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https://www.facebook.com/kbs.denshi

21日発売（紙と同時）

にしん て

老舗料亭旅館〈銀の鰊亭〉には謎がいっぱい !?
い

〈銀の鰊亭〉
の御挨拶
小路幸也

港町を見下ろす高台にある
〈銀の鰊亭〉
。一年前の火事で当主とその妻は焼死。二人を助けようとして
燃え盛る炎に飛び込んだ娘の文は怪我を負い、記憶を失った。ところが、その火事の現場には身元不
明の焼死体もあった⸺。あの火事は
〈事故〉
なのか
〈事件〉
なのか？ 文の甥・光は刑事の磯貝とその
真相を追うことになるのだが……。
「東京バンドワゴン」シリーズで人気を博す著者が贈る、北の港町

4334913326
¥1400

が舞台の青春ミステリー !!

19日発売（紙と同日）

家にある生のお米を、材料と一緒にミキサーにそのまま入れて3分でできる！

生のお米をパンに変える魔法のレシピ

はじめての生米パン
リト史織
パン業界で話題騒然！ 家にある生のお米を、材料と一緒にミキサーにそのまま入れて3分でできる画
期的なパンレシピ。米粉パンより簡単でヘルシー、ふわふわ＆もちもちで美味しい！ すべて植物性素
材を使用しており、グルテンフリーでアレルギーのある人でも安心。生米パンからスイーツ、フライパン
でつくる時短のパンまで掲載。生米パンを発明した著者・リト史織さんのパン教室は大人気で予約が

4334951414
¥1200

取れず、常にキャンセル待ち状態。

28日発売（紙と同時）

長谷川慎コーチ、堀江翔太らが明かす、
フィジカル勝負、心理戦、頭脳戦の攻防。

ONE TEAMのスクラム

日本代表はどう強くなったのか？ 増補改訂版『スクラム』

松瀬学
「スクラムってひとつの競技みたいなものですね。ラグビーにあって、スクラムは別の競技。そこはラグ
ビーとは別個に考える必要があるんじゃないでしょうか」稲垣啓太⸺2019年の流行語大賞に輝いた
。その象徴はスクラムだ。長谷川慎コーチ、堀江翔太、稲垣啓太、具智元が明かす、
「ONE TEAM」
フィジカル勝負、心理戦、頭脳戦の攻防。にわかファンだからこそ楽しめるシン・スクラム論！

4334044603
¥1100

2月5日

雲の果
はたて

あさのあつこ
小間物問屋〈遠野屋〉の元番頭が亡くなった。その死を悼む主の清之介は、火事で焼けた仕

舞屋で見つかった若い女が殺されていたと報される。亡くなった女の元にあった帯と同じ作

りの鶯色の帯が番頭の遺品から見つかり、事件は大きく展開する。北町奉行所定町廻り同

心の木暮信次郎と�仇敵�清之介が摑んだ衝撃の真相とは⸺。緊張感溢れるシリーズ第八
弾。

松本・梓川殺人事件
梓林太郎

安曇野署の刑事・道原伝吉が松本署に転勤になって早々、松本駅で不可解な事件が発生。
幼い兄妹を連れて駅を訪れた母親が子供たちを置いて姿を消し、兄が遊んでいる間に妹も

いなくなっていた。二人は攫われたのか？ 犯人が見つからないまま、上高地で新たな女性
の行方不明事件が！ これらの事件は繋がっているのか？ ベテラン刑事が難事件の真相
を追う！

だからあなたは殺される

水生大海

兄の名前は汐崎正義、妹の名前は持田優羽。とある事情から苗字の違う兄妹が同居を始め

たちょうどその頃、優羽と同い齢の読者モデル・紫苑が殺される事件が発生。残虐なこの事

件を解決すれば昇進できるとあり、兄の正義は一心不乱に捜査を進める。一方、独自の情
報網と行動力で妹の優羽は兄に協力するが⸺。二人の兄妹が辿り着く、驚きの結末とは !?

うろこ雲 決定版

研ぎ師人情始末（三） 稲葉稔

研ぎ師・荒金菊之助の裏店に越してきた伊佐次が襲われた。伊佐次は騙されて詐欺の片棒

を担いだのだが、大金を持ち逃げした一味に狙われたのだった。同情した菊之助は伊佐次
を匿うが、伊佐次の身請け人・喜兵衛が斬殺された。菊之助は、従兄弟の南町奉行所臨時

廻り同心・横山秀蔵と一味の捕縛に乗り出すが……。人気時代作家・稲葉稔の原点シリーズ
決定版第三弾。

平林初之輔 佐左木俊郎

ミステリー・レガシー

山前譲［編］

江戸川乱歩が戦時統制下に筆を折っていたように、ミステリーは自由で民主的な社会でしか

発展できない。探偵小説が一般に普及したのも大正デモクラシーの風潮と無縁ではなく、そ

んな新しい時代に書かれたプロレタリア文学運動の理論家・平林初之輔と、農民文学の旗手・
佐左木俊郎のミステリーは、長い時を経ても決して色褪せることのない輝きを放っている！

自分で作る

財前直見

ありがとうファイル

女優で終活プランナーの資格も持つ財前直見が、実際に作って活用している「ありがとうフ

ァイル」は、ふだんから便利でイザという時も役立つ家族の虎の巻。
「終活」のいろんな壁を、
乗り越えるのにも役立ちます。なぜ親へのインタビューから始めるか、なぜノートじゃなくて

ファイルなのか。著者自筆のほっこりイラストとともに伝えます。購入者のために、書き込み
用紙のダウンロード特設サイト情報も掲載！

同日発売
光文社文庫

4334779719

¥700

2月5日

同日発売
光文社文庫

4334779735

¥600

2月5日

同日発売
光文社文庫

4334779751

¥800

2月5日

同日発売
光文社文庫

4334779808

¥700

2月5日

同日発売
光文社文庫

4334779859

¥850

2月21日
ノンフィクション

4334950817

¥1200

2月21日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】1
笹原智映

大学の単位も危うい苦学生・葉山は、天才と呼び名の高い変人・椎名教授のもとで留学免除

という条件で、実験の手伝いをすることになった。しかし、実験で盛られた怪しいクスリは、
ベタな恋愛シチュエーションを引き起こす「ドジっ子になる☆クスリ」。童貞（推定）葉山の、

教授による受難、セクシャルハラスメンな日々が始まる。教授×助手、恋するクスリでセクハ

ラ三昧？ ドタバタBLコメディ第一話。

鹿谷サナエ

新入社員の三葉がゲイ・コミュニティサイトで知り合ったメル友の「課長」と、いつも残業に
付き合ってくれる厳しいツンデレ眼鏡上司の安土課長。三葉は、ある共通点から2人が同一

人物ではないかと疑っていた。メル友の「課長」との初デートの待ち合わせ場所に、安土を

見つけてときめく三葉。しかし、安土は別のイケメン男性と待ち合わせていた！ 深夜のオフ

ィスで、部下×上司のディープなアンタッチャブル・ラブが始まる!!

青山十三

大好きなチェスをするため、子供のころから叔父・千晴の家に詰めている伸一は、あるとき

胸の奥にあるもう一つの想いに気づいてしまう。また千晴もその恋情に気づき、突き放そう

とする。伸一はただその気持ちを伝えるためだけに、千晴にチェスの勝負を挑むのだったが

……。叔父と甥の、切なくも暖かい恋愛を描いた BL。叔父×甥……この心満たすのは ､チェ

スと、キスと、熱い秘めごと。

¥200

コミック

¥200

2月21日

姫とジョーカー【分冊版】1
春野アヒル

遊び人のゲイ七瀬は、ナンパした相手が男初心者だと知らず、酔った勢いでお初を奪ってし

まう。しかも相手はコワモテ
（？）
で知られる担任教師・高橋だった。一夜限りのこととはいえ、
七瀬は恋愛に不慣れな先生の純真ぶりに、次第に惹かれてゆき……。遊び人の生徒×男初
心者先生の前途多難な純情イバラ道ラブストーリー、第一話。

銭形たいむ

下米塚村の悪童・虎右衛門と幼馴染み・仙太郎、衝撃

の会津・庶民派 BL カップルの無理心中事件。／【補足】歴史 BL 探偵所
歴史の陰に BL あり!!

コミック

¥200

2月21日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】1

BL 秘話……。第一話。

コミック

2月21日

ステイルメイト【分冊版】1

～男同士の愛憎渦巻く事件簿～

¥200

2月21日

真夜中のアンタッチャブル【分冊版】1

会津藩史に埋もれたスキャンダル !!

コミック

虎右衛門と仙太郎

教科書では教えてくれない歴史

コミック

¥180

境内ではお静かに 七夕祭りの事件帖

2月21日

坂本壮馬は、生き方を探して兄・栄達が宮司を務める源神社で働いている。一緒に神社で起

四六判文芸書

天祢涼

こるトラブルを解決してきた「名探偵」の美少女巫女・久遠雫に想いをよせるが、いつもクー

ルで感情の見えない雫の心はわからない。雫につきまとう謎の男・上水流や、壮馬の元カノ・
佳奈が絡み、壮馬と雫の関係は渾沌としていく。謎やお悩みを鮮やかに解決する雫と壮馬の

コンビだが、二人の恋の行方は、神様にもわからない？

同時発売

4334913342

¥1500

2月21日

宝の山

水生大海
かつては温泉客で賑わっていた岐阜県宝幢村。16年前の地震で温泉が涸れ、村は衰退する
一方だ。この村で生まれ育った希子は、地震で家族を亡くし、伯父夫婦と暮らしている。隣

同時発売

四六判文芸書

家に住むのは、7年前に I ターンしてきた長谷川一家。家にはいつも頑丈に鍵が掛けられ、 4334913334
村人から不審がられていた。ある日、村おこしのために雇われた女性ブロガーが突如消えて

しまい……。
『冷たい手』で大ブレイクの著者が放つ、長編ミステリー。

愛するいのち、いらないいのち
冨士本由紀

元クリエイターの夫と築45年の団地で倹しく暮らす59歳の私。無職の男を養い、遠い実家で

独居する惚けた父の介護に行き来する日々。入退院、施設探し、説得、契約、留守宅の管理。

¥1600

2月21日
同時発売

四六判文芸書

時間に、お金に、人間に、振り回され、仕事は、定年は、介護の終わりは……。そんな矢先、 4334913350
夫に癌が見つかる。神は老いた父の死を願うような不埒な私に、罰として私の一番大切な

ものを奪うことに決めたのだ。還暦女のリアルな日常が胸を衝く、切実小説。

¥1500

暗黒残酷監獄

2月21日

同級生の女子から絶えず言い寄られ、人妻との不倫に暗い愉しみを覚え、友人は皆無の高

四六判文芸書

城戸喜由

校生・清家椿太郎。ある日、姉の御鍬が十字架に磔となって死んだ。彼女が遺した「この家

には悪魔がいる」というメモの真意を探るべく、椿太郎は家族の身辺調査を始める。明らか

同時発売

4334913369

となるのは数多の秘密。父は誘拐事件に関わり、新聞で事故死と報道された母は存命中、 ¥1500
自殺した兄は不可解な小説を書いていた。そして、椿太郎が知る残酷な真実とは。

いま、翔び立つとき

女性をエンパワーすれば世界が変わる

メリンダ・ゲイツ／久保陽子［訳］

世界最大の慈善団体の共同議長メリンダ・ゲイツ。女性や少女にさまざまな角度から国際的

な支援を行い、女性の地位を向上させることが、世界全体の改善につながると訴える彼女

が、20年におよぶ慈善活動の経験や、その過程で出会った女性たちを紹介しながら、教育問

題、児童婚、避妊手段の不足、職場での不平等などの現状を明かし、解決策を提案する。自
身の半生や、夫ビル・ゲイツとの結婚生活も惜しみなく明かす。

言葉の温度

イ・ギジュ／米津篤八［訳］
私たちが紡ぎだすひとつひとつの言葉には、それぞれに固有の温度がある。心地よい温かさ

で人を癒す言葉、熱すぎたり冷たすぎたりで誰かを傷つける言葉……。日々の何気ない会話
に耳をそばだて、本や映画の胸を打つ一節を心に留め、それらの言葉のもつ大切さや切実

さを語りつくす⸺。韓国で異例の150万部を売り上げ、社会現象にもなった、言葉への愛
が詰まった珠玉のエッセイ。

同胞の契り
は ら か ら

人情同心 神鳴り源蔵

小杉健治

相模の卯三郎と念仏の仁吉は、盗みを競い合っていた。四年前、卯三郎が獄門送りになり、
鳴りを潜めていた仁吉だったが、二年前から、またぞろ動き始めていた。
「幽霊を見た」と言

2月28日
翻訳

4334950817

¥1440

2月28日
翻訳

4334962343

¥1360

2月28日
光文社文庫

っていた波助が殺される。仁吉の一味である波助が見たという幽霊の正体とは？ 源蔵は、 4334778283
卯三郎を捕らえた与力から、拷問死した春三という男が生き延びているかもしれないと聞き
だす。

¥600

駆ける稲妻

人情同心 神鳴り源蔵

小杉健治

不忍池の辺で口入れ屋『生駒屋』の主人の常五郎が殺された。その場に居合わせ、悲鳴を

聞いた指物職人の彦次は、三人の男に襲われる。だが、下手人は奉公人の市助だという。

2月28日
光文社文庫

手負いの彦次は、通りかかった益三に手当てされ、匿われた。市助が頑として罪を認めず、 4334779263
姿を消している彦次が鍵を握っていると見当をつけた源蔵は、行方を捜す。騒動の背後には、 ¥600
大きな闇が！

天使の腑

はらわた

警視庁特命捜査対策室九係

渡辺裕之

特命捜査対策室九係は、
「現行の捜査に対して、疑問＝ Q を持った事件」について、別の切

り口で捜査する。故に、一歩間違えれば、即廃止という崖っぷちの部署である。交通事故死

した保坂敦の後を追って、妻が自殺。保坂の死を調べると、中国で臓器移植していたことが

判明。手がかりを探るため、岩城は北京へと飛ぶ！ 現地で岩城に接触してきた美女。その
正体は !?

青い枯葉

昭和ミステリールネサンス

黒岩重吾

大阪立売堀で機械器具の会社を営む橋田は、人生最大の危機に直面していた。20年をかけ

て築き上げた会社が詐欺にあい、倒産寸前にまで追い詰められていたのだ。もはや金策も
尽き、旧知の同業者に、愛人の秘書・由美子を差し出すほかに道はなかったが……。男達の
欲望の間で生きる薄幸な女を描いた表題作等、社会の歪みの中で蠢く人々の闇をあぶり出

す傑作7編 !!

それぞれの陽だまり

日本橋牡丹堂 菓子ばなし
（五） 中島久枝

注文が増え忙しくなった牡丹堂に手伝いの女性がやって来た。年のころは三十過ぎ、背が高

くて器量よし、さっぱりした気性で働き者。たちまち見世の職人たちの心をつかんでいった。

2月28日
光文社文庫

433477931X

¥650

2月28日
光文社文庫

4334779492

¥900

2月28日
光文社文庫

女房のお葉を亡くして十年になる主・徹次とも、じきに親しくなってゆくのだが……。一方、 4334779557
小萩は新しい菓子の考案に頭を悩ませる日々が続いていた。菓子と人情の物語シリーズ第
五弾。

A7

しおさい楽器店ストーリー

喜多嶋隆

ここは葉山の海が見渡せる楽器店。店主の牧野哲也は10代でデビューして注目を浴びたギ
タリストだが、活動を中断し充電中。目が不自由な従妹の涼夏を引き取り、気ままな二人暮

¥600

2月28日
光文社文庫

らしを送っている。店に持ち込まれる中古ギターが運んでくる音楽を愛する人々の熱い想い。 4334779573
それがいつしか哲也の心の奥に火をつけてゆく⸺。湘南の海風のように爽やかな青春音
楽小説。

夢の帆は永遠に

南蛮おたね夢料理（十） 倉阪鬼一郎

幕末の動乱の中、困窮した人々による米屋の打ちこわしなど、物騒な事件が続発していた。
夢屋でも、次第に食材の調達が難しくなっていく。そんな中でも手に入る材料を工夫した料

理で、賑わいを見せていたのだが、料理人のおりきが腰を痛め、おたねはついに見世じまい

を決意する⸺。江戸末期の世を懸命に生き抜く人々の営みを温かく描く、好評シリーズ完
結編！

¥750

2月28日
光文社文庫

4334779670

¥650

アリス・ザ・ワンダーキラー
少女探偵殺人事件

早坂吝

10歳の誕生日を迎えたアリスは、父親から「極上の謎」をプレゼントされた。それは、ウサ耳

形ヘッドギア
《ホワイトラビット》を着けて、
『不思議の国のアリス』の仮想空間で謎を解くこと。

2月28日
光文社文庫

待ち受けるのは5つの問い、制限時間は24時間。父親のような名探偵になりたいアリスは、 4334779611

コーモラント・イーグレットという青年に導かれ、このゲームに挑むのだが⸺。

われら

ザミャーチン／松下隆志［訳］
地球全土を支配下に収めた〈単一国〉では、24時間の各人の行動は、食事から性行為まで、

すべて合理的に管理されている。その国家的偉業となる宇宙船〈インテグラル〉の建造技師

であるД -503は、古代の風習に傾倒する女 I-330に執拗に誘惑され……。
『一九八四年』
『す
ばらしい新世界』に先駆けるディストピア小説の傑作。

¥700

2月28日
古典新訳文庫

4334754090

¥1000

サイラス・マーナー

2月28日

友と恋人に裏切られ、神にも絶望して故郷を捨てたサイラス・マーナーは、たどりついた村

古典新訳文庫

ジョージ・エリオット／小尾芙佐［訳］
のはずれで、機を織って得た金貨を眺めるのを唯一の愉しみとする暮らしをしていた。そん

な彼にふたたび襲いかかる災難……。精細な心理描写とドラ マチックな展開が魅力のエリ

オットの代表作の一つ。

とはずがたり

後深草院二条／佐々木和歌子［訳］
後深草院の寵愛を受け、14歳で後宮に入った二条は、その若さと美貌ゆえに多くの男たちに
求められるのだった。そして御所放逐。尼僧として旅に明け暮れる日々……。書き残してお

かなければ死ねない、との思いで数奇な運命を綴った、日本中世の貴族社会を映し出す「疾
走する」文学！

勇気の赤い勲章

スティーヴン・クレイン／藤井光［訳］
戦場での英雄的活躍に憧れ、北軍に志願したヘンリー。進軍の停滞でじらされた末に戦い

が始まり、興奮のうちに射撃し続けた彼だったが、執念深く襲いかかる敵軍の包囲に遭うや、
高揚はたやすく恐慌へと変わるのであった。南北戦争を舞台に色彩豊かに描かれるアメリカ
戦争文学の傑作。

憲政の本義、その有終の美
吉野作造／山田博雄［訳］

主権の所在をあえて問わない人民のための政治、いわゆる「民本主義」を唱導した吉野作

造の代表作。当時の藩閥政治を批判、国家の根本である憲法の本来的な意義を考察し、立
憲政治の実現には国民一般の「智徳」が重要だと説く、
「デモクラシー」入門書の元祖。待望

の新訳！

4334754104

¥1000

2月28日
古典新訳文庫

4334754112

¥1100

2月28日
古典新訳文庫

4334754120

¥830

2月28日
古典新訳文庫

4334754147

¥1020

御社の新規事業はなぜ失敗するのか？
企業発イノベーションの科学

田所雅之

外部環境が激しく変わり、プロダクトやサービスのライフサイクルがどんどん短命になる現代

において、
「うちの会社には新規事業は必要ない」と断言できる人はいないだろう。それなのに、
なかなか一歩を踏み出せない。なぜ新規事業には、ネガティブなイメージがつきまとってい

るのだろうか？ そして、なぜ実際、たいていの新規事業はうまくいかないのだろうか？ ベ

ストセラー『起業の科学』著者が大企業に舞台を移し、新規事業を科学する！

首都圏大予測

これから伸びるのはクリエイティブ・サバーブだ！

三浦展

お金をかけずに、豊かで幸せな生活を実践する人々の事例を、
「再・生活化」をキーワードに

紹介・解説。それは、(1) 物の豊かさから人間関係の豊かさへ、(2) 私有からシェアへ、(3) シ

ンプル・ナチュラル・手作り志向、(4) 日本・地方志向、の4つがカギとなる。モノやお金では幸
せを感じられない現代人にとって理想の生き方とは？

体育会系

日本を蝕む病

サンドラ・ヘフェリン

「日本人の根性論なんて昔の話」は大間違い！ パワハラ、体罰、過労自殺、組体操事故など
至る所で時代錯誤な現象が後を絶たない。全ての元凶は、絶対的な上下関係に基づく不合

理な「体育会系の精神」だと著者は見る。そのメンタリティは学校教育を通じて養われ、こ

の国の文化を形作る。負の連鎖を断ち切るには、わが子を幼少期から「ブラック」に触れさ
せぬよう親が警戒すべし。解決策はシンプル、
「頭のスイッチ」を切り替えるだけ！

段落論

日本語の「わかりやすさ」の決め手

石黒圭

段落を意識すると、読み書きの力だけでなく、聞く力や話す力までも伸ばすことができる。そ

れは、段落に頭の中の思考を整理する「箱」としての役割があり、情報をわかりやすくアウト

プットする助けになるからに他ならない。コミュニケーションの質を向上させうる段落のもつ
力とその可能性、あるいは web に見られる新しい「段落」の形について、日本語研究の第一
人者である著者が明らかにする。

100万円で家を買い、週3日働く
三浦展

お金をかけずに、豊かで幸せな生活を実践する人々の事例を、
「再・生活化」をキーワードに

紹介・解説。それは、(1) 物の豊かさから人間関係の豊かさへ、(2) 私有からシェアへ、(3) シ

2月28日
同時発売
光文社新書

4334044573

¥840

2月28日
同時発売
光文社新書

4334044514

¥940

2月28日
同時発売
光文社新書

4334044581

¥900

2月28日
同時発売
光文社新書

4334044611

¥820

2月28日
光文社新書

ンプル・ナチュラル・手作り志向、(4) 日本・地方志向、の4つがカギとなる。モノやお金では幸

4334043763

のばして美やせ

2月28日

せを感じられない現代人にとって理想の生き方とは ?

めざせ！ 細カーヴィな身体

久優子

背中が丸い、下腹が出てきた？ しかも運動はちょっと、な人にこそ、お勧めしたい、カリスマ
美脚トレーナーが自分のために編み出した、リンパがカギの「やせるストレッチ」
！ 3週間で
絶対きれいになれるストレッチ&マッサージ。

¥800

ノンフィクション

4334950949

¥1100

奇跡の組織

「最高の働き方」を導き出すセムコスタイル5つの原則

秦卓民

従業員数3000人超。しかし……「階層・組織図なし」
「戦略・計画・予算なし」
「人事部なし」
「企
業理念なし「決まった CEO は不在」⸺それでも、平均成長率は年147%、離職率2%、就職

人気企業ランキングNo. 1！ ティール組織の先を行く、ブラジル「セムコ社」の自由すぎる組

織モデルが、会社の常識を覆し、働き方の不可能を可能にする！ 著者は日本で独占的にセ

ムコスタイルのコンサルタントをできる権利を有する会社の代表。

FLASHデジタル写真集

黒木麗奈 お嬢様ゴルファーの秘密

黒木麗奈／佐藤裕之［撮影］

2018年度の三愛水着楽園イメージガールを務め、現在はテレビ番組『めざましテレビ』でイ

マドキガールとして活躍している9頭身モデルが、お嬢様ゴルファーに変身した。
「テレビでゴ

ルフはよく見ていましたが、クラブを握るのは初めてだったのでした」という黒木。慣れてい

ない仕草もまたかわいらしい。澄んだ瞳とその微笑みは見る者の心を釘づけにする。グラビ

ア界の「スマイリング· シンデレラ」誕生の瞬間を見逃すな。

FLASHデジタル写真集

白宮奈々 ミスFLASH2020グランプリ

白宮奈々／岩松喜平［撮影］

舞台『春のめざめ』
『カーテンコール』、朗読劇『Greif』
『Greif2』など、役者として多くの作

品に出演してきた白宮奈々が、グラビア活動を本格的にスタート！ 「身長151cm。ミス
FLASH 史上いちばん小さいのですが、持ち前の元気さと笑顔でカバーします。海が大好きな

ので、ロケ地・宮古島でも毎日テンションを上げて撮影。かわいい水着で弾けたところだけ

でなく、セクシーな衣装で大人っぽくキメた表情も見てほしいです」。

FLASHデジタル写真集

日野アリス ミスFLASH 審査員特別賞

日野アリス／木村哲夫［撮影］

ガールズバンド「Risky Melody」のボーカルが9頭身スタイルを惜しげもなく披露した。歌と

ライブパフォーマンスで鍛えたボディが神々しい。
「私らしい、カッコよくてセクシーなグラビ
アになりました」と、本人が語る通り、ベッドシーンやシャワーシーンからは大人のフェロモン
が漂う。圧巻は、沖縄・宮古島の夜の海での水着シーン。水着に皮ジャケットという大胆なス

タイルでザブザブと海に入っていく。これがロックだ！

チンピラ君のメスイキ調教 4

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?

「勃とうが勃たまいが関係ない……コッチで女の子みたいにイこうな」EDで感じない体だっ
昔から悪さばかりして

きたチンピラ・光谷は20歳になった今も悪友とつるんでいた。そんなある夜、一人きりになっ
た部屋にやって来たのは、まさかのゲイ専門デリヘルボーイ!? さらにその男はかつて光谷
達が原因で辞めた教師・逢坂で―…「怯えた顔は可愛いもんだな、光谷」

お前のデカい好意をEDDT のオレに突っ込むな！2

うみのまや

ED でDT なオレの貞操の危機！ イケメンで読モでトークもキレる、そんな上野の唯一の欠

点は『ED』。そのせいで未だに脱童貞できず……。ある日、断れきれずに参加した合コンで、

オレよりスタイルよくて女子にモテるムカつく奴・高田にトイレで突然アソコを扱かれ ED がバ

レた !?

すると「ED を治してやる」と言われ !?

前立腺を開発すると、尻の穴に指を突っ込

んで来た！ さらに出てきた高田の息子が狂気的サイズで!?!?

ノンフィクション

4334951201

¥1400

2月28日
FLASH 写真集

¥1200

2月28日
FLASH 写真集

¥1200

2月28日
FLASH 写真集

¥1200

2月28日

西原ケイタ

たのに、担任教師だった男のアレであっさり絶頂させられて……!!

2月28日

コミック

¥200

2月28日
コミック

¥200

45歳童貞を見込まれて魔法少女アヌルローズになりました 1

のの字

45歳まで童貞だと、魔法使いも賢者も通りこして魔法少女になれるらしい……。世話焼き
昭和の男、中年リーマンの朝陽はツンデレ気味な所が可愛い部下・月森と仕事終わりに飲ん

でいた。その帰りに化物に襲われ！ 化物の目的は H な事で人間を侵す事らしく、戦う方法
は魔法少女に変身し身を捧げるしかない !?

変身の条件は純潔な体（童貞）である事と言

われ……45歳童貞、皆をH な化物から守るため体を張って代わりに侵されます☆

Loveless SEX Dog 5
愛のない獣

霧嶋珠生

獣の姿で生まれ、成長すると獣人型になる希少種『獣人類』。彼らの『番（つがい）』に選ばれ

ると、性別問わず出産できる身体になるという⸺。子どもの頃から犬型の獣人類・太郎を

飼っている雪也。人間たちの間では「獣人類の番に選ばれると成功と幸運がもたらされる」

という噂があるため、太郎に群がる人間がいるのにうんざりしていた。しかし、心のどこかで
太郎の番が見つからない事に安堵していたが……？

ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい 合本版2
銀川ケイ

『ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい』第3、4話を収録した合本版！ 岬先生の事が好き

なのに、正雄の真剣な気持ちを聞いて千代吉の気持ちは揺れ動く。自分が正雄の事を好き

になれたらきっと皆幸せになれるのに、やっぱり諦めきれない千代吉が最後に出した答えは
⸺!?

男色大鑑 改 5

若衆と美坊主の秘恋

九州男児

美坊主の『主膳』は3年前まで江戸で一等美しい女形だった。どんなに美しくとも歳には敵

わず、成長する身体に思い悩む日々。そんな主膳の前に、若手の中でも群を抜いて美しい『浅

之丞』が現れ……。自分もいい歳だし対抗しても…と思うが負けたくない想いもあり。割り
切れない想いの中、自分の太客に変な噂が流れている事を知った主膳は疑わしい浅之丞を
部屋に呼び……。※井原西鶴の男色大鑑『江戸から尋ねて俄坊主』より

華闇の褥 新章3
しとね

棘

粧妃／諏訪山ミチル［原作］

【伝説のヒット作！
『華闇の褥』続編】数々の修羅を乗り越え結ばれた、男娼・悠也と元ヤクザ
の闇金屋・剣持。すっかり堅気になった悠也は剣持の野望「カジノ建設」のため、マカオでデ

ィーラー修行をすることに。一方、各国マフィアの進出で歌舞伎町に不穏な空気が……。そ

して悠也に執着する中華マフィアの若きボスが出現して⸺!?

満月の夜、イケメン父子に出会いました 2
お

や

こ

一文字はや子／茜西美佐［原作］

「見つめられると…ゾクゾクする」出会った翌日、いきなり距離が縮まってしまった劇団員・翔

太と大学講師・直樹。楽しいけど気になることは多くて……。戸惑う翔太の前に、今度はモ

デル系イケメンが現れて⸺!?

癒される☆ロマンティック子育てBLラブ♪

2月28日
コミック

¥200

2月28日
コミック

¥200

2月28日
コミック

¥350

2月28日
コミック

¥150

2月28日
コミック

¥200

2月28日
コミック

¥200

