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湊かなえのエッセンスがみなぎる極上の短編集！

ポイズンドーター・ホーリーマザー
湊かなえ
女優の弓香の元に、かつての同級生・理穂から届いた故郷での同窓会の誘い。欠席を表明したのは、
今も変わらず抑圧的な母親に会いたくなかったからだ。だが、理穂とメールで連絡を取るうちに思いが
けぬ訃報を聞き……。
（「ポイズンドーター」
） 母と娘、姉と妹、友だち、男と女。善意と正しさの掛け
違いが、眼前の光景を鮮やかに反転させる。名手のエッセンスが全編に満ちた極上の傑作集！

5日発売

4334776965
¥600

衝撃のモダンホラー！ 愛息の死を信じられない母の身に､ 奇怪な事件が……。

闇の眼

ディーン・R・クーンツ／松本みどり［訳］
雪のシエラ山中でバス転落。搭乗のボーイスカウト全員死亡……ラスベガスの舞台プロデューサー、テ
ィナが一人息子のダニーを亡くしたのは1年前。が、ティナはまだその死を信じられずにいた。そして、
傷心の彼女の身辺に次々と不可解な出来事が……子供部屋が荒らされ、黒板には“シンデハ イナイ”
のなぐり書き、コンピューターの画面には“ココカラ ダシテ” の文字……。ベストセラー作家クーンツ
が放つモダンホラー！

26日発売（BookLive! 先行／他書店 7/26

【予定】
）

ナルニア国物語 1

4334760449
¥950

世界最高のファンタジーのコミカライズ第1巻、第2巻！

魔術師のおい 1, 2

C・S・ルイス／土屋京子［訳］／玉樹庵［画］
ディゴリーとポリーが忍び込んだアンドリュー叔父さんの部屋で見つけたのは魔法
の指輪。その指輪に触ってしまったポリーは姿を消してしまう。異世界に送り込まれ
たというポリーをディゴリーは探し出せるのか？ 冒険が今始まる⸺！ 世界最
高のファンタジー長編をコミカライズ。繊細な筆致でナルニアの世界が描かれます。

各¥650

原体験ドリブン

人生の答えの9割がここにある！

チカイケ秀夫

14年間勤めた上場企業を過労とストレスによる心身不調で退社。傷心を癒しに訪れた高野

山奥の院で「龍神」との出会ったことをきっかけに、龍が「視える」ようになる。龍から「龍は

6月5日
ノンフィクション

ひとりに一柱、必ず護っている」ことを教えられ、人と龍をつなぐセッション「龍つなぎ」を開始。 4334951503
いつしか「龍師」と呼ばれるようになり、セッションやイベントは即日完売に。そんな経験を
基にした愛と癒しの物語。アメブロ公式大人気ブロガー初出版！

「山奥ニート」やってます。
石井あらた

ひきこもりとなって大学を中退し、ネットを通じて知り合ったニート仲間と2014年から和歌
山の山奥に移住。以来、駅から車で2時間の限界集落に暮らしている。月の生活費は1万

8000円。収入源は紀州梅の収穫や草刈りのお駄賃など。インターネットさえあれば、買い
物も娯楽も問題なし。リモートの可能性をフル活用し、
「なるべく働かず、面倒くさい人間関
係から離れて生きていく」を実現したニートが綴る5年間の記録。

The Young Women’s Handbook
女の子、どう生きる？

山内マリコ

雑誌やSNS に載ってる素敵なあの子に、キリキリしちゃうあなたに⸺大事なのは、他人が

自分をどう思っているかじゃなくて、自分が自分をどう思っているか。自分で自分を「いいね！」

¥1300

6月5日
ノンフィクション

4334951651

¥1300

6月5日
エッセイ

と思える、それがなにより最高で、最強。おしゃれも雑誌も大好きな著者が、あの頃の自分に、 4334951562

そして心の中に「女の子」を持つ全女性に向けて贈るエッセイ。それは誰のためのファッショ

ンか／インフルエンサーにはなれなくても／他。

2億4000万円の大赤字を「引き寄せ」で何とかしました！
西山公人

2015年3月19日、私は『引き寄せ 会社社長のブログ』を書き始めました。さかのぼること9
年前に起業した自分の会社が、2億4000万円もの負債を抱えて倒産の危機に陥り、自己破

¥1100

6月5日
ノンフィクション

産が見えてきた頃のことでした。それから「トイレ掃除」
「ありがとう1万回」
「宇宙におまかせ」 4334951392
……色んな引き寄せを試したけど、どれも効果ナシ。でも「あの日」をきっかけに、人生が急

に好転しはじめたのです！⸺アメブロで大人気の「人生大復活劇」!!

アボリアッツ映画祭殺人事件
友成純一

1970年代から90年代にかけ、世界の映画界に多大な影響を与えたアボリアッツ映画祭。ホ

ラーやオカルト映画を愛する者には忘れがたい伝説的存在だ。映画評論家として毎年のよ

¥1200

6月5日
小説

うに参加していた著者が、当時書き下ろし埋もれていた幻想ホラーがついに初刊行！ 世界

中から集った人々が映画に熱狂し宴に溺れる中、永き眠りから目覚めた最凶の殺人鬼が、 ¥700
殺して殺して殺しまくる！ 特別付録エッセイ付き！

名探偵は噓をつかない
阿津川辰海

名探偵・阿久津透。数々の事件を解決してきた彼は、証拠を捏造し、自らの犯罪を隠蔽した

という罪で、本邦初の探偵弾劾裁判にかけられることになった。兄を見殺しにされた彼の助手、
火村つかさは、裁判の請求人6名に名を連ねたが、その中には思わぬ人物も入っていて⸺！
新人発掘プロジェクトから現れた鬼才、審査員を唸らせた必読のデビュー作！

6月10日
同日発売
光文社文庫

4334790380

¥900

6月10日

秋霜の撃 決定版
しゆう そ う

勘定吟味役異聞（三） 上田秀人

将軍家宣が薨去。後ろ盾を失った新井白石は、家宣の嫡子鍋松を盾に権を握った間部越前

守を追い落とさんと動き出す。そこで勘定吟味役水城聡四郎に、将軍の葬儀が増上寺に決

まった「裏」を暴けと命が下る。三代将軍家光以来の寛永寺から一転、菩提寺に決まった裏
事情とは⸺。そして聡四郎の前に、新たな刺客が。聡四郎シリーズの「原点」決定版、待望

の第三弾。

光文社文庫

4334790437

¥700

6月10日

兄妹氷雨 決定版

研ぎ師人情始末（五） 稲葉稔

研ぎ師の荒金菊之助は想い人のお志津と夫婦となった。そんなおり、同じ長屋で異変が。父

親が行方不明になった家で二人の幼い子供たちが飢えていた。母親は父親を捜しに出たき

りだという。そして、その子供たちの姿も消えた。いったい何が起こったのか⸺。次第に明

らかになる事実に菊之助の怒りが頂点に達する。涙溢れる、稲葉稔の原点シリーズ決定版
第五弾。

「一番」という生き方

95か月連続 No. 1を続ける私の自己ブランディング術

桜井野の花

歌舞伎町で一番有名なキャバ嬢。そして、キャバクラオーナー社長でもある桜井野の花が初

めて明かす、自分を加速度的にパワーアップさせ、結果につなげる最強のブランディング術。

◎�勝てる�場所を探すことからすべてが始まる ◎最後は自分がしてきた努力が必ず味方

をしてくれる ◎何度失敗したっていい。勝つまでやればいいだけ

ないこと」をはっきりさせる。
「やらない」と決めたことは振り返らない

「もしかしてVERY 失格 !?」完結編

小島慶子

同日発売

◎「やること」と「やら

同日発売
光文社文庫

4334790445

¥650

6月12日
ノンフィクション

4334951384

¥1200

6月12日

曼荼羅家族

10年続いた『VERY』人気連載もついにフィナーレ！ 大黒柱ワーママとして日豪を往復しな

がら読者の悩みに寄り添い、泣き、笑い、怒った、ママたちとの共感の記録。2本の書き下ろ

し、いままであまり語ってこなかった父との別れとつづった「父の話」、連載終了後にネットで

エッセイ

4334951570

BUZZった「エア離婚」の他に、作家・白岩玄さんとのロング対談「『男らしさの呪い』を解く」 ¥1350

を収録。小島慶子は最後までVERY 失格だったのか !?

6月12日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】9
笹原智映

天才と呼び声も高い変人・椎名教授に、
「ドジっ子になる☆クスリ」を盛られてしまった苦学

生の葉山。日々、椎名教授のセクハラに悩む葉山。その教授に想いを寄せる前助手・泉が2

人の前に現れる。泉に嫌がらせを受ける葉山。助けに来た椎名教授は、葉山との出会いを
語り始め……。教授のセクハラに翻弄され、童貞（推定）葉山に貞操（？）の危機が訪れる！

銭形たいむ

室町腐女子も萌える、超美形カップルのうたかたの恋。京都・今熊野での結崎座興行で出会

った覇王・足利義満と美少年・世阿弥が織りなす、室町時代を代表するビックネーム王道 BL

足利義満と世阿弥～超絶美形カップルの、うたかたの

恋。戦国 BL 歴史秘話☆教科書では教えてくれない歴史 BL カップル大研究♪

¥200

6月12日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】9
カップル。／【補足】歴史 BL 探偵所

コミック

第9話。

コミック

¥180

6月12日

ワンコの誘惑【分冊版】3
山田まりお

生徒に�鬼姫�と恐れられる姫川。休日の朝、朝食の香りで目覚めると、そこには古雅山のエ

プロン姿が……。古雅山の仕草に、姫川は妄想が渦巻き下半身が疼きだす。このままだと、古

雅山の�犬攻め�に心と体が変になりそうな姫川は、古雅山に二度とつきまとわせないため、

ある条件を提示する……。�鬼教師�姫川に、激しくむしゃぶり懐く�フィギュアオタク教師�古
雅山。
「犬攻め×ツンデレ鬼受け」な猛攻 LOVE、第3話。

小林こたろ

優しい美少年カイとネコ被りの美少年ゲルダは幼馴染み。もっぱらの遊びはお医者さんごっ

こで、カイの体にイタズラしては、自分好みに開発していくゲルダ。腐りきったゲルダの脳内

は、カイを嫁にすることだけに占められていた。そんなある日、雪の女王の美少年狩りで、カ

イが連れ去られる。カイを救いに向かうゲルダの道中では……。こんな弾けた童話読んだ

ことない。日本や世界の誰もが知っている童話を、妄想力全開でBLアレンジ！

僕のお殿様【分冊版】3

こむすびはるか

お殿様の除霊に失敗した奈津紀は、あきらめて四十八手を極める日々を送る。そしてとうと

う前戯の手は制覇し、残るは本番のみ。本番を覚悟し落ち込む奈津紀の前に、転校生の佐

倉が現れる。なんと佐倉も前世でお殿様に仕えていた。そしてお殿様に今でも恋焦がれて
な四十八手の日々が始まる。第3話。四十八手紹介メモリアルイラスト付。

座右の世阿弥

不安の時代を生き切る29の教え

二人のディープ

齋藤孝

世阿弥は、室町時代に活躍した能楽師で、日本を代表する演劇人でもある。その世阿弥が
残した『風姿花伝』
『花鏡』は、現代のビジネスや、私たちの人生にも役立つ数々の「名言」が
満載の指南書である。累計30万部、齋藤孝先生の「座右」シリーズ最新作は、世阿弥の言葉

を今日的なわかりやすい表現で紹介する。世阿弥の言葉は古びない。むしろ現代的で、未
来的ですらある。そのエッセンスにぜひ触れてほしい。

高城式健康術55

医師が教えてくれない家庭の医学

¥200

6月12日

狼と赤ずきんちゃんと【分冊版】3

いる！ 取り憑いたお殿様を成仏させる方法は、四十八手を極めること!?

コミック

高城剛

絶えず世界各地を行き来しつつ活躍を続ける高城剛、55歳。時差・気候や標高の変化、長距

離移動、不衛生な土地、分刻みのスケジュールの中でも常にパフォーマンスの質を保つために、

あらゆる最先端の医療の知識を取り入れながら活動している。そんな高城氏が注目・実践す

る次世代の最新医療とは。健康マニアを�こじらせた�クリエイターが、食事と環境の是正で
健康を取り戻した経験や、家族や友人の経験を併せマニアックに紹介。

沖縄から貧困がなくならない本当の理由
樋口耕太郎

沖縄には、謎が多い。圧倒的な好景気が続く中、なぜ、突出した貧困社会なのか。
「沖縄の

人は優しい」と皆が口をそろえる中、なぜ、自殺率やいじめ、教員の鬱の問題は他の地域を

コミック

¥200

6月12日
コミック

¥200

6月16日
同日発売
光文社新書

4334044778

¥800

6月16日
同日発売
光文社新書

4334044786

¥820

6月16日
同日発売
光文社新書

圧倒しているのか。誰もなしえなかったアプローチで、沖縄社会の真実に迫る。
「沖縄問題」 4334044794

を突き詰めることは日本の問題を突き詰めることであり、それは、私たち自身の問題を突き
詰めることだ⸺。
「コロナ後の世界」のありかたをも問う、鮮烈の問題作。

¥900

AV 女優の家族
寺井広樹

アイドル視され、今や憧れの職業にすらなりつつある一方、いまだに偏見も残るAV 女優とい

う生き方。そんな AV 業界で最大のタブーが「家族」の話である。親に AV 出演をどう伝えた

のか、兄妹姉妹はどう思っているのか、子供には将来、自分の仕事を明かすのか⸺？ 様々

な立場の女優が赤裸々に語る背景にあったのは、他人に何と言われようとブレない信念と

同時に「家族からは認められたい」という切実な思いだった。

バケモンの涙
歌川たいじ

敗色が濃くなった太平洋戦争。日本は未曽有の食糧難に襲われていた。橘トシ子19歳。大

阪の旧家のいとはんは国民学校の教師となるが、少ない燃料で大量の穀物が食べられるポ

ン菓子の存在を知る。一念発起、ポン菓子製造機を作ろうと製鉄所のある北九州に女ひと

り乗り込み、工場を立ち上げるために奮闘するトシ子。子どもたちを飢えから救い、復員し
た人々にポン菓子売りの職を与えた、実在の女性の人生を描く、感動の物語。

6月16日
同日発売
光文社新書

4334044808

¥800

6月23日
同日発売

四六判文芸書

4334913512

¥1400

ヒカリ

6月23日

那覇で占い屋を営む崎島乙郎。彼の運命は超常的な力を宿す美少女・仲村ヒカリとの出会い

四六判文芸書

花村萬月

で一変する。彼女の発案で、崎島は霊感がある者を募り
〈ユタの館〉を開業、一躍注目スポッ

トに。だが、突如出現した人ならざるもの・マリンコーに盛況はかき消された。国境を越えて

無差別殺戮を開始したのだ。荒廃した世界で激化する狂騒の果て、崎島たちはヒカリに隠さ
れた大いなる秘密を知る。無比の想像力が巻き起こす、物語のビッグバン！

夢でもいいから
亀和田武

尾崎豊、三谷幸喜、川上麻衣子、上祐史浩、内田裕也……。もう一度会いたい人やもう二度

と会えない人。テレビも雑誌も、猥雑な熱気に満ちていた�80・�90年代。忘れられない人た

同日発売

4334913520

¥1600

6月23日
同日発売

四六判文芸書

ちと過ごした、濃密なひとときを綴るエッセイ集。

4334913539

オレだけが名探偵を知っている

6月23日

林泰広

家族の事故にも社用でまったく連絡がとれない新川昭男。彼が重役を務める会社「ブッシュ

ワッカー」の地下の巨大な迷宮にいるらしい。義弟の秋山がすったもんだの末に、地下迷宮

に入ると、昭男など5人の男女の遺体が発見された。そして迷宮の中の密室から、唯一の生

存者が発見された。秋山は独自に事件の再検討を行うが……。奇才が仕掛けるトリッキー
な罠、罠、罠。真相に呆然となる野心溢れるミステリーの傑作！

魔界京都放浪記
西村京太郎

編集長・和田は、六道珍皇寺の井戸に消えた編集者・佐伯を追い京都に来た。一方、十津川

警部はある討論会で、京都もアメリカの原爆投下目標だったと知る。佐伯の事件を追って京

都に来た十津川は、謎のトンネルであの世とつながっている証拠を見つける。しかし十津川

¥1600

同日発売

四六判文芸書

4334913547

¥1600

6月23日
同日発売

カッパ・ノベルス

4334077447

はある疑問を抱く⸺。京都を知り尽くした著者が、京都と戦争、京都人の本質をテーマに、 ¥700
幻想的な手法で挑んだ、意欲的エンターテインメント！

6月26日

沈黙の家
新章文子

少女小説家の姉と雑誌編集者の弟。両親を惨殺された2人は、心機一転、京都から東京へ

居を移した。姉は同じアパートに愛人と暮らす中年作家に思いを寄せ、同性愛者の弟は過
去を断ち切ろうと女性と交際を始めた。複雑に絡み合う男女の愛憎が、やがて血腥い一家
殺害事件に……。巧みな構成と繊細な心理描写で魅せる傑作長編に加え、レトリックが冴

える3つの短編を併録！

体制の犬たち

レディスナイパー 後篇

光文社文庫

4334779956

¥950

6月26日

鳴海章

2020年、
トウキョウ⸺。爆弾テロが続発し、最新のサポートカーが暴走、死傷者が続出する。
混乱の中、人工知能を操るひとりぼっちの狙撃手・アロが起動する。彼が狙う最終ターゲット

光文社文庫

とは？ 阻止に動く日本政府、警察公安部、支援組織 SD だが、テロリストたちに翻弄される。 4334779891
はたしてモンスターを阻止できるのか !?

命をかけた暗闘に次ぐ暗闘、ついに決着。

ちびねこ亭の思い出ごはん
黒猫と初恋サンドイッチ

高橋由太

新進俳優として注目されていた兄が、自分をかばい交通事故で亡くなった。やり場のない悲

しみと後悔を抱える琴子は、死者に再会できるという千葉の内房にある食堂へと向かう。そ
の店で故人との思い出の料理を食べると、ありえない現象が起こるというのだ。半信半疑で
訪れた彼女を包んだ温かな奇跡とは？ 感動の涙をおさえきれない切なくて優しい連作短
編集。

死の花の咲く家

昭和ミステリールネサンス

仁木悦子

電機会社の資材課に勤める寿子にとって、女手ひとつで育ててくれた母親は、優しくて誰より

も仲良しの友だちだった。だが、そんな母が、寿子が思いを寄せるエンジニアの青年からの
手紙を勝手に開封し、タンスに隠していた。どうして⸺!? 「隠された手紙」他、爽やかな
読後感の7つの短編に、ショートショート4編を追加。

夜の牙

八丁堀つむじ風（四） 決定版

和久田正明

幼い子供が、剃刀で首を斬られた。あまりのむごさに、南町奉行所定廻り同心・成沢東一郎

は下手人を見つけたら、もはや斬り捨てるつもりだった。調べると、同じような殺され方をし

た子供が他にもいることが分かる。
（
「暗がりの鬼」
） 罪のない子供が殺される。助けた娘

が自分のために命を落とす。そんな事件に、不憫さが溢れ、成沢は悪に対する怒りが抑えら
れない！

御城の事件

〈西日本篇〉 二階堂黎人［編］

安萬純一／岡田秀文／黒田研二／二階堂黎人／森谷明子［著］
秀吉が一夜にして築いたとされる墨俣城。家康は、そこに一夜で天守を造ってみせるという。
一夜城伝説に隠された秘密に迫る「幻術の一夜城」。三方を海や川に守られた船上城で、客

人が怪死を遂げた。なぜ水のない場所で溺れ死んだのか？ 名将・高山右近が解明に乗り
出す「ささやく水」。日本各地の城を舞台にミステリー作家が競作する、シリーズ第2弾！

¥700

6月26日
光文社文庫

4334790054

¥600

6月26日
光文社文庫

4334790062

¥900

6月26日
光文社文庫

4334790119

¥700

6月26日
光文社文庫

4334790127

¥850

6月26日

夜叉萬同心 風雪挽歌
辻堂魁

北町奉行が異例の若さで定廻り同心に抜擢したのは、萬七蔵、三十五歳。袖の下を使った
出世だと噂が広がる中、深川の貸元が何者かに殺害される。あと一歩まで下手人を追い詰

光文社文庫

める七蔵だったが⸺。まだ夜叉萬と呼ばれる前の七蔵が取り逃がした凶悪な男と再び対決。 4334790143

侍の世の不条理と、敵への憐憫と、人の心に巣くう何かをも斬る。夜叉萬の始末が胸を抉る
傑作小説。

SCIS 科学犯罪捜査班 II
天才科学者・最上友紀子の挑戦

中村啓

病院で死を判定された人々が次々に生き返った⸺。報せを受けた科学者・最上友紀子と
警察庁の警視正・小比類巻祐一率いる警視庁科学犯罪捜査班のメンバーは捜査を始める
……。一方、他にも、内臓や血が凝固して亡くなる患者が続出し、自分が死んだと思い込む

患者が多数現れる。最先端の科学技術が絡んだ怪奇事件の真相とは。衝撃の新サイエンス

ミステリー第2弾。

Giallo 編集部［編］
●スペシャル・ゲスト：芦辺 拓 奇想ミステリー短編！ ●「日本ミステリー文学大賞新人賞」
受賞作家・短編共演！：辻 寛之、城戸喜由

●快調連作・連載陣！：青柳碧人、石持浅海、恩

田 陸、笠井 潔、近藤史恵、西澤保彦、東川篤哉、前川 裕、イクタケマコト ●大崎 梢『さよ
なら願いごと』刊行記念 一問一答

全ビジネスパーソンのための

木山泰嗣

6月26日
光文社文庫

4334790321

¥800

6月26日

Giallo No. 72

作品募集

¥600

●本格ミステリー新人発掘企画「カッパ・ツー」第三期・

分かりやすい「法人税法」の教科書

会社（法人）が税金を納める仕組みはどのようになっているか、それを規定しているのが「法

人税法」。しかし、法律の文面は難しく、学ぶには苦労がつきものです。そんな超難解な法人
税法の仕組みを、誰でもすっきりと理解できるようにしたのがこの本。ビジネスパーソンをは

じめ、経営者、経理担当者、そして学生必携の内容です。

寂庵コレクション Vol. 2 あなたは、大丈夫
瀬戸内寂聴

寂聴さんファンなら見逃せない、会員向け新聞『寂庵だより』の悩み相談室の総集編。庵主

さまの人想いでスケールの大きいお答に、読むだけで心がすっきり前向きに。女優・宮沢り

ミステリー専門誌

¥500

6月26日
ノンフィクション

4334950973

¥1600

6月26日
ノンフィクション

えと本音で愛と仕事について語り合う巻頭スペシャル対談『悔いのない、女の人生』も必読。 4334951619
楽しくて役に立つ仏教コラムも収録。

ariko の、今晩なに作る？

ariko

ありこんだて

インスタグラムフォロワー14万人超の ariko さんによる、はじめての献立をテーマにした料
理本。女性誌『HERS』の連載2年分を書籍化！ 「今日は○○風」とテーマを決めて楽しく取

り組むariko 流の献立の立て方が満載です。あと一品足りない……というときにも使えるレ
シピ106品を収録。そのほか、お気に入りの調味料、調理器具、お悩み Q&A のコラム付き。

¥1400

6月26日
ノンフィクション

4334951716

¥1150

スタイリスト高橋リタの偏愛 ITEMリスト100
高橋リタ

スタイリスト高橋リタの人気の秘密は、自らが「偏愛」と呼ぶ、流行に左右されず、それでい
て絶妙にアップデートし続ける「クリーン」
「知的」
「上品」に振り切ったもの選び。今回は、パ

ールジュエリーからダウンコート、ワインからチーズケーキまで、プライベートの最愛アイテ

ムを惜しげなく大公開。Q&A や、お仕事仲間が目撃したリタさんの素敵な偏愛など、リタさ
んが身近に感じられるコラムも満載、リタファン必携の一冊。

マンガと図解でわかる

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？

山口周［監修］／ PECO［マンガ］

新書と電子版合計17万部突破のベストセラーが待望のコミック化！ マンガと図解でわかり

やすくエッセンスが学べます！ アジサイ食品企画開発部で働く今井さきは入社3年目。目標

は、自分が食べたい弁当のおかずを商品化すること。ある日、新商品の社内コンペが開催さ
れることになり、3人のチームで臨むことになった。さきは得意のデータ分析で、おかずのトレ

ンドを掴もうとするが……。

リサとガスパール キティちゃんをパリでおむかえ
アン・グットマン［ぶん］／ゲオルグ・ハレンスレーベン［え］／
やまぐちゆうこ［きょうりょく］／やまもとともこ［やく］

キティちゃん が パリに やってきます。でも、どうしよう！ リサと ガスパールは こまって
います。キティちゃんへの プレゼントが まだ きまってないのです。
「ママが アイスクリー

ムは

だめだって。じゃあ、ホイップクリームぬきにすれば いいのかな……」⸺大人気！

リサとガスパールシリーズ最新刊。2人はどうやってキティちゃんをおもてなしするのでしょう
か？

ノンフィクション

4334951627

¥1400

6月26日
同時発売
コミック

4334951759

¥1080

6月26日
同時発売
絵本

4334962416

¥1200

6月26日

Tokyo

森山大道
21歳で上京し、60年間ここに暮らして日々レンズを向け続けたぼくですら、その正体をいま
だつかみきれていない。新宿も、池袋も、渋谷も、上野も、浅草も、銀座も、世界に二つとな

い特徴的な街だ。この本には、あの日のときめきを追い求め、路地に這いつくばるようにう

ろつき続けた末、ぼくなりの視点で捉えた、現代の東京の街並みを載せた。この本とカメラ
を手に、この街を巡る人がいるならば、興味の赴くままに、活写してほしい。

FLASHデジタル写真集

6月26日

雪村花鈴 セーラー服を脱がさないで…！

雪村花鈴／西村康［撮影］

所属しているアイドルユニット「ナナランド」では、一番のアイドル性を誇る雪村花鈴。3月に
高校を卒業したばかりの彼女が今回、満を持して水着グラビア初解禁。まだまだ女子高生

同時発売
写真集

4334951767

¥1350

6月26日
FLASH 写真集

でいてほしい。制服を着ていてほしい。だけど、制服を脱いだ水着姿も見てみたい。そんな

2つの妄想が入り乱れたグラビアに挑戦してくれた。天性の小悪魔感、時には弾ける笑顔。 ¥1200

とても初めてとは思えないほど、いろんな表情が詰まった作品に仕上がった。

FLASHデジタル写真集

朝比パメラ セルフ・フィクション

［撮影］
朝比パメラ／彦坂栄治（まきうらオフィス）

カナダ人と日本人のハーフで、ファッション誌の専属モデルや女優として活躍する朝比パメラ。
美容師免許を持っているという異色の経歴の彼女が、今回の撮影ではなんと衣装もヘアメ

イクもすべて自前で挑戦した。テーマも自身でプロデュース。映画好きという趣味を生かし、
名画『パルプ・フィクション』をイメージしたカットも。トレーニングで鍛え抜かれた�エモボディ�

がフィクションの世界で光り輝く！

6月26日
FLASH 写真集

¥1200

6月26日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】10
笹原智映

天才と呼び声も高い変人・椎名教授に、
「ドジっ子になる☆クスリ」を盛られてしまった苦学

生の葉山。教授に盛られた怪しい惚れ薬の解毒薬も完成間近。薬ができれば晴れて椎名教

授から解放されるはずの葉山だが、なぜか素直に喜べない……。教授を嫌いな双子の弟・
晃介と教授を好きな前助手・泉が、解毒薬をつけ狙う。教授のセクハラに翻弄され、童貞（推
定）葉山に貞操（？）の危機が訪れる！

銭形たいむ

織田信長とゆかいな BL 血族たち。大勢の有能な小姓を集めていた、戦国のカリスマ武将・
織田信長。その衆道趣味から、小姓たちも色々大活躍！ 覇王・信長の寵愛を受け、そして
本能寺での最期の瞬間まで信長と過ごした、小姓・森蘭丸の殿愛200％ボーイズラブ！／【補
織田信長と森蘭丸～織田信長と織田家 BL 血族～

☆教科書では教えてくれない歴史 BL カップル大研究♪

ワンコの誘惑【分冊版】4

第10話。

戦国 BL 歴史秘話

山田まりお

姫川と古雅山、二人の関係が進み始めた矢先、姫川の大学の同期・藤木が臨時講師として赴

任してくる。姫川と藤木の関係に、気をもむ古雅山。姫川と藤木が夕食を共にすることになる

が、これが古雅山の嫉妬心を煽り、姫川は激しく体を攻めたてられるハメに！ �鬼教師�姫川

に、激しくむしゃぶり懐く�フィギュアオタク教師�古雅山。
「犬攻め×ツンデレ鬼受け」な猛攻
LOVE、第4話。

小林こたろ

タヌキに畑を荒らされて困っていた、おじいさんとおばあさん。メガネウサギに相談して、タ

ヌキを退治して貰うことに。一度は捕まえたタヌキに逃げられたメガネウサギは激怒！ タ
ヌキに、体を�泥船に乗ったように�預けさせ、心の火を�カチカチ�にして、お仕置きをするの
だった。こんな弾けた童話読んだことない。日本や世界の誰もが知っている童話を、妄想力

全開でBLアレンジ！

こむすびはるか

四十八手も後半を過ぎたところで、いつもつきまとっていたお殿様が、奈津紀から離れていく

という異変が！ ついに最後の一手となった四十八手。残す最後の手�理非知らず�はＳＭプ
奈津紀の体を縛ろうとしたお殿様は、奈津紀からある本を見せられて……。取り憑

いたお殿様を成仏させる方法は、四十八手を極めること!?

日々が始まる。第4話。四十八手紹介メモリアルイラスト付。

二人のディープな四十八手の

お前のデカい好意をEDDT のオレに突っ込むな！4

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
すると「ED を治してやる」と言われ !?

¥180

6月26日
コミック

¥200

コミック

¥200

6月26日

僕のお殿様【分冊版】4

レた !?

コミック

6月26日

狼と赤ずきんちゃんと【分冊版】4

レイ!?

¥200

6月26日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】10

足】歴史 BL 探偵所

コミック

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!?

コミック

¥200

6月26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 3

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☆

男色大鑑 改 若衆編

九州男児

完全版【特典ペーパー付】

『男色大鑑 改～歌舞伎若衆の恋～』第1～3話、及び『男色大鑑 改～若衆と美坊主の秘恋～』

第4～6話を収録した完全版！ 身元を隠した浪人×歌舞伎若衆の秘密の切ない恋物語と、
人気若衆同士の劣等感から始まる恋の豪華2本立て！ 江戸男色を描いた井原西鶴の男色

大鑑の世界がここに⸺。※男色大鑑『言葉とがめ耳にかかる人様』及び『江戸から尋ねて
俄坊主』より

突然パパになりました
子持ち元カレと夫夫生活

『突然パパになりました～子持ち元カレと夫夫生活～』第3、4話を収録した合本版！ 面食い
でアラサーゲイの湊は駄目男ばかりと付き合っていた。幸せなゲイ婚生活を送る連れを見て

参加したのはゲイ婚活パーティー。誠実な男を探していたのに、目の前に現れたのは初めて
本気で好きになり最悪な別れ方をした元カレの将生だった。こいつは駄目だと言い聞かせて

いたのに、一夜明けたら同じベッドで寝ていて!? しかも彼には秘密が…！

九条 AOI

完全版【コミックシーモア限定特典ペーパー付】

『あなたの奥に入りたい』全1～4話を収録した完全版！ 野獣の本性を隠したノンケ後輩×

面倒見は良いけど隙のあるゲイ先輩のお酒の過ちから始まるオフィスラブ！ 隠れゲイの若

月は、片想いをしていた親友からの結婚の報告で自暴自棄になり男性を紹介してもらう事に。

すると、男性とキスしている所を会社の後輩・江村に見られ !?

会社でばらされたら……と

不安な若月をよそに、江村は「俺とじゃダメですか？」と迫って来て!?

やっと出会えた理想のアソコ……。H 依存症の椿は、可愛い容姿で男を食い漁っていた。でも、
椿を満足させることのできる理想のアソコは未だ現れず……。そんな中、募集していたハウ

スキーパーの仕事に、医学部卒の爽やか青年・優之介が応募してきた。そんな優之介は『太い・
硬い・大きい・遅漏』と椿の理想を兼ねそろえた魅惑のアソコの持ち主で!?

したい椿と純情な心で耐える優之介のアソコを巡る攻防戦は !?

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト

何としても落と

村上左知

さがら

学生の頃、クラス1のイケメン相 良に追いまわされ『リア充恐怖症』になった根暗オタクの
けい

蛍。社会人になっても仕事以外はぼっちを貫き、家で絵を描くのが唯一の趣味。そんな中、

ある日引っ越し先で相良と再会 !? しかも相良は漫画家になってて「今でも絵、描いてんだろ？
手伝って」と漫画のアシをする事に !? ごり押しマイペースなリア充漫画家×冴えないコミ

ュ障オタリーマンの秘密の夜の関係が始まった。
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左東ヨシタカ

ふたりの夜のすごしかた 6
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6月26日

ビッチな僕を満たす魅惑の極大××× 2
長くて、硬くて、大きくて

コミック

6月26日

合本版2

彩田あまた

あなたの奥に入りたい

6月26日

コミック

¥200
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満月の夜、イケメン父子に出会いました 完全版【番外編31P 収録】
一文字はや子／朱西美佐［原作］

【
『満月の夜、イケメン父子に出会いました』全4話＋描き下ろし番外編「悠月の大冒険」31

ページ収録。大満足の完全版 !!】貧乏劇団員・成瀬翔太が千秋楽公演の打ち上げの帰りに

出会ったのは⸺不思議な美形父子。翌日、父の大学講師・長谷直樹に家へ招かれた翔太
だったが、悠月の秘密を明かされて……!?

!?

癒される☆ロマンティック子育てBL ♪

さらに謎のモデル系イケメン・仁の出現で⸺

6月26日
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¥800

