年A組　卒業 室積光 913

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 スパイ教室（９）　《我楽多》のアネット 竹町/トマリ 770 講談社 講談社学術文庫 13 独立のすすめ　福沢諭吉演説集 小川原正道/福沢諭吉 1408 小学館 小学館文庫 6 ふたつの星とタイムマシン 畑野智美 682

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 僕は、騎士学院のモニカ。 陸そうと/おやずり 未定 講談社 講談社タイガ 17 タイタン 野﨑まど 1100 小学館 小学館文庫 6 アンダークラス 相場英雄 1034

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 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 講談社 講談社文庫 17 風雲　戦国アンソロジー 今村翔吾/天野純希ほか 770 小学館 小学館文庫 6 山岳捜査 笹本稜平 1012

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 転生王女と天才令嬢の魔法革命（６） 鴉ぴえろ/きさらぎゆり 未定 講談社 講談社文庫 17 魔王　新装版 伊坂幸太郎 814 小学館 小学館文庫 6 あなたの死体を買い取らせてください 村崎羯諦 704

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 VTuberのエンディング、買い取ります。 朝依しると/Ｔｉｖ 未定 講談社 講談社文庫 17 祟り神　怪談飯屋古狸 輪渡颯介 未定 小学館 ガガガ文庫 18 最強にウザい彼女の、明日から使えるマウント教吉野憂 726

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 コミュ力向上のために言語スキルをマスターした鈴木竜一/フェルネモ 未定 講談社 講談社文庫 17 霊獣紀　蛟龍の書（上） 篠原悠希 715 小学館 ガガガ文庫 18 されど罪人は竜と踊る（23）　猟犬に哀れみの首浅井ラボ/ざいん 979

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 完璧な俺の青春ラブコメ　1.ぼっち少女の救い方藍藤唯/ｋｏｄａｍａｚｏｎ 未定 講談社 講談社文庫 17 すらすら読める歎異抄 ひろさちや 未定 小学館 ガガガ文庫 18 SICK（２） 澱介エイド 759

KADOKAWA 角川文庫 24 善鬼の面　大江戸定年組 風野真知雄 未定 講談社 講談社文庫 17 すらすら読める源氏物語（上） 瀬戸内寂聴 未定 小学館 ガガガ文庫 18 僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが育赤城大空 704

KADOKAWA 角川文庫 24 濱地健三郎の幽【かくれ】たる事件簿 有栖川有栖 未定 講談社 講談社文庫 17 試験に出ないQED異聞　高田崇史短編集 高田崇史 990 小学館 ガガガ文庫 18 弥生ちゃんは秘密を隠せない（３） ハマカズシ 682

KADOKAWA 角川文庫 24 莉国女医華伝（仮） 小田菜摘 未定 講談社 講談社文庫 17 どうした、家康 上田秀人/稲田幸久ほか 737 新書館 ウィングス文庫 10 マスターキーマスター 宮緒葵/如月弘鷹 1023

KADOKAWA 角川文庫 24 あけびさんちの朝ごはん 石井颯良 未定 講談社 講談社文庫 17 帰ってきたK2　池袋署刑事課　神崎・黒木　（仮）横関大 880 新書館 ディアプラス文庫 10 色悪作家と校正者の初戀 菅野彰/麻々原絵里依 770

KADOKAWA 角川文庫 24 過ぎる十七の春 小野不由美 未定 講談社 講談社文庫 17 漫画版　徳川家康（１） 横山光輝/山岡荘八 1210 新書館 ディアプラス文庫 10 友達じゃいやなんだ 小林典雅/みずかねりょう 770

KADOKAWA 角川文庫 24 暴虎の牙（上） 柚月裕子 未定 講談社 講談社文庫 17 時空犯 潮谷験 968 新書館 モノクローム・ロマン 10 デザートにはストロベリィ マリー・セクストン/ＲＵＲＵほ 1485

KADOKAWA 角川文庫 24 暴虎の牙（下） 柚月裕子 未定 新書館 モノクローム・ロマン 10 捕らわれの心（仮） ＫＪ・チャールズ/ｙｏｃｏ 1375

KADOKAWA 角川文庫 24 記憶の果ての旅 沢村凜 未定 新潮社 新潮文庫 30 プロジェクト・インソムニア 結城真一郎 781

KADOKAWA 角川文庫 24 火狩りの王　（三）牙ノ火 日向理恵子/山田章博 未定 新潮社 新潮文庫 30 左京・遼太郎・安二郎　見果てぬ日本 片山杜秀 825

KADOKAWA 角川文庫 24 アンドクター　聖海病院患者相談室 藤ノ木優 未定 新潮社 新潮文庫 30 コラムニストになりたかった 中野翠 605

KADOKAWA 角川文庫 24 ほたる茶屋　千成屋お吟 藤原緋沙子 未定 新潮社 新潮文庫 30 村田エフェンディ滞土録 梨木香歩 572

KADOKAWA 角川文庫 24 ゆるコワ！　～無敵のJKが心霊スポットに凸しま谷尾銀 未定 新潮社 新潮文庫 30 テロルの原点　安田善次郎暗殺事件 中島岳志 605

KADOKAWA 角川文庫 24 僕たちの月曜日 彩瀬まる/一穂ミチほか 未定 新潮社 新潮文庫 30 雪月花　謎解き私小説 北村薫 649

KADOKAWA 角川文庫 24 私たちの金曜日 有川ひろ/恩田陸ほか 未定 新潮社 新潮文庫 30 奪還のベイルート（上） ドン・ベントレー/村上和久 737

KADOKAWA 角川文庫 24 魔術師 江戸川乱歩 未定 新潮社 新潮文庫 30 奪還のベイルート（下） ドン・ベントレー/村上和久 737

KADOKAWA 角川文庫 24 黒死館殺人事件・完全犯罪 小栗虫太郎 未定 新潮社 新潮文庫 30 金春屋ゴメス（３） 西條奈加 737

KADOKAWA 角川文庫 24 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。（13 竹村優希/カズアキ 未定 新潮社 新潮文庫 30 幽世の薬剤師（３） 紺野天龍 649

KADOKAWA 角川文庫 24 ガルシアへの手紙 エルバート・ハバード/アンド未定 新潮社 新潮文庫 30 呪殺島の殺人（３） 萩原麻里 781

KADOKAWA 角川文庫 24 脳科学捜査官　真田夏希　サイレント・ターコイズ鳴神響一 未定 祥伝社 祥伝社文庫 13 銀行員　生野香織が許さない 江上剛 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

祥伝社 祥伝社文庫 13 それでも、陽は昇る 真山仁 未定 筑摩書房 ちくま文庫 12 十六夜橋　新版 石牟礼道子 ### 双葉社 双葉文庫 12 神様の定食屋（３）　～うつろう季節～ 中村颯希 759

祥伝社 祥伝社文庫 13 ダブルカルト　警視庁音楽隊・堀川美奈 沢里裕二 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 「おのずから」と「みずから」　日本思想の基層 竹内整一 ### 双葉社 双葉文庫 12 追憶の美女　日本海編　（仮） 霧原一輝 825

祥伝社 祥伝社文庫 13 第六天魔王信長　消えたキリシタン王国 加治将一 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 ナチズムの美学 ソール・フリードレンダー/田 ### 双葉社 双葉文庫 12 口入屋用心棒（49）　拐かしの船（仮） 鈴木英治 891

祥伝社 祥伝社文庫 13 葬り屋 南英男 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 数学の影絵 吉田洋一 ### 双葉社 双葉文庫 12 新・知らぬが半兵衛手控帖（18）　お多福（仮） 藤井邦夫 759

祥伝社 祥伝社文庫 13 桜の下で　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 子どもの文化人類学 原ひろ子 ### 双葉社 双葉文庫 12 拙者、妹がおりまして（８） 馳月基矢 737

祥伝社 祥伝社文庫 13 十日えびす 宇江佐真理 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 朝鮮の膳／朝鮮陶磁名考 浅川巧 ### 双葉社 双葉文庫 12 若さま同心　徳川竜之助　新装版（13）　完　最後風野真知雄 715

祥伝社 祥伝社文庫 13 侵犯　内閣裏官房 安達瑶 未定 中央公論新社 中公文庫 20 剣神　風を斬る　神夢想流林崎甚助 岩室忍 未定 双葉社 双葉文庫 12 浪人若さま　新見左近　決定版（10）　江戸城の 佐々木裕一 715

祥伝社 祥伝社黄金文庫 13 教養としてのフランス映画　220選 中条省平 未定 中央公論新社 中公文庫 20 華国神記（１） 九条菜月 未定 双葉社 双葉文庫 12 じゃりン子チエ（33） はるき悦巳 880

心交社 ショコラ文庫 7 未定 手嶋サカリ/ｙｏｃｏ 792 中央公論新社 中公文庫 20 うぽっぽ同心終活指南（仮） 坂岡真 未定 双葉社 モンスター文庫 30 超遠距離から一瞬で敵を狙撃してたのに、何も 茨木野/へいろー 759

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 ホテル王 紅カオル 726 中央公論新社 中公文庫 20 これでもいいのだ ジェーン・スー 未定 二見書房 二見サラ文庫 11 女王の結婚（上）　ガーランド王国秘話 久賀理世/ねぎしきょうこ 825

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 パイロット 佐倉伊織 726 中央公論新社 中公文庫 20 知的機動力の本質　アメリカ海兵隊の組織論的野中郁次郎 未定 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 美少女飼育　義父の妄執（仮） 高村マルス 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 恋叶―俺はもうとっくにお前のものだよ― 滝井みらん 726 中央公論新社 中公文庫 20 四季のうた　第15集 長谷川櫂 未定 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 兄嫁と少年　女教師ハーレム（仮） 綾野馨 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 怜悧な外交官の不器用な溺愛～子供ごと愛され蓮美ちま 726 中央公論新社 中公文庫 20 主よ、永遠の休息を　新装版 誉田哲也 未定 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 はだかの好奇心（仮） 綿引海 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 俺様外科医はウブな秘書を最愛政略妻に指名す未華空央 726 中央公論新社 中公文庫 20 此一戦 水野広徳 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　背徳の相姦体験（仮） 素人投稿編集部 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 エリート弁護士の甘い執着 森野りも 726 中央公論新社 中公文庫 20 新装版　クレィドゥ・ザ・スカイ　Cradle the Sky 森博嗣 未定 マドンナメイト社 マドンナメイト＋ 11 人妻催淫研究所（仮） 桜井真琴 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 10 腹ぺこ聖女は食べ過ぎだと追放されたけど、実は 　やきいもほくほく 726 中央公論新社 中公文庫 20 あたしとママのファイトな日常 山本幸久 未定 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 23 メーデー（原題） グレーテ・ビョ―/久賀美緒 ###

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 再び、光が差す―again―（上）　（仮） アイヲ。 660 中央公論新社 中公文庫 20 イエス伝 若松英輔 未定 二見書房 シャレード文庫 24 灼陽のアルファと消えた花嫁 ゆりの菜櫻/蓮川愛 743

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 ふたご溺愛（仮） みゅーな＊＊ 660 中央公論新社 中公文庫 20 決定版　ゲゲゲの鬼太郎（１）　妖怪大戦争・大海水木しげる 未定 二見書房 シャレード文庫 24 軍人さんと金平糖 海野幸/八千代ハル 770

スターツ出版 野いちご文庫 25 櫻井くんがネクタイを緩める理由。（仮） ◇理人◆ 715 徳間書店 徳間文庫 12 大久保家の人々　天下の御意見番　（仮） 井川香四郎 770 二見書房 シャレード文庫 24 戦いの神は勇者の荷物持ちの純潔が欲しい件に稲月しん/羽純ハナ 743

スターツ出版 スターツ出版文庫 27 無能令嬢の契約結婚（仮） 香月文香 660 徳間書店 徳間文庫 12 ワーキングガール・ウォーズ 柴田よしき 825 二見書房 二見時代小説文庫 26 栄次郎江戸暦（28） 小杉健治/蓬田やすひろ 825

スターツ出版 スターツ出版文庫 27 後宮の嫌われ白蛇妃ですが、推しのためなら悪雪永千冬 660 徳間書店 徳間文庫 12 夫は泥棒、妻は刑事　泥棒は世界を救う 赤川次郎 814 二見書房 二見時代小説文庫 26 会津武士道（４） 森詠/蓬田やすひろ 825

スターツ出版 スターツ出版文庫 27 さよならグレーエラー（仮） 丸井とまと 660 徳間書店 徳間文庫 12 義輝異聞　将軍の星〈新装版〉 宮本昌孝 825 二見書房 二見時代小説文庫 26 神田のっぴき横丁（３） 氷月葵/宇野信哉 825

スターツ出版 スターツ出版文庫 27 天国までの49日間　卒業（仮） 櫻井千姫 660 徳間書店 徳間文庫 12 純喫茶トルンカ　しあわせの香り〈新装版〉 八木沢里志 803 文藝春秋 文春文庫 4 耳袋秘帖　南町奉行と犬神の家 風野真知雄 748

青春出版社 青春文庫 11 自分をどう愛するか 遠藤周作 935 徳間書店 徳間文庫 12 満洲コンフィデンシャル 新美健 880 文藝春秋 文春文庫 4 荒ぶるや　空也十番勝負（９） 佐伯泰英 847

アルファポリスエタニティ文庫 10 極甘マリアージュ　桜井家三女の結婚事情 有允ひろみ 704 徳間書店 徳間文庫 12 公安狼 笹本稜平 924 文藝春秋 文春文庫 4 わが殿（上） 畠中恵 737

アルファポリスエタニティ文庫 10 旦那様は心配症 秋桜ヒロロ 704 徳間書店 徳間文庫 12 犬 赤松利市 902 文藝春秋 文春文庫 4 わが殿（下） 畠中恵 770

アルファポリスエタニティ文庫 10 部長、なんか今日いじわるです 戸瀬つぐみ 704 徳間書店 徳間文庫 12 沈黙の目撃者 西澤保彦 792 文藝春秋 文春文庫 4 陰陽師　鼻の上人 夢枕獏/村上豊 715

アルファポリスアルファライト文庫 12 じい様が行く（７）　『いのちだいじに』異世界ゆる蛍石 671 徳間書店 徳間文庫 12 九州新幹線マイナス１ 西村京太郎 781 文藝春秋 文春文庫 4 鑑識課警察犬係　闇夜に吠ゆ 大門剛明 847

アルファポリスアルファライト文庫 12 間違い召喚！（２）　追い出されたけど上位互換 カムイイムカ 671 徳間書店 徳間文庫 12 警察庁私設特務部隊KUDAN エレシウス・プラン神野オキナ 968 文藝春秋 文春文庫 4 希望のカケラ　社労士のヒナコ 水生大海 935

アルファポリスアルファライト文庫 12 元構造解析研究者の異世界冒険譚（７） 犬社護 671 徳間書店 徳間文庫 12 完全版　さよならムーンサルトプレス　武藤敬司　福留崇広 ### 文藝春秋 文春文庫 4 グランドシャトー 高殿円 880

アルファポリスレジーナ文庫 12 モブなのに巻き込まれています　～王子の胃袋 ミズメ 704 徳間書店 キャラ文庫 27 王子の私がゲームにハマッたら？　（仮） 秀香穂里/北沢きょう 715 文藝春秋 文春文庫 4 冷たい誘惑 乃南アサ 858

アルファポリスレジーナ文庫 12 転生ババァは見過ごせない！（２） ナカノムラアヤスケ 704 徳間書店 キャラ文庫 27 仮面の魔王と紫眼の娼年　（仮） 犬飼のの/みずかねりょう 715 文藝春秋 文春文庫 4 小さな場所 東山彰良 803

アルファポリスレジーナ文庫 12 竜人さまに狂愛される悪役令嬢には王子なんか深月カナメ 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 10 恋は突然に（仮） 綾瀬麻結/南国ばなな 693 文藝春秋 文春文庫 4 大盛り！　さだおの丸かじり　酒とつまみと丼と 東海林さだお ###

アルファポリスアルファポリス文庫 18 あやかし狐の身代わり花嫁（２） シアノ 726 ハーパーコリンズマーマレード文庫 10 極上パイロットの蜜愛包囲網（仮） 河野美姫/れの子 693 文藝春秋 文春文庫 4 ずばり池波正太郎 里中哲彦 979

アルファポリスアルファポリス文庫 18 あやかし薬膳カフェ「おおかみ」（２） 森原すみれ 726 ハーパーコリンズマーマレード文庫 10 カリスマ社長とあまあま結婚生活（仮） 斉河燈/木ノ下きの 693 文藝春秋 文春文庫 4 0から学ぶ「日本史」講義　古代篇 出口治明 803

アルファポリスアルファポリス文庫 18 後宮の棘（２） 香月みまり 726 ハーパーコリンズマーマレード文庫 10 過保護な心臓外科医は薄幸の契約妻を極上愛 若菜モモ/炎かりよ 693 文藝春秋 文春文庫 4 眠れる美女たち（上） スティーヴン・キング/オーウ ###

アルファポリスアルファポリス文庫 18 訳あって、あやかしの子育て始めます 朝比奈希夜 726 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 甘い記憶 ダイアナ・パーマー/松下佑子660 文藝春秋 文春文庫 4 眠れる美女たち（下） スティーヴン・キング/オーウ ###

SBクリエイティＧＡ文庫 16 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/はねこと 770 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 美しき詐欺師 リン・グレアム/上村悦子 600 プランタン出版発オパール文庫 7 彼が極道を辞めたい愛しき理由（仮） 玉紀直/潤宮るか 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 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/はねこと 2970 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 脅された花嫁 サラ・モーガン/桃里留加 600 プランタン出版発オパール文庫 7 エリート弁護士と幸せすぎるスピード結婚（仮） 緒莉/小島きいち 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 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/はねこと #### ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 プロポーズの理由 レベッカ・ウインターズ/仙波 600 プランタン出版発ティアラ文庫 18 とびきり一途な純愛結婚（仮） 宮小路やえ/八美☆わん 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 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 770 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 ココナッツ・レイヤーケーキはまどろむ ジョアン・フルーク/上條ひろ ### プランタン出版発ティアラ文庫 18 執着系狂犬騎士様はご褒美に初恋の気弱令嬢真波トウカ/鶴 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 ヴァンパイアハンターに優しいギャル 倉田和算/林けゐ 748 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 清らかな背徳 アン・スチュアート/小林町子 ### フランス書院 フランス書院文庫 25 やさしい初体験レッスン（仮） 朝倉ゆうき 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 陽キャになったのに陰キャにばかりモテる俺 持崎湯葉/にゅむ 748 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 18 GIRL, FORGOTTEN（上）　（原題） カリン・スローター/田辺千幸 980 フランス書院 フランス書院文庫 25 人妻奴隷シンジケート（仮） 北野剛雲 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 新婚貴族、純愛で最強です あずみ朔夜/へいろー 704 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 18 GIRL, FORGOTTEN（下）　（原題） カリン・スローター/田辺千幸 980 フランス書院 フランス書院文庫 25 未亡人の恩返し（仮） 青橋由高 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 ひきこまり吸血姫の悶々（10） 小林湖底/りいちゅ 814 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 18 愛したがりの極道さん（仮） 花菱ななみ/御子柴リョウ 759 フランス書院 フランス書院文庫 25 あなたの可愛い教え娘（仮） ＸＰＪｂｏｘ 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 24 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだ大森藤ノ/ヤスダスズヒト 924 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 18 女嫌いな大公は初めての恋を知る（仮） 八巻にのは/芦原モカ 759 フランス書院 フランス書院文庫 25 三穴調教完全執行（仮） 風吹望 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 24 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだ 　大森藤ノ/ヤスダスズヒト 1320 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 恋の罪、愛の罰 アビー・グリーン/寺尾なつ子 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 魔獄の芸能界（仮） 設楽玲 未定

大和書房 だいわ文庫 12 ひとり老後、賢く楽しむ 岸本葉子 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 妻という名の他人 リン・グレアム/田村たつ子 690 法藏館 法蔵館文庫 13 文物に現れた北朝隋唐の仏教 礪波護 ###

大和書房 だいわ文庫 12 徳川家の通信簿　江戸幕府15人の将軍列伝 小和田哲男 880 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 試された愛 マーガレット・ウェイ/山本瑠 690 ポプラ社 ポプラ文庫 4 片をつける 越智月子 770

大和書房 だいわ文庫 12 頭のいい人が使っている語彙力手帖 高村史司 880 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 脅迫結婚 ペニー・ジョーダン/高木晶子 690 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 今昔ばけもの奇譚　五代目晴明と五代目頼光、 峰守ひろかず 792

大和書房 だいわ文庫 12 大人のマナーブック 横田真由子 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 6 すべての罪は沼地に眠る ステイシー・ウィリンガム/大 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 俺は知らないうちに学校一の美少女を口説いて午前の緑茶/葛坊煽 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 10 人妻はじめて体験（仮） 八神淳一/大柴宗平 803 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 6 最悪の予感　パンデミックとの戦い マイケル・ルイス/中山宥 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 異世界と繋がりましたが、向かう目的は戦争ですニーナローズ/吠Ｌ 693

竹書房 竹書房ラブロマン文 16 美味しいハーレム　人妻に共有されて（仮） 鷹澤フブキ/東克美 803 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 6 ヴィーロ宙航士の帰郷 エルンスト・ヴルチェク/ロベ 858 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 美少女にTS転生したから大女優を目指す！（１ 武藤かんぬき/あって⇒七草 693

竹書房 竹書房文庫 23 情欲の夜（仮） 葉月奏太 803 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 24 詐欺師はもう嘘をつかない テス・シャープ/服部京子 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界最ハヤケン/Ｎａｇｕ 693

竹書房 蜜夢文庫 23 お見合いから、リセット恋愛はじめます！（仮） 玉紀直/ｙｕｉＮａ 935 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 24 工作艦明石の孤独（３） 林譲治 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 最強魔法師の隠遁計画（16） イズシロ/ミユキルリア 693

竹書房 蜜夢文庫 23 野良猫は、溺愛する（仮） つきおか晶/ｗｈｉｍｈａｌｏｏｏ 935 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 24 裏世界ピクニック（８） 宮澤伊織 858 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 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

竹書房 竹書房怪談文庫 30 「超」怖い話　卯 加藤一 781 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 24 ボーンズ・アンド・オール カミール・デアンジェリス/川野### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 英雄と賢者の転生婚（３） 藤木わしろ/へいろー 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 実話拾遺　うつせみ怪談 丸太町小川 781 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 24 アンクラム・プロジェクト クルト・マール/林啓子 858 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 ガリ勉くんと裏アカさん（１） 鈴木えんぺら/小花雪 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 山形怪談（仮） 黒木あるじ 781 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 24 ミッキー（７） エドワード・アシュトン/大谷真### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 最低ランクの冒険者、勇者少女を育てる（３） 農民ヤズー/桑島黎音 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 怪談最恐戦2022（仮） 怪談最恐戦実行員会 781 原書房 コージーブックス 10 貧乏お嬢さまの困った招待状 リース・ボウエン/田辺千幸 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 アストラル・オンライン（２） 神無フム/珀石碧 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 一〇八怪談　濡女（仮） 川奈まり子 781 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 12 能力を磨く　AI時代に活躍する人材「3つの能力 田坂広志 858 毎日新聞出版 毎日文庫 31 生きづらさについて考える 内田樹 990

竹書房 竹書房文庫 30 ゆうわく蜜肌（仮） 橘真児 803 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 グルメ警部の美食捜査（３）　美味しい合コンパー斎藤千輪 858 毎日新聞出版 毎日文庫 31 待ち遠しい 柴崎友香 990

竹書房 ラヴァーズ文庫 31 発育乳首　～蜜肌開発～（仮） 秀香穂里/奈良千春 814 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐貴久 990 毎日新聞出版 毎日文庫 31 阪神園芸　甲子園の神整備 金沢健児 880

竹書房 ラヴァーズ文庫 31 飴と鞭も恋のうち　～Fifthハートブレイク～（仮） いおかいつき/國沢智 814 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 帝国ホテル建築物語 植松三十里 990 毎日新聞出版 毎日文庫 31 誰にも相談できません　みんなのなやみ　ぼくの高橋源一郎 825

宝島社 宝島社文庫 11 3分で仰天！　大どんでん返しの物語 『このミステリーがすごい！』 760 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 あなたの悩みに花束を　喫茶ソムニウムの不思忍丸 902 マイクロマガジンことのは文庫 20 吉祥寺うつわ処　漆芸家・棗芽清乃の事件手帖 穂波晴野/丹地陽子 781

宝島社 宝島社文庫 11 京都伏見のあやかし甘味帖　金比羅神社と金色柏てん/細居美恵子 750 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 京都祇園もも吉庵のあまから帖（６） 志賀内泰弘 990 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 反逆の勇者　～テンプレクソ異世界召喚と日本逆川崎悠/橘由宇 759

宝島社 宝島社文庫 11 怪異の掃除人・曽根崎慎司の事件ファイル　生け長埜恵 790 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 12 三兄弟の僕らは 小路幸也 858 三笠書房 知的生きかた文庫 18 日本の道・道路　おもしろ雑学（仮） 浅井建爾 未定

宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 11 告発　誰も晒せなかったSNSのヤバすぎる闇 コレコレ 880 双葉社 双葉文庫 12 十津川警部捜査行　怪しい証言 西村京太郎 803 三笠書房 知的生きかた文庫 18 「また会いたい」と思われる人（仮） 鹿島しのぶ 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 韓くにへの旅　言葉と文化を知る 小倉紀蔵 968 双葉社 双葉文庫 12 自由は死せず（上） 門井慶喜 968 三笠書房 知的生きかた文庫 18 老後の不安がなくなる50歳からのお金の増やし 濵島成士郎 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 銀幕に愛をこめて　ぼくはゴジラの同期生 宝田明/のむみち 1100 双葉社 双葉文庫 12 自由は死せず（下） 門井慶喜 968 三笠書房 知的生きかた文庫 18 カリスマトレーナー森拓郎が教える一生モノのヤ森拓郎 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 生きていく絵 荒井裕樹 990 双葉社 双葉文庫 12 相剋　越境捜査 笹本稜平 ### 三笠書房 王様文庫 31 エスパー・小林の大予言（仮） エスパー・小林 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 死んでたまるか　団鬼六自伝エッセイ 団鬼六 880 双葉社 双葉文庫 12 私たちが生きづらいのは（仮） 南綾子 770 三笠書房 王様文庫 31 歴史が動いた「暗殺事件」のミステリー（仮） 博学面白倶楽部 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 ここが私の東京 岡崎武志 968 双葉社 双葉文庫 12 後宮の花は偽りでつなぐ 天城智尋 759 三笠書房 王様文庫 31 マウントをとる女、とられる女（仮） ＤＪあおい 未定


	2023年1月コミック新刊
	表
	裏

	2023年1月文庫新刊
	表
	裏


