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18日発売（紙と同日）

心を動かすことにおびえている人々の姿を感動的に描く傑作。

雨の中の涙のように
遠田潤子

圧倒的なオーラを放つスター、堀尾葉介。アイドルグループ「RIDE」の一員として14歳でデビュー。

22歳のときにアイドルの座を捨て、演技の勉強を始める。地道に努力を続け、アクションから時代劇ま
でこなす実力派の俳優と評価されている。容姿と才能に恵まれ、誰もが好感を持ち、賞賛する男。過去
に縛られ、不器用に生きている人々が彼とすれ違うとき、彼等の人生に変化が訪れる。その葉介も過去
に縛られていた……。

14日発売

433491361X
¥1400

「WITHコロナ時代の心がまえと幸せの育み方」について聞く特別法話！

寂聴先生、

コロナ時代の
「私たちの生き方」
教えてください！
瀬戸内寂聴／瀬尾まなほ
100年近く生きてきた先生は、今回のコロナ危機を、作家として、宗教者として、どう見て、どう感じて
いるのか⸺。法話が再開できない今、緊急出版！ 「目に見えない敵」新型コロナは社会にとって人
間にとって「大きな変わり目になる」
という先生。家族、仕事、お金、子育て、教育、政府、芸術、愛、夢
……2019年末、母親になったばかりの秘書の瀬尾まなほが「WITH コロナ時代の心がまえと幸せの

4334951864
¥900

育み方」について聞く特別法話！

『羊と鋼の森』の作家が10年間書き続けた輝ける物語――。
6日発売（紙と同日） 『神さまたちの遊ぶ庭』、

つぼみ
宮下奈都

学生時代の恋人津川を思って生きてきた華道の先生・美奈子。その教室に津川の末娘・紗英がきた―

―。
（
「あのひとの娘」
） 定職に就けない弟とそれを案じる姉、母を失って色を失った父と僕と妹……。

それぞれ屈託を抱える登場人物たちが辿りついたそれぞれの「境地｣とは。
『スコーレ No. 4』“もうひ
とつの物語 ”も収録。著者が10年間書き続けた作品が輝く傑作集。

4334790682
¥650

1日発売（紙と同日）

“幽霊や生き霊が見える”シークエンスはやともによる心霊エッセイ集。

ヤバい生き霊

シークエンスはやとも

“ 幽霊や生き霊が見える” 特殊能力が話題を呼んでいる、吉本興業所属芸人・シークエンスはやともの
心霊エッセイ集。
「女性自身」連載中の人気連載「ポップな心霊論」を再編集して構成。
「幼いころか
ら霊を見すぎて霊が全然怖くない」
という著者が、これまでの人生、霊視して見えた芸能人たちの素顔、
そして自身の経験から覆す世の“ 心霊常識 ”の数々、たま〜に本気で怖かった心霊体験まで、“おもし
ろ怖〜く” 語りつくす1冊。

19日発売（電子先行）

4334951856
¥1000

富裕層はますます富み、中間層や貧困層はより貧しくなる真の理由とは？

つくられた格差

不公平税制が生んだ所得の不平等

エマニュエル・サエズ ガブリエル・ズックマン／山田美明［訳］
富裕層はますます富み、中間層や貧困層はより貧しくなる真の理由とは？ ピケティの共同研究者によ
る衝撃の研究結果。／史上最高レベルの不平等はどのように生まれたのか？／最高税率が高ければ
格差は縮小し、経済も成長する／富裕層の租税回避を防ぐ方法／「過剰な富の集中は民主主義にと
って、戦争と同じぐらい有害だ」

18日発売

4334962432

特別価格 ¥1760（9/16まで）
通常価格 ¥1980

群馬が生んだ奇跡の姉妹・都丸紗也華、亜華梨の初共演グラビアを独占発売。

【2カ月限定配信・153ページ】FLASHデジタルフォ
トブック

都丸紗也華＆亜華梨 奇跡の姉妹・初共演
都丸紗也華・都丸亜華梨／ Takeo Dec.［撮影］

グラビア界屈指の美ボディを持つ都丸紗也華の妹・亜華梨が初水着に挑戦。今までトークショーなどの共演

はあったが、グラビアでは初共演の2人。
「小さいころに家族で行って以来」
という海や、プールで水鉄砲でじゃ

れ合う、スイカを食べあうなど、夏を満喫した1冊になっている。またお揃いのワンピース水着の衣装のところは、
「オ

トナの女性」を演じていて、そのギャップがたまらない。2カ月期間限定販売なので、お見逃しなく！

25日発売

¥2000

令和のバラエティ女王・ゆきぽよを
「勝負下着」をテーマに撮りおろし。

【全126ページ・オールランジェリー】FLASHデジタル写真集 Q

ゆきぽよ 勝負下着

（木村有希）／佐藤佑一［撮影］
ゆきぽよ
豪華126ページ。令和のバラエティ女王・ゆきぽよを「勝負下着」をテーマに撮りおろし。T バック、レースなど

全6衣装、オールランジェリーで撮影された。自身がプロデュースする下着を身につけ、セクシーさだけでなく、

女性も憧れるカッコよさを体現した。プールサイド、ソファ、キッチン、ベッド、シャワーなど都内有数の豪邸スタ
ジオが舞台。ゴージャスなランジェリーに似合うシチュエーションで、ゆきぽよを美ボディを堪能しよう

¥2000

8月6日

海馬の尻尾
荻原浩

2度目の原発事故でどん底に落ちた社会⸺。3年前に懲役を終えたばかりの及川頼也は、
若頭に「アル中を治せ」と命じられ、とある大学病院の精神科を訪れる。検査によると、及川

の脳には「良心がない」のだという。医者らを拒絶する及川だが、ウィリアムズ症候群の少

女が懐くようになり……。人間の脳は変われるのか。ハードボイルドの筆致で描く、脳科学

サスペンス！

T 島事件

絶海の孤島でなぜ六人は死亡したのか？

詠坂雄二

映像制作会社のプロデューサーから月島前線企画に調査依頼があった。ロケハンのため孤

島に渡った6人が全員死亡したという解決済みの事件。膨大な記録映像が残っており、警察

も捜査を終えている。依頼人は、残された映像を彼らの遺作として公開するため、真偽を調

べて欲しいというのだが……。名探偵・月島凪は誰にも見えなかった真相にたどり着けるのか？

小鳥冬馬の心像
石川智健

渋谷で起こった女性の殺害事件。警察はその夫・渡部信明が犯人だと見立てていたが、目撃

者は違うと主張して譲らない。捜査一課の青山陽介は、小鳥冬馬に相談を持ち掛ける。先

輩刑事から�引き継いだ�この男、青山の同級生であり、強力なブレーンなのだ。彼の助言を

うけ、事件は解決したかに見えたが、6歳になる渡部の娘が行方不明になってしまった⸺！

ぞぞのむこ
井上宮

部下の矢崎と莫市に入り込んでしまった翌日から、島本には次々と幸運が舞い込んできた。

そんなある日、家に帰ると自宅の前に元カノののぞみが座り込んでいて⸺（
「ぞぞのむこ」
）。

同日発売
光文社文庫

4334790658

¥900

8月6日

同日発売
光文社文庫

4334790666

¥900

8月6日

同日発売
光文社文庫

4334790674

¥850

8月6日

同日発売
光文社文庫

奇妙な町・莫市に関わってしまった人々が、ふとしたことから怪異と不条理に飲み込まれる。 4334790704
第10回小説宝石新人賞受賞作を含む、奇想あふれるホラー短編集 !!

相剋の渦 決定版
そ う こ く

う ず

勘定吟味役異聞（四） 上田秀人

勘定吟味役水城聡四郎のところに、豪商紀伊国屋文左衛門が新年の挨拶にやってきた。か

つて想い人の紅を拐かした仇敵紀伊国屋だが、手を組まないかという。毒気に当てられた

¥750

8月6日

同日発売
光文社文庫

聡四郎だったが、江戸城内で長崎奉行を減らすという噂を掴む。調べ始めた聡四郎の耳に、 4334790739
徳川御三家紀州藩主吉宗を襲う情報が入ってきた⸺。聡四郎シリーズの「原点」決定版、 ¥700
衝撃の第四弾。

迷い鳥 決定版

研ぎ師人情始末（六） 稲葉稔

研ぎ師の荒金菊之助の剣術の弟子・次郎が、同じ長屋に越してきた隠居・庄七の息子・庄吉

の素行がひどいと訴えてきた。菊之助は宥めたが、その庄吉が殺しの罪で追われることに。

8月6日

同日発売
光文社文庫

長屋の者のため庄吉の疑いを晴らそうと追う菊之助は、旗本の事件に巻き込まれる。そして、 4334790747

その先にいたのは悪逆非道の遣い手だった。涙溢れる、稲葉稔の原点シリーズ決定版第六弾。 ¥650

家康の遠き道
岩井三四二

関ヶ原の戦いから九年⸺将軍職を秀忠に譲り、駿府に隠居した家康だが、徳川の天下を

磐石にしていくために思いをめぐらせる。諸外国との交易、キリシタン勢力、大阪の豊臣家、
戦乱の世を知らない子や孫……不安を数えれば切りがない。齢七十を超えてなお精力的に
政治に関わり、いくさ場にも出征。
「守勢」に力を注ぐ家康の晩年を描き出した傑作！

椎名教授の異常な愛情【分冊版】13
笹原智映

天才と呼び声も高い変人・椎名教授に恋愛促進薬の ｢ドジっ子になる☆クスリ｣ を盛られて

しまい、その解毒薬を作る条件で助手になった葉山。しかし、気がつけば本気で恋に落ち、

8月6日

同日発売
光文社文庫

4334790763

¥900

8月7日
コミック

ついに相思相愛（？）
のカップルとして歩みだす。椎名教授に思わず愛の告白をした葉山だが、

イマイチ素直になれない。教授に甘えたくない葉山はボロアパートに引っ越すことに……。 ¥200
ついに助手・葉山の貞操が奪われる……!?

いけない妄想腐男子【分冊版】1
山田まりお

BL 漫画を隠れ読み、通勤電車内の学ランに萌えて暮らしている腐男子の佐藤。ある日、彼

が帰宅すると、アパートの自分の部屋から水漏れが起きていて、階下の部屋が水びたしに！

8月7日
コミック

その部屋の住人・ガテン系イケメンの有原と同居生活をすることになった佐藤。その晩の夢で、

さっそく妄想が広がり……。複雑な腐男子心を、切なくもリアルに描く痛キュンBL！ 第一話。 ¥200

心をととのえるインテリア
加藤登紀子

家で過ごす時間がぐっと増え、目覚めから自宅での仕事、食事や家事など日々くり返す「家で

のルーティン」の数々をいかにインテリアで心地よくととのえられるかに、関心が高まっている。

8月14日
ノンフィクション

『月刊 HERS』ほかで1,000軒以上の家を取材してきた著者が、人気モデルの浜島直子さん、 4334951694
楽天カリスマブロガーのひよりさんの自宅など国内実例に加え、コペンハーゲン、パリ、アメ

リカの女性クリエイターの家も取材、実例解説。実用コラムも満載。

竹林の七探偵

田中啓文

中国、三国時代末期。
「疑」の国に、欲にまみれた俗世間に背を向けて竹林に集い、酒を酌

み交わしながら清談に耽る詩人、音楽家、学者、高級官僚などなど七人の男たちがいた。飄々

と風雅に語り合う彼らの話題は、ときに持ち寄った謎の話「疑案」に及ぶ。怪異な謎、不可

能な謎、不思議な謎等々に、彼らは博識優秀な頭脳を絞って挑むが、一刀両断、明晰に解い

てみせるのは、意外な紅一点だった⸺。

¥1400

8月18日
同日発売

四六判文芸書

4334913636

¥1600

白蟻女

8月18日

長く苦楽を共にした夫の通夜、夜伽する妻・恵子の元に現れた、ちょっと間の抜けた若い女

四六判文芸書

赤松利市
の幽霊。
「思い出をめちゃめちゃにしてやる」と彼女が口にした途端、なんと恵子は新婚旅行

の日に戻っていた。しかも当時の姿で！ 反発しながらも賑やかに過去を辿る彼女たち。そ

して、回想の先に待つ奇跡とは？
（
「白蟻女」
） やさしさと郷愁が胸を打つ。人情の作家が
心から描きたかった感動の物語。この物語を貫くあたたかな眼差しは本物だ！

同日発売

4334913628

¥1400

面白いことは上司に黙ってやれ
日本発の新ビジネスを生み出すには？

春日知昭

現在、日本と世界は転換期を迎えている。リアルな商品販売やリアルな人対人によるサービ

ス業をベースに進んでいたビジネス構成が、ネットによる販売・物流や SNS などに代表され

るSaaS 企業に大きくその座を譲る状況になっている。日本が生き残るには何が必要なのか？

ソニーでAIBO などロボット関連の開発に携わり、その後、ロボット開発会社を立ち上げた著
者が綴る、日本が世界で再び存在感を示すための考え方。
【松尾豊氏推薦】

椎名教授の異常な愛情【分冊版】14
笹原智映

変人・椎名教授に恋愛促進薬の ｢ドジっ子になる☆クスリ｣ を盛られてしまい、その解毒薬を
作る条件で助手になった葉山。しかし、気がつけば本気で恋に落ち、ついに相思相愛（？）の

カップルとして歩みだす。椎名教授の教え子で、教授のことが好きな泉が作った薬でイヌミミ
が生えた葉山。その姿で教授と絡んでいる様子を従兄弟のハル兄に見られてしまう。ついに
助手・葉山の貞操が奪われる……のか !?

いけない妄想腐男子【分冊版】2
山田まりお

彼女にBL 愛読者であること、そして有原との同居がばれた佐藤。彼女に弁解をしながらも、
妄想はさらにエスカレート！ 有原との行為を妄想しつつ、自分を慰める佐藤。つい漏れた

声から、その姿を有原に見られてしまい、落ち込む佐藤に有原は……！ 複雑な腐男子心を、
切なくもリアルに描く痛キュンBL！ 第二話。

ツレヅレハナコの南の島へ呑みに行こうよ！

ツレヅレハナコ

お酒も料理も底なし食いしん坊な編集者・ツレヅレハナコが、愛する石垣島を中心とした八

重山諸島と、奄美大島を中心とした奄美群島の飲食店を、リアルに呑んで歩いて徹底ガイド！
取材軒数100軒以上！ 本気でハナコが「好き！」と思ったお店しか載っていません。コンセプ

トは「ひたすら南の島でのんびりして、美味しいものを食べて酒を呑みたい。ビーチアクティ
ビティとかは、正直どーでもいい
（笑）」という方への指南書です。

FLASHデジタル写真集

舞子 はじけるHカップ18歳

舞子／飯酒盃智明［撮影］

グラビア界の新星・舞子。この春上京したばかりの18歳の少女が、H カップのド迫力ボディを

ひっさげて沖縄の地を駆け抜ける。水色ビキニでは、飛んで、跳ねて、走って、海をバックに
太陽のような笑顔を見せてくれたかと思うと、黒ビキニでは一転、ベッドの上で10代とは思

えない大人の色香を見事に表現している。あなたは彼女のキラキラした眼差しを直視できま

すか？ あまりの眩しさに、日焼け止め必須の1作が完成しました。

駆ける百合

上絵師 律の似面絵帖

知野みさき

涼太と祝言を挙げ、青陽堂の嫁としての新たな生活を迎えた律は、息抜きに出かけた先で、
同じく嫁いだばかりの女たちと知り合う。悩みを打ち明け合える知己を得て心強く思う律だ

った。一方、池見屋で、律は義母の佐和もよく知る由里という女性に出会う。彼女は何やら
心に憂いを抱えている様子なのだが⸺。一途に生きる女職人の人生を描く人気シリーズ
第六弾。

8月18日
同日発売
光文社新書

4334044905

¥800

8月21日
コミック

¥200

8月21日
コミック

¥200

8月21日
ノンフィクション

4334951724

¥1500

8月25日
FLASH 写真集

¥1200

8月28日
光文社文庫

4334779662

¥650

欺きの訴
あざむ

そ

吟味方与力 望月城之進

小杉健治

「殴ったことは間違いありませんが、殺しちゃいません」番頭殺しの疑いで捕らえられた政吉

は、お白洲での吟味で、罪を真っ向から否認した。さらに、金貸しの藤兵衛夫婦を殺したこと

を訴えた。その騒動はすでに落着し、下手人は死罪に。だが、政吉の訴えは、真の下手人で
なければ知りえないことだった。吟味方与力の望月城之進は、騒動の真相を探るため政吉

を解き放った。

矢崎存美

体調が悪い自分の代わりに、出張料理人の作る料理を食べてほしい。そう頼まれて友だち

の家に行った里穂は、やって来たその渋い声の料理人の姿にびっくり仰天⸺しかし、彼の
作る料理を食べた時間は、なんだかとっても、特別な思い出になった（
「なんでもない日の食

卓」
）。料理、パーティ、お掃除もお任せ。頼れる山崎ぶたぶたが、家にいるあなたに幸せを

お届けします。

彼女たちの事情 決定版
新津きよみ

12年連れ添ったペットを亡くした女性、仕事中の夫からの電話に苛立つ主婦、披露宴で友人

のスピーチを聞く新婦、娘から結婚の相談をされる母、母の遺品から見つかった一通の手紙

……。あなたの身近にもきっといる、普通の�彼女�たちの普通じゃない�事情�20編。まさか

の展開に驚き、ゾッとして、ほろりとさせられる掌編集。書下ろし新作も加えた決定版 !!

八丁堀つむじ風（六） 決定版

和久田正明

同心・成沢東一郎抱えの密偵、お紋は、身なりの貧しい少女を尾行していた。盗みを働いて

も店の者は見逃している。その子は弟と共に母から半ば捨てられたような暮らしをしていた。
見兼ねたお紋が世話を買って出るが、ある日少女が家を出たきり戻って来ない⸺。
（
「捨て
親」
） 図らずも道を間違え、悪事という泥沼にはまった者たちに、定廻り同心・成沢の真心

が沁みる。

最後の夜

大江戸木戸番始末（十三） 喜安幸夫

米沢町一丁目の木戸番・杢之助は、己の正体を疑っているはずの四ツ谷の旧知の岡っ引・源

造が隣町の木戸番小屋に打込む姿を目撃し、愕然とする。一方、町内の菓子屋の一人娘・お
満を狙う怪しい男が杢之助を訪問。やがて隣町の捕物と菓子屋の事件はつながりを見せ始

めて⸺。過去を隠しつつ、町の安寧のために尽くしてきた杢之助に、最大の危機が襲い掛か

る！

黄昏の決闘
若鷹武芸帖

岡本さとる

歳末の慌しさを呈す江戸の街に辻斬りが現れた。目撃した男らによると、その下手人は抜刀

する姿を見せずに殺したのだという……。公儀武芸帖編纂所頭取の新宮鷹之介は剣友・大
沢要之助の頼みを受け、事件の鍵を握る居合の達人を捜すことに。やがて鷹之介たちは余

命いくばくもない練達の剣士と出会い、辻斬りの正体に迫っていく⸺。滅びゆく武術を追う
大人気シリーズ第六弾！

光文社文庫

4334790305

¥600

8月28日

出張料理人ぶたぶた

炎の牙

8月28日

光文社文庫

4334790372

¥500

8月28日
光文社文庫

4334790399

¥600

8月28日
光文社文庫

4334790453

¥700

8月28日
光文社文庫

4334790461

¥650

8月28日
光文社文庫

4334790488

¥600

はじまりの空

日本橋牡丹堂 菓子ばなし
（六） 中島久枝

人手の足りない牡丹堂に口入屋が連れてきた少年、清吉。体が小さく働き手としては頼りな

いが、いたいけな様子に同情して引き取ることになった。素直で働き者。でもなにやら訳あ

りの様子なのだが……。一方、自分の看板をもらった小萩は、注文を受けて菓子を考案す

る仕事に夢中で取り組む日々を送っていた。江戸の菓子と人情にほっこりする好評シリーズ
第六弾。

シンポ教授の生活とミステリー
新保博久

京都の書店で名探偵ホームズの本を手にした9歳のシンポ少年。それが彼の運命を決定。
中学高校とミステリーの泥沼にはまっていき、悪魔に導かれるように上京、ワセダミステリク

ラブの門を叩き、同じ中毒患者たちと青春を過ごす。気が付けば評論家の肩書きが……。皆
に�教授�と慕われる著者の涙と笑いの読書遍歴は、ミステリーのガイドブックとしても一級
品です。

クワバカ

クワガタを愛し過ぎちゃった男たち

中村計

クワバカ⸺クワガタムシを愛し、人生のすべてを賭してしまった男たちのことだ。予備校を

やめクワガタ採集にどっぷり浸かった男、採集のためにインドネシアへ移住した世界的コレク

ター。そんな男たちを取材するうちに著者自身もクワガタの沼へはまっていった。そして、そ

のクワバカたちにも底知れない魅力を感じていき⸺。少年時代を想起させ、なぜか羨まし

さも感じさせる不思議な男たちを描く、傑作�昆虫�ノンフィクション。

新型コロナから見えた日本の弱点
国防としての感染症

村中璃子

世界の多くの国にとって、新興・再興感染症対策は国防の要である。翻って日本は、国防の

観点からの感染症対策は明らかに後れをとっている。新型コロナウイルス感染症のパンデミ

ックにより、WHO の権威が失墜し、各国の安全保障体制におけるバイオセキュリティの位置

づけの変化が浮き彫りになっている。ドイツ在住、WHOでの勤務経験も持つ医師・ジャーナ

リストが、新型ウイルスとの闘いを国防・外交の観点から捉え直し伝える。

「文」とは何か

愉しい日本語文法のはなし

橋本陽介

なぜ授業で習う文法はつまらなかったのか？ そもそも「文」とは何なのか？ 本書はこう

した本質的な問いから論を起こす。私たちの使っている日本語がどのような言語であるか、
「文

8月28日
光文社文庫

433479047X

¥600

8月28日
光文社文庫

4334790410

¥1000

8月28日
同時発売
光文社新書

4334044875

¥940

8月28日
同時発売
光文社新書

4334044891

¥900

8月28日
同時発売
光文社新書

法」の単位である「文」なるものはいったい何なのか。しだいに謎が明らかになっていく構成は、 4334044883

まさに知的なエンターテインメント。誰もが退屈さを覚えた日本語の「文法」について、若き
研究者がイメージを鮮やかに一新する。

おとなの発達障害 診断・治療・支援の最前線
岩波明［監修］／小野和哉 林寧哲 柏淳 ほか

ADHD、ASD、ADHD とASD の併存、愛着障害との関連、二次障害、就職・仕事などなど、臨
床医・支援者が、最新の知見の基づき皆さんの困りごとに答えます。

¥840

8月28日
同時発売
光文社新書

4334044913

¥820

出産前の友だちよりも心配な友だちの夫に贈る100の言葉
VERY 編集部［編］
先輩ママたち300人以上にアンケートを行い、
「これからパパになる男性」へのメッセージを
産前・産後などピックアップした一冊。夫婦でこの本を読めば、ママになる妻のトリセツがわ

かるし、最初からパパが当事者意識を持つことができる！ プレパパとプレママのコミュニケ

ーションのきっかけにも。産婦人科医の宋美玄さん、男性学の田中俊之さんなど識者による

コラムも収録。

発達障害で生まれてくれてありがとう

シングルマザーがわが子を東大に入れるまで

菊地ユキ

地域初の発達障害の男の子を「そのまま受け止める」ことで、東大に入れるまでに育て上げ

たシングルマザーが、その独自の子育てを振り返る。周囲の無理解から、何度も絶望し、自死

8月28日
ノンフィクション

4334951740

¥1000

8月28日
同時発売

ノンフィクション

を考えた日もあった。しかし、いつだって誰よりもわが子の可能性を信じ、あきらめなかった。 433495183X
わが子のありのままを抱きしめることの大切さを伝える感動の手記。

世界一のフェイシャル・マジック

ジュミ・ソン

「ジュミのマッサージは、一週間後でも肌が輝いている」と、LAタイムスも絶賛！ 洗顔剤を

使わなくていい。コットンもなくていい。必要なのは1日5分の手肌マッサージと、自分の顔と

向き合う時間。ゆっくり・ほぐして・流すだけで、何歳からでもファンデーション要らずの肌になる！

レディー・ガガの専属フェイシャリストも務めた米国の美容業界のトップ・エステティシャンが
教える、マッサージ美容法。
FLASHデジタル写真集

白波瀬海来 日本一美しいボディボーダー 最高潮ビキニ

白波瀬海来／ LUCKMAN［撮影］

2019年に「全日本サーフィン選手権大会」ボディボードウィメン部門で2位入賞という輝かし

い実績。そして、爽やかな美貌で�日本一美しいボディボーダー�と話題のタレント・白波瀬海

¥1300

8月28日
同時発売

ノンフィクション

4334951880

¥1300

8月28日
FLASH 写真集

来。本作は、彼女の地元・千葉県の海とアメリカンなスタジオで撮影した。晴天のもと、キラキ

ラ光る海で気持ちよさそうに波に乗る姿やスタジオの庭ではしゃぐ天真爛漫な笑顔。そして、 ¥1200
思い切った肌見せカットにも挑戦。いろんな彼女を楽しめる。

FLASHデジタル写真集

あまつ様 ルームシェアはじめました

あまつ様／猿山秀人［撮影］

フォロワー57万人突破！ ミステリアスな雰囲気と浮世離れしたスタイルで�2.5次元モデル�
というオンリーワンの地位を確立したあまつ様。
「はじめてのルームシェア」をテーマに、セ

クシーな部屋着で食事をしたり、初挑戦の泡風呂ではワインを飲んでほろ酔いになるなど、
遠い存在だった彼女がすぐそこに…。
「そんな格好でくつろがないでください！」と思わず言

いたくなるような目のやり場に困るハッピーシェアライフにようこそ！

ナルニア国物語 1 魔術師のおい 4
C・S・ルイス／土屋京子［訳］／玉樹庵［画］

異世界へ魔女を戻しにきたディゴリーとポリーの一行だったが、辿り着いたのは、また別の

世界だった。そこでアスランによるナルニア国創世を目の当たりにし、圧倒的な力に魅入ら
れたディゴリー。ある願いのためにアスランと話をしようと追いかける。一方、アスランはナ

ルニア国に悪が入り込んだと動物たちに告げるが……。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。

8月28日
FLASH 写真集

¥1200

8月28日
コミック

¥650

男色大鑑 改 武士編 2

いくえにもかさね添いとげるこい

8月28日

九州男児

剣の道に生き色恋にとんと興味がない半右衛門は、ある日心友・田代のお願いで、どんな男

にもなびかない美少年・玉嶋主水に喧嘩を売る事に。半右衛門が喧嘩を主水に売り、そこを
田代が助ける筋書だったが、主水は刀を手に取り乗って来た !?

コミック

綺麗な顔に似合わず剣の

腕が良い主水に驚きつつも、全力で応える半右衛門に主水は「貴方になら抱かれてもいい」 ¥150

と言ってきて!?

※井原西鶴の男色大鑑『詠めつづけし老木の花の比』より

愛のない獣

霧嶋珠生

Loveless SEX Bear 1

「好きだ

大好きだ⸺ でもそれを口に出すことはできない…」熊型の『獣人類』
・玄蔵は、

臆病で甘えたがりな性格とは違い、身体が大きいことがコンプレックス。そんな玄蔵を「可

8月28日
コミック

愛い」と言ってくれた人間の久士のことを、玄蔵は子どもの頃からずっと好きだった。久士も

玄蔵をかわいがってくれて、成長した今も2人は兄弟のような関係を続けていたが、
『獣人類』 ¥200

の特性ゆえに玄蔵は自分の気持ちを隠していて⸺。

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 4

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☆

Ωな生徒のスパルタレッスン
恋を学ぶには程遠い？

七杜のん

合本版1

『Ωな生徒のスパルタレッスン ～恋を学ぶには程遠い？～』第1、2話を収録した合本版！ 巣

篭もり中のオメガの桃李は、自分を変えるためにアルファとお見合いをすることに !? お見

合い前に信頼を寄せている執事・柊の息子でアルファの和景を家庭教師として迎え、自分を
変えるためのレッスンをすることになるが……。おばかさんな桃李に振り回されてばかりの
和景とのスパルタ
（仮）
レッスンスタート!!

突然パパになりました

子持ち元カレと夫夫生活

完全版

彩田あまた

『突然パパになりました～子持ち元カレと夫夫生活～』第1～4話を収録した完全版！ 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……！

君なら君なら 1

くるわ亜希

「いつか2人の舞台をやろう」歌舞伎界屈指の女形の名家・京月屋に養子として入門した柚

流は、幼馴染で名門・鳴神屋の御曹司でもある凜弥との約束を心の拠り所にしていた。しか

し現実は凜弥の隣には遠く及ばず悶々とする日々で⸺。そんな中、2人きりの稽古中に、い
きなりキスをされ凜弥の手が合わせの中に入ってきて!? その手が何故だか気持ちよくて抗
えないでいると「俺がお前を本当の女形にしてやる」と言われて⸺!?

8月28日
コミック

¥200

8月28日
コミック

¥350

8月28日
コミック

¥700

8月28日
コミック

¥200

ふたりの夜のすごしかた 7

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト

8月28日

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。

左東ヨシタカ

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 !?

何としても落と

左東ヨシタカ

『ビッチな僕を満たす魅惑の極大×××～長くて、硬くて、大きくて～』第1、2話を収録した合
本版！ H 依存症の椿は、可愛い容姿で男を食い漁る日々。でも、満足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、爽やか青年・優之介が

応募してきた。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!?

FLASHデジタル写真集

サイバージャパンダンサーズ バチェラーパーティ

サイバージャパン ダンサーズ／佐藤佑一 千葉太一［撮影］

前編

サイバージャパンダンサーズの人気メンバーである KAREN、KAZUE、KANAE、KOZUE、
JUNON、RIO、KANA、MIRIN、HARUKA、そしてF カップの新人・RENA の10人が一挙集結！
前編は豪邸が舞台。
「サイバチェラージャパンダンサーズ」としてバチェラーに扮した MIRIN

からバラを勝ち取るため、SEXY な姿で挑発しまくる！ 撮影時のオフショットも特別に封入

された今回は、いつもとは違う彼女たちが味わえる。
FLASHデジタル写真集

サイバージャパンダンサーズ バチェラーパーティ

サイバージャパン ダンサーズ／佐藤佑一 千葉太一［撮影］

後編

サイバージャパンダンサーズの人気メンバーである KAREN、KAZUE、KANAE、KOZUE、
JUNON、RIO、KANA、MIRIN、HARUKA、そしてF カップの新人・RENA の10人が一挙集結！
後編はプールを舞台に、SEXY なビキニで挑発しまくる！ 撮影時のオフショットも特別に封

入された今回は、いつもとは違う彼女たちが味わえること間違いなし！ 夏の終わりにギャ

ルたちの本領が発揮された「前後編」の完結版。

コミック

¥200

8月28日

ビッチな僕を満たす魅惑の極大××× 合本版1
長くて、硬くて、大きくて

¥200

8月28日

ビッチな僕を満たす魅惑の極大××× 3
長くて、硬くて、大きくて

コミック

コミック

¥350

8月31日
FLASH 写真集

¥1200

8月31日
FLASH 写真集

¥1200

