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KADOKAWA 1 英雄の娘として生まれ変わった英雄は再び英 言寺あまね/鏑木ハルカ 630 KADOK 26 元・世界1位のサブキャラ育成日記　～廃プレ 前田理想/沢村治太郎ほ未定 講談社 17 SHAMAN KING（１） 武井宏之 600 小学館 1 バケモノ係！（２） 中嶋ゆか 440
KADOKAWA 1 W子育てリーマンの日常　ハッピーホリデー 南条つぐみ 640 KADOK 26 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出池野雅博/ざっぽんほか 未定 講談社 17 SHAMAN KING（２） 武井宏之 600 小学館 1 扉を開けたら殺される　―恐怖の館へようこそ中嶋ゆか/小森チヒロほ 440
KADOKAWA 1 獣王のツガイ 陸裕千景子/天野かづき 640 KADOK 26 氷菓（13） タスクオーナ/米澤穂信ほ未定 講談社 17 SHAMAN KING（３） 武井宏之 600 小学館 1 人間回収車（９） 泉道亜紀 440
KADOKAWA 1 過保護な俺様 杉原マチコ 640 KADOK 26 「戦姫絶唱シンフォギアXV」アンソロジーコミッ 　  上松範康/金子彰史ほか 1000 講談社 17 SHAMAN KING（４） 武井宏之 600 小学館 8 らーめん再遊記 久部緑郎/河合単ほか 591
KADOKAWA 1 年下の男の子（２） とりよし 640 KADOK 26 熱帯魚は雪に焦がれる（７） 萩埜まこと 未定 講談社 17 SHAMAN KING（５） 武井宏之 600 小学館 10 朝までオレ専用（５） 成瀬悠利 482
KADOKAWA 1 地味で目立たない私は、今日で終わりにします住吉文子/大森蜜柑ほか未定 KADOK 26 A.O.Z RE-BOOT GUNDAM INLE ガンダム・イ 　藤岡建機/矢立肇ほか 880 講談社 19 この愛を終わらせてくれないか（２） 筒井いつき 660 小学館 10 社長とあんあん～18音のウェディングベル～ 佐々木柚奈 482
KADOKAWA 1 最強の鑑定士って誰のこと？　～満腹ごはんで不二原理夏/港瀬つかさ未定 KADOK 26 もいもいスイスイ（１） しでん 未定 講談社 19 エデンの魔女たち（２） 小林且典（企画屋）/岡﨑 660 小学館 10 ヤッてしまったら最後（７） かれん 482
KADOKAWA 1 腹ぺこな上司の胃をつかむ方法　～左遷先は高岡ゆう/佐伯さんほか 未定 KADOK 26 竜魔神姫ヴァルアリスの敗北　～魔界最強の 矢澤おけ/仁木克人ほか未定 講談社 19 踊るリスポーン（３） 三ヶ嶋犬太朗 660 小学館 10 王の獣（４） 藤間麗 440
KADOKAWA 1 大預言者は前世から逃げる　～三周目は公爵りんこ/寿利真ほか 未定 KADOK 26 勇者の代わりに魔王討伐したら手柄を横取り 君塚祥/赤丈聖ほか 未定 講談社 19 ブクロキックス（１） 松木いっか 660 小学館 10 悪し妻かたり（１） 大海とむ 454
KADOKAWA 3 Fate/Grand Order ‐Epic of Remnant‐　亜種特  　 　武中英雄/ＴＹＰＥ－ＭＯ 580 KADOK 26 神ゲーってそういうことですか（２） 広瀬まどか 未定 講談社 23 金田一37歳の事件簿（７） 天樹征丸/さとうふみや 640 小学館 10 深夜のダメ恋図鑑（７） 尾崎衣良 454
KADOKAWA 3 Fate/Grand Order ‐Epic of Remnant‐　亜種特  　西出ケンゴロー/ＴＹＰＥ－ 580 KADOK 26 リビルドワールド（２） 綾村切人/ナフセほか 未定 講談社 23 いとしのムーコ（16） みずしな孝之 未定 小学館 10 18歳、新妻、不倫します。（１） わたなべ志穂 454
KADOKAWA 3 帝都聖杯奇譚　Fate/type Redline（１） 平野稜二/経験値／ＴＹＰ 620 KADOK 26 DarkArtsMaster -黶き魔法使い-（２） 神原絵理華 未定 講談社 23 ギャングキング（35） 柳内大樹 630 小学館 10 青春ピース（３） はやかわともこ 454
KADOKAWA 3 泣きたい私は猫をかぶる（１） 黒丸恭介/岡田麿里ほか 620 KADOK 26 DarkArtsMaster -黶き魔法使い-（３） 神原絵理華 未定 講談社 23 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（13） 泰三子 640 小学館 10 輝夜伝（５） さいとうちほ 454
KADOKAWA 4 王国へ続く道　奴隷剣士の成り上がり英雄譚 伊藤寿規/湯水快ほか 650 KADOK 26 ペルソナ5 メメントスミッション（３） アトラス/斉藤ロクロ 未定 講談社 23 ゴールデンゴールド（７） 堀尾省太 640 小学館 10 グレさんぽ　～猫とかキモノとか京都とか～ グレゴリ青山 1182
KADOKAWA 4 THE KING OF FANTASY 八神庵の異世界無双　蒼木雅彦/天河信彦ほか 650 KADOK 26 罠ガール（５） 緑山のぶひろ 未定 講談社 23 サガラ～Sの同素体～（５） 真刈信二/かわぐちかいじ 640 小学館 11 出禁探偵　～クララが来たりて謎を解く？？？屋乃啓人 630
KADOKAWA 4 賭闘の銀（１） 蒼木雅彦 650 KADOK 26 コーヒームーン（１） 牡丹もちと 未定 講談社 23 紛争でしたら八田まで（２） 田素弘 640 小学館 11 おやすみシェヘラザード（５） 篠房六郎 630
KADOKAWA 4 復讐の毒鼓（１） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 920 KADOK 27 ばけもの夜話づくし（７） マツリ 620 講談社 23 ドラゴン桜2（10） 三田紀房 640 小学館 11 愛蔵版　機動警察パトレイバー（７） ゆうきまさみ 1800
KADOKAWA 4 上級国民スレイヤー（１） 外本ケンセイ 650 KADOK 27 殺し愛（９） Ｆｅ 580 講談社 23 半沢直樹（２） 池井戸潤/フジモトシゲキ 640 小学館 12 翼くんはあかぬけたいのに（７） 小花オト 591
KADOKAWA 4 空手バカ異世界（１） Ｄ．Ｐ/輝井永澄ほか 650 KADOK 27 刀剣乱舞-ONLINE-アンソロジー　ごはん 「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 580 講談社 23 どくヤン！（２） 左近洋一郎/カミムラ晋作 660 小学館 12 オオヤンキー！！（２） 蒼井ひな太 600
KADOKAWA 4 ラストラウンド・アーサーズ（２） ユズリハ/羊太郎ほか 660 KADOK 27 刀剣乱舞-ONLINE-アンソロジー　あそび 「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 580 講談社 23 仮面ライダーアマゾンズ外伝　蛍火（５） 石ノ森章太郎/真じろうほ 640 小学館 12 1/10の花嫁（３） ゆきの 591
KADOKAWA 4 帰ってください！　阿久津さん（１） 長岡太一 620 KADOK 27 映画大好きカーナちゃん　NYALLYWOOD STU  杉谷庄吾【人間プラモ】 未定 講談社 23 ミスターズ～私の町のおじさんたち～（２） 飛田漱 650 小学館 12 ギジン（１） 七月鏡一/朝日曼耀 600
KADOKAWA 4 パシリな僕と恋する番長さん（５） 鹿島初 620 KADOK 27 先輩は着替えができない（２） えんど 未定 講談社 23 コウノドリ（31） 鈴ノ木ユウ 640 小学館 12 アオイホノオ（23） 島本和彦 591
KADOKAWA 4 年上エリート女騎士が僕の前でだけ可愛い（１たかた/吉野宗助ほか 620 KADOK 27 ニー子はつらいよ（５） アルデヒド 未定 講談社 23 リエゾン　―こどものこころ診療所―（１） ヨンチャン/竹村優作 640 小学館 12 海王ダンテ（10） 皆川亮二/泉福朗 670
KADOKAWA 4 理想のヒモ生活（９） 日月ネコ/渡辺恒彦（ヒー 620 KADOK 27 どうやら彼女は宇宙人らしい。（１） 吟華 未定 講談社 23 GIANT KILLING（55） ツジトモ/綱本将也 650 小学館 12 疑似ハーレム（４） 斉藤ゆう 591
KADOKAWA 5 勇者様の幼馴染という職業の負けヒロインに転加々見絵里/日峰ほか 630 KADOK 27 ガールズ＆パンツァー　最終章　継続高校はらあしもと☆よいか/ガール未定 講談社 23 銃夢火星戦記（７） 木城ゆきと 640 小学館 12 お姉ちゃんは恋妖怪（７） 青島かなえ 591
KADOKAWA 5 外科医エリーゼ（４） ｍｉｎｉ/ｙｕｉｎ 920 KADOK 27 シンデレラガールズ劇場（12） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 23 ペンとハウス～ペンは飼い主が好き～（２） 家田明歩 850 小学館 12 送球ボーイズ（16） フウワイ/サカズキ九 482
KADOKAWA 5 妖精印の薬屋さん（１） 志坂瑛人/藤野ほか 630 KADOK 27 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルド 朱月十話/ＲＯＨＧＵＮほ 650 講談社 23 天気の子（２） 新海誠/窪田航 660 小学館 12 ヒマチの嬢王（６） 茅原クレセ 591
KADOKAWA 5 森のほとりでジャムを煮る（２）～異世界ではじ拓平/小鳩子鈴ほか 630 KADOK 27 雨でも晴れでも（１） あらた伊里 650 講談社 23 ああっ就活の女神さまっ（２） 青木Ｕ平/よしづきくみちほ 660 小学館 12 ドクザクラ（３） ＭＩＴＡ/山本やみー 591
KADOKAWA 5 後宮妃の管理人（１） 廣本シヲリ/しきみ彰ほか 630 KADOK 27 死んだ息子の遺品に息子の嫁が入っていた話秀 未定 講談社 23 来世は他人がいい（４） 小西明日翔 660 小学館 12 圧勝（12） 小虎 591
KADOKAWA 8 国宝のお医者さん（２） 芳井アキ 650 KADOK 27 外れスキル「影が薄い」を持つギルド職員が、 荒木風羽/ケンノジほか 未定 講談社 26 つげ義春大全（５）剣心一路　幕末風雲伝 つげ義春 3200 小学館 12 てのひら創世記（１） 小川麻衣子 609
KADOKAWA 8 野良猫と便利屋（２） 乙津きみ子 650 KADOK 27 役立たずスキルに人生を注ぎ込み25年、今さ ガンテツ/しゅうきちほか 未定 講談社 26 つげ義春大全（17）必殺するめ固め　義男の青つげ義春 3200 小学館 12 ねこと私とドイッチュラント（３） ながらりょうこ 648
KADOKAWA 8 私のクラスの生徒が、一晩で24人死にました。石川オレオ/日向奈くらら未定 KADOK 27 いきのこれ！　社畜ちゃん（６） ビタワン/結うき。 未定 講談社 26 殿さまとスティッチ（１） 和田洋人 660 小学館 12 ダンス・ダンス・ダンスール（17） ジョージ朝倉 591
KADOKAWA 8 弁当屋さんのおもてなし（１） 十峯なるせ/喜多みどり 未定 KADOK 30 腐女子な妹ですみません（１） トモエキコ/九重木春ほか未定 小学館 12 初恋（下） 佐久間結衣/中村雅　２０ 591
KADOKAWA 8 ろんぐらいだぁす！（５）新装版 三宅大志 636 KADOK 30 オネェ女王と白雪姫（４） あずさきな 未定 小学館 12 宇宙めし！（３） 日向なつお 591
KADOKAWA 9 アルカフス（３） 村山渉/御影夏 660 KADOK 30 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（６） ほしな/ぷにちゃんほか 未定 出版社 予定 チェック 書名 著者 予価 小学館 18 第九の波濤（11） 草場道輝/高谷智裕 454
KADOKAWA 9 異世界出版の編集さん（２） 緑青黒羽 660 集英社 4 HEART GEAR（４） タカキツヨシ 600 小学館 18 ノケモノたちの夜（３） 星野真 454
KADOKAWA 9 村人ですが何か？（７） 鯖夢/白石新ほか 660 集英社 4 環の影（２） 中川海二 630 小学館 18 ノケモノたちの夜（４） 星野真 454
KADOKAWA 9 好感度が見えるようになったんだが、ヒロインが大山樹奈/小牧亮介ほか 660 出版社 予定日チェック 書名 著者 予価 集英社 4 呪術廻戦（11） 芥見下々 440 小学館 18 嘘月－ウソツキ－（２） ミナミ 454
KADOKAWA 9 トリニティセブン　7人の魔書使い（23） サイトウケンジ/奈央晃徳 660 講談社 4 終わりのセラフ　一瀬グレン、16歳の破滅（８） 浅見よう/鏡貴也 450 集英社 4 星の王子さま（６） 漫☆画太郎 680 小学館 18 天野めぐみはスキだらけ！（20） ねこぐち 454
KADOKAWA 9 トリニティセブン　リヴィジョン（１） サイトウケンジ/奈央晃徳 660 講談社 5 私の少年（８） 高野ひと深 630 集英社 4 いともたやすく行われる十三歳が生きる為のお諸葛宙/さいがりゅう 600 小学館 18 保安官エヴァンスの嘘（12） 栗山ミヅキ 454
KADOKAWA 9 魔石グルメ（２）魔物の力を食べたオレは最強 菅原健二/結城涼ほか 660 講談社 5 ザ・ファブル（22） 南勝久 720 集英社 4 青の祓魔師（25） 加藤和恵 550 小学館 18 絶対可憐チルドレン（58） 椎名高志 454
KADOKAWA 9 剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なｉｉｍＡｎ＆惟丞/年中麦茶 660 講談社 5 ざ・ふぁぶる 南勝久 690 集英社 4 サラリーマン祓魔師　奥村雪男の哀愁（４） 加藤和恵/佐々木ミノル 500 小学館 18 清楚なフリをしてますが（２） 倉地千尋 454
KADOKAWA 10 おとなりのおと（１） 天野のすけ 620 講談社 5 皆殺しのアーサー（３） 古閑裕一郎 660 集英社 4 とけだせ！みぞれちゃん（６） 足袋はなお 630 小学館 18 THE SHOWMAN（５） 菊田洋之/内村航平 454
KADOKAWA 10 エロマンガ先生（10） 伏見つかさ/ｒｉｎほか 650 講談社 5 みなみけ（20） 桜場コハル 630 集英社 4 キャプテン翼　KIDS DREAM（３） 高橋陽一/戸田邦和 460 小学館 18 結界師　完全版（１） 田辺イエロウ 1400
KADOKAWA 10 魔法科高校の劣等生　スティープルチェース編佐島勤/蒼和伸ほか 未定 講談社 5 おたくの隣りはエルフですか？（２） 植野メグル 660 集英社 4 秘密の果実（２） 朱井よしお 600 小学館 18 結界師　完全版（２） 田辺イエロウ 1400
KADOKAWA 10 魔法科高校の劣等生　古都内乱編（２） 佐島勤/柚木Ｎ’ほか 650 講談社 5 雪女と蟹を食う（５） Ｇｉｎｏ０８０８ 660 集英社 4 ワールドトリガー（22） 葦原大介 440 小学館 19 薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～ 日向夏/倉田三ノ路ほか 600
KADOKAWA 12 今度会ったら××しようか（１） 飯田ヨネ 未定 講談社 5 マイホームヒーロー（11） 山川直輝/朝基まさし 660 集英社 4 終わりのセラフ（21） 鏡貴也/山本ヤマトほか 480 小学館 19 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと 麻生羽呂/高田康太郎 600
KADOKAWA 12 繭、纏う（３） 原百合子 720 講談社 5 レッドカード（２） 市川マサ 660 集英社 4 魔女の怪画集（８） 晴智 500 小学館 19 ジャジャ（27） えのあきら 600
KADOKAWA 15 村井の恋（４） 島順太 820 講談社 5 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（７） 福本伸行 690 集英社 4 ダークギャザリング（４） 近藤憲一 480 小学館 19 任侠転生　―異世界のヤクザ姫―（２） 宮下裕樹/夏原武 600
KADOKAWA 15 ほしとんで（３） 本田 620 講談社 5 図書館の大魔術師（４） 泉光 680 集英社 4 Dear CALL-ディアコール-（２） 群千キリ 480 小学館 19 出会って5秒でバトル（14） はらわたさいぞう/みやこ 591
KADOKAWA 15 B/W 渡邉紗代 未定 講談社 9 赫のグリモア（４） Ａ－１０ 450 集英社 4 ミタマセキュ霊ティ（３） 鳩胸つるん 440 小学館 19 スリースター（１） 加治佐修 800
KADOKAWA 15 ぐらぶるっ！（９） Ｃｙｇａｍｅｓ/菊一文字 880 講談社 9 キスしてくれなきゃ死んじゃう（３） 西木田景志 450 集英社 4 チェンソーマン（７） 藤本タツキ 440 小学館 19 裏バイト：逃亡禁止（１） 田口翔太郎 591
KADOKAWA 15 美少年倶楽部の秘密（２） かまぼこＲＥＤ 未定 講談社 9 ふらいんぐうぃっち（９） 石塚千尋 450 集英社 4 マッシュル-MASHLE-（１） 甲本一 440 小学館 19 おかしき世界の境界線（１） 村田椰融 591
KADOKAWA 15 欅姉妹の四季（４） 大槻一翔 未定 講談社 9 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST（６） 真島ヒロ/上田敦夫 450 集英社 4 アンデッドアンラック（２） 戸塚慶文 440 小学館 19 優等生じゃいられない！（１） 有馬レンジ 591
KADOKAWA 15 ハルタ　2020-JUNE（75） ハルタ編集部 未定 講談社 9 SOCIAL SURVIVAL RABBITS ソーシャル・サバリコＰ/シンジョウタクヤ 450 集英社 4 ZIPMAN！！（２） 芝田優作 460 小学館 19 担当さん、距離が近いです！（１） ロクザキ 591
KADOKAWA 15 親愛なるオメガへ 有木映子 未定 講談社 9 お願い、脱がシて。（３） 川中康嗣 450 集英社 4 ゆらぎ荘の幽奈さん（22） ミウラタダヒロ 440 小学館 26 ベイブレード　バースト（15） 森多ヒロ 454
KADOKAWA 15 3度目の魔法はとけない 佐藤もぶ 未定 講談社 9 ポーション頼みで生き延びます！（６） 九重ヒビキ/ＦＵＮＡほか 680 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（３） 権平ひつじ 440 小学館 26 ウソツキ！ゴクオーくん（20） 吉もと誠 454
KADOKAWA 17 鈍色ムジカ　エンゲージ・バケーション！ 所ケメコ 未定 講談社 9 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めま モトエ恵介/ＦＵＮＡほか 650 集英社 4 ぼくたちは勉強ができない（17） 筒井大志 440 小学館 26 妖怪学園Y（２） 小西紀行 454
KADOKAWA 17 まくあい！ みよしあやと 未定 講談社 9 ぼくたちのリメイク（３） 閃凡人/木緒なちほか 680 集英社 4 地獄楽（10） 賀来ゆうじ 440 小学館 26 ポケットモンスター（１） 五味まちと 454
KADOKAWA 20 アラフォー賢者の異世界生活日記（３） ８８８/寿安清ほか 未定 講談社 9 エルジェーベト（３） Ｃｕｖｉｅ 680 集英社 4 恋獄の都市（３） 俵京平 600 小学館 26 Splatoon イカすキッズ4コマフェス（５） 後藤英貴 609
KADOKAWA 20 じいさんばあさん若返る（１） 新挑限 630 講談社 9 はたらく血小板ちゃん（２） ヤス/柿原優子ほか 630 集英社 4 キン肉マン（71） ゆでたまご 440 小学館 26 ゾイドワイルド2（２） 森茶/タカラトミー 609
KADOKAWA 20 おっさんが小学生（２） ぐんたお 未定 講談社 9 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの横田卓馬 630 集英社 4 『キン肉マン』スペシャルスピンオフ『THE超人様石原まこちん/ゆでたまご 630 小学館 26 柚木さんちの四兄弟。（６） 藤沢志月 440
KADOKAWA 20 四度目は嫌な死属性魔術師（４） 児嶋建洋/デンスケほか 未定 講談社 9 レイジング・ヘル（３） 荒木光 680 集英社 4 青のフラッグ（８） ＫＡＩＴＯ 630 小学館 26 みらいのダンナさま（４） 吉永ゆう 440
KADOKAWA 20 異世界チートサバイバル飯（４） 山田モジ美/赤石赫々ほ未定 講談社 9 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める笠原巴/柑橘ゆすらほか 680 集英社 4 早乙女姉妹は漫画のためなら！？（７） 山本亮平 600 小学館 26 いい弟、悪い弟（４） 瀬能じゅん 400
KADOKAWA 20 異世界ですが魔物栽培しています。（６） 蕨野くげ子/雪月花ほか 未定 講談社 9 可愛いだけじゃない式守さん（５） 真木蛍五 620 集英社 4 きるる　KILL ME（１） 叶恭弘 600 小学館 26 未成年ごっこ（１） フクシマハルカ 454
KADOKAWA 20 てのひら開拓村で異世界建国記～増えてく嫁 ヤツタガナクト/星崎崑ほ未定 講談社 10 烏に単は似合わない（４） 阿部智里/松崎夏未 790 集英社 4 悪魔のメムメムちゃん（10） 四谷啓太郎 440 小学館 26 37.5℃の涙（19） 椎名チカ 440
KADOKAWA 22 ヤンキー君と白杖ガール（４） うおやま 680 講談社 10 私の恋で死んでくれ（１） 山川まち/としき 660 集英社 4 青の祓魔師10周年記念本『AOEX10』 加藤和恵 2200 小学館 26 コーヒー＆バニラ（15） 朱神宝 440
KADOKAWA 22 同棲生活（３） さつま揚げ 未定 講談社 10 親愛なる僕へ殺意をこめて（９） 井龍一/伊藤翔太 720 集英社 19 おいしいコーヒーのいれ方（３） 青沼裕貴/雀村アオほか 850 小学館 26 コーヒー＆バニラ　極甘オトナ・ノベルズ（２） 夏希碧/朱神宝 685
KADOKAWA 22 俺だけレベルアップな件（３） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ未定 講談社 10 伴走者 浅生鴨/斉藤羽凧 640 集英社 19 フールズ（１） 皿池篤志 未定 小学館 26 ぼくの輪廻（10） 嶋木あこ 440
KADOKAWA 22 俺だけレベルアップな件（４） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ未定 講談社 10 少年、ちょっとサボってこ？（３） 赤城あさひと 640 集英社 19 フールズ（２） 皿池篤志 未定 小学館 26 執事たちの沈黙（12） 桜田雛 440
KADOKAWA 22 塔の管理をしてみよう（６） 盧恩＆雪笠（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　 未定 講談社 10 にこめっこ（２） 赤堀君 660 集英社 19 ブラックナイトパレード（５） 中村光 580 小学館 26 熱情ミリタリー（１） 真村ミオ 482
KADOKAWA 22 王都の学園に強制連行された最強のドラゴン 来須眠/八茶橋らっくほか未定 講談社 10 黒白を弁ぜず（２） 窪谷純一 未定 集英社 19 シャドーハウス（５） ソウマトウ 630 小学館 26 チョコレート・ヴァンパイア（13） くまがい杏子 440
KADOKAWA 22 運命を信じない彼が言うには（１） おむ・ザ・ライス 620 講談社 10 ふしぎねこのきゅーちゃん（６） にとりささみ 未定 集英社 19 MoMo-the blood taker-（５） 杉戸アキラ 580 小学館 26 これは愛で、恋じゃない（３） 梅澤麻里奈 440
KADOKAWA 22 ドラマティック・アイロニー（８） なま子 620 講談社 10 CreepyCat 猫と私の奇妙な生活（２） コットンバレント 未定 集英社 19 久保さんは僕を許さない（２） 雪森寧々 未定 小学館 26 無敵の番犬に噛みつかれまして（３） 夜神里奈 440
KADOKAWA 22 キスと絶対世界征服（１） さゆこ 620 講談社 11 ヴァンパイア男子寮（４） 遠山えま 450 集英社 19 まもりママはお喚びじゃないの！？～異世界息リコシェ号 未定 小学館 26 禁.断.婚.約.（12） 心あゆみ 440
KADOKAWA 22 バケモノ達は夜明けを乞う（３） 折山漠 620 講談社 11 ヲタ　ドル　推しが私で　私が推しで（３） ぢゅん子 450 集英社 19 君のことが大大大大大好きな100人の彼女（２ 中村力斗/野澤ゆき子 未定 小学館 26 メンズ校　新装版（１） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 23 神童勇者とメイドおねえさん（１） 上杉響士郎/望公太ほか 600 講談社 11 お嬢と番犬くん（４） はつはる 450 集英社 19 アルマ（３） 三都慎司 未定 小学館 26 メンズ校　新装版（２） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 23 三角の距離は限りないゼロ（２） 森野カスミ/岬鷺宮ほか 600 講談社 11 阿部くんに狙われてます（５） 岩井あき 450 集英社 19 秋の鹿は笛に寄る（３） きづきあきら/サトウナンキ 600 小学館 26 メンズ校　新装版（３） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 23 魔法科高校の劣等生　司波達也暗殺計画（２ 一乃ゆゆ/佐島勤ほか 600 講談社 11 山口くんはワルくない（２） 斉木優 450 集英社 19 侠医冬馬（３） 村上もとか/かわのいちろ 600 小学館 26 メンズ校　新装版（４） 和泉かねよし 454
KADOKAWA 23 Re:ゼロから始める異世界生活　第四章　聖域花鶏ハルノ/相川有ほか 600 講談社 11 私の正しいお兄ちゃん（４） モリエサトシ 450 集英社 19 オーライ！（１） 橋本スズヒラ 600 小学館 30 金魚屋古書店（17） 芳崎せいむ 618
KADOKAWA 23 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦で 弐尉マルコ/ガールズ＆ 未定 講談社 11 ゆりあ先生の赤い糸（６） 入江喜和 450 集英社 19 転生ゴブリンだけど質問ある？（１） 三木なずな/荒木宰 未定 小学館 30 往生際の意味を知れ！（１） 米代恭 591
KADOKAWA 23 ガールズ＆パンツァー　リボンの武者（14） 野上武志/鈴木貴昭ほか 630 講談社 11 私たちはどうかしている　テレビドラマ化記念　安藤なつみ 600 集英社 19 ゴールデンカムイ（22） 野田サトル 540 小学館 30 最後の遊覧船 すぎむらしんいち 591
KADOKAWA 23 対ありでした。　～お嬢さまは格闘ゲームなん 江島絵理 630 講談社 11 あつもりくんのお嫁さん（←未定）（５） タアモ 450 集英社 19 BUNGO-ブンゴ-（23） 二宮裕次 540 小学館 30 南風原カーリングストーンズ（１） なかいま強 591
KADOKAWA 23 くまみこ（14） 吉元ますめ 630 講談社 11 放課後、恋した。（８） 満井春香 450 集英社 19 ウサギ目社畜科（５） 藤沢カミヤ 600 小学館 30 空母いぶき GREAT GAME（１） かわぐちかいじ/八木勝大 591
KADOKAWA 23 異形ヱステティック（１） 鈍色家電 630 講談社 11 花野井くんと恋の病（６） 森野萌 450 集英社 19 瞬きより迅く！！（１） ふなつかずき 未定 小学館 30 空母いぶき（13） かわぐちかいじ/惠谷治 591
KADOKAWA 23 ZONE-00（18） 九条キヨ 未定 講談社 11 まいりました、先輩（９） 馬瀬あずさ 450 集英社 19 Levius/est　レビウス エスト（８） 中田春彌 630 小学館 30 過去になんかできない 香川まさひと/はしもとみ 591
KADOKAWA 23 帰ってきた！ミステリアス解決部（上） 朔坂みん 未定 講談社 11 落園の美女と野獣（２） 由貴香織里 680 集英社 19 EX-ARM EXA エクスアームエクサ（１） ＨｉＲｏｃｋ/古味慎也 580 小学館 30 新しい足で駆け抜けろ。（３） みどりわたる 591
KADOKAWA 23 帰ってきた！ミステリアス解決部（下） 朔坂みん 未定 講談社 11 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～長谷垣なるみ 450 集英社 19 息子がかわいくて仕方がない魔族の母親（８） 十五夜 600 小学館 30 二月の勝者　―絶対合格の教室―（８） 高瀬志帆 591
KADOKAWA 23 わたしが嫌いなお姐様 木原敏江 未定 講談社 11 前世カップリング（７） 杜若わか 680 集英社 19 伝説のレベル1勇者（１） しゃど地蔵 未定 小学館 30 忘却のサチコ（14） 阿部潤 591
KADOKAWA 23 霊魂サルティング中村（２） 右野マコ 未定 講談社 11 七つ屋志のぶの宝石匣（11） 二ノ宮知子 450 集英社 19 キングダム（58） 原泰久 540 小学館 30 健康で文化的な最低限度の生活（９） 柏木ハルコ 591
KADOKAWA 25 僕のカノジョ先生（２） 孟倫＆星河蟹/鏡遊ほか 660 講談社 13 残像スローモーション じゃのめ 740 集英社 19 水島さんと触れ合いたい おたき 未定 小学館 30 フットボールネーション（15） 大武ユキ 591
KADOKAWA 25 陰の実力者になりたくて！（３） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 17 Q.E.D.iff －証明終了－（16） 加藤元浩 450 集英社 19 はてな☆イリュージョン（３） 松智洋/江戸屋ぽちほか 630 小学館 30 フルーツ宅配便（11） 鈴木良雄 591
KADOKAWA 25 陰の実力者になりたくて！　しゃどーがいでん 瀬田Ｕ/逢沢大介ほか 未定 講談社 17 C.M.B.森羅博物館の事件目録（44） 加藤元浩 450 集英社 19 SIREN ReBIRTH（５） ソニー・インタラクティブエ 700 小学館 30 刑事ゆがみ（９） 井浦秀夫 591
KADOKAWA 25 願わくばこの手に幸福を（２） メイジ/ショーン田中ほか未定 講談社 17 さよなら私のクラマー（12） 新川直司 450 集英社 25 魔王の息子は素直になれないっ！ 佐々山彰 750 小学館 30 空腹なぼくら（２） 友安国太郎 620
KADOKAWA 25 であいもん（９） 浅野りん 620 講談社 17 ノラガミ（22） あだちとか 450 集英社 25 まほろば絵伝 ふじとび 750 小学館 30 スタミナ深夜食堂 安倍夜郎/左古文男 1100
KADOKAWA 25 小説　機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ（ 富野由悠季 未定 講談社 17 白聖女と黒牧師（６） 和武はざの 450 集英社 25 モジコイネネコイ（２） 佐藤ざくり 未定
KADOKAWA 25 新機動戦記ガンダムW G-UNIT オペレーションときた洸一/矢立肇ほか 未定 講談社 17 川柳少女（13） 五十嵐正邦 450 集英社 25 ひなたのブルー（３） 目黒あむ 440
KADOKAWA 25 機動戦士クロスボーン・ガンダム　DUST（11） 長谷川裕一/矢立肇ほか未定 講談社 17 はじめの一歩（128） 森川ジョージ 450 集英社 25 シンデレラ　クロゼット（３） 柳井わかな 460
KADOKAWA 25 勇者召喚に巻き込まれたけど、異世界は平和平安ジロー/灯台（モーニ未定 講談社 17 彼女、お借りします（15） 宮島礼吏 450 集英社 25 歌うたいの黒兎（４） 石井まゆみ 440
KADOKAWA 25 ガンもどき 川崎順平/矢立肇ほか 未定 講談社 17 ランウェイで笑って（16） 猪ノ谷言葉 450 集英社 25 きみのすきなひと（２） こう森 600
KADOKAWA 26 ネクストライフ（５） 市倉とかげ/相野仁（ヒー未定 講談社 17 EDENS ZERO（10） 真島ヒロ 450 集英社 25 キャラメル　シナモン　ポップコーン（１） 吉住渉 未定
KADOKAWA 26 艦隊これくしょん　-艦これ-　コミックアラカルト 　「艦これ」運営鎮守府 820 講談社 17 なれの果ての僕ら（２） 内海八重 450 集英社 25 青春シンデレラ（２） 夕のぞむ 600
KADOKAWA 26 29歳独身は異世界で自由に生きた……かったリュート/オオハマイコほ 未定 講談社 17 カノジョも彼女（１） ヒロユキ 450 集英社 25 僕は小さな書店員。（１） 青山はるの 未定
KADOKAWA 26 私以外人類全員百合（２） 晴瀬ひろき 未定 講談社 17 それでも歩は寄せてくる（４） 山本崇一朗 620 集英社 25 初×婚（３） 黒崎みのり 440
KADOKAWA 26 理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれます三河ごーすと/マッハダイ未定 講談社 17 小説の神様（２） 相沢沙呼/手名町紗帆 660 集英社 25 あにまる荘202（１） 森月あめ 未定
KADOKAWA 26 異世界転移、地雷付き。（１） レルシー/いつきみずほ 未定 講談社 17 かくしごと（12） 久米田康治 660 集英社 25 あにまる荘202（２） 森月あめ 未定
KADOKAWA 26 シャチバト！　～社長、バトルの時間です！～結うき。 未定 講談社 17 五等分の花嫁　フルカラー版（３） 春場ねぎ 700 集英社 25 新・トルコで私も考えた　2020 高橋由佳利 未定
KADOKAWA 26 ロクでなし魔術講師と禁忌教典（13） 常深アオサ/羊太郎ほか 620 講談社 17 SHAMAN KING THE SUPER STAR（４） 武井宏之 650 集英社 25 邦画プレゼン女子高生　邦キチ！映子さん　S服部昇大 750
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秋田書店 8 どらコン！（４）（完） 触媒ヒロオミ 454 キルタイ 30 （成）寒天単行本（３）（仮） 寒天 1000 スクウェア 12 女が苦手なヤンキーと少女の話（３）（完） 丸美甘 600 宝島社 13 戦慄の魔術師と五帝獣（３） 日野入緒/戸津秋太ほか 690 文苑堂 30 （成）ね、いいよ。 花札さくらの 1100

秋田書店 8 魔入りました！入間くん（17） 西修 454 キルタイ 30 （成）二次元コミックマガジン　ふたなり触手搾 　しーあーる/翡翠石ほか 1000 スクウェア 12 最速無双のB級魔法使い　一発撃たれる前にＣＫ/山浦柊 600 大誠社 26 年の差婚（２） 中間淳生 618 フロンティ 12 起きたら20年後なんですけど！　～悪役令嬢 おの秋人/遠野九重 580

秋田書店 8 築地最強寿司伝説　仁義理の海太郎（２） 川端浩典 454 キルタイ 30 （成）恋人は吸血鬼！？（仮） 七瀬瑞穂 1000 スクウェア 12 侍女なのに…聖剣を抜いてしまった！（１） あきのみどり/言炎 600 ティーアイ 5 （成）孕ませ膣出し3兆円 星憑ネオン。 1018 フロンティ 15 恋ではないと思いたい 澄谷ゼニコ 627

秋田書店 8 魔界の主役は我々だ！（１） 津田沼篤/西修ほか 454 キルタイ 30 コミックアンリアル　ザ・ベスト　穢された魔法少ｍｏｍｉ/左藤空気ほか 1000 スクウェア 12 失格紋の最強賢者　～世界最強の賢者が更 進行諸島/肝匠＆馮昊 600 ティーアイ 5 （成）つるぺたハーレムだよ（ベタハート） 智沢渚優 1018 フロンティ 22 ドS先生に愛されてたまるか 百瀬あん 673

秋田書店 8 バクくん（１） 田中優吏 454 クロエ出 5 （成）鬼しごき～女子部員ドスケベ穴指導～ みずやん 1018 スクウェア 12 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみ森田季節/出水高軌 600 ティーアイ 12 （成）魔王転生ハーレム 和原ヨウ 1018 フロンティ 22 もみチュパ雄っぱぶ♂フィーバータイム（１） イクヤス 673

秋田書店 8 僕の心のヤバイやつ（３） 桜井のりお 454 幻冬舎コ 24 悪役令嬢、庶民に堕ちる（１） 緋月紫砲/おひたし熱郎 650 スクウェア 12 ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか？（４望公太/浦稀えんや 600 TOブック 15 淡海乃海　水面が揺れる時（４） もとむらえり/イスラーフィ 640 フレックス 12 万代かなめは遊びたい（４） 氷川翔 600

秋田書店 8 ハリガネサービスACE（７） 荒達哉 454 幻冬舎コ 24 奴隷商人しか選択肢がないですよ？　～ハーカラユミ/ごましほか 630 スクウェア 12 その劣等騎士、レベル999（３） 白石新/山﨑千裕 600 TOブック 15 本好きの下剋上～司書になるためには手段を 　戸部淑ほか 600 フレックス 12 つばめティップオフ！（１） ワタヌキヒロヤ 600

秋田書店 8 フルアヘッド！ココ　ゼルヴァンス（10） 米原秀幸 454 幻冬舎コ 24 食べないの？　おおかみさん。 小石川あお 680 スクウェア 12 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざしま西島ふみかる/白縫餡 600 TOブック 15 本好きの下剋上～司書になるためには手段を 　波野涼 600 フレックス 12 邪神ちゃんドロップキック（15） ユキヲ 570

秋田書店 8 RED DATA PLANET（２） 藤沢とおる/伊臣麿 630 幻冬舎コ 24 龍神様が離してくれない 倉橋蝶子 680 スクウェア 12 左遷された最強賢者、教師になって無敵のク 鈴森一/かなめもにか 600 徳間書店 13 モンスター娘のいる日常（16） オカヤド 630 フレックス 15 新戸ちゃんとお兄ちゃん（10） 岡田ピコ 600

秋田書店 8 娑婆王（３）（完） 暦 630 幻冬舎コ 24 ナンバーワンの飼われ犬 いさき李果 660 スクウェア 12 冒険者をクビになったので、錬金術師として出 　佐々木さざめき/紺野賢護 600 徳間書店 13 ゆりでなる（ベタハート）えすぽわーる（２） なおいまい 900 復刊ドッ 20 あしたのジョー：ジョー＆力石　〈漫画原稿再生高森朝雄/ちばてつや ####

秋田書店 8 DESTRA -デストラ-（１） 本田優貴 630 幻冬舎コ 24 密室のセクシャル・アディクション 三川ケイヤ 680 スクウェア 12 めんどくさがり男子が朝起きたら女の子になっ小林キナ 664 徳間書店 25 僕のミューズ かつらぎ 660 プランタン 8 調教系男子　オオカミ様と子猫ちゃん（２）（仮 あづみ悠羽/槇原まき 未定

秋田書店 8 恋するふくらはぎ（３） 吉谷光平 815 コスミック 5 その瞳に恋をする　結ばれる想い もとし麻子 700 スクウェア 12 青薔薇姫のやりなおし革命記（１） 枢呂紅 600 徳間書店 25 青い瞳のばけもの 露がも子 640 プランタン 8 オネエ系ヤクザに毎晩溺愛されてます（１） 天真夜 700

秋田書店 8 WORST外伝　ドクロ（４） 髙橋ヒロシ/きだまさし 630 コアマガ 3 それは俺のアナには、はいらねえよ！ 彩枚サトル 695 スクウェア 22 ヴァニタスの手記（８） 望月淳 618 徳間書店 25 ラストチャンスを君と 三池ろむこ 640 プランタン 8 オネエ系ヤクザに毎晩溺愛されてます（２） 天真夜 700

秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（６） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 630 コアマガ 19 （成）MC学園完全版 水龍敬 1364 スクウェア 22 ギャルとぼっち（１） 朝日夜 600 徳間書店 30 めしばな刑事タチバナ（38） 坂戸佐兵衛/旅井とり 560 プランタン 30 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（7座裏屋蘭丸/芽玖いろは 未定

秋田書店 8 クローズ外伝　鳳仙花　the beginning of HOU髙橋ヒロシ/齋藤周平 630 コアマガ 25 蜘蛛と性 ニクヤ乾 695 スクウェア 22 幸色のワンルーム（８） はくり 600 日本文芸 9 マトリズム（10）（完） 鈴木マサカズ 700 プランタン 30 Bar猫のおしながき（仮） 夏目くも 未定

秋田書店 8 ジャンク・ランク・ファミリー（７） 髙橋ヒロシ 630 コアマガ 25 調教彼氏 藤峰式 685 スクウェア 22 幸色のワンルーム　外伝　正壊の名探偵（２） はくり 600 日本文芸 9 ゲスな己れを死るがいい（１） 沖田龍児 680 プランタン 30 アンフェアゲーム（仮） 黒岩チハヤ 未定

秋田書店 8 OREN'S（９） 髙橋ヒロシ/カズ・ヤンセ 630 コアマガ 25 （成）義母さんの埋もれたい肉 室永叉焼 1182 スクウェア 22 魔王と俺の叛逆記（５） 吉川英朗 618 日本文芸 9 おねチャ。（２） 七竈アンノ 680 ブライト出 26 ワン・ラブズ・モンスター 山本ともみつ 709

秋田書店 16 王家の紋章（66） 細川智栄子 454 コアマガ 30 （成）シコやかなるときもハメるときも 牡丹もちと 1182 スクウェア 22 ツン甘な彼氏（３） 星見ＳＫ 818 日本文芸 9 ヤンキークエスト（13） 村上マコト 750 ブライト出 26 樹課長は今日もイジワル―暴君セフレと最後 折川 664

秋田書店 16 天使がのぞきみ―英国貴族と領民たちのひみもとなおこ 454 コアマガ 30 （成）ハッピー・セックス・デイ ゆきりたかし 1182 スクウェア 22 これだからゲーム作りはやめられない！（３）（たかし♂ 818 日本文芸 19 白竜HADOU（18） 天王寺大/渡辺みちお 650 ブライト出 26 真夜中ドライバーズハイ 河尻 664

秋田書店 16 紅霞後宮物語～小玉伝～（９） 雪村花菜/栗美あい 454 コアミック 20 あゝ我らがミャオ将軍（３） まつだこうた/もりちか 560 スクウェア 22 この国の不幸に仕えて（２）（完） 鷹来タラ 600 日本文芸 19 モンキーピーク　the Rock（２） 志名坂高次/粂田晃宏 650 ブライト出 26 やらしい指先の虜 あさひ 664

秋田書店 16 ケルン市警オド（５） 青池保子 454 コアミック 20 アンサングシンデレラ　病院薬剤師　葵みどり荒井ママレ/富野浩充 580 スクウェア 22 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っている 　 　大森藤ノ/矢樹貴 600 日本文芸 19 酒のほそ道（47） ラズウェル細木 650 ふゅーじ 24 あさがおは夜から咲く チョコドーナツ/あらきゆう 700

秋田書店 16 魔王陛下のお掃除係（３） 我鳥彩子/梶山ミカ 600 コアミック 20 トレース　科捜研法医研究員の追想（９） 古賀慶 580 スクウェア 22 賭ケグルイ（13） 河本ほむら/尚村透 618 日本文芸 19 天空の扉（14） ＫＡＫＥＲＵ 650 ふゅーじ 24 レンズ越しの君と ゆうぎ 700

秋田書店 16 私の着せ替えアイドル様（３） 小島美帆子 600 コアミック 20 終末のワルキューレ（７） アジチカ/梅村真也ほか 580 スクウェア 22 賭ケグルイ双（10） 河本ほむら/斎木桂 618 日本文芸 30 江戸前の旬（103） 九十九森/さとう輝 650 ふゅーじ 24 BABY（41） アンソロジー 980

秋田書店 16 烏ヶ丘Don't be shy！！（２） 夕倉アキ 639 コアミック 20 短い横断歩道も待つタイプの中学生（１） やまうち 560 スクウェア 22 賭ケグルイ（仮）（７） 河本ほむら/川村拓 600 日本文芸 30 警部補ダイマジン（５） リチャード・ウー/コウノコ 650 ぶんか社 5 デッキひとつで異世界探訪（１） 春夏冬エ/棚架ユウ 630

秋田書店 16 十二夜の魔法使い～星占い公爵と恋人達～ もとなおこ 600 コアミック 20 綿谷さんの友だち（２） 大島千春 600 スクウェア 22 賭ケグルイ妄（４）（完） 河本ほむら/柊裕一 600 LINE　Di 　15 #ティールブルーの羽色（１） 河井あぽろ 620 ぶんか社 10 出版MeToo&Dish 内田春菊 1000

秋田書店 16 王女様の謀、王様の罠 佐々木みすず 600 メディアソ 5 憧れた人は42歳の娼夫でした 松基羊 660 スクウェア 22 遺書、公開。（６） 陽東太郎 600 LINE　Di 　15 女神降臨（２） ｙａｏｎｇｙｉ 800 ぶんか社 13 おとりよせっていいな。 藤沢カミヤ 800

秋田書店 16 クジラの子らは砂上に歌う（17） 梅田阿比 454 メディアソ 5 アプリコットの心臓 柚子町汐 660 スクウェア 22 事情を知らない転校生がグイグイくる。（６） 川村拓 600 LINE　Di 　15 きび様といっしょ（１） みやまるん 800 ぶんか社 17 はぐくみ愛は毎晩こまめに～年下カレシの凸成愛染マナ 648

秋田書店 16 エイラと外つ国の王（２） びっけ 600 メディアソ 5 飼い犬くんの災難 垣崎にま 670 スクウェア 22 留年！とどめ先輩（２） 川村拓 600 LINE　Di 　15 ブレデュール家の娘たち（１） 財賀アカネ 580 ぶんか社 17 真一郎さんったら結構ヤラシイ！　生真面目な権田原 662

秋田書店 16 ずるい男とずるい女～女の花が開く夜～ 克本かさね 630 メディアソ 5 私のえっちな腹黒王子 ふじや奈央 680 スクウェア 22 死神様に最期のお願いをRE（３） 山口ミコト/古代甲 600 LINE　Di 　15 パンプキンナイト（４） 谷口世磨/外薗昌也 590 ぶんか社 17 愛撫上等、柄シャツ王子 はるこ 648

秋田書店 16 ダーク・エンジェル　レジェンド外科医　氷川魅風間宏子 490 英和出版 10 運命は覗き見してたらヤッてきた あぶく 650 スクウェア 25 ゴールデンボーズ（１） マツリセイシロウ 600 LINE　Di 　15 かくれイタリアン（２） ふくしま正保 580 ぶんか社 17 2LDKイケメン付き物件あります。～入社の条 志連ユキ枝 648

秋田書店 19 衛府の七忍（９） 山口貴由 630 英和出版 10 指の先までぼくのもの 晴屋うまこ 670 スクウェア 25 モンスタブー（１） 高橋悠也/ＴＡＬＩ 600 LINE　Di 　15 さいこうび（３） ななみね希 580 ぶんか社 17 部長と社畜の恋はもどかしい（１） 志茂 648

秋田書店 19 シガレット&チェリー（８） 河上だいしろう 630 英和出版 10 裸BL 拳ほか 1000 スクウェア 25 モンスタブー（２） 高橋悠也/ＴＡＬＩ 600 LINE　Di 　15 灰色の季節、箱庭で（２） はみ 580 ぶんか社 24 溺愛彼氏には2つの顔がある　真面目ヤンキ かーみら/森田りょう 662

秋田書店 19 落日のパトス（９） 艶々 630 メディアソ 25 俺のストーカーが才色兼備（仮） 芥 650 スクウェア 25 極道パラサイツ（３） まつたけうめ/武六甲理衣 600 LINE　Di 　15 I rob you（１） 乱ぼたん 800 ぶんか社 27 （隠れ）野獣くんは一度抱いたら離さない 稲本いねこ 648

秋田書店 19 黄昏のエトス（１） 艶々 630 メディアソ 25 未来まで待てない（仮） ぼんち 650 スクウェア 25 導国の魔術師　-BRAVE＆CHICKEN-（３）（完はらわたさいぞう/鈴木匡 600 LINE　Di 　15 さよなら神様（１） 麻耶雄嵩（文藝春秋刊）/ 580 ぶんか社 27 隣人は不器用で絶倫な英国紳士 うた乃 662

秋田書店 19 デメキン（25） 佐田正樹/ゆうはじめ 630 メディアソ 25 夢ならどこまで許されますか？（仮） 百瀬あん 650 スクウェア 25 嫁のまにまに（２） 優風 600 LINE　Di 　30 リトル・ロータス（４） 西浦キオ 580 ぶんか社 27 蜜愛婚　旦那様と甘くとろける初夜日和 アンソロジー 648

秋田書店 19 青の島とねこ一匹（３） 小林俊彦 630 メディアソ 25 先生は恋を知らない（仮） 梢子 650 スクウェア 25 ブサメンガチファイター（５） 弘松涼/上月ヲサム 600 LINE　Di 　30 君とのツナガリ（１） ちーにょ 800 芳文社 1 幕が上がれば君がいる（１） 浅岡キョウジ 650

朝日新聞 5 オチビサン（10） 安野モヨコ 780 メディアソ 25 シルエットをなぞれば（仮） 梢子 650 スクウェア 25 【配信中】女神チャンネル！え、これ売名です 徳山銀次郎/近江のこ 600 LINE　Di 　30 めぐるめく季節の中で（１） ＲＹＯ．/やぼみ 800 芳文社 4 この恋は深見くんのプランにはない。（３）（完）ひのなつ海 690

朝日新聞 19 毒姫の棺（上） 三原ミツカズ 890 メディアソ 25 メスイキ×おじBL にやまほか 1000 スクウェア 27 王宮のトリニティ（５） 雨壱絵穹 600 LINE　Di 　30 恋とマコトと浅葱色（３）（完） 伊藤正臣/山村竜也 800 芳文社 4 大家さんは思春期！（12） 水瀬るるう 690

一迅社 15 かむ作品集（仮） かむ 690 三和出版 30 （成）淫乱スクールデイズ 傷希レイ 1182 スクウェア 27 みにみに部―沙々木美仁のミニチュアレシピ―木村りん 600 LINE　Di 　30 朝羽振る（２） 泡沫 800 芳文社 4 ローカル女子の遠吠え（６） 瀬戸口みづき 690

一迅社 18 きたない君がいちばんかわいい（２） まにお 680 ジーオー 25 （成）あの日の先生（４） 横山ミチル 1000 スクウェア 27 魔法女子学園の助っ人教師（３） 東導号/藤本桜 600 LINE　Di 　30 Dの十字架（５） 井本仁 660 芳文社 8 どら猫とサカナ 来栖ハイジ 680

一迅社 18 ハロー、メランコリック！（２） 大沢やよい 680 ジーオー 25 （成）犯人　～おかしびと～ 茶否 1000 スクウェア 27 お子様王子はとめられない！（２）（完） ありこ 600 Jパブリッ 12 イケナイLMTG！～社長、エッチの時間です！権田原 699 芳文社 8 この犬はまだ甘い毒を知らない（２） ここのつヒロ 680

一迅社 18 羽山先生と寺野先生は付き合っている（３） 黄井ぴかち 680 ジーオー 30 （成）牝畜学園 まいなぁぼぉい 1100 スクウェア 27 帰還した勇者の後日譚（１） 月夜乃古狸/音埜クルミ 600 Jパブリッ 18 愛飲ハニーメルト 塔夜綴 648 芳文社 8 ダンディーウルフ（２）（完） 上川きち 680

一迅社 25 アークナイツ　コミックアンソロジー（１） アンソロジー 843 ジーオー 30 （成）悦楽の巫女 桃之助 1100 スターツ 19 その溺愛、お断りします（４）（完） 村崎翠/ふじさわさほ 630 Jパブリッ 18 たよりたよりて すけやま 648 芳文社 8 幼馴染アイロニー ニ須りぃ 660

一迅社 25 Landreaall（35） おがきちか 620 主婦と生 26 オッサン（36）がアイドルになる話（４） 木野イチカ/もちだもちこ 630 スターツ 19 上司の嘘と溺れる恋（２）（完） なおやみか/及川桜 630 Jパブリッ 25 不機嫌なフォトジェニック もみもみじ 699 芳文社 12 夢喰いメリー（23） 牛木義隆 630

一迅社 25 友人が異世界から転生してきたと言い張る中 松本蜜柑 640 主婦と生 26 項羽と劉邦、あと田中（１） 亜希乃千紗/古寺谷雉ほ 630 スターツ 19 エリート専務の甘い策略（２） ましろ雪/滝井みらん 630 Jパブリッ 25 ランウェイの行方を知りたいか 久松エイト 699 芳文社 12 球詠（８） マウンテンプクイチ 630

一迅社 25 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者（２アズマミドリ/香月航ほか 670 少年画報 1 蒼き鋼のアルペジオ（19） Ａｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 650 アルファ 15 片恋スウィートギミック 小立野みかん/綾瀬麻結 640 ハーパー 11 ベビー・ウォーズ 星合操/ペニー・ジョーダ 600 芳文社 12 スローループ（３） うちのまいこ 630

一迅社 25 お狐様の異類婚姻譚（１） いなる/糸森環ほか 640 少年画報 1 メンタルモデル・リサーチ（２）（完） 一葵さやか 650 彗星社発 18 セフレに恋してなぜ悪い（１） 綿瀬花 980 ハーパー 11 恋の方程式 荻丸雅子/ジョー・リー 600 芳文社 12 デスサイズぷるるん（２） さふぁ太 630

一迅社 25 人外さんの嫁（10） 八坂アキヲ/相川有 640 少年画報 1 ねこぱんち厳選読破　二〇二〇 アンソロジー 590 彗星社発 18 甘い懲罰～私は看守専用ペット（８） いづみ翔 680 ハーパー 11 恋はつむじ風のように 一重夕子/ナターシャ・オ 600 芳文社 16 村祀り（11） 木口銀/山口譲司 620

一迅社 25 神クズ☆アイドル（３） いそふらぼん肘樹 680 少年画報 8 キラキラ（１） レノＴＳ 650 彗星社発 18 寝たふりしても、無駄だから～姉の彼氏が私をとやま十成 680 ハーパー 11 たどりついた愛 冬木るりか/マーガレット 600 芳文社 16 まどろみバーメイド（７） 早川パオ 620

一迅社 25 女子力高めな獅子原くん（１） 相舞みー 720 少年画報 8 団地っ子はらぺこだより（１） 鷲尾美枝 690 彗星社発 18 新人アダルトライターの調査報告～クリクリし 玄野さわ 680 ハーパー 11 服従の甘い口づけ 星野正美/マヤ・ブレイク 600 芳文社 16 妻、小学生になる。（５） 村田椰融 620

一迅社 25 魔王の人事（１） 紅村岬 720 少年画報 10 魔女ノ湯（１） 堀博昭 650 彗星社発 18 佐久間くんと多喜くん、結婚するらしいよ 七緒 680 ハーパー 11 二人で暮らせば はやさかあみい/ジェシカ 600 芳文社 16 彼女ガチャ（３） 吉宗 620

一迅社 25 冷酷子爵がHな調教はじめます。アンソロジーアンソロジー 790 少年画報 10 弁天橋南商店街女子プロレス！！（２）（完） タカスギコウ 690 彗星社発 18 ぜんぶ脱がなくたって、エッチはできる。（２） イチノセシヲ 680 ハーパー 11 魔法のとけたシンデレラ たむら純子/メリッサ・マク 600 芳文社 16 の、ような。（３） 麻生海 620

一迅社 26 終末世界百合アンソロジー アンソロジー 900 少年画報 10 もっとドツボの地味子ちゃん 吉沢雅 690 アルファ 26 ゲート　自衛隊　彼の地にて、斯く戦えり（17） 竿尾悟/柳内たくみ 700 ハーパー 17 社長と上司とシンデレラ 冴島ユカ子 600 芳文社 16 つぐなう肌（２） 村生ミオ/優斗 620

一迅社 26 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に 　  アンソロジー 780 少年画報 15 ねこぱんち　木かげ猫号 アンソロジー 498 アルファ 26 さようなら竜生、こんにちは人生（５） くろの/永島ひろあき 680 ハーパー 17 これって残業ですか？仮彼氏はモテ上司 伊藤えみ李 600 芳文社 16 元カノの弟が可愛いって話（１） てぃーろんたろん 620

一迅社 27 今日、小柴葵に会えたら。（２） フライ/竹岡葉月 620 少年画報 15 魔法使いだった猫（３）（完） みかみふみ 690 アルファ 26 パール＆ヴァイス（１） 平一加 680 ハーパー 19 偏愛ラブアンドヘイト～俺は運命の番じゃない龍華哲 750 芳文社 26 紡ぐ乙女と大正の月（１） ちうね 850

一迅社 27 今どきの若いモンは（３）新装版 吉谷光平 680 少年画報 22 ドンケツ　第2章（３） たーし 650 アルファ 26 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める（ 浅川圭司/謙虚なサーク 680 ハーパー 19 きまじめ御曹司と身代わり婚約者（１） 貴一みや/桔梗楓 630 芳文社 26 トールさんの通り道（１） 猫月 850

一迅社 27 今どきの若いモンは（４） 吉谷光平 680 少年画報 22 爆音列島（７） 髙橋ツトム 880 アルファ 26 装備製作系チートで異世界を自由に生きてい満月シオン/ｔｅｒａ 680 白泉社 5 夏目友人帳（25） 緑川ゆき 450 芳文社 26 マギアレコード　魔法少女まどか☆マギカ外伝　Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/まん 3000

一迅社 27 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた（脊髄引き抜きの刑 620 少年画報 22 ボスとヤス（１） さいのすけ 650 アルファ 26 転生王子はダラけたい（３） 堀代ししゃも/朝比奈和 680 白泉社 5 ニャンコ先生が行く！（５）（完） カネチクヂュンコ/緑川ゆ 580 ホビージ 27 ウォルテニア戦記（６） 八木ゆかり/保利亮太 620

一迅社 27 ダンジョンでエロいトラップにハマっちゃうアン アンソロジー 750 少年画報 30 鬼を飼う（７）（完） 吉川景都 750 アルファ 26 不遇職とバカにされましたが、実際はそれほど南条アキマサ/カタナヅキ 680 白泉社 5 図書館戦争　LOVE＆WAR 別冊編（９） 弓きいろ/有川ひろ 450 ホビージ 27 異世界料理道（４） こちも/ＥＤＡ 620

一迅社 27 憧れの女教師とイチャエロできちゃうアンソロ アンソロジー 750 新書館 1 王子の熱に溶けるまで 猫野まりこ 670 アルファ 30 メイドから母になりました（６） 月本飛鳥/夕月星夜 680 白泉社 5 マリはハッピーエンドでお願いします（３） 晴海ひつじ 450 ホビージ 27 槍使いと、黒猫。（２） たくま朋正/健康 620

一迅社 30 ひとりじめマイヒーロー（10） ありいめめこ 680 新書館 1 業務上過失ポルノ 長与エリ子 690 アルファ 30 私がアンデッド城でコックになった理由（２） 五月紅葉/山石コウ 680 白泉社 5 犬の哭く村（２）（完） 黒川こまち 450 マイクロ 16 三つ目がわらう 石田敦子/手塚治虫 700

一迅社 30 立花館To Lieあんぐる（９） ｍｅｒｒｙｈａｃｈｉ 680 新書館 1 俺と暴君 並榎雫 670 アルファ 30 魔界王立幼稚園ひまわり組 園太デイ/まりの 680 白泉社 5 蜜薔薇の結婚（３） 水谷京子 540 マイクロ 16 とらわれのエデン　プライム・ローズ（３） 蒼一郎/手塚治虫 630

一迅社 30 橘館Ce Lebらいふ ｍｅｒｒｙｈａｃｈｉ 680 新書館 下 僕らの奏でる物語（１） かわい千草 670 アルファ 30 落とし子と従者の物語 水花－ｓｕｉｋａ－ 680 白泉社 5 ミントチョコレート（６） 折笠まみ 450 マイクロ 16 異世界ブラック・ジャック 時丸佳久/手塚治虫 700

インテル 26 Sparkle！！ まちの丸々 691 新書館 下 八百夜（２） 那州雪絵 720 青林工藝 24 アックス（135） マイケル　オブティン　マダ 925 白泉社 5 オットに恋しちゃダメですか？（10）（完） 藤原晶 540 マイクロ 16 治虫の国のアリス 上野顕太郎/手塚治虫 700

イースト 17 日本びいきのハーフっ子と里帰り 小倉マコ/アベナオミ 1000 ジュネッ 19 やみつきセフレナーデ 赤星ジェイク 700 東京漫画 3 メイド・イン・クライシス 上田にく 670 白泉社 19 高嶺と花（17） 師走ゆき 450 マイクロ 30 転生したらスライムだった件　～魔物の国の歩岡霧硝/伏瀬 630

イースト 17 ご法度ロマンス！（仮） えのき五浪 680 新潮社 9 東京トイボクシーズ（１） うめ 620 東京漫画 17 bros. トビワシオ 670 白泉社 19 恋に無駄口（２） 福山リョウコ 450 マイクロ 30 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念 　  滝乃大祐/一色一凛 630

エンジェ 17 （成）服従女教師 かねことしあき 1000 新潮社 9 でっちあげ（１） 田近康平/福田ますみ 620 アース・ス 12 ケモナー勇者を落としたい！（２）（完） ぶしやま/来海きこ 600 白泉社 19 コレットは死ぬことにした（16） 幸村アルト 450 マイクロ 30 復讐完遂者の人生二周目異世界譚　THE COサイトウミチ/御鷹穂積 630

エンジェ 17 （成）普通の女が発情する時 石紙一 1000 新潮社 9 猥談バーで逢いましょう（１） 地球のお魚ぽんちゃん/佐 640 アース・ス 12 領民0人スタートの辺境領主様　～青のディアユンボ/風楼ほか 600 白泉社 19 ラブ・ミー・ぽんぽこ！（３） 赤瓦もどむ 450 マッグガ 10 友人キャラは大変ですか？（１） 横山コウヂ/伊達康ほか 600

エンジェ 17 （成）だぶる調教チャレンジ 亀吉いちこ 1000 新潮社 9 先輩、パンツはいてますか？（１） 西島黎 620 大洋図書 1 アダムの肋骨（２） みちのくアタミ 730 白泉社 19 あやかし世界へようこそ 赤瓦もどむ 450 マッグガ 10 ファンタジー老人ホームばるはら荘（２） 岡村アユム 600

オーバー 15 ノンケとガチの幼馴染 かおもじ 未定 新潮社 9 将棋指す獣（４）（完） 市丸いろは/左藤真通 640 大洋図書 1 4月の東京は…（下） ハル 730 白泉社 19 神祇の守り人（２）（完） さくまれん 450 マッグガ 10 わたしと先生の幻獣診療録（５）（完） 火事屋 600

オーバー 15 うちのおばあちゃんが元ヤンに狙われています星倉ハル 未定 新潮社 9 極主夫道（５） おおのこうすけ 600 竹書房 5 あいまいみー（10） ちょぼらうにょぽみ 820 白泉社 19 WジュリエットⅡ（10） 絵夢羅 450 マッグガ 10 Still Sick（３）（完） 灯 710

オーバー 15 素人なのにハメられました 秋良ろじ 未定 新潮社 9 殺彼―サツカレ―（５） 大介＋旭 600 竹書房 5 平良さんはモテたくない 佐木かやの 680 白泉社 19 Get Ready？（２） 南マキ 630 マッグガ 13 少年の痕（２） 一七八ハチ 600

オーバー 25 サラリーマンが異世界に行ったら四天王になっ村光/ベニガシラ 未定 新潮社 9 Artiste（６） さもえど太郎 640 竹書房 8 女子高生と聖職者さん（１） 財政ろろ 660 白泉社 26 当て屋の椿（16） 川下寛次 600 マッグガ 13 物理的に孤立している俺の高校生活@comic らま/森田季節ほか 600

オーバー 25 異世界迷宮の最深部を目指そう（２） 左藤圭右/割内タリサ 未定 新潮社 9 死役所（16） あずみきし 580 竹書房 12 パトラと鉄十字（２） 真鍋譲治 660 白泉社 26 ギャルごはん（10）（完） 太陽まりい 600 マッグガ 13 商人勇者は異世界を牛耳る！（２） 相模映/十一屋翠ほか 600

オーバー 25 ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった鵜吉しょう/内々けやきほ未定 実業之日中 はぐるまどらいぶ。（１）レアスキルで世界を駆かばやきだれ/紺藤けい 680 竹書房 15 ごめん…本気で抱いてもいい？～絶倫同期とａｙａｎｏ 650 白泉社 26 ふたりエッチ（81） 克・亜樹 600 マッグガ 13 ガベージブレイブ　異世界に召喚され捨てられ木梨はるか/なんじゃもん 600

オーバー 25 剥かせて！竜ケ崎さん（２） 一智和智 未定 実業之日中 すいんぐ！！（１） 佐倉おりこ 680 竹書房 15 ごめん…本気で抱いてもいい？～絶倫同期とａｙａｎｏ 650 白泉社 26 数学ゴールデン（１） 藏丸竜彦 650 マッグガ 15 大正折リ紙少年（１） 夏乃あゆみ/荒居蘭 600

オーバー 25 魔王様の街づくり！　～最強のダンジョンは近吉川英朗/月夜涙 未定 実業之日中 バベルの設計士（上） 芦藻彬 720 竹書房 17 えっちは週7希望ですっ！ ぺそ太郎 660 白泉社 26 そのへんのアクタ（１） 稲井カオル 650 マッグガ 15 似た者どうしの 菅辺吾郎 650

オークラ 27 酔った羊はオオカミを襲う 桜井りょう 709 小学館ク 5 アトム　ザ・ビギニング（12） 手塚治虫/ゆうきまさみほ 630 竹書房 17 ちぃちゃんのおしながき（16） 大井昌和 750 白泉社 26 獣国のパナギア（１） メイジメロウ 650 メディアッ 19 （成）オトコのコHEAVEN 濡れたニーハイ（ベタアンソロジー 1300

宙出版 17 新婚生活アンソロジー（仮） アンソロジー 680 小学館ク 5 仮面ライダークウガ（14） 石ノ森章太郎/井上敏樹 630 竹書房 17 そのアパート、座敷童子付き物件につき…（３ 小夏ゆーた 750 白泉社 26 テンタクル（１） 岡村星 650 メディアッ 26 （成）絶頂（ベタハート）孕ませおっぱい えれ２エアロ 1100

宙出版 17 再会恋愛アンソロジー（仮） アンソロジー 680 小学館ク 15 今日から未来（１） 吉富昭仁 650 竹書房 17 ラブクオリア 多摩緒べべ 750 白泉社 26 メシアの鉄槌（３）（完） あみだむく 650 メディアッ 26 （成）畜生腹 オイスター 1100

宙出版 17 悪役令嬢は腹黒CEOから逃げ出したい！（１）絢瀬マコト 680 小学館ク 15 神絵師JKとOL腐女子（２） さと 650 竹書房 20 ブルータル　殺人警察官の告白（２） 古賀慶/伊澤了 600 白泉社 26 異世界転職アンデッドワークス（１） 中島こうき 650 楽楽出版 5 （成）痴女医葵ハルカの診療室 御堂つかさ 1000

宙出版 17 移住、古民家、セフレ付き！？（４） 藤那トムヲ 680 ジーウォ 26 （成）欲情ボーダーライン 岡田正尚 1000 竹書房 22 底辺勇者だけど最強パーティのモテ主人公やアオダ 620 白泉社 26 大奥（18） よしながふみ 680 楽楽出版 5 （成）Shemale パラダイス！ Ａｍａｎｏｊａ９ 1000

宙出版 17 大江山酔夢譚（上）（仮） フォクシーズ 680 ジーウォ 26 （成）ウサこさんは奥まで注がれたい 幕ノ内助六 1000 竹書房 25 幸福は不幸の種（上） 阪口ナオミ/深志美由紀 680 白泉社 30 楽園　Le Paradis（33） 蒼樹うめ/中村明日美子 880 リイド社 10 7年目の純愛 藤谷陽子 680

宙出版 17 大江山酔夢譚（下）（仮） フォクシーズ 680 ジーウォ 26 いとこのお兄さんと、ぼく 中井 727 竹書房 25 幸福は不幸の種（中） 阪口ナオミ/深志美由紀 680 ヒット出版 16 （成）人妻だって恋したい（シロハート）生ハメで堺はまち 1000 リイド社 10 一条かれんは誘惑する 藤谷陽子 690

宙出版 20 伯爵の黄金の薔薇～薔薇物語～ 神奈アズミ 630 祥伝社 8 ビューティフル・エブリデイ（２） 志村貴子 920 竹書房 25 幸福は不幸の種（下） 阪口ナオミ/深志美由紀 680 ヒット出版 16 （成）ちょうどいいぐあいでポルノ 西畑けい 1000 リイド社 12 姉の友人 ばったん 750

宙出版 20 侯爵は妖精に恋をする～薔薇物語～ 神奈アズミ 630 祥伝社 8 ヒトよ　ヒトよに　人見頃。 桧村タキ 920 竹書房 25 性行為を前提としたお誘いですか？～肉食ナ愛染マナ 620 ヒット出版 30 （成）集団痴漢電車 おおとりりゅうじ 1000 リイド社 17 児玉まりあ文学集成（２） 三島芳浩 680

宙出版 20 CEOと一夜だけのシンデレラ 日高七緒 630 祥伝社 8 10歳下の彼だけど（２） 佐原ナギ 680 竹書房 25 自閉症くんのトテトテ小学生生活 ｍｏｒｏ 1100 双葉社 12 異世界ヤンキー八王子（１） 奥嶋ひろまさ 620 リイド社 17 かしこくて勇気ある子ども 山本美希 1800

宙出版 20 花嫁は星降る夜に抱かれて しげまつ貴子 630 祥伝社 8 たぶん出会わなければよかった　嘘つきな君 鳥島灰人/佐藤青南ほか 680 竹書房 26 強制レンアイ（３） こじまたけし 660 双葉社 12 弧を描く（２） 木下聡志/岩井良樹 620 リイド社 27 剣客商売（37） 大島やすいち/池波正太 600

宙出版 20 最初のダンスは伯爵と 夏見咲帆 630 祥伝社 8 婚姻届に判を捺しただけですが（５） 有生青春 920 竹書房 26 強制レンアイ（４）（完） こじまたけし 660 双葉社 12 ピーター・グリルと賢者の時間（６） 檜山大輔 620 リイド社 27 ワイド版　鬼平犯科帳（57） さいとう・たかを/池波正太 680

宙出版 20 女王様の騎士と裏切りの王 佐々木みすず 630 祥伝社 25 onBLUE（47） アンソロジー 909 竹書房 26 神童セフィリアの下剋上プログラム（３） 唐辛子ひでゆ/足高たか 660 双葉社 12 あつあつふーふー（３）（完） 佐藤両々 780 リイド社 30 ゴルゴ13（160）日・ASEAN会議 さいとう・たかを 580

宙出版 25 ボクのNTRRPGアンソロジーコミック（２） アンソロジー 750 祥伝社 25 スニーキーレッド（３） たなと 680 竹書房 26 じょりく！（５） 活火秀人 630 双葉社 15 異世界で　上前はねて　生きていく～再生魔法こばみそ/岸若まみず 620 リイド社 30 戦国機甲伝　クニトリ（２）（完） あさりよしとお 650

宙出版 25 悪役令嬢の流儀、教えてご覧にいれますわ！　アンソロジー 750 祥伝社 25 ブルーム・ブラザーズ（１） 志村貴子 680 竹書房 26 どうやらボクの花嫁は女騎士団なようで。（１）のり伍郎 660 双葉社 15 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔雪月佳/ｋｔ６０ 620 リブレ 10 抱かれたい男1位に脅されています。（７） 桜日梯子 659

宙出版 25 男の娘風俗で女の子みたいにイカされちゃうアアンソロジー 750 祥伝社 25 ちっぱい彼女と美人彼氏（４） ｎｅｃｏ 580 竹書房 26 ぼっち転生記（１） ファースト/伊藤いーとほ 660 双葉社 15 パーティーから追放されたその治癒師、実は最鳴海みわ/影茸 620 リブレ 10 子持ちΩと彼とカレ ヤマヲミ 659

宙出版 27 新装版　パパとお兄ちゃんと私 田中琳 680 心交社 16 親愛なるジーンへ（１） 吾妻香夜 680 竹書房 26 舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん。（１） 秋津貴央 660 双葉社 15 箱庭の薬術師　神様に愛され女子の異世界生ふじもとまめ/ぷにちゃん 620 リブレ 10 サイケデリック・ベイビー 湯煎温子 659

宙出版 27 禁断アンソロジー（仮） アンソロジー 680 スコラマガ 30 （成）TEMPTATION（仮） Ｃｕｖｉｅ 1000 竹書房 27 しょうもないのうりょく（１） 高野雀 750 双葉社 17 心のイタリアごはん（４） 野崎ふみこ 690 リブレ 10 孕むアルファ擬態するオメガ 宝井さき/水壬楓子 659

宙出版 27 和服男子アンソロジー（仮） アンソロジー 680 スコラマガ 30 （成）0.01mmの誘惑（仮） 亜美寿真 1000 竹書房 27 がーでん姉妹（７）（完） 竹本泉 820 双葉社 17 グランマの憂鬱（７） 高口里純 690 リブレ 10 春を抱いていたALIVE（６） 新田祐克 709

宙出版 27 お金持ち彼氏のゴージャスな溺愛 アンソロジー 680 スクウェア 12 教国のレクエルド（２）（完） もち 600 竹書房 27 めんつゆひとり飯（３） 瀬戸口みづき 750 双葉社 17 オオカミ王子の言うとおり（10） 上森優/ももしろ 600 リブレ 20 ミスター様には泣かされない オカカ 659

宙出版 27 新装版　夜間水泳部にようこそ 山口ねね 694 スクウェア 12 魔女らば魔女れば（２） 桜井亜都 600 竹書房 27 恋愛感情のまるでない幼馴染漫画（３） 渡井亘 750 双葉社 17 ソロ活！（３）（完） なつみ理奈 620 リブレ 23 FAKE MOTION ―卓球の王将―　エビ高卓球九重ヤエ/おでんがんも 630

笠倉出版 25 きみは夜に嘘を吐く（仮） 麦生まいこ 700 スクウェア 12 魔女らば魔女れば（３）（完） 桜井亜都 600 竹書房 27 びわっこ自転車旅行記　北海道→東北編 大塚志郎 850 双葉社 26 メイコの遊び場（３）（完） 岡田索雲 620 道玄坂書 19 幼馴染みというだけでは（上） 里美ゆえ 636

笠倉出版 25 さっさとオレにアレ見せな（仮） 垣崎にま 700 スクウェア 12 死ぬときはまばゆく（３） 小鳥游ミズキ 600 竹書房 30 アスモデウスはあきらめない（７） 勇人 660 双葉社 26 ライジングサンR（５） 藤原さとし 620 道玄坂書 19 幼馴染みというだけでは（下） 里美ゆえ 636

海王社 10 ただいま、ほろ酔い。 縁々 670 スクウェア 12 おじさまと猫（５） 桜井海 818 竹書房 30 Qpano early summer 2020 はらだほか 890 双葉社 26 桐谷さん　ちょっそれ食うんすか！？（９） ぽんとごたんだ 620 道玄坂書 19 （成）優等生にセックスなんか教えるんじゃなか藤村まりな 664

海王社 10 アンダースキン 有木映子 680 スクウェア 12 ながされて藍蘭島（34） 藤代健 445 大都社 12 溺愛社長は元ヤンで絶倫　～これから処女を 新薫 650 双葉社 26 泪～泣きむしの殺し屋～（４） 環望 670 ワニマガ 17 （成）したくてしたくて いーむす・アキ 1000

海王社 10 下から数えて最高にスキ-Returns- 加藤スス 670 スクウェア 12 リリReカスタマイズ　モデラーも異世界では錬 藤代健 600 大都社 12 絶倫弁護士の夜の顔　～ご利用は計画的に～真黒皇子/Ｋｏｇｕｒｅ 650 双葉社 30 異世界召喚は二度目です（４） 嵐山/岸本和葉 620 ワニマガ 17 （成）だむ作品集 だむ 1000

海王社 10 ここからはオフレコで 早寝電灯 670 スクウェア 12 とある魔術の禁書目録（24） 鎌池和馬/近木野中哉 445 大都社 12 感じてるのバレバレだよ？後輩クンと28歳こじ神室リツコ 650 双葉社 30 二の打ち要らずの神滅聖女　～五千年後に目高田慎一郎/藤孝剛志 620 ワニマガ 30 （成）もず作品集 もず 1000

海王社 10 ヤリたい盛りの俺たちは ツルギモモコ 650 スクウェア 12 魔女の下僕と魔王のツノ（12） もち 618 大都社 12 淫らな龍に溺れる花　～ヤクザとエリートに奪相田早智子 650 双葉社 30 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強樽戸アキ/しょぼんぬ 620 ワニマガ 30 （成）とろとろにシてあげる 六角八十助 1000

海王社 10 ノットフラット 国谷キノ 670 スクウェア 12 英雄教室（９） 新木伸/岸田こあら 600 大都社 25 冷徹上司はランジェリーに包まれる ミツハシトモ 700 双葉社 30 魔王様、リトライ！R（１） 身ノ丈あまる/神埼黒音 620 ワニマガ 30 （成）雛咲葉作品集 雛咲葉 1000

キルタイ 4 六畳一魔（１） 鹿島初 630 スクウェア 12 魔法陣グルグル2（13） 衛藤ヒロユキ 600 大都社 25 赤髪の将軍と反逆の王 加森葉子 700 二見書房 24 オオカミパパに溺愛されています にかわ柚生/かわい恋 680 ワニマガ 30 （成）おかえり 雲呑めお 1000

キルタイ 17 魔王様の淫恋エンカウント サクラジャム 700 スクウェア 12 幻想グルメ（７）（完） 天那光汰/おつじ 600 大都社 25 2200年ねこの国ニッポン 猫葉りて 800 文苑堂 30 （成）ごめんね…今日は、帰れない。 ミナトイトヤ 1100 ワニブッ 25 流香魔魅の杞憂（４）（完） 奥瀬サキ 700

キルタイ 26 姫騎士がクラスメート！　THE COMIC（４） ＮＯ．ゴメス/ＥＫＺ 630 スクウェア 12 魔物たちは片付けられない（４）（完） 高野裕也 600



２０２０年　６月発売　文庫 （発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）
出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ書名 著者 予価

朝日新聞出版朝日文庫 5 戦場で書く　火野葦平のふたつの戦場 渡辺考 1100 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 チアーズ！（６） 赤松中学/こぶいち 未定 光文社 光文社文庫 10 新酒番船 佐伯泰英 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 聖刻1092神樹　壱 千葉暁 800 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 緋弾のアリア（33） 赤松中学/こぶいち 未定 光文社 光文社文庫 10 ドンナ　ビアンカ 誉田哲也 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 聖刻1092神樹　弐 千葉暁 640 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 四大英雄の転生者　待ち続けていた最強の恋人秋月煌介 未定 光文社 光文社文庫 10 名作万華鏡　芥川編（仮） 小林泰三 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 相模原障害者殺傷事件（仮） 朝日新聞取材班 780 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 僕のカノジョ先生（７） 鏡遊/おりょう 未定 光文社 光文社文庫 10 出張料理人ぶたぶた（仮） 矢崎存美 未定

岩波書店 岩波文庫 17 次郎物語（２） 下村湖人 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ぼくたちのリメイク　Ver.β（２） 木緒なち/えれっと 未定 光文社 光文社文庫 10 名探偵は嘘をつかない 阿津川辰海 未定

岩波書店 岩波文庫 17 対訳　ランボー詩集　フランス詩人選（１） 中地義和 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい（３） 芝村裕吏/片桐雛太 未定 光文社 光文社文庫 10 彼女たちの事情　増補版（仮） 新津きよみ 未定

岩波書店 岩波文庫 17 西田幾多郎講演集 田中裕 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 宮本サクラが可愛いだけの小説。（４） 鈴木大輔/ｒｕｒｕｄｏ 未定 光文社 光文社文庫 10 黒幕　強請屋稼業 南英男 未定

岩波書店 岩波文庫 17 真夜中の子供たち（下） サルマン・ラシュディ/寺門泰未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。（２）　先輩、ふ涼暮皐/あやみ 未定 光文社 光文社文庫 10 シンポ教授の生活とミステリー 新保博久 未定

岩波書店 岩波現代文庫 17 近代家族の成立と終焉　新版 上野千鶴子 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 わたしの知らない、先輩の100コのこと（３） 兎谷あおい/ふーみ 未定 光文社 光文社文庫 10 白馬山荘殺人事件　新装版 東野圭吾 未定

岩波書店 岩波現代文庫 17 上方落語ノート（４） 桂米朝 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 Re：ゼロから始める異世界生活（23） 長月達平/大塚真一郎 未定 光文社 光文社文庫 10 秋霜の撃　決定版　勘定吟味役異聞（３） 上田秀人 未定

岩波書店 岩波現代文庫 17 遠い声　管野須賀子 瀬戸内寂聴 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 探偵はもう、死んでいる。（３） 二語十/うみぼうず 未定 光文社 光文社文庫 10 兄妹氷雨　決定版　研ぎ師人情始末（５） 稲葉稔 未定

岩波書店 岩波現代文庫 17 101年目の孤独　希望の場所を求めて 高橋源一郎 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 明けない夜のフラグメンツ（仮） 青海野灰 未定 光文社 光文社文庫 10 炎の牙　決定版　八丁堀つむじ風（６） 和久田正明 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました 佐槻奏多/笹原亜美 638 KADOKAWA メディアワークス文 25 記憶のその先で、キミに会えたなら 佐織えり 未定 光文社 光文社文庫 10 最後の夜　大江戸木戸番始末（13）（仮） 喜安幸夫 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢（仮） 紫月恵里/椎名咲月 638 KADOKAWA メディアワークス文 25 おやすみの神様 鈴森丹子 未定 光文社 光文社文庫 10 駆ける百合　上絵師　律の似面絵帖（仮） 知野みさき 未定

一迅社 メリッサ文庫 27 花は淫獄へ堕ちずにすむか―転生脇役の奮闘―永久めぐる/天路ゆうつづ 660 KADOKAWA メディアワークス文 25 西由比ヶ浜駅の神様 村瀬健 未定 光文社 光文社文庫 10 吟味方与力・望月城之進（仮） 小杉健治 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 3 断罪者の恋一輪（仮） 斉河燈/芦原モカ 700 KADOKAWA ファミ通文庫 30 捨て猫勇者を世界最強のヒロインに育てよう　～いかぽん/有河サトル 未定 光文社 光文社文庫 10 俤斬り　若鷹武芸帖（仮） 岡本さとる 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 3 狡猾な被虐愛（仮） 葉月エリカ/藤浪まり 700 KADOKAWA ファミ通文庫 30 『外科室』の一途 野村美月/竹岡美穂 未定 光文社 光文社古典新訳文 10 ほら吹き男爵の冒険 ビュルガー/酒寄進一 未定

イースト・プレス文庫ぎんが堂 10 怖すぎる実話怪談　禁忌の章（仮） 結城伸夫＋逢魔プロジェクト 700 KADOKAWA ファミ通文庫 30 最強の幼女の育て方（仮） 日の原裕光 未定 光文社 光文社古典新訳文 10 消えた心臓／マグヌス伯爵　好古家の怪談集 Ｍ・Ｒ・ジェイムズ/南條竹則 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 二十世紀の平和論者水野広徳海軍大佐 曽我部泰三郎 880 KADOKAWA ファミ通文庫 30 ポーション成り上がり。　～楽に簡単に稼げるス 未定/みこ 未定 光文社 光文社知恵の森文 10 すごい時代劇ベスト150 春日太一 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 海軍攻撃機隊 高岡迪ほか 920 河出書房新社 河出文庫 4 改訂完全版　毒を売る女 島田荘司 880 光文社 光文社知恵の森文 10 知っていれば一目置かれる「日本の名作」あらす造事務所 未定

潮書房光人新産経ＮＦ文庫 下 立憲君主　昭和天皇（下） 川瀬弘至 920 河出書房新社 河出文庫 4 直感力を高める　数学脳のつくりかた バーバラ・オークリー/沼尻由 980 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 若殿はつらいよ　淫殺　逆葵凶獣団（11） 鳴海丈 650

潮出版社 潮文庫 5 さち子のお助けごはん 山口恵以子 670 河出書房新社 河出文庫 4 樺美智子　安保闘争に倒れた東大生 江刺昭子 980 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 秀頼出陣！　異戦大坂の陣（２） 中里融司 650

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クラじゃき/ｆａｍｅ 未定 河出書房新社 河出文庫 4 日航123便　墜落の新事実　目撃証言から真相に青山透子 800 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 新地奉行　太田太田太（２） 山田剛 650

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 弱小ソシャゲ部の僕らが神ゲーを作るまで（２） 紙木織々/日向あずり 未定 河出書房新社 河出文庫 4 おばんざい　春と夏 大村しげ/秋山十三子ほか 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 秘剣の名医（６）蘭方検死医　沢村伊織 永井義男 650

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 トラック受け止め異世界転生ッ！熱血武闘派高校しもっち/レルシー 未定 河出書房新社 河出文庫 4 おばんざい　秋と冬 大村しげ/秋山十三子ほか 720 コスミック出版 コスミック告白文庫 16 近親相姦 白書編集部 650

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠を 鬼影スパナ/よう太 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 どうして？　人体のヘンな法則（仮） 博学こだわり倶楽部 720 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 強撃の群龍（５） 横山信義 650

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 異世界迷宮の最深部を目指そう（14） 割内タリサ/鵜飼沙樹 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 10 1日10分　〈特選〉大人の脳活性ドリル（仮） 児玉光雄 720 コスミック出版 コスミック文庫 16 暴挙　闇裁き（４） 南英男 650

オークラ出版 プリズム文庫 23 奪われた記憶で愛を誓う　魂管理局シリーズ 髙月まつり/小禄 655 河出書房新社 河出文庫 23 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 630 コスミック出版 コスミック文庫α 19 大家族四男（７）　兎田士郎の不思議なテディベア日向唯稀 650

KADOKAWA ジュエル文庫 1 ケダモノ皇帝の子作り宣言！　陛下の愛が重す 宇佐川ゆかり/椎名咲月 680 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 最果ての街 西村健 800 コスミック出版 コスミック文庫α 19 レストランかのん（３）異世界店でお待ちしてます一文字鈴 650

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 異世界に救世主として喚ばれましたが、アラサー和泉杏花/桜田霊子 690 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 菓子屋横丁月光荘　文鳥の宿 ほしおさなえ 680 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 10 俺さま作家に書かせるのがお仕事です！ あさぎ千夜春 660

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします（２） 浜千鳥/八美☆わん 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 童の神 今村翔吾 680 三交社 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 10 ご飯のお友（仮） 日向唯稀 680

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 「職業：事務」の異世界転職！　～冴えない推し ゆちば/藤松盟 660 角川春樹事務所時代小説文庫 15 あんの青春　春を待つ頃　お勝手のあん（２） 柴田よしき 680 三交社 ラルーナ文庫 20 熱砂のロイヤルアルファと孤高のつがい ゆりの菜櫻 680

KADOKAWA ルビー文庫 1 αの花嫁 天野かづき/陸裕千景子 640 角川春樹事務所時代小説文庫 15 剣鬼と盗賊　剣客同心親子舟（７） 鳥羽亮 640 三交社 ラルーナ文庫 20 刑事にキケンな横恋慕 高月紅葉 700

KADOKAWA ルビー文庫 1 君と狸と幸せごはん 久我有加/カワイチハル 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 料理人季蔵捕物控（39） 和田はつ子 620 メディアソフト発行ガブリエラ文庫プラ 25 激甘CEOと子育てロマンス（仮） 水島忍 685

KADOKAWA 電撃文庫 10 ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなので一日三五十嵐雄策/はねこと 未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 26 離れ小島は桃源郷（仮） 北條拓人/阿呆宮 718 メディアソフト発行ガブリエラ文庫プラ 25 契約離婚　離婚届は恋のはじまり（仮） 麻生ミカリ 685

KADOKAWA 電撃文庫 10 とある魔術の禁書目録　外典書庫（１） 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 水上博物館アケローンの夜 蒼月海里 未定 サンマーク出版 サンマーク文庫 30 自律神経の名医が教える健康の正体 小林弘幸 800

KADOKAWA 電撃文庫 10 錆喰いビスコ（６）　奇跡のファイナルカット 瘤久保慎司/赤岸Ｋ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 コンサバター　大英博物館の天才修復士 一色さゆり 未定 彩図社 彩図社文庫 中 図解　いちばんやさしい古事記の本 沢辺有司 682

KADOKAWA 電撃文庫 10 昔勇者で今は骨（５）　東国月光堕天仙骨無幻抜佐伯庸介/白狼 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 ヒトガタさま 椙本孝思 未定 彩図社 彩図社文庫 中 革命家100の言葉 山口智司 664

KADOKAWA 電撃文庫 10 声優ラジオのウラオモテ（２）　夕陽とやすみは諦二月公/さばみぞれ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 ほんとはかわいくないフィンランド 芹澤桂 未定 集英社 集英社文庫コミック 18 PEACE MAKER（３） 皆川亮二 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（４） 二丸修一/しぐれうい 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 才能の正体 坪田信貴 未定 集英社 集英社文庫コミック 18 PEACE MAKER（４） 皆川亮二 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 マッド・バレット・アンダーグラウンド（４） 野宮有/マシマサキ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 令嬢弁護士桜子（２） 鳴神響一 未定 集英社 集英社文庫 19 琥珀の夢　小説　鳥井信治郎（上） 伊集院静 740

KADOKAWA 電撃文庫 10 俺の妹がこんなに可愛いわけがない（14）　あや伏見つかさ/かんざきひろ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 秀吉の活 木下昌輝 未定 集英社 集英社文庫 19 琥珀の夢　小説　鳥井信治郎（下） 伊集院静 800

KADOKAWA 電撃文庫 10 女子高生同士がまた恋に落ちるかもしれない話杜奏みなや 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 かえり花　お江戸甘味処　谷中はつねや 倉阪鬼一郎 未定 集英社 集英社文庫 19 ありふれた祈り　おいしいコーヒーのいれ方　Se  村山由佳 580

KADOKAWA 電撃文庫 10 俺を好きなのはお前だけかよ（14） 駱駝/ブリキ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 義賊・神田小僧（２） 小杉健治 未定 集英社 集英社文庫 19 じごくゆきっ 桜庭一樹 690

KADOKAWA 電撃文庫 10 可愛いかがわしいお前だけが僕のことをわかっ 鹿路けりま/にゅむ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 弟切草　小烏神社奇譚 篠綾子 未定 集英社 集英社文庫 19 宅飲み探偵のかごんま交友録 冨森駿 620

KADOKAWA 角川文庫 12 吹部！　第二楽章 赤澤竜也 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 飛猿彦次人情噺（３） 鳥羽亮 未定 集英社 集英社文庫 19 よまにゃ自由帳 集英社文庫編集部 500

KADOKAWA 角川文庫 12 彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原ナオト/新井陽次郎 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 潮騒はるか 葉室麟 未定 集英社 集英社文庫 19 人形たちの白昼夢 千早茜 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 政界ヤクザ 一橋文哉 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 11 頂上至極 村木嵐 未定 集英社 集英社文庫 19 眠狂四郎虚無日誌（上） 柴田錬三郎 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 少女は夜を綴らない 逸木裕 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 恋する魔王 愁堂れな/蓮川愛 630 集英社 集英社文庫 19 眠狂四郎虚無日誌（下） 柴田錬三郎 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 大富豪と新米シェフの幸せ恋旅行 伊郷ルウ/陵クミコ 630 集英社 集英社文庫 19 時代小説　ザ・ベスト2020（仮） 日本文藝家協会 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 宮廷神官物語（11） 榎田ユウリ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 人狼彼氏と愛の蜜 西門/金ひかる 630 集英社 集英社文庫 19 バンチョ高校クイズ研（仮） 蓮見恭子 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 ゴーストハント（１）　旧校舎怪談 小野不由美 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 5 フェロモン探偵　アイドルを追え！ 丸木文華/相葉キョウコ 750 集英社 集英社文庫 19 ミス・吸血鬼に幸いあれ 赤川次郎 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 ゴーストハント（２）　人形の檻 小野不由美 未定 講談社 講談社学術文庫 11 憲法問題 恒藤恭 920 集英社 集英社オレンジ文 19 映画ノベライズ　とんかつDJアゲ太郎（仮） 折輝真透/イーピャオほか 560

KADOKAWA 角川文庫 12 肉弾 河崎秋子 未定 講談社 講談社学術文庫 11 日本の庶民仏教 五来重 1110 集英社 集英社オレンジ文 19 宝石商リチャード氏の謎鑑定　久遠の琥珀（仮） 辻村七子/雪広うたこ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 鶏小説集 坂木司 未定 講談社 講談社学術文庫 11 武士の町　大坂 藪田貫 1000 集英社 集英社オレンジ文 19 ゆきうさぎのお品書き　あらたな季節の店開き（仮小湊悠貴/イシヤマアズサ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 恐るべき子供たち ジャン・コクトー/東郷青児 未定 講談社 講談社学術文庫 11 ミシェル・フーコー　［増補改訂］ 内田隆三 1150 集英社 集英社オレンジ文 19 平安あや解き草紙～その女人達、ひとかたなら 小田菜摘/シライシユウコ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 青くて痛くて脆い 住野よる 680 講談社 講談社学術文庫 11 ローマの哲人　セネカの言葉 中野孝次 1000 集英社 集英社オレンジ文 19 谷中びんづめカフェ竹善（３）降っても晴れても梅竹岡葉月/勝田文 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 あかん男 田辺聖子 未定 講談社 講談社文庫 11 老侍 吉川永青 700 集英社 集英社オレンジ文 19 実写映画ノベライズ　思い、思われ、ふりふられ 阿部暁子/咲坂伊緒 580

KADOKAWA 角川文庫 12 ドリトル先生の郵便局 ヒュー・ロフティング/河合祥 未定 講談社 講談社文庫 11 歴史劇画　大宰相（８）大平正芳の決断 さいとう・たかを/戸川猪佐武 940 集英社 集英社オレンジ文 19 後宮染華伝　黒の罪妃と紫の寵妃（仮） はるおかりの/Ｓａｙ－ＨＡＮａ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング/河合祥 未定 講談社 講談社文庫 11 南柯の夢　鬼籍通覧 椹野道流 740 集英社 ダッシュエックス文 25 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみた森田季節/４７ＡｇＤｒａｇｏｎ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 その孤島の名は、虚 古野まほろ 未定 講談社 講談社文庫 11 月の都　海の果て 中村ふみ/六七質 650 集英社 ダッシュエックス文 25 カンピオーネ！　ロード・オブ・レルムズ 丈月城/ＢＵＮＢＵＮ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 トリガー（上） 真山仁 未定 講談社 講談社文庫 11 地検のS 伊兼源太郎 780 集英社 ダッシュエックス文 25 元勇者は静かに暮らしたい（２） こうじ/鍋島テツヒロ 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 トリガー（下） 真山仁 未定 講談社 講談社文庫 11 掟上今日子の退職願 西尾維新 660 集英社 ダッシュエックス文 25 竜馬がくる 春日みかげ/森沢晴行 未定

KADOKAWA 角川文庫 12 縄文人に相談だ 未定 未定 講談社 講談社文庫 11 東野圭吾公式ガイド 東野圭吾作家生活３５周年祭640 小学館 小学館文庫 5 こちら亀有幽霊相談所…ではありません！ 瑞山いつき 560

KADOKAWA 角川文庫 12 あなたが心置きなく死ぬための簡単なお仕事。 未定 未定 講談社 講談社文庫 11 ウェディング・マン 日野草 660 小学館 小学館文庫 5 浅草ばけもの甘味祓い　兼業陰陽師だけれど、 江本マシメサ/漣ミサ 600

KADOKAWA 角川文庫 12 あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続 宮部みゆき 未定 講談社 講談社文庫 11 黒い結婚　白い結婚 中島京子/窪美澄ほか 720 小学館 小学館文庫 5 骨を弔う 宇佐美まこと 800

KADOKAWA 角川文庫 12 花髑髏 横溝正史 未定 講談社 講談社文庫 11 うちの旦那が甘ちゃんで（８） 神楽坂淳 610 小学館 小学館文庫 5 その手を離すのは、私 クレア・マッキントッシュ/高橋1100

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 12 日本俗信辞典　植物編 鈴木棠三 未定 講談社 講談社文庫 11 布石　百万石の留守居役（15） 上田秀人 680 小学館 小学館文庫 5 鴨川食堂もてなし 柏井壽 650

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 12 宇宙と素粒子 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 11 若君の覚悟　公家武者　信平（８） 佐々木裕一 660 小学館 小学館文庫 5 泣き終わったらごはんにしよう 武内昌美 600

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 12 仏像の秘密を読む 未定 未定 講談社 講談社文庫 11 札幌駅殺人事件 西村京太郎 720 小学館 小学館文庫 5 氷と蜜 佐久そるん 630

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 12 平野は語る 未定 未定 講談社 講談社文庫 11 警視の謀略 デボラ・クロンビー/西田佳子1000 小学館 小学館文庫 5 民警 猪瀬直樹 620

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 12 日本語をどう書くか 未定 未定 講談社 講談社文庫 11 ここは、おしまいの地 こだま 660 小学館 小学館文庫 5 勝ちたければ歴史に学べ　野村克也、知の野球野村克也 720

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 12 改訂新版　共同幻想論 吉本隆明 960 講談社 講談社文芸文庫 12 野川 古井由吉 1800 小学館 小学館文庫 5 脱藩さむらい　切り花 金子成人 640

KADOKAWA 角川ホラー文庫 12 業苦　忌まわ昔（２） 岩井志麻子 未定 小学館 小学館文庫 5 竜宮城と七夕さま 浅田次郎 580

KADOKAWA 角川ホラー文庫 12 拝み屋怪談　幽魂の蔵 郷内心瞳 未定 小学館 小学館コミック文庫 15 ガンバ！Fly high（12） 森末慎二/菊田洋之 864

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 ここは墨田区向島、お江戸博士の謎解き日和 相沢泉見/こより 660 小学館 小学館コミック文庫 15 太陽の黙示録（15） かわぐちかいじ/宮崎信二 820

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 御苑筆姫物語 喜咲冬子/アオジマイコ 未定 小学館 ガガガ文庫 18 董白伝～魔王令嬢から始める三国志～（２） 伊崎喬助 640

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 後宮妃の管理人（３）～寵臣夫婦は繋ぎとめる～しきみ彰/Ｉｚｕｍｉ 未定 小学館 ガガガ文庫 18 結婚が前提のラブコメ（２） 栗ノ原草介 600

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 こちら黒宮警備、オカルト対策班 八巻にのは/双葉はづき 未定 小学館 ガガガ文庫 18 サンタクロースを殺した。そしてキスをした 犬君雀 620

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 万葉ブックカフェの顧客録 山咲黒/細居美恵子 未定 小学館 ガガガ文庫 18 シュレーディンガーの猫探し 小林一星 620

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 紅霞後宮物語（11） 雪村花菜/桐矢隆 未定 新紀元社 ポルタ文庫 中 真夜中あやかし猫茶房（２）（仮） 椎名蓮月/冬臣 650

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 勿論、慰謝料請求いたします！（４） ｓｏｙ/ｍ／ｇ 660 新書館 ウィングス文庫 10 金星特急・番外篇　花を追う旅（仮） 嬉野君/高山しのぶ 840

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 魔王の右腕になったので原作改悪します 木村/じろあるば 680 新書館 ディアプラス文庫 10 先輩、恋していいですか 小林典雅/南月ゆう 680

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 クラスのお嬢様たちはえっちなオモチャに興味津秋月月日 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 ひと匙の恋心 可南さらさ/カワイチハル 720

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 アサシンズプライド（12）（仮） 天城ケイ/ニノモトニノ 未定 新潮社 新潮文庫 24 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人 550

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 新米錬金術師の店舗経営（４）　ちょっと困った訪いつきみずほ/ふーみ 未定 新潮社 新潮文庫 24 深夜特急（１）香港・マカオ 沢木耕太郎 550

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 さよなら異世界、またきて明日（２）　旅する轍と魔風見鶏/にもし 未定 新潮社 新潮文庫 24 深夜特急（２）マレー半島・シンガポール 沢木耕太郎 550

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 姉をさがすなら姉のなか　年上お姉さん×4との 神里大和 未定 新潮社 新潮文庫 24 ホワイトラビット 伊坂幸太郎 670

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 二人の魔王の合体呪縛（２）　魔術学園の最強魔久慈マサムネ/みやま零 未定 新潮社 新潮文庫 24 漱石を知っていますか 阿刀田高 800

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強に 　月島秀一/もきゅ 未定 新潮社 新潮文庫 24 太陽と乙女 森見登美彦 800

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強に 　月島秀一/もきゅ 3000 新潮社 新潮文庫 24 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 670

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

 

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

 

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

 

   



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

新潮社 新潮文庫 24 カレーライス　教室で出会った重松清 重松清 520 竹書房 竹書房文庫 27 蜜楽の艶肌（仮） 橘真児 660 双葉社 双葉文庫 11 十三階の神 吉川英梨 650

新潮社 新潮文庫 24 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ/高 520 宝島社 宝島社文庫 4 不連続な四つの謎　『このミステリーがすごい！ 　海堂尊/中山七里ほか 680 双葉社 双葉文庫 11 病院でちゃんとやってよ（２）（仮） 小原周子 680

新潮社 新潮文庫 24 小公子 フランシス・ホジソン・バーネ 670 宝島社 宝島社文庫 4 ガラッパの謎　引きこもり作家のミステリ取材ファ久真瀬敏也 690 双葉社 双葉文庫 11 プラチナエイジ（３） 清水有生 620

新潮社 新潮文庫 24 ケーキ王子の名推理（５）（仮） 七月隆文 590 宝島社 宝島社文庫 4 カウントダウン 真梨幸子 730 双葉社 双葉文庫 11 指令ゲームX（仮） 明利英司 580

新潮社 新潮文庫 24 奇譚蒐集録　北の大地イコンヌプ 清水朔 710 宝島社 宝島社文庫 4 3分で読める！　コーヒーブレイクに読む喫茶店 『このミステリーがすごい！』 680 双葉社 双葉文庫 11 出雲のあやかしホテルに就職します（８） 硝子町玻璃 600

実業之日本実業之日本社文庫上 文豪宮本武蔵 田中啓文 700 宝島社 宝島社文庫 4 猫のお告げは樹の下で 青山美智子 700 双葉社 双葉文庫 11 さくらい動物病院の不思議な獣医さん（５） 竹村優希 600

実業之日本実業之日本社文庫上 遠州浜松殺人奏曲　私立探偵・小仏太郎 梓林太郎 700 宝島社 このライトノベルが 10 巻き込まれて異世界転移する奴は、大抵チート 海東方舟 680 双葉社 双葉文庫 11 42歳のED男（仮） 乃坂希 660

実業之日本実業之日本社文庫上 信長・秀吉・家康　天下人の夢 津本陽/二木謙一 720 筑摩書房 ちくま文庫 12 シェイクスピア全集（32）　ジョン王 シェイクスピア/松岡和子 1000 双葉社 双葉文庫 11 銭形平次捕物控　傑作集（６）　決死冒険篇 野村胡堂 650

実業之日本実業之日本社文庫上 代理人　善場圭一の事件簿 本城雅人 720 筑摩書房 ちくま文庫 12 思索紀行（上）ぼくはこんな旅をしてきた 立花隆 900 双葉社 双葉文庫 11 新・知らぬが半兵衛手控帖（10）　再縁話 藤井邦夫 670

実業之日本実業之日本社文庫上 殺された女（仮） 草凪優 680 筑摩書房 ちくま文庫 12 思索紀行（下）ぼくはこんな旅をしてきた 立花隆 900 双葉社 双葉文庫 11 浪人奉行（９） 稲葉稔 620

実業之日本実業之日本社文庫上 花嫁をガードせよ！ 赤川次郎 620 筑摩書房 ちくま文庫 12 住みたくない家　物件ホラー　アンソロジー 朝宮運河 900 双葉社 双葉文庫 11 長屋道場騒動記（７）　迷い熊繋ぐ（仮） 芝村凉也 630

実業之日本実業之日本社文庫上 昭和男みだらララバイ（仮） 睦月影郎 620 筑摩書房 ちくま文庫 12 破壊せよ、と笑いは言った　現代マンガ選集 斎藤宣彦 800 双葉社 双葉文庫 11 三河雑兵心得（３）　足軽小頭仁義 井原忠政 620

実業之日本実業之日本社文庫上 終電の神様　台風の夜に（仮） 阿川大樹 650 筑摩書房 ちくま文庫 12 隔離の島 ル・クレジオ/中地義和 1500 双葉社 モンスター文庫 30 VRMMOで僕の妹と彼女が修羅場です（２） ファースト/なるみゆう 610

実業之日本実業之日本社文庫上 悪女列車（仮） 安達瑶 650 筑摩書房 ちくま文庫 12 必ず食える1％の人になる方法 藤原和博 780 双葉社 モンスター文庫 30 隣の席になった美少女が惚れさせようとからかっ荒三水/さばみぞれ 620

実業之日本実業之日本社文庫上 秘めゆり 花房観音 650 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 オリンピア　遺跡・祭典・競技 村川堅太郎 1000 双葉社 モンスター文庫 30 魔性の男を目指します（２） 立花/カット 600

ジーウォー紅文庫 24 美人課長の手ほどき 霧原一輝 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 イタリア絵画史 ロベルト・ロンギ/和田忠彦ほ 1500 双葉社 モンスター文庫 30 モンスターのご主人様（16） 日暮眠都/ナポ 610

ジーウォー紅文庫 24 濡れる夕日の温泉郷 葉月奏太 720 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 最初の礼砲　アメリカ独立をめぐる戦争 バーバラ・Ｗ・タックマン/大社 1700 二見書房 ハニー文庫 11 魔女の呪いは××をしないと解けません！？　 白ヶ音雪/ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ． 713

祥伝社 祥伝社文庫 12 仕事に効く教養としての「世界史」 出口治明 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 古伊万里図鑑 秦秀雄 1400 二見書房 ハニー文庫 11 王女の降嫁　～秘密の鳥と騎士団長～ さえき巴菜/氷堂れん 713

祥伝社 祥伝社文庫 12 襲大鳳（上）　羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定 中央公論新中公文庫 24 いつもの寄り道 赤川次郎 720 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 孕ませダブル調教　未亡人兄嫁と姪（仮） 霧野なぐも 705

祥伝社 祥伝社文庫 12 襲大鳳（下）　羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定 中央公論新中公文庫 24 星になれるか 生島治郎 880 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 美少女の淫らな露出遊戯（仮） 高村マルス 705

祥伝社 祥伝社文庫 12 博多那珂川殺人事件 梓林太郎 未定 中央公論新中公文庫 24 昭和16年夏の敗戦　新装版 猪瀬直樹 720 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 3年C組　今から皆さんは、奴隷です（仮） 桐島寿人 719

祥伝社 祥伝社文庫 12 十津川警部　古都千年の殺人 西村京太郎 未定 中央公論新中公文庫 24 日本書紀（上） 井上光貞/川副武胤ほか 1200 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 素人告白スペシャル　夜も働く奥様（仮） 素人投稿編集部 705

祥伝社 祥伝社文庫 12 謀殺同盟　ソトゴト 森詠 未定 中央公論新中公文庫 24 日本書紀（下） 井上光貞/笹山晴生 1200 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 22 サムシング・アバウト・ユー（原題） ジュリー・ジェームズ/村岡栞 1080

祥伝社 祥伝社文庫 12 偽証 小杉健治 未定 中央公論新中公文庫 24 女と文明 梅棹忠夫 740 二見書房 シャレード文庫 24 同居人は猫かぶり？　～（元）ヤクザは好きな人バーバラ片桐/れの子 686

祥伝社 祥伝社文庫 12 マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也 未定 中央公論新中公文庫 24 デンジャラス 桐野夏生 660 二見書房 シャレード文庫 24 にゃん虎パニック　～恋スル呪イ～ 真崎ひかる/北沢きょう 630

祥伝社 祥伝社文庫 12 むじな屋語蔵　世迷い蝶次 三好昌子 未定 中央公論新中公文庫 24 ファイト 佐藤賢一 800 二見書房 シャレード文庫 24 イケメン弁護士のパパはいりませんか？ 安曇ひかる/柳ゆと 630

祥伝社 祥伝社文庫 12 必殺闇同心　隠密狩り 黒崎裕一郎 未定 中央公論新中公文庫 24 芭蕉 高浜虚子 900 二見書房 二見文庫　官能シ 26 人妻ボタン（仮） 葉月奏太 719

祥伝社 祥伝社文庫 12 豪傑　岩見重太郎 稲田和浩 未定 中央公論新中公文庫 24 新装版　讐雨　刑事・鳴沢了 堂場瞬一 850 二見書房 二見文庫　官能シ 26 若返りの妙薬（仮） 霧原一輝 705

祥伝社 祥伝社文庫 12 家康の黄金　信長の軍師外伝 岩室忍 未定 中央公論新中公文庫 24 北条早雲（５）疾風怒濤篇 富樫倫太郎 760 二見書房 二見時代小説文庫 26 ご隠居は福の神（３） 井川香四郎/安里英晴 658

祥伝社 黄金文庫 12 世界一簡単な　だし生活 梅津有希子 未定 中央公論新中公文庫 24 盆土産と十七の短篇 三浦哲郎 860 二見書房 二見時代小説文庫 26 小料理のどか屋　人情帖（29） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 658

心交社 ショコラ文庫 10 未定 宮緒葵/みずかねりょう 690 中央公論新中公文庫 24 わざと忌み家を建てて棲む 三津田信三 660 二見書房 二見時代小説文庫 26 奥小姓裏始末（仮） 青田圭一 658

スターツ出ベリーズ文庫 10 クールな若頭の美味しい恋慕（仮） 藍里まめ 640 東京創元社創元推理文庫 12 千弥の秋、弥助の冬　妖怪の子預かります（10）廣嶋玲子 720 文芸社 文芸社文庫 5 前世療法探偵キセキ 深堀元文 680

スターツ出ベリーズ文庫 10 御曹司の甘い策略～愛しい秘書を誘惑する～（ 若菜モモ 640 東京創元社創元ＳＦ文庫 12 第五の季節 Ｎ・Ｋ・ジェミシン/小野田和子 1500 文芸社 文芸社文庫 5 死の名はワルキューレ 三吉眞一郎 720

スターツ出ベリーズ文庫 10 愛になるまで（仮） 砂原雑音 640 東京創元社創元推理文庫 20 龍の耳を君に　デフ・ヴォイス 丸山正樹 780 文芸社 文芸社文庫 5 断罪　闇法廷（仮） 南英男 760

スターツ出ベリーズ文庫 10 嘘つきは同居のはじまり～俺様な副社長との極日向野ジュン 640 東京創元社創元推理文庫 30 黄色い部屋の謎【新訳版】 ガストン・ルルー/平岡敦 920 文芸社 文芸社文庫 5 極北に大隕石を探せ！　制圧攻撃機突撃す（仮大石英司 680

スターツ出ベリーズ文庫 10 ご懐妊！！（２）～育児はツライよ～（仮） 砂川雨路 640 東京創元社創元推理文庫 30 発火点 Ｃ・Ｊ・ボックス/野口百合子 1300 文藝春秋 文春文庫 9 ひとめぼれ 畠中恵 680

スターツ出ベリーズ文庫 10 黒旗の騎士に盗まれたいです（仮） ふじさわさほ 640 徳間書店 徳間文庫 5 再雇用警察官　いぶし銀 姉小路祐 730 文藝春秋 文春文庫 9 増山超能力師大戦争 誉田哲也 740

スターツ出ベリーズ文庫 10 異世界和カフェ『玉響』。本日、開店いたします！月神サキ 640 徳間書店 徳間文庫 5 こわれもの〈新装版〉 浦賀和宏 700 文藝春秋 文春文庫 9 天地に燦たり 川越宗一 720

スターツ出ベリーズ文庫 10 貧乏令嬢は明るい未来を諦めない～婚約破棄さ瑞希ちこ 640 徳間書店 徳間文庫 5 ダブルジェイ 鈴峯紅也 740 文藝春秋 文春文庫 9 メガネと放蕩娘 山内マリコ 700

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 甘く見てるとこうなるよ？（仮） Ｍｏｏｎｓｔｏｎｅ 500 徳間書店 徳間文庫 5 日本遺産殺人ルート 西村京太郎 720 文藝春秋 文春文庫 9 風に恋う 額賀澪 790

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 クール王子の囁きにとろけて（仮） 雨乃めこ 500 徳間書店 徳間文庫 5 短篇ベストコレクション　現代の小説2020 日本文藝家協会 1100 文藝春秋 文春文庫 9 祈り 伊岡瞬 890

スターツ出ケータイ小説文庫ブ 25 私の唇は、大好きなキミへ嘘をつく（仮） 涙鳴 500 徳間書店 徳間文庫 5 奔走虚し 牧秀彦 670 文藝春秋 文春文庫 9 チャップリン暗殺指令 土橋章宏 710

スターツ出野いちご文庫 25 今日、キミに恋しました（仮） ｍｉＮａｔｏ/小春りんほか（仮） 600 徳間書店 徳間文庫 5 警視庁公安部第二資料係天野傑 今宮新 690 文藝春秋 文春文庫 9 音四郎稽古屋手控　音わざ吹き寄せ 奥山景布子 770

スターツ出野いちご文庫 25 どうして、君のことばかり。（仮） 夜野せせり 600 徳間書店 キャラ文庫 26 英雄の剣（仮） 月東湊/テクノサマタ 600 文藝春秋 文春文庫 9 奈緒と私の楽園 藤田宜永 720

スターツ出スターツ出版文庫 27 アラサーバーメイドと男子大学生（仮） 兎山もなか 600 徳間書店 キャラ文庫 26 きみに言えない秘密がある（仮） 月村奎/サマミヤアカザ 600 文藝春秋 文春文庫 9 更衣ノ鷹（上）居眠り磐音（31）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出スターツ出版文庫 27 あの日の夏、ifの君に恋をする（仮） 冬野夜空 600 徳間書店 キャラ文庫 26 君が美しすぎて（仮） 夏乃穂足/円陣闇丸 600 文藝春秋 文春文庫 9 更衣ノ鷹（下）居眠り磐音（32）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出スターツ出版文庫 27 明日、あの世に嫁ぎます！　熱海・付喪神様のお小春りん 600 徳間書店 キャラ文庫 26 式神の名は、鬼（３）（仮） 夜光花/笠井あゆみ 600 文藝春秋 文春文庫 9 不撓不屈 高杉良 850

スターツ出スターツ出版文庫 27 オフィスの神様～冴えない彼の花嫁候補（仮） 朝比奈希夜 600 日経BP　日日経ビジネス人文 3 アイデアは考えるな。 柳澤大輔 750 文藝春秋 文春文庫 9 お母さんの工夫　モンテッソーリ教育を手がかり 相良敦子/田中昌子 720

青春出版社青春文庫 10 管理栄養士が教える　美肌スープ 森由香子 880 日経BP　日日経ビジネス人文 3 20代で人生の年収は9割決まる 土井英司 800 文藝春秋 文春文庫 9 呪われた町（上） スティーヴン・キング/永井淳 880

青春出版社青春文庫 10 ニュースの疑問は　「宗教」と「思想」で　スッキリ蔭山克秀 800 日経BP　日日経ビジネス人文 3 人工知能が変える仕事の未来 野村直之 1000 文藝春秋 文春文庫 9 呪われた町（下） スティーヴン・キング/永井淳 880

アルファポエタニティ文庫 4 いばらの姫は目覚めを望まない 柊あまる 640 日経BP　日日経ビジネス人文 3 戦略読書 三谷宏治 1000 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 9 昭和天皇の横顔 佐野恵作/梶田明宏 1300

アルファポエタニティ文庫 4 僧侶さまの恋わずらい 加地アヤメ 640 日経BP　日日経ビジネス人文 3 10歳からできる！書いて鍛える原田式メンタル術原田隆史 800 フロンティア ダリア文庫 13 純潔オメガの誘淫（ハニートラップ） 高月紅葉/篁ふみ 700

アルファポエタニティ文庫 4 魅惑のハニー・ボイス 倉多楽 640 LINE発行／ＬＩＮＥ文庫エッジ 5 サバゲにGO！（２）インドア戦と雨の日の屋外戦赤井てら 670 プランタン出 オパール文庫 4 初心な新任教師は甘い秘密に縛られる 玉紀直/黒田うらら 650

アルファポアルファライト文庫 11 のんびりVRMMO記（５） まぐろ猫＠恢猫 610 Jパブリッシカクテルキス文庫 18 未定 橘かおる/すがはら竜 755 プランタン出 オパール文庫 4 身代わり婚前旅行 山野辺りり/駒城ミチヲ 650

アルファポアルファライト文庫 11 僕のスライムは世界最強（３） 空水城 610 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 お芝居が終わったら ヘレン・ビアンチン/上村悦子 500 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 【新版】先生の奥さんは僕の奴隷（仮） 麻実克人 未定

アルファポアルファライト文庫 11 魔法学校の落ちこぼれ（４） 梨香 610 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 運命の結婚相手 デビー・マッコーマー/霜月桂 500 フランス書院フランス書院文庫Ｘ 12 【傑作選】人妻美囚市場（仮） 綺羅光 未定

アルファポレジーナ文庫 11 異世界キッチンからこんにちは（１） 風見くのえ 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 ラテン気質 ケイ・ソープ/平千波 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 百戦錬磨の騎士さまは見初めた令嬢を逃がさな鬼頭香月/ワカツキ 未定

アルファポレジーナ文庫 11 異世界でカフェを開店しました。（11） 甘沢林檎 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 甘い冒険 ジル・シャルヴィス/有森ジュ 500 プランタン出 ティアラ文庫 17 ティアラ文庫溺愛アンソロジー（５）花嫁衣装は乱月神サキ/柚原テイルほか 未定

アルファポレジーナ文庫 11 王宮書庫のご意見番 安芸とわこ 640 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 ハッピーエンドの曲がり角 ローリー・フォスター/岡本香 927 プランタン出 ティアラ文庫 17 不本意ですが、復讐相手の侯爵様から花嫁とし 斎王ことり/Ｒｕｋｉ 未定

アルファポレジーナ文庫 11 黒鷹公の姉上（１） 青蔵千草 640 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 霧のぬくもり ヘザー・グレアム/風音さやか 864 フランス書院美少女文庫 19 鬼教師が教育メイドになりました（仮） 猫又ぬこ/睦茸 未定

アルファポアルファポリス文庫 25 金沢あまやどり茶房（仮） 編乃肌（仮） 640 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 シークレット・ラブ　夜に焦がれる恋人たち リサ・レネー・ジョーンズ/紫堂 800 フランス書院美少女文庫 19 姫騎士エルフと隠者ダークエルフ　隷属の淫紋（鷹羽シン/おにぎりくん（アリス未定

アルファポノーチェ文庫 30 蹴落とされ聖女は極上王子に拾われる（１） 砂城 640 ハーパーコハーレクイン文庫 5/29 夜は別の顔 シャロン・サラ/谷原めぐみ 627 フランス書院美少女文庫 19 国王になったが妹は俺を嫌うし、国庫は大赤字でわかつきひかる/みやま零 未定

SBクリエイＧＡ文庫 13 ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか？（６） 望公太/ななせめるち 630 ハーパーコハーレクイン文庫 5/29 友達 ジェシカ・スティール/松村和 627 フランス書院フランス書院文庫 25 いちゃいちゃしたいの（仮） 早見翔哉 未定

SBクリエイＧＡ文庫 13 俺の女友達が最高に可愛い。（２） あわむら赤光/ｍｍｕ 630 ハーパーコハーレクイン文庫 5/29 黒い魔術師 ヴァイオレット・ウィンズピア/ 627 フランス書院フランス書院文庫 25 幸福崩壊【人妻拷問マンション】（仮） 妻木優雨 未定

SBクリエイＧＡ文庫 13 天才王子の赤字国家再生術（７）～そうだ、売国鳥羽徹/ファルまろ 630 ハーパーコハーレクイン文庫 5/29 哀愁のプロヴァンス アン・メイザー/相磯佳正 627 フランス書院フランス書院文庫 25 お背中流します【貸し切り癒し温泉】（仮） 天崎僚介 未定

SBクリエイＧＡ文庫 13 邪神官に、ちょろい天使が堕とされる日々 千羽十迅/えいひ 670 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 4 パーキングエリア テイラー・アダムス/東野さや 900 フランス書院フランス書院文庫 25 孕ませ懲罰（仮） 鳴沢巧 未定

SBクリエイＧＡ文庫 13 落第騎士の英雄譚（キャバルリィ）（18） 海空りく/をん 630 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 4 ハマりたがる脳「好き」の科学 トム・ヴァンダービルト/桃井 900 フランス書院フランス書院文庫 25 両隣のシングルマザー【淫らなんて言わないで】 夕貴大 未定

草思社 草思社文庫 4 スイカのタネはなぜ散らばっているのか　タネた 稲垣栄洋/西本眞理子 740 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 4 神と罌粟【けし】 ティム・ベイカー/鈴木恵 900 フランス書院フランス書院文庫 25 高慢一家、堕ちる【逆転性裁】（仮） 堂条伊織 未定

草思社 草思社文庫 4 地獄は克服できる ヘルマン・ヘッセ/岡田朝雄 940 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 4 ネガ・プシの虹 クラーク・ダールトン/Ｈ・Ｇ・エ 680 ポプラ社 ポプラ文庫 4 浜風屋菓子話　日乃出が走る（２）新装版 中島久枝 700

草思社 草思社文庫 4 鬼谷子 高橋健太郎 740 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 掟破り　陰仕え　石川紋四郎（２） 冬月剣太郎 700 ポプラ社 ポプラ文庫 4 エンディングドレス 蛭田亜紗子 680

草思社 草思社文庫 4 夏目漱石の　人生を切り拓く言葉 齋藤孝 780 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 10 寄り添い花火　薫と芽衣の事件帖 倉本由布 700 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 終電前のちょいごはん　薬院文月のみちくさレシ標野凪 640

大和書房 だいわ文庫 10 頭のよさはノートで決まる 齋藤孝 680 早川書房 クリスティー文庫 18 雲をつかむ死〔新訳版〕 アガサ・クリスティー/田中一 880 ホビージャパＨＪ文庫 1 お知らせ：最強魔王はダンジョン経営で荒稼ぎを坂本一馬/ｙａｍａｎ＊＊ 619

大和書房 だいわ文庫 10 読んで、書いて、思い出す！　漢字脳トレ 「漢字脳トレ」問題制作委員会 680 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 構造素子 樋口恭介 800 ホビージャパＨＪ文庫 1 覇逆のドラグーン（２）彷徨王国の竜機士たち 榊一郎/もねてぃ 619

大和書房 だいわ文庫 10 深川二幸堂　菓子こよみ（３） 知野みさき 680 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 コルヌトピア 津久井五月 800 ホビージャパＨＪ文庫 1 百錬の覇王の聖約の戦乙女（21） 鷹山誠一/ゆきさん 619

大和書房 ビジュアルだいわ文 10 樹木の図鑑　まちでよく見る 岩槻秀明 800 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 大気工場の反乱 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/アルント 680 ホビージャパＨＪ文庫 1 〈Infinite Dendrogram〉―インフィニット・デンドログ海道左近/タイキ 619

竹書房 竹書房ラブロマン文 8 つゆだくお届け便 鷹澤フブキ 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 地球防衛戦線（２）アゾス鉱山奪回指令 ダニエル・アレンソン/金子浩 1000 ホビージャパＨＪ文庫 1 夢見る男子は現実主義者（１） おけまる/さばみぞれ 619

竹書房 ムーンドロップス文 10 ヤンデレ系乙女ゲームの悪役令嬢に転生したの御影りさ/蜂不二子 800 原書房 ライムブックス 8 公爵の完璧な花嫁 オリヴィア・ドレイク/風早さと 1200 ホビージャパＨＪ文庫 1 紙山さんの紙袋の中には（１） 江ノ島アビス/ｎｅｒｏｐａｓｏ 619

竹書房 ラズベリーブックス 10 Rendezvous（原題） アマンダ・クイック/旦紀子 1250 一二三書房一二三文庫 5 檸檬喫茶の魔女 丸井とまと 760 毎日新聞出版毎日文庫 1 素晴らしき家族旅行（上） 林真理子 680

竹書房 竹書房ラブロマン文 15 たかぶりマッサージ　〈新装版〉 美野晶 660 一二三書房ブレイブ文庫 27 レベル1の最強賢者（３）呪いで最下級魔法しか使木塚麻弥 760 毎日新聞出版毎日文庫 1 素晴らしき家族旅行（下） 林真理子 660

竹書房 竹書房文庫 18 幻綺行　完全版 横田順彌/日下三蔵 1000 PHP研究所ＰＨＰ文庫 8 古代史の謎は「海路」で解ける（仮） 長野正孝 800 マイクロマガ ことのは文庫 20 わが家は幽世の貸本屋さん　―黒猫の親友と宝忍丸/六七質 700

竹書房 竹書房文庫 22 ゆうわく女神（仮） 睦月影郎 660 PHP研究所ＰＨＰ文庫 8 トップアスリートたちが教えてくれた　 胸が熱くな西沢泰生 740 三笠書房 知的生きかた文庫 22 感じがいい人のものの言い方ハンドブック（仮） 日本の「言葉」倶楽部 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 騎士団長とえっちしたら、甘い新婚生活が始まり華藤りえ/サマミヤアカザ 800 PHP研究所ＰＨＰ文庫 8 「いい加減」なのに毎日トクしている人　「いい人 川北義則 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 コクヨのシンプル整理術（仮） コクヨ株式会社 未定

竹書房 蜜猫文庫 22 今度こそは幸せになります！　転生伯爵令嬢の 春日部こみと/森原八鹿 800 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 18 文蔵　2020.7・8 「文蔵」編集部 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 40代から特に効く中国古典の言葉（仮） 田口佳史 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 恐怖箱　怪玩（仮） 加藤一 650 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 20 京都祇園もも吉庵のあまから帖（２） 志賀内泰弘 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 数学的に考える力をつける本（仮） 深沢真太郎 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 闇塗怪談　醒メナイ恐怖（仮） 営業のＫ 650 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 22 逃亡刑事（仮） 中山七里 700 三笠書房 知的生きかた文庫 22 精神科医が教える　老後のお金との付き合い方保坂隆 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 異界怪談（３）（仮） 黒史郎 650 双葉社 双葉文庫 11 セブンズ！ 五十嵐貴久 690 三笠書房 王様文庫 30 神さまとお金とわたし（仮） キャメレオン竹田 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 忌印恐怖譚　くびはらい（仮） 我妻俊樹 650 双葉社 双葉文庫 11 声なき叫び 小杉健治 680 三笠書房 王様文庫 30 人と自然に打ち解ける技術（仮） 潮凪洋介 未定

竹書房 竹書房怪談文庫 27 地獄めぐり（３）（仮） 神薫ほか 650 双葉社 双葉文庫 11 女王は孤独を言い訳にしない　超能力には向か斉木香津 650 三笠書房 王様文庫 30 戦国ミステリー（仮） 博学面白倶楽部 未定
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