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10/6 女ぎらい　 上野千鶴子 864 10/10 放課後の厨房男子　野獣飯？編　 秋川滝美 未定 10/6 わが心のジェニファー　 浅田次郎 745 10/4 戦略思考トレーニング　最強経済クイズ〔精選版〕　鈴木貴博 756

10/6 美智子さまの生き方38　 渡邉みどり 756 10/10 女性外交官・ロシア特命担当　ＳＡＲＡ　 麻生　幾 未定 10/6 仕掛け絵本の少女　 堀川アサコ 670 10/4 やりたいことを全部やる！時間術　 臼井由妃 864

10/6 名　人　志ん生、そして志ん朝 小林信彦 756 10/10 幽霊刑事　　 有栖川有栖 未定 10/6 ういらぶ。　 豊田美加/星森ゆきも529 10/4 ＬＥＡＮ　ＩＮ（リーン・イン）　女性、仕事、リーダーへの意欲シェリル・サンドバーグ/川本裕子918

10/6 体操しようよ　 小林雄次 648 10/10 二千回の殺人　 石持浅海 未定 10/6 かぞくいろ　 大石直紀 648

10/6 江戸を造った男　 伊東　潤 864 10/10 十五年目の復讐　 浦賀和宏 未定 10/6 偶然屋　 七尾与史 767 上 アルマダ王子現わる　 アルント・エルマー＆Ｈ・Ｇ・フランシス/若松宣子734

10/6 相棒　ｓｅａｓｏｎ16(上）　 碇　卯人/輿水泰弘972 10/10 800年後に会いにいく　 河合莞爾 未定 10/6 関西で飲もう～京都、大阪、そして神戸　 太田和彦 551 上 われらはレギオン(3）　太陽系最終大戦 デニス・Ｅ・テイラー/金子　浩1080

10/6 測量士　忠敬　 小杉健治 734 10/10 告　知　　 久坂部羊 未定 10/6 ウスケボーイズ　日本ワインの革命児たち　 河合香織 616 下 災難ナンバー３　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆マリアンネ・シドウ/増田久美子734

10/10 記憶破断者　（仮） 小林泰三 未定 10/6 妻籠め　 佐藤洋二郎 551 下 海底ドーム　 マーク・Ａ・ヘーレン/柴田さとみ778

10/10 昭和裏芸能史　（仮） なべおさみ 799 10/10 神　童　 高嶋哲夫 未定 10/6 無痛の子　 リサ・ガードナー/満園真木1004 上 賢者の怖れ(6）　 パトリック・ロスファス/山形浩生1058

10/10 プロ野球「悪党」読本　「組織の論理」に翻弄された男たちの物語（仮）手束　仁 799 10/10 東京二十三区女　 長江俊和 未定 10/6 学園ゴーストバスターズ(2）　 三國青葉/トミイマサコ551 下 星系出雲の兵站(2）　 林　譲治 842

10/10 作家刑事毒島　 中山七里 未定 10/6 猫の珈琲店　 安倍雄太郎 702 下 異世界からの企業進出！？　転職からの成り上がり録(1）　入社篇七士七海 734

10/17 東京百年物語(1）　一八六八～一九〇九 ロバート・キャンベル/十重田裕一未定 10/10 霊能者のお値段　お祓いコンサルタント高橋健一事務所　葉山　透 未定 下 冷たい天使とヒトの罪　（仮） 乙野四方字 756

10/17 文選　詩篇(4）　 川合康三/富永一登未定 10/10 午前四時の殺意　 平山瑞穂 未定 10/13 桶狭間決戦　歌舞鬼姫　 富田祐弘 未定 下 壊れた臓器とアイの罰　（仮） 乙野四方字 756

10/17 奴　隷　小説・女工哀史(1) 細井和喜蔵 未定 10/10 サムデイ　警視庁公安第五課　 福田和代 未定 10/13 死者ノ棘　黎　 日野　草 未定 上 地下道の鳩　 ジョン・ル・カレ/加賀山卓朗972

10/17 禅海一瀾講話　 釈　宗演 未定 10/10 ヒクイドリ　警察庁図書館　 古野まほろ 未定 10/13 冷酷犯　新宿署特別強行犯係(3) 南　英男 未定 上 リーン・オン・ピート　 ウィリー・ヴローティン/北田絵里子864

10/17 確率論と私　 伊藤　清 未定 10/10 ある女の証明　 まさきとしか 未定 10/13 不倫　サレ妻慰めて　 草凪　優 未定 下 タンジェリン　 クリスティン・マンガン/府川由美恵972

10/17 幕末維新変革史(上）　 宮地正人 未定 10/10 財務捜査官　岸一馬　マモンの審判　 宮城　啓 未定 10/13 火　影　風烈廻り与力・青柳剣一郎(43) 小杉健治 未定 下 サイレンズ・イン・ザ・ストリート　 エイドリアン・マッキンティ/武藤陽生972

10/17 不平等の再検討　潜在能力と自由 アマルティア・セン/池本幸生未定 10/10 ウツボカズラの甘い息　 柚月裕子 未定 10/13 熟れ小町の手ほどき　 睦月影郎 未定 上 貨幣の「新」世界史　ハンムラビ法典からビットコインまでカビール・セガール/小坂恵理972

10/17 墓標なき草原(上）　モンゴルにおける文化大革命・虐殺の記録楊海英 未定 10/10 激しき雪　最後の国士・野村秋介　 山平重樹 未定 10/13 はないちもんめ　秋祭り　 有馬美季子 未定 上 別役実(2）　ジョバンニの父への旅／諸国を遍歴する二人の騎士の物別役　実 1620

10/13 連　鶴　 梶ようこ 未定

11/1 ホットショット　（原題） ジュリー・ガーウッド/鈴木美朋1058 下 妖華八犬伝(下）　 鳴海　丈 756 10/13 毒　虫　北町奉行所捕物控(4) 長谷川卓 未定 10/10 狐島に愛は燃えて　 モニカ・マッカーティ/緒川久美子1080

10/13 出世亡者　闇奉行(8) 喜安幸夫 未定 10/10 コクと深みの名推理(16）　沈没船のコーヒーダイヤモンドクレオ・コイル/小川敏子1080

下 戦う砲塔　 新見志郎 842 10/17 Ａｃｒｏｂａｔｉｃ　物語の曲芸師たち　ミステリー傑作選　日本推理作家協会未定 10/13 女敵討ち　取次屋栄三(19) 岡本さとる 未定

下 特攻隊長のアルバム　 白石　良 821 10/17 内房線の猫たち　異説里見八犬伝　 西村京太郎 未定 10/13 初　霜　橋廻り同心・平七郎控(13) 藤原緋沙子 未定 10/2 初恋は特別　 リンゼイ・アームストロング/対川裕子670

下 南樺太 最後の十七日間　 藤村建雄 940 10/17 新装版　はやぶさ新八御用帳(9）　王子稲荷の女平岩弓枝 未定 10/13 正義一剣　斬り捨て御免(2) 工藤堅太郎 未定 10/2 愛と名誉にかけて　 ルーシー・ゴードン/那波かおり670

下 最強部隊入門〈新装版〉　 藤井　久 842 10/17 継続捜査ゼミ　 今野　敏 未定 10/13 金曜日の女　新装版　 笹沢左保 未定 10/2 侯爵夫人と呼ばれて　 リン・グレアム/青海まこ670

下 総括せよ！　さらば革命的世代　 産経新聞取材班 886 10/17 文庫版　ルー＝ガルー　忌避すべき狼　 京極夏彦 未定 10/13 世界はこれほど日本が好き　 河添恵子 未定 10/2 魅せられた都　 キャロル・モーティマー/斉藤雅子670

10/17 小説　昭和元禄落語心中　 東芙美子/雲田はるこ未定 10/13 美しいあかりを求めて　 石井幹子 未定 10/2 永遠をさがして　 シャロン・サラ/槙　由子720

10/10 公爵の理想の花嫁　 パメラ・ラバド/大原　葵1066 10/17 嶽神伝　血路　 長谷川卓 未定 10/2 シンデレラの階段　 ソフィー・ウエストン/翔野祐梨670

10/10 貧民街の貴婦人　 クリスティ・コールドウェル/高岡　香1066 10/17 異類婚姻譚　 本谷有希子 未定 10/30 ワンダフル・ワールド　 村山由佳 562 10/16 愛の残照　 エマ・ダーシー/石川みどり540

10/17 昭和探偵(2）　 風野真知雄 未定 10/30 炎の岳　南アルプス山岳救助隊Ｋ－９ 樋口明雄 767 10/16 十代のころ　 ペニー・ジョーダン/麻生　恵540

10/25 少年の憂鬱　 松岡正剛 未定 10/17 公卿の罠　公家武者　信平（仮）(4) 佐々木裕一 未定 10/30 なんとか生きてますッ　 大宮エリー 529 10/16 もう一度あなたの隣で　 ローリー・フォスター/岡本　香980

10/25 全文現代語訳　浄土三部経　 大角　修 未定 10/17 信長と家康　 山本周五郎 未定 10/30 周五郎少年文庫　殺人仮装行列　探偵小説集山本周五郎 810 10/16 修道院で永遠（とわ）の誓いを　 リンゼイ・サンズ/兒嶋みなこ1000

10/25 本屋風情　 岡　茂雄 未定 10/17 秋田殺人事件　 内田康夫 未定 10/30 日本婦道記　 山本周五郎 1015 10/16 男爵の花嫁　 ジュリア・ジャスティス/正岡桂子860

10/25 民主主義　 文部省 未定 10/17 嘘ですけど、なにか？　 木内一裕 未定 10/30 麻原彰晃の誕生　 髙山文彦 529

10/25 フェルメール　作品と生涯 小林頼子 未定 10/17 幻影城市　 柳　広司 未定 10/30 謎の毒親　 姫野カオルコ 724 10/2 最強の成功哲学書　世界史　（仮） 神野正史 1058

10/25 特01追跡(上）彷徨う警官(3) 森　　詠 未定 10/11 芥川龍之介と太宰治　 福田恆存 1944 10/30 冷　血(上）　 髙村　薫 767 10/2 コーヒーと楽しむ　心は「ホッと」温まる物語　（仮）西沢泰生 691

10/25 特01追跡(下）彷徨う警官(3) 森　　詠 未定 10/11 昭和期デカダン短篇集　 太宰　治/織田作之助1944 10/30 冷　血(下）　 髙村　薫 724 10/2 面白くて眠れなくなる生物学　 長谷川英祐 734

10/25 切　断　 黒川博行 未定 10/20 紀州のドン・ファン　「殺害」の核心　 吉田　隆 842 10/30 イヤシノウタ　 吉本ばなな 529 10/16 文蔵　2018.11　 「文蔵」編集部 756

10/25 火の鳥(9）　宇宙・生命編 手塚治虫 未定 10/20 プライベートバンカー　カネ守りと新富裕層　 清武英利 864 10/30 「始まりの国」淡路と「影の王国」大坂　古代史謎解き旅行関　裕二 562

10/25 火の鳥(10）太陽編(上) 手塚治虫 未定 10/11 差別の超克　原始仏教と法華経の人間観　 植木雅俊 1728 10/30 モンローが死んだ日　 小池真理子 1069 10/2 「強い心」をつくる禅の教え　 枡野俊明 756

10/25 螢　川　 宮本　輝 未定 10/11 世界史の哲学講義(上）　ベルリン　1822／23年Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル/伊坂青司1609 10/30 蒼猫のいる家　 篠田節子 637 10/2 アウト・オブ・アッシュズ(上）　（仮） ディック・コーチ＆ジョージ・ガルトリジ1080

10/25 わが家は●園の拝み屋さん(9）　 望月麻衣 未定 10/11 興亡の世界史　イタリア海洋都市の精神　 陣内秀信 1382 10/30 レトロゲームファクトリー　 柳内政和 637 10/2 アウト・オブ・アッシュズ(下）　（仮） ディック・コーチ＆ジョージ・ガルトリジ1080

10/25 十字の記憶　 堂場瞬一 未定 10/11 宮中五十年　 坊城俊良 734 10/30 スクールカースト殺人同窓会　 堀内公太郎 637 10/2 オデッサ・シー(上）　（仮） クライブ・カッスラー＆ダーク・カッスラー864

10/25 地獄くらやみ花もなき(2）　 路生よる 未定 10/11 聖遺物崇敬の心性史　西洋中世の聖性と造形　秋山　聰 1242 10/30 御骨奇譚　 清水　朔 637 10/2 オデッサ・シー(下）　（仮） クライブ・カッスラー＆ダーク・カッスラー864

10/25 次回作にご期待下さい(2）　 問乃みさき 未定 10/11 語りかける身体　看護ケアの現象学　 西村ユミ 1188

10/25 まあまあの日々　 群ようこ 未定 10/23 八月は冷たい城　 恩田　陸 616 10/26 居眠り王子の甘え方　（仮） 雨乃めこ 540 10/12 ヤッさん(3）　築地の門出 原　宏一 720

10/25 入り婿侍商い帖　新章(2) 千野隆司 未定 10/23 人間のように泣いたのか？　Ｄｉｄ　Ｓｈｅ　Ｃｒｙ　Ｈｕｍａｎｌｙ？　森　博嗣 778 10/26 ワイルド・ユース　（仮） 晴　　虹 540 10/12 神様たちのお伊勢参り(4）　生け贄の姫の想い人竹村優希 630

10/25 つれづれノート(34）　（仮） 銀色夏生 未定 10/26 月明かりのＤＡＨＬＩＡ　（仮） nako. 540 10/12 京都の甘味処は神様専用です(4）　 桑野和明 650

10/25 蒲田行進曲　 つかこうへい 未定 10/11 ひとり飲みの女神様　 五十嵐雄策/紅木　春670 10/26 新装版　キミのイタズラに涙する。　 cheeery 540 10/12 最高の愛人　 草凪　優 680

10/25 暴れん坊将軍(3）　（仮） 井川香四郎 未定 10/11 ふたり住まい　親友の息子をやしなっています　半田　畔/アグアス691 10/26 復讐日記　 西羽咲花月 540 10/12 突然のモテ期　 霧原一輝 690

10/25 メゾン・ド・ポリス(2）　退職刑事とエリート警視 加藤実秋 未定 10/11 霊愛レストラン『メモリー』　 米原湖子/庭　春樹702 10/11 ただ、恋のために　（仮） 白石さよ 680 10/12 関ヶ原　 岡田秀文 820

10/25 怪盗探偵山猫　月下の三猿 神永　学 未定 10/11 恋愛初心者ふたりの正しい結婚のススメ　（仮）田崎くるみ 680 10/12 狐の嫁入り　 藤井邦夫 700

10/25 漫画版　日本の歴史(1）　日本のはじまり　旧石器～縄文・弥生～古墳時代山本博文 未定 10/11 木枯らしの　吉原裏同心抄(4) 佐伯泰英 未定 10/11 シュガーラブ　（仮） 若菜モモ 680 10/12 浪人奉行(5）　 稲葉　稔 690

10/25 漫画版　日本の歴史(2）　飛鳥朝廷と仏教　飛鳥～奈良時代山本博文 未定 10/11 リリース　 古谷田奈月 未定 10/11 一途な御曹司の愛は甘く優しく　（仮） 花木きな 680 10/12 首無し女中　 井川香四郎 700

10/25 漫画版　日本の歴史(3）　雅なる平安貴族　平安時代前期山本博文 未定 10/11 獅子の門　人狼編　 夢枕　獏 未定 10/11 イジワル御曹司の甘美なる最愛誓約書　（仮） 雪永千冬 680 10/12 迷い熊乗込む　（仮） 芝村凉也 720

10/25 漫画版　日本の歴史(8）　天下統一の戦い　安土桃山時代山本博文 未定 10/11 越後・八海山殺人事件　 梓林太郎 未定 10/11 黒王子の秘められた純愛　（仮） 一ノ瀬千景 680 10/12 毒　死　 小杉健治 700

10/25 漫画版　日本の歴史(15）　戦争、そして現代へ　昭和時代～平成山本博文 未定 10/11 カプセルフィッシュ　 大西智子 未定 10/11 明治純愛浪漫譚　（仮） 佐倉伊織 680 10/12 未　定　 経塚丸雄 640

10/25 永遠のマフラー　森村誠一作家生活50周年記念短編集森村誠一 未定 10/11 棟居刑事の黒い祭　 森村誠一 未定 10/11 封神公主　（仮） 灯　　乃 680 10/12 人生花道　 黒木久勝 680

10/25 完本　妻は、くノ一(1）　 風野真知雄 未定 10/11 三毛猫ホームズの騎士道　新装版　 赤川次郎 未定 10/27 『白露庵』～過去に戻れる不思議な料理～　（仮）御守いちる 648 10/12 あめんぼう　 長●象平 740

10/25 子の無い人生　 酒井順子 未定 10/11 湖底の光芒　松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張 未定 10/27 虹　（仮） 夏雪なつめ 648

10/25 不　倫　 パウロ・コエーリョ/木下眞穂未定 10/11 少年ミステリー倶楽部　 ミステリー文学資料館未定 10/27 魔法が解けた、その後も　（仮） 早迫佑記 648 10/26 十手婆　文句あるかい　（仮） 和久田正明 700

10/25 パイルドライバー　元県警捜査一課・久井重吾長崎尚志 未定 10/11 江戸川西口あやかしクリニック　 藤山素心 未定 10/27 はじまりと終わりを繋ぐ週末　（仮） 菊川あすか 648 10/26 小料理のどか屋　人情帖(24）　 倉阪鬼一郎 700

10/25 水木しげるの不思議草子　 水木しげる 未定 10/11 君がいうなら嘘じゃない　 入江　棗 未定 10/26 ヒロインは不在です。　（仮） 浪速ゆう 540 10/26 本丸　目付部屋(2）　 藤木　桂 700

10/25 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。(3）　竹村優希 未定 10/11 お国入り　隠目付江戸秘帳（仮）(6) 鳥羽　亮 未定 10/26 俺がずっと、そばにいる。　 青山そらら 540 10/26 人妻ホリック　（仮） 橘　真児 750

10/25 宮廷神官物語(4）　 榎田ユウリ 未定 10/11 霧の衣　臨時廻り同心　山本市兵衛（仮）(2) 藤堂房良 未定 10/26 女神の快楽玩具　（仮） 館　淳一 780

10/25 ファミリー・レス　 奥田亜希子 未定 10/11 ひなた屋おふく　ひなげし雨竜剣外伝 坂岡　真 未定 10/10 できる大人の漢字力　 話題の達人倶楽部1000 10/20 ブリス　（原題） リンゼイ・サンズ/田辺千幸1166

10/25 校閲ガール　トルネード　 宮木あや子 未定 10/11 日暮左近事件帖(2）　（仮） 藤井邦夫 未定 10/10 人間の悩み、あの神様はどう答えるか　 沖田瑞穂 724 10/20 キープ・ハー・セーフ　（原題） Ｋ・Ａ・タッカー/寺尾まち子1274

10/25 黒猫王子の喫茶店　しっぽ短し恋せよ猫 高橋由太 未定 10/11 ひょうたん　あやかし同心捕物控 霜島けい 未定 11/1 マンガでわかる！子どもの心のコーチング　実践編　（仮）菅原裕子 670

10/25 物書き同心裏稼業　（仮） 沖田正午 未定 10/11 アンと青春　 坂木　司 未定 10/4 日米衝突の萌芽　1898－1918　 渡辺惣樹 1944 10/11 奴隷調教室　聖なる供物　（仮） 柚木郁人 741

10/25 栞子さんの本棚(2）　ビブリア古書堂セレクトブック江戸川乱歩/太宰　治未定 10/11 三つの物語　 フローベール/谷口亜沙子未定 10/4 貸本屋のぼくはマンガに夢中だった　 長谷川裕 842 10/11 美少女たちの好奇心　（仮） 綾野　馨 741

10/25 隠密同心　闇の密約(2) 小杉健治 未定 10/4 手の治癒力　 山口　創 562 10/11 素人告白　私が人妻熟女にハマった理由　（仮）素人投稿編集部 741

10/25 道　草　 夏目漱石 未定 10/6 ぼんくら同心と徳川の姫(9）　 聖　龍人 702 10/4 ソーシャル物理学　「良いアイデアはいかに広がるか」の新しい科学アレックス・ペントランド/小林啓倫1080

10/25 グアムの探偵　 松岡圭祐 未定 10/6 世直し将軍家治(2）　 誉田龍一 702 10/24 立場逆転　 夏月　燐 未定

10/25 などらきの首　 澤村伊智 未定 10/6 裏・町奉行闇仕置　黒州裁き　 倉坂鬼一郎 702 10/11 感情を整えるアドラーの教え　 岩井俊憲 734 10/24 五人のわけあり人妻　（仮） 青橋由高 未定

10/25 ホーンテッド・キャンパス(14）　 ●木理宇/ヤマウチ　シズ未定 10/6 桃花姫と浪人剣客　 八神淳一 702 10/11 これ１冊で！ビジネスに効く「短いメール」の便利帖　ベスト・ライフ・ネットワーク734 10/24 ぜんぶしてあげる　 美原春人 未定

10/27 展望と開運365日〔2019年の一白水星〕　 村山幸徳 未定 10/6 剣豪若殿　堀田左京亮　 麻倉一矢 702 10/11 誘う絵　 平松　洋 799 10/24 問答無用　 御堂　乱 未定

10/27 展望と開運365日〔2019年の二黒土星〕　 村山幸徳 未定 10/6 お江戸は痛快　右京之介助太刀始末　 高橋三千綱 702 10/11 草紙屋薬楽堂ふしぎ始末　月下狐の舞　 平谷美樹 734 10/24 熟女まつり　妻の母、妻の姉　（仮） 庵乃音人 未定

10/27 展望と開運365日〔2019年の三碧木星〕　 村山幸徳 未定 10/6 海底空母イ－400号　 檜山良昭 1000 10/24 無限獄 〔全員奴隷〕　 夢野乱月 未定

10/27 展望と開運365日〔2019年の四緑木星〕　 村山幸徳 未定 10/6 燃える波濤　 森　　詠 1000 10/5 四月一日さんは代筆屋　 桜川ヒロ 691 10/11 全裸兄嫁　 香山洋一 未定

10/27 展望と開運365日〔2019年の五黄土星〕　 村山幸徳 未定 10/6 人は「話し方」で９割変わる　 福田　健 734 10/11 人妻　孕ませ交姦 〔涼乃と歩美〕　 御前零士 未定

10/27 展望と開運365日〔2019年の六白金星〕　 村山幸徳 未定 10/11 文庫手帳2019　 安野光雅 713

10/27 展望と開運365日〔2019年の七赤金星〕　 村山幸徳 未定 上 今すぐ話したくなる知的雑学　知識の殿堂　 曽根翔太 750 10/11 談志最後の落語論　 立川談志 799 10/6 超開運！　神さまがあなたの成功を後押ししてくれる神社参拝法　山田雅晴 1080

10/27 展望と開運365日〔2019年の八白土星〕　 村山幸徳 未定 上 アジアの人々が見た太平洋戦争　 小神野真弘 750 10/11 柴田元幸ベスト・エッセイ　 柴田元幸 907 10/6 新編　日本朝鮮戦争　炎熱の世紀　第三部　拉致被害者奪還　（仮）森　　詠 864

10/27 展望と開運365日〔2019年の九紫火星〕　 村山幸徳 未定 10/11 印象派という革命　 木村泰司 1026 10/6 巨大飛行空母を捜せ　制圧攻撃機突撃す（仮）大石英司 778

10/16 あやかしお宿のお弁当をあなたに。　 友麻　碧/Laruha 未定 10/10 自分を好きになれば、人生はうまくいく　 本田晃一 756 10/11 緋の堕胎　ミステリ短篇傑作選 戸川昌子/日下三蔵929 10/6 死の病棟　（仮） 麻野　涼 842

10/16 神様コンビニのバイト嫁　契約結婚と幸せのお惣菜妙見さゆり/細居美恵子未定 10/11 殿山泰司ベスト・エッセイ　 大庭萱朗 1026 10/6 潜　入　警視庁極秘戦闘班（仮） 南　英男 821

10/16 平安あかしあやかし陰陽師　怪鳥放たれしは京の都遠藤　遼/沙　　月未定 上 終電の神様　始発のアフターファイブ　 阿川大樹 660 10/11 科学の社会史　 古川　安 1404

10/16 式神仙狐の思い出帖　 栗原ちひろ/ハルカゼ未定 上 戦国武将殺人紀行　歴女美人探偵アルキメデス鯨統一郎 820 10/11 中世の覚醒　アリストテレス再発見から知の革命へリチャード・Ｅ・ルーベンスタイン/小沢千重子1836 10/11 フェルメール最後の真実　 秦　新二/成田睦子1080

10/16 地上の烏　暁天の狼　 鳥村居子/六七質未定 上 おいしいお店の作り方　飲食店舗デザイナー羽田器子こにし桂奈 700 10/11 戦争の起源　石器時代からアレクサンドロスにいたる戦争の古代史アーサー・フェリル/鈴木主税1620 10/11 十二人の死にたい子どもたち　 冲方　丁 918

10/16 紅霞後宮物語　第零幕　三、二人の過誤 雪村花菜/桐矢　隆未定 上 極道刑事　東京ノワール　 沢里裕二 680 10/11 つくられた卑弥呼　〈女〉の創出と国家 義江明子 1080 10/11 未　定　警視庁公安部・青山望 濱　嘉之 842

10/26 アオハル・ポイント　 佐野徹夜 未定 上 読んではいけない殺人事件　 椙本孝思 800 10/11 ミトラの密儀　 フランツ・キュモン/小川英雄1296 10/11 竈河岸　髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理 950

10/26 神様の跡つぎ　―きみと過ごした奇跡の夏― 安東あや 未定 上 力士探偵シャーロック山　 田中啓文 800 10/11 ガンルージュ　 月村了衛 810

10/26 こちら市役所市民課ヒーロー係です。　 銀　　南 未定 上 剣客旗本春秋譚　武士にあらず　 鳥羽　亮 640 10/24 黄金餅殺人事件　昭和稲荷町らくご探偵 愛川　晶 799 10/11 拳の先　 角田光代 1296

10/26 私が大好きな小説家を殺すまで　 斜線堂有紀 未定 上 凶眼の魔女　 吉田恭教 850 10/24 幕末疾風伝　 天野純希 691 10/11 ギブ・ミー・ア・チャンス　 荻原　浩 810

10/26 成巌寺せんねん食堂　おいしい料理と食えないお坊さん十三　湊 未定 10/24 章説　トキワ荘の青春　 石ノ森章太郎 842 10/11 プリンセス刑事　 喜多喜久 832

10/26 佐々木探偵事務所には、猫又の斑さんがいる。(2）　（仮）杜奏みなや 未定 10/20 御　成　●番奮闘記　（仮）(2) 上田秀人 未定 10/24 七つの街道　 井伏鱒二 972 10/11 リップヴァンウィンクルの花嫁　 岩井俊二 832

10/26 君が夜光虫に生まれ変わっても　（仮） 天沢夏月 未定 10/20 東京零年　 赤川次郎 未定 10/24 怪　獣　岡本綺堂読物集(7) 岡本綺堂 799 10/11 怒鳴り癖　 藤田宜永 886

10/20 陽だまりの天使たち　　ソウルメイト(2) 馳　星周 未定 10/24 雨の鎮魂歌　 沢村　鐵 842 10/11 わたしのグランパ〈新装版〉　 筒井康隆 745

10/16 深呼吸の必要　 長田　弘 734 10/20 孫物語　 椎名　誠 未定 10/24 犬が星見た　 武田百合子 972 10/11 蘇える鬼平犯科帳　池波正太郎と七人の作家 池波正太郎/●坂　剛832

10/16 怒涛　鹿取警部補　 浜田文人 724 10/20 〔会社を休みましょう〕殺人事件　 吉村達也 未定 10/24 表現の技術　 髙崎卓馬 691 10/11 捨てる　アンソロジー 大崎　梢/近藤史恵886

10/16 がんこスーパー　 山本甲士 670 10/20 ファイナル・ゼロ　 鳴海　章 未定 10/24 レギオニス　興隆編 仁木英之 691 10/11 トランプがローリングストーンズでやってきた　ＵＳＡ語録(4)町山智浩 842

10/16 ＮＮＮからの使者　毛皮を着替えて　　　 矢崎存美 605 10/20 青　線 　売春の記憶を刻む旅 八木澤高明 未定 10/24 少女架刑　吉村昭自選初期短篇集(1) 吉村　昭 864 10/11 みんな彗星を見ていた　私的キリシタン探訪記星野博美 1188

10/16 酒の神様　バー・リバーサイド(3）　 吉村喜彦 583 10/20 新版　悪者見参　 木村元彦 未定 10/24 透明標本　吉村昭自選初期短篇集(2) 吉村　昭 864 10/11 藤沢周平のこころ　 文藝春秋 918

10/16 ふるさとは本日も晴天なり　 横山雄二 未定 10/20 言い返す力　夫・姑・あの人に 八坂裕子 未定 10/11 捏造の科学者　ＳＴＡＰ細胞事件 須田桃子 1026

10/16 もののけ裁き　ゆめ姫事件帖　 和田はつ子 648 10/20 感　動　人間・東山魁夷 村上通哉 未定 下 弱った心が楽になる後ろ向き名言100　（仮） 未　　定 680 10/11 「ない仕事」の作り方　 みうらじゅん 702

10/20 味覚の冒険　（仮） 集英社文庫編集部未定 下 映画になった戦慄の実話　（仮） 未　　定 980 10/11 昭和史と私　 林健太郎 1577

10/5 少年アヤちゃん焦心日記　 少年アヤ 842 10/20 未　定　むすめ髪結い夢暦 倉本由布 未定 下 本当は怖すぎる名作アニメ・マンガの裏知識　（仮）未　　定 680

10/5 アカガミ　 窪　美澄 605 10/20 消えた子供　　トールオークスの秘密 クリス・ウィタカー 未定 10/6 サトミとアオゲラ探偵　 松尾由美 691

10/5 ヒマラヤ聖者の太陽になる言葉　 ヨグマタ相川圭子 540 10/20 君とまた出会う未来のために　 阿部暁子/syo5 未定 10/13 黒後家蜘蛛の会(4）　〔新版〕 アイザック・アシモフ/池　央耿994 10/6 月のぶどう　 寺地はるな 734

10/5 栗山魂　 栗山英樹 691 10/20 キャスター探偵　愛優一郎の冤罪　 愁堂れな/梨とりこ未定 10/23 誰かが嘘をついている　 カレン・マクマナス/服部京子1296 10/6 ひぐらしの神様　（仮） 東　朔水 691

10/5 すごい片づけ　 はづき虹映 626 10/20 要・調査事項です！　ななほし銀行監査部コトリ班の困惑きりしま志帆/鉄　　雄未定 10/23 恋牡丹　 戸田義長 886

10/5 盲獣・陰獣　 江戸川乱歩 821 10/20 威風堂々惡女　 白洲　梓/蔀シャロン未定 11/1 悪しき狼　 ネレ・ノイハウス/酒寄進一1512 10/20 金沢つくも神忌憚　万年筆の黒猫と、ひがし茶屋街の古書店（仮）編乃肌/Minoru 699

10/5 安政三天狗　 山本周五郎 713 10/20 上毛高分子化学工業メロン課　 奥乃桜子/雨宮もえ未定 11/1 不思議の国の少女たち　 ショーニン・マグワイア/原島文世907 10/20 質屋からすのワケアリ帳簿(4）　（仮） 南　　潔/冬　　臣 699

10/5 顔は口ほどに嘘をつく　 ポール・エクマン/菅　靖彦1188 10/13 六つの航跡(上）　 ムア・ラファティ/茂木　健1058

10/17 チューリップ・フィーバー　 デボラ・モガー/立石光子1242 10/16 ふっくら人妻チーム　（仮） 葉月奏太 713 10/13 六つの航跡(下）　 ムア・ラファティ/茂木　健1058 10/30 「見るだけ」で面白い雑学の本　 博学面白倶楽部 680

10/16 偽書に書かれた　日本の超古代史　（仮） 原田　実 778 10/23 素人手記　ＯＬたちの秘密のお仕事　（仮） 愛の体験編集部 702 10/30 「大人の気づかい」ちょっといい話50　 岩下宣子 680

10/16 雑学王　特濃400　（仮） 博学こだわり倶楽部842 10/30 艶めく柔肌　（仮） 橘　真児 713 10/6 問答無用　〈新装版〉 稲葉　稔 713 10/30 眩しく輝く私になる方法　 高橋ナナ 680

10/31 怪談奇聞　啜り泣キ　（仮） 小田イ輔 702 10/6 禁裏付雅帳(7）　（仮） 上田秀人 713 10/20 食べれば食べるほど若くなる法　 菊池真由子 680

10/10 世界中の青空をあつめて　 中村　航 756 10/31 忌印恐怖譚　さかうらみ　（仮） 我妻俊樹 702 10/6 断裂回廊　 ●坂　剛 810 10/20 ９割の腰痛・ひざ痛は自分で治せる　 酒井慎太郎 680

10/10 婚活っていうこの無理ゲーよ　 はあちゅう 756 10/31 恐怖箱　霊場怪談　（仮） 高田公太 702 10/6 ロゴスの市　 乙川優三郎 724 10/20 お金の不安が消えるノート　 田口智隆 680

10/10 少年と少女のポルカ　 藤野千夜 756 10/2 つゆだく義姉さん〈新装版〉　（仮） 美野　晶 713 10/6 寝台特急に殺意をのせて　 西村京太郎 745 10/20 人生は「定年から」がおもしろい！　 保坂　隆 680

10/10 万引き妻　―店の裏に連れ込まれて―　（仮） 八神淳一 713 10/6 助っ人刑事　 南　英男 745 10/20 美も願いも思い通りになる女の生き方　 ワタナベ薫 680

10/10 琥珀の瞳に恋を掛けて　（仮） アマンダ・クイック 1296
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発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価

10/4 復讐結婚　（仮） 山野辺りり/ウエハラ蜂713 10/16 アンゴルモア(2）　異本元寇合戦記 銅　　大/たかぎ七彦未定 10/26 魔王LV999≒勇者ＬＶ１　～モテすぎの俺は嘘で死ぬ～　原　雷火/荻pote 未定

10/4 君に捧げる薔薇の縛め　（仮） 泉野ジュール/幸村佳苗713 10/26 女勇者に自分の性奴隷にならないとパーティを追放すると脅されたので離脱を選択します　銀翼のぞみ/もねてぃ未定

10/16 千夜一恋物語　女神の娘と永遠の約束 日向そら/由羅カイリ未定 10/26 善人おっさん、生まれ変わったらＳＳＳランク人生が確定した　三木なずな/伍　　長未定

中 この終末時計、戻せますか？　進めますか？　朝日乃ケイ/raiou 659 10/16 臆病な伯爵令嬢は揉め事を望まない(1）　 白　　猫/深山キリ未定 10/26 この度、公爵家の令嬢の婚約者となりました。しかし、噂では性格が悪く、十歳も年上です。(2）　市村鉄之助/夕　　薙未定

中 ゴブリンスレイヤー(8）　 蝸牛くも/神奈月昇680 10/16 臆病な伯爵令嬢は揉め事を望まない(2）　 白　　猫/深山キリ未定 10/26 努力しすぎた世界最強の武闘家は、魔法世界を余裕で生き抜く。(6）　わんこそば/ニノモトニノ未定

中 ゴブリンスレイヤー(8）　ドラマCD付き限定特装版蝸牛くも/神奈月昇2592 10/16 妖精専属菓子職人　 おきょう/黒　　裄 未定 10/26 異世界に来た僕は器用貧乏で素早さ頼りな旅をする(2）　紙風船/こちも 未定

中 高２にタイムリープした俺が、当時好きだった先生に告った結果(3）　ケンノジ/やすゆき670 10/16 十三歳の誕生日、皇后になりました。　 石田リンネ/Izumi未定

中 辺境貴族、未来の歴史書で成り上がる　～イリスガルド興国記～三門鉄狼/東山エイト648 10/20 公爵の傷痕に優しい口づけを　 テッサ・デア/金井真弓未定

中 ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか？(2）　～たまらなく愛おしく、とにかく尊い～望　公太/ななせめるち648 10/31 魔王様、勇者へのストーキングはおやめください　～女魔王→女勇者→魔王軍参謀の三角関係～（仮）壱日千次/雛　　咲未定

中 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざします(3）　西島ふみかる/ももしき659 10/31 異世界ですが魔物栽培しています。(5）　 雪月花/shri 未定 10/19 俺、ツインテールになります。(16）　 水沢　夢/春日　歩未定

中 遅すぎた異世界転生(2）　人類を滅ぼした魔王ですけどよかったらウチで働きませんか？なめこ印/小　　龍648 10/31 歴史オタの俺が帝国皇帝のバイトに採用されました　舞阪　洸/メロントマリ未定 10/19 ＮＧな彼女。は推せますか？　 海津ゆたか/前屋　進未定

中 落第騎士の英雄譚（キャバルリィ）(15）　 海空りく/を　　ん 659 10/31 理想の彼女《ヒロイン》との不適切な関係　（仮）瑞智士記/フミオ 未定 10/19 弱キャラ友崎くん(7）　 屋久ユウキ/フライ未定

中 勇者保険のご加入はブレイヴカンパニーへ！(2）　冬空こうじ/白蘇ふぁみ659 10/31 ＪＫ上司と深夜のお仕事　 三門鉄狼/なたーしゃ未定 10/19 ピンポンラバー(2）　 谷山走太/みっつばー未定

中 ハンドレッド(16）　 箕崎　准/大熊猫介（ニトロプラス）648 10/19 魔法少女さんだいめっ☆(2）　 栗ノ原草介/風の子未定

10/22 グランブルーファンタジー　メンバーズフェイト(3)築地俊彦/Cygames未定 10/19 黒川さんに悪役は似合わない　（仮） ハマカズシ/オッweee未定

10/24 純情淫魔と絶倫社長　 真宮藍璃/史堂　櫂690 10/22 甘城ブリリアントパーク(9）　 賀東招二/なかじまゆか未定 10/19 不純喫茶エピタフにようこそ　（仮） 竹内　佑/イセ川ヤスタカ未定

10/24 五年後の初恋　 池戸裕子/中田アキラ680 10/22 俺は1000の召喚獣を持っている。君は？　 木村心一/HIMA 未定

10/24 一度なくした恋の続きを　 宮本れん/天路ゆうつづ680 10/22 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ(16）　―オンリーセンス・オンライン―アロハ座長/ゆきさん未定 10/11 獣たちの花園　（仮） 綾ちはる/Ciel 745

10/22 東京レイヴンズ(16）　（仮） あざの耕平/すみ兵未定 10/11 未　定　 真崎ひかる/北沢きょう713

10/26 サラリーマン流　高貴な幼女の護りかた(1）　 逆　　波/Bou 未定 10/22 忘却のカナタ(2）　 新井　輝/ヤスダスズヒト未定

10/26 ドラゴンこんちぇると(1）　 遊歩新夢/三輪フタバ未定 10/22 パパ！パパ！好き！好き！超超愛してる(2）　なめこ印/るろお 未定 10/10 こじれた恋のほどき方　 永久めぐる 691

10/26 アズールレーン　～綾波、ケッコンするです～　高野小鹿/みれあ未定 10/22 堕天の狗神　―ＳＬＡＳＨＤＯＧ―(3）　ハイスクールＤ×Ｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ石踏一榮/きくらげ未定 10/10 恋の一文字教えてください　 葉嶋ナノハ 691

10/26 異世界保育園を開きました　～父性スキルで最強ロリ精霊たちはデレデレです～(1）　友橋かめつ/あまちゃ未定 10/22 陰キャラな俺とイチャつきたいってマジかよ……(2）　佐倉　唄/桝石きのと未定 10/10 絶対レンアイ包囲網　 丹羽庭子 691

10/26 黒鉄の魔法使い(2）　 迷井豆腐/にゅむ未定 10/22 十二騎士団の反逆軍師〈リヴェンジャー〉(3）　大黒尚人/ゆらん未定

10/26 現実主義勇者の王国再建記(8）　 どぜう丸/冬　ゆき未定 10/22 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(7.5）　 恵比須清司/ぎん太郎未定 10/13 異世界で『黒の癒し手』って呼ばれています(4）　ふじま美耶 691

10/26 神話伝説の英雄の異世界譚(11）　 奉/ミユキルリア 未定 10/22 恋愛至上都市の双騎士(3）　 篠宮　夕/けこちゃ未定 10/13 転生者はチートを望まない(4）　 奈月　葵 691

10/22 ゲーマーズ！(11）　ゲーマーズと初恋マルチエンド葵せきな/仙人掌未定 10/13 勇者に買われた奴隷ですが、なぜか勇者を調教しています。　荒城ひかり 691

10/27 異世界で王様に溺愛されて幸せになりました。　橘かおる/Ciel 710 10/22 スレイヤーズ(16）　アテッサの邂逅（仮） 神坂　一/あらいずみるい未定

10/27 東の清廉、西の逆賊　 綺月　陣/亜樹良のりかず875 10/22 転生賢者は娘と暮らす。(1）　 琴平　稜/かぼちゃ未定 10/13 平兵士は過去を夢見る(4）　 丘野　優 659

10/22 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルドマスターになった(5）　朱月十話/鳴瀬ひろふみ未定 10/13 ダンジョンシーカー(5）　 サカモト666 659

10/26 竜殺しと幼女　（仮） 秋月煌介/八　　葉未定 10/22 誰が為にケモノは生きたいといった(3）　 榊　一郎/ニリツ 未定 10/13 邪竜転生(1）　～異世界行っても俺は俺～ 瀬戸メグル 659

10/26 心理学で異世界ハーレム建国記(2）　 ゆうきゆう/Blue_Gk未定 10/22 真・三国志妹(3）　今日から俺は、新妹魔王の呂布のヒモ！？春日みかげ/を　　ん未定

10/26 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？(6）　花間　燈/sune 未定 10/22 カネは敗者のまわりもの(3）　 玖城ナギ/Mika Pikazo未定 10/31 竜騎士殿下の聖女さま　 秋桜ヒロロ 691

10/26 俺のお嬢様と天使と悪魔が生徒会で修羅場ってる。　壱日千次/ぱ　　ん未定 10/22 デート・ア・ライブ　アンコール(8）　 橘　公司/つなこ 未定 10/31 魔女と王子の契約情事　 榎木ユウ 691

10/26 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？(5）　細音　啓/neco 未定

10/26 魅了スキルでいきなり世界最強(3）　 北山結莉/にの子未定 下 ハーレムプロヴィデンス　（仮） 竹内けん/夏　　希778 11/1 独身寮の雄（アルファ）たち～孕ませ～　（仮） 西野　花/國沢　智691

10/26 自称Ｆランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点に君臨するそうですよ？(5）　三河ごーすと/ねこめたる未定 11/1 ラブ・コレ　14ｔｈアニバーサリー　（仮） 西野　花/國沢　智691

10/26 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最強の少年～(4）　ぶんころり/またのんき▼未定 下 純朴女子校生はオヤジ色に染められて　 空　　蝉/もり苔 770

10/26 学戦都市アスタリスク外伝　クインヴェールの翼(3）　三屋咲ゆう/okiura未定 10/23 冷血侯爵の熱愛花嫁　（仮） 小出みき/Ciel 788

10/26 幼なじみ学園でいちゃらぶしてくれませんか？　（仮）番棚　葵/竹花ノート未定 10/19 やむなきたくらみ　 愁堂れな/角田　緑648 10/23 没落令嬢は美貌の富豪に溺愛される　（仮） 森本あき/旭　　炬788

10/26 14歳とイラストレーター(6）　 むらさきゆきや/溝口ケージ未定 10/19 嫁入り先は坂の上の白狐　 鳥谷しず/笠井あゆみ680

10/19 抱き枕の片想い　 高峰あいす/陵クミコ680 10/27 弟の番人　（仮） 秀香穂里/未　　定648

10/2 エクスタス・オンライン　06.二人のエルフと三つ巴の思惑久慈マサムネ/平つくね未定 10/19 隻眼の騎士と癒しの花嫁　 杉原朱紀/街子マドカ680 10/27 副業でヒーローやってます！　（仮） 洸/未　　定 648

10/2 サイレントウィッチーズ　スオムスいらん子中隊ＲｅＢＯＯＴ！　築地俊彦/島田フミカネ＆Projekt World Witches未定 10/19 狼くんは社長の甘いごちそう。　 小中大豆/サマミヤアカザ680 10/27 ヒトデナシは惑愛する　（仮） 火崎　勇/小椋ムク648

10/2 サイレントウィッチーズ　スオムスいらん子中隊ＲｅＢＯＯＴ！　プレミアム特装版　築地俊彦/島田フミカネ＆Projekt World Witches未定

10/2 Ｒ－18な彼女はどうやら経験値が足りないようだ　米俵　好/うなさか未定 10/4 桜花傾国物語　花の盛りに君と舞う　 東芙美子/由羅カイリ778 11/1 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔法剣士(5）　kt60/cccpo 670

10/2 青春敗者ぼっち野郎、金髪尻軽ギャルのお気に入りになる　刑部大輔/あやみ未定 10/4 龍の美酒、Ｄｒ.の純白　 樹生かなめ/奈良千春745 11/1 結界師への転生(4）　 片岡直太郎/雫綺一生670

10/2 君は世界災厄の魔女、あるいはひとりぼっちの救世主　大澤めぐみ/切　　符未定 11/1 捨てられた勇者は魔王となりて死に戻る(3）　 悠島　蘭/teffish 630

10/2 英雄の娘として生まれ変わった英雄は再び英雄を目指す(3）　鏑木ハルカ/晃田ヒカ未定 10/3 やりすぎた魔神殲滅者の七大罪遊戯（ニューゲーム）(1）　最強究極の七大罪使いは容赦ゼロで禁忌を犯しつくす上栖綴人/GoHands713 11/1 帰還した勇者の後日譚(3）　 月夜乃古狸/吉沢メガネ680

10/2 ＪＫ案件推進中！！　～取引先の要求でお嬢様女子校の寮に住み込むことになった～藤宮カズキ/しぐれうい未定 10/3 終末のアダム　 榊　一郎/藤城　陽691

10/3 俺はアリスを救わないことに決めた　 清水　苺/桜木　蓮691 10/24 九尾狐家異類婚姻譚　～黒い瞳の花嫁～　 鈴木あみ/コウキ。710

10/2 少年陰陽師　おどみの殿でこころざせ 結城光流/伊東七つ生未定 10/3 白翼のポラリス(2）　 阿部藍樹/やすも 702 10/24 そんなに俺を可愛がるな！　～若頭はネコミミ！？～　朝香りく/白崎小夜710

10/2 厨病激発ボーイ　青春症候群(3) 藤並みなと/MW 未定

10/2 ５分後にキミのひと言ではじまる恋　 恋する実行委員会/壱コトコ未定 10/22 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…(7）　山口　悟/ひだかなみ689 10/11 氷獄公は聖女を奪う　 栢野すばる/炎かりよ770

10/2 ナオハル　はじまりの歌 40mP/た　　ま 未定 10/22 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…(7）　特装版山口　悟/ひだかなみ1078

10/2 双花斎宮料理帖　 三川みり/凪かすみ未定 10/22 スターディラム幻獣録～龍と家庭教師～　（仮）小田マキ/宵マチ 689 中 天空の城のかぐや姫　姫様は告らせたい　（仮）井の中の井守/やんよ未定

10/2 僕が名前を呼ぶ日　 香坂茉里/ヤマコ未定 中 追放されたけど魔王パーティに拾われて幸せです　（仮）嵩夜あや/のり太未定

10/20 子連れマフィアと愛の烙印　 雛宮さゆら 756 中 僕には悪魔（リリス）な師匠がいます　（仮） 青橋由高/HIMA 未定

10/2 吸血鬼は純潔を乞う　～ドラゴンギルド～ 鴇　六連/沖　麻実也未定 10/20 カジノ王と借金キング　 夢咲まゆ 680

10/2 山神×海神　 真崎ひかる/みずかね　りょう未定 10/11 お医者さんと春の嵐　 椹野道流/黒沢　要未定

10/2 魔法使いが年下狼を育てたら　 小中大豆/みろく　ことこ未定 10/22 つがいは愛の巣へ帰る　 鳥舟あや/●西リカコ756 10/11 身元引受人　 真式マキ/周防佑未未定

10/2 獣人王の愛玩オメガ　 かわい恋/北沢　きょう未定 10/22 刑事に甘やかしの邪恋　 高月紅葉/小山田あみ756

中 ドルチェ・アモーレ　騎士と令嬢の激甘！？　結婚生活　（仮）永谷圓さくら/gamu未定

10/2 異世界で身代わり姫になり覇王に奪われました　＋新婚ハネムーンを満喫中柚原テイル/SHABON未定 10/11 百々とお狐の見習い巫女生活(3）　 千　　冬/紅木　春778 中 仮面の下の淫らな愛戯　情欲に溺れた公爵と幼妻　久保ちはろ/旭　　炬未定

10/2 悪魔な騎士さまとエロ充マリアージュ　絶対独占！　俺の嫁を箱入り育成！葉月エリカ/椎名　咲月未定 中 その身体に触れたら、負け　（仮） 彼方紗夜/綺羅かぼす未定

10/26 その結婚は無効です！　冷血御曹司は崖っぷち女子を愛す　（仮）華藤りえ/SHABON740

10/11 世界を愛するランダム・ウォーカー　 西　条陽/細居美恵子未定 10/26 未　定　 未　　定/ゴゴちゃん740 上 究極の甘ラブ婚！　地味な私がカンペキ御曹司に求婚されるなんてっ！？三津留ゆう/北沢きょう未定

10/11 世々結嘉に解けない謎はない　（仮） 未　　定/mitan 未定 上 黒龍王の激愛　（仮） 御厨　翠/南国ばなな未定

10/11 青春ブタ野郎は天才子役の夢を見ない　（仮）鴨志田一/溝口ケージ未定 10/19 恋の孵化音　―Ｌｏｖｅ　Ｒｅｃｉｐｅ― 妃川　螢/かんべあきら740 上 溺愛攻防戦！　強引御曹司に結婚を迫られています！？　（仮）緒　　莉/壱　　也未定

10/11 こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌(2）　峰守ひろかず/おかだアンミツ未定 10/19 未　定　 伊郷ルウ/えとう綺羅740 上 みだらな男　（仮） 山野辺りり/氷堂れん未定

10/11 司波達也暗殺計画(1）　 佐島　勤/石田可奈未定

10/11 数字で救う！　弱小国家(3）　（仮） 長田信織/紅　　緒未定 10/6 鉄仮面弁護士がウブな理由　 青井千寿/駒城ミチヲ740 10/13 比翼連理　 あさひ木葉/小路龍流650

10/11 乃木坂明日夏の秘密(2）　（仮） 五十嵐雄策/しゃあ未定

10/11 新約　とある魔術の禁書目録(21）　 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 10/30 〔復刻版〕 なんて素敵にジャパネスク　 氷室冴子/谷　瑞恵691 10/2 百錬の覇王と聖約の戦乙女(17）　 鷹山誠一/ゆきさん669

10/11 罪の巨人と咎人勇者　（仮） 石川　湊 未定 10/30 ジャパネスク・リスペクト！ 氷室冴子『なんて素敵にジャパネスク』トリビュート集　我鳥彩子/松田志乃ぶ605 10/2 ＜Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｄｅｎｄｒｏｇｒａｍ＞―インフィニット・デンドログラム―(8）　海道左近/タイキ 669

10/11 86―エイティシックス―Ep.5　―ストライク・バック―（仮）安里アサト/しらび未定 10/2 魔王を倒した俺に待っていたのは、世話好きなヨメとのイチャイチャ錬金生活だった(2）　かじいたかし/ふーみ669

10/11 昔勇者で今は骨(3）　勇者と聖邪 佐伯庸介/白　　狼未定 10/11 ランチの王子様　（仮） 間之あまの/小椋ムク670 10/2 魔術破りのリベンジ・マギア(5）　 子子子子子子子/伊吹のつ669

10/11 ＭＯＮＳＴＥＲ　ＳＴＲＩＫＥ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　ソラノカナタ　（仮）橘　もも/XFLAGスタジオ未定 10/11 パラスティック・ソウル(2）　 木原音瀬/カズアキ702

10/11 ふれるだけじゃたりない　 川琴ゆい華/スカーレット・ベリ子670 10/24 風銘係あやかし奇譚　 SOW/鈴　　ノ 648

10/22 アルフレイムギルドの日常　 北沢　慶/グループSNE未定

10/11 月への吠え方教えます　 エリ・イーストン/冬斗亜紀1080
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