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平凡な刑事・和戸の力。それはそばにいる人の推理力を高めてしまう能力だった！

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

大山誠一郎
目立った手柄もないのに、なぜか警視庁捜査一課に所属する和戸宋志。行く先々で起きる難事件はい
つも、居合わせた人々が真相を解き明かす。それは、和戸が謎に直面すると、そばにいる人間の推理力
を飛躍的に向上させる特殊能力、「ワトソン力」のおかげだった。今日も和戸を差し置いて、各人各様
の推理が披露されていく！　ドラマ化もされた『アリバイ崩し承ります』の著者が贈る、謎解きの楽しみ
が目白押しの本格ミステリ短編集。

ワトソン力
りょく

16日発売（紙と同日）

17日発売（紙と同日）

宇宙飛行士とミュージシャンの対談が実現

綾辻行人が、デビュー時から関わりを持ってきた後輩作家たちと語る、極上の対談集。

野口聡一／矢野顕子／林公代［取材・文］

綾辻行人　詠坂雄二　宮内悠介　初野晴　一肇　葉真中顕　前川裕　白井智之　
織守きょうや　道尾秀介　辻村深月　佳多山大地［構成］　迫田真実［撮影］

「わたしはうんと歳をとってから宇宙に強い興味をもった。大人だって、特に大人の女性だって宇宙が
知りたい（矢野顕子さん）。「宇宙は誰にでも開かれていて、思っているより近くにあって、みんながそれ
に気づいてくれるのを待っています（野口聡一さん）。2020年、スペースXの新型宇宙船「クルードラ
ゴン」運用一号機への搭乗を控え2人の対談が実現。「誰もが宇宙に行ける時代」を迎えた今、2人が
語る宇宙の奥深さと魅力とは？

本格ミステリの巨匠にして、新人発掘にも多くの実績を持つ綾辻行人が、それぞれのデビュー時からか
かわりを持ってきた10人の後輩作家たちと夜な夜な語る、ミステリの魅力と創作の秘密。着想の手段、
執筆時のこだわり、影響を受けた本、これまでに書いてきた作品への想い。作家たちが語る創作の魅
力に触れれば、きっと、小説がさらに面白くなる。ミステリ専門誌「ジャーロ」に不定期連載された噂の「京
都対談」、待望の単行本化！

「宇宙新時代」を生きる

綾辻行人ミステリ対談集in京都

宇宙に行くことは地球を知ること

シークレット
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は、泥酔した公園で奇妙な光景を目撃する。白髪の老
人、叫び声、水音、歩き去る男。後日訪ねてきた謎の少年は、二美男が見たのは「自分の伯
父が祖父を殺した」現場だと言う。遺体の捜索を依頼された二美男は、汐子や貧乏アパート
の仲間と共にとんでもない事態に巻き込まれていく⸺。人生に悩み迷う時、背中を押して
くれる傑作長編。

1974年生まれの二人の「陽子」。恋愛小説家として成功した陽子は、幼い頃から、自分が辿
るはずだったかわいそうな運命を生きるヨーコの夢を見ていた。一方、夫と一人息子と共に
暮らす陽子は、決して贅沢のできない毎日に嫌気がさしていた。家も、職業も、生活も、全て
が異なる二人の人生は絶対に交わることはなかったが⸺。瞬く間に世界が狂い出す、イヤ
ミス最高傑作！

夫・宏基と別居中の弓子は、アパートの隣人・楓と時々一緒に食事をする仲だ。別居後すぐ
に宏基は失踪したのだが、ある日義理の母から、故郷の島で宏基を見かけた人がいる、とい
う話を聞かされる。執拗に言い寄ってくる社長がいやになり会社をやめた楓と、職探し中の
弓子は、気分転換と休息を兼ねて島への旅に出ることにした。女二人の旅の行く末は⸺。
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は、激しい憎しみを纏った謎の男に出会った。態
度もガラも悪いその男が出没した頃から、江戸川町のあやかしたちの病気が治りにくくなっ
てしまう。原因はそいつがばら撒いた病原体にあることが分かったが、治療法が見つからない。
ある日、受付時間の過ぎたクリニックにやって来たその男は、途方もない要求を突き付けた！

満月の泥枕　
道尾秀介

向こう側の、ヨーコ　
真梨幸子

みちづれはいても、ひとり　
寺地はるな

江戸川西口あやかしクリニック5　
ふたりの距離　藤山素心
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同日発売

同日発売

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。従兄弟のハル兄に椎名教授との関係を問い詰められた葉山は、思
わず「教授とは何の関係もない」と叫んでしまう。そのセリフを教授に聞かれた葉山は……。
ついに助手・葉山の貞操が奪われる……!?

有原にゾッコンとなってしまった佐藤の妄想は、ますますエスカレートしていく。だがある日、
女連れでホテルに入る有原を目撃する。有原に、連れていた女性の話題を何気なくふる佐藤。
すると有原は、佐藤に気を使うことなく、その女性と寝たことを話し始める。有原のデリカシ
ーのなさにイラつく佐藤は、有原を家から追い出すが……。複雑な腐男子心を、切なくもリ
アルに描く痛キュンBL！　第三話。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】15　
笹原智映

いけない妄想腐男子【分冊版】3　
山田まりお

9月4日

9月4日

¥200

¥200

コミック

コミック



ある夜、名門私立千手學園に空を飛ぶ「夜行仮面」が現れ、記者や警察が詰めかける大騒
動に。学園の異端児・永人は、この「夜行仮面」の目撃情報にとある疑念を抱く。果たして「夜
行仮面」の正体とは⸺？　そして、永人の出身地・浅草で、少女たちが姿を消す事件が頻発。
有名な少女歌劇『乙女座』でも消えた少女が複数いると聞き⸺。大正浪漫の香り漂う学園
ミステリ、第3弾！

徳川御三家尾張家の当主吉通が急死した。側衆格の新井白石から呼び出された勘定吟味
役水城聡四郎は、死の真相を探るよう命じられる。吉通の愛妾お連の方と兄の出自を調べ
に京へ行くこととなった聡四郎の前に豪商紀伊国屋文左衛門が現れる。紀伊国屋の思惑と
はそして、吉通急死の真相とは⸺。聡四郎シリーズの ｢ 原点 ｣ 決定版、壮大なるスケール
の第五弾。

人生には成功もあれば失敗もある。「凸（順境）凹（逆境）」が繰り返されることを受け止めよう。
ベストセラー『心配事の9割は起こらない』著者による、「禅」をベースにした楽しく元気が出
る人生論。「人生はゆっくり、コツコツがいい」「100パーセントできた人は、人間的につまらない」

「『足りない』ことを楽しんでみる」「どうにもならないことは、無頓着でいい」「死ぬときには、
死ねばいい」といった金言が満載！

名だたる文豪たちが小説に描いた恋ははたして「あり」なのか。恋愛学を提唱する著者が科
学的に分析し、考察する。相思相愛、片想い、一目惚れ、失恋、結婚、浮気、不倫といった恋
愛上のテーマに関して、作品の時代性は妥当か、あるいは現代との整合性はあるのか、恋愛
への知見を論理的に深めながら、これまで文学者や評論家が言及してこなかった作品の新
しい魅力を浮き彫りにし、より深く名作を読み込む視点を手に入れる。

SNSでの誹謗中傷、自粛警察、不謹慎狩り、悪質クレーマー⸺奴らは何者か？　なぜ自ら
が正義と思い込み、他人を際限なく過剰に攻撃するのか？　「炎上はマスメディアが生み出す」

「SNS は世論を反映しない」「炎上加担者はごく少数」など、気鋭の研究者がデータ分析か
ら意外な真実を導き出す。

千手學園少年探偵團～浅草乙女歌劇～　
金子ユミ
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　決定版　
勘定吟味役異聞（五）　上田秀人

人生は凸凹だからおもしろい　
逆境を乗り越えるための「禅」の作法　枡野俊明

恋愛学で読みとく　文豪の恋　
森川友義

正義を振りかざす「極端な人」の正体　
山口真一

9月9日

9月9日

9月16日

9月16日

9月16日

4334044948

4334044956
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¥700

¥900

¥900
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光文社文庫

光文社新書

光文社新書

光文社新書

誕生日、それはきっと、誰もが自分自身と向き合う日だ。お誕生会が禁止された小学校／姪
っ子にサプライズで企画したお誕生会／母が台無しにしたお誕生会／お誕生会好きの会社
の上司／クラスメイトの中国人のお誕生会／3.11に祝うお誕生会／認知症の母が祝ってく
れた誕生日／あなたのお誕生会には、どんな思いが詰まっていましたか。『マカン・マラン』
シリーズの著者が描く、生まれてきたことを自分で認めてあげたくなる全7編。

お誕生会クロニクル　
古内一絵

9月16日

4334913660

¥1500

四六判文芸書

4334790879

4334790887

4334044921

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



キュンキュンする神さまの物語誕生！　稗田阿礼と太安万侶によって誕生した日本の神々の
物語を、「萌え」の視点でまんが化。イザナギとイザナミの夫婦愛、亡き母イザナミへの思慕
の情に突き動かされるスサノオ、荒ぶる弟スサノオのふるまいに胸を痛めるアマテラス、そして
妻となるクシナダと出会い人生をやり直す決意をするスサノオ……。こんなに面白く、せつな
い『古事記』、見たことない!!

幻冬舎創業期を支えた元ベストセラー編集者山口ミルコ、ボスとの出会いから別れまで⸺。
「会社は幻？」「会社を愛して頑張る⸺それ一本でやってきた、そんな社員はもういらない

のだろうか」「なんで会社をやめたのか？」……〈会社ラブ〉をつらぬいたカンパニーウーマン
の終焉。これはあなたの物語。同時代を生きた女性たちの発言を織り込みながら自らの会
社人生を綴る、異色のストーリー。

催眠で無意識の力が自由に使えるようになると、「誰と話しても緊張しなくなる」「人との信
頼関係を簡単に築ける」「リーダーシップを発揮できる」「アイディアがどんどん浮かんでくる」等、
それまでは考えられなかった不思議な展開が実生活でどんどん起こり始めます。その変化は、
決して「地味」ではありません！　本書で紹介する催眠のテクニックは、どれもいたってシンプル。
仕組みも「なーんだ！」と思うくらい簡単です。

会社を辞めたくても辞められない、母親の干渉から逃れたい、ダメ男との関係を断ち切りた
い、LINE グループから抜けたい、ママ友に会いたくない、お酒やギャンブルをやめたい……。
ズルズル、ダラダラをスパッと断ち切って、人生を好転させるための魔法の方法、お教えします！

まんが　萌え古事記　
荒川祐二［監修］／千種ひよこ［画］

バブル　
山口ミルコ

無意識さん、催眠を教えて　
大嶋信頼

「自分を苦しめる嫌なこと」から、うまく逃げる方法　
大嶋信頼

9月16日

9月16日

9月16日

9月16日

4334951937

433495197X

4334951929

4334950957

¥1100

¥1400

¥1200

¥1200

コミック

ノンフィクション

ノンフィクション

ノンフィクション

『古事記』に登場する神さまは、人間以上に、人間らしい。人間以上に、人間臭い。泣きたい
ときに泣いて、怒りたいときに怒って、喜ぶときは全身いっぱいに喜びを表現し、感動すると
きは人間と同じように涙する。「『古事記』って、こんなに面白かったんだ」⸺心からそう思
える最強の�古事記新訳�、ここに誕生！

神訳 古事記　
荒川祐二

9月16日

4334979556

¥1200

ノンフィクション

同日発売

同日発売

同日発売

変人・椎名教授と葉山に振り回される、三木教授がメインの物語。アメリカへと旅立つ椎名
教授と葉山たちを空港で見送った三木教授は、そこで｢ 日本に花嫁を探しに来たアラブの王
子様」アリーに見初められ、花嫁として誘拐される。仮にも相手はアラブの大富豪。自分か
ら振ると何をされるかわからない。三木教授はデートで失態を見せることで、振ってもらおう
と画策するが……。三木教授の運命は !?

椎名教授の異常な愛情【分冊版】16　
笹原智映

9月18日

¥200

コミック



友達に貢がされ、忙しい親からは金だけ与えられ放置されている中学生の暁美。ある夜、彼
女の前に1冊の古びた本が現れた。驚いたことに、物語世界にいる杜子春が、本の中から語
りかけてくるのだが……（表題作）。物語の住人たちと不思議な交流をする主人公たち⸺
彼らを待ち受ける運命とは !?　芥川龍之介の名作4編を大胆に紡ぎ直した悪夢のような連
作ミステリー！

杜子春の失敗　
名作万華鏡　芥川龍之介篇　小林泰三

9月25日

4334790364

¥700

光文社文庫

ドアを開けたら首が転がっていた！　⸺やり手の会社社長、土居楯雄の首が、切断されて
発見された。現場の壁に留められていたのはビアズリーのサロメの複製画。警察の聴取が
始まるが、楯雄の娘、帆奈美と連絡がつかない。家族が心配していると、死体が見つかった
という連絡が入った。彼女は、ミレーのオフィリアのような姿で発見されたのだった⸺。

浪人の身である新井伝蔵（白石）は、将軍・徳川綱吉の寵臣・牧野備後守成貞に呼び出され
た。将軍の警固役の依頼だったが、その裏には綱吉の命を狙う御駕籠之者・轅半左衛門を
討つ計略があった。轅半左衛門は恩人・堀田筑前守正俊を殺害し、伝蔵の額に火字傷をつ
けた宿敵でもある⸺。魅力的な登場人物、先の読めない展開、怒濤の剣戟で息もつかせ
ぬ傑作！

幕府の下勘定所に勤める旗本家の屋敷で凄惨な事件が起こった。家の女たちを殺した下手
人が旗本家の者だったことから目付が動いたが、進展はない。そこで探索の依頼を受けた南
町奉行・筒井和泉守は「奉行の隠密」となった沢村伝次郎に事件の�始末�を命じる。妖刀村
正を持つ凶悪侍に、伝次郎は一刀流の剣で向かう！　第9回日本歴史時代作家協会賞 文庫
書き下ろしシリーズ賞受賞の人気シリーズ第五弾。

圧倒的人気を誇るスマホ向けRPG『Fate/Grand Order』（通称 FGO）をはじめ『ペルソナ』『真・
女神転生』シリーズなど数々の人気ゲームのプロモーションに携わる�ゲームの宣伝屋�が
初めて明かす「伝え方」の極意。「ターゲット」という概念はもう古い。具体的な施策から考
えると失敗する。バズワードに手を出すのは自殺行為。性別・世代・トレンド・経済状況に左
右されずヒットを生み出すために重要なのは「順番」だ。

サロメの夢は血の夢　
平石貴樹

火
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の剣　
中路啓太

一撃　
隠密船頭（五）　稲葉稔

伝え方は「順番」がすべて　
分単位のコミュニケーションが心を動かす　小沼竜太

9月25日

9月25日

9月25日

9月25日

4334790542

4334790593

4334790615

433404493X

¥700

¥600

¥650

¥740

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社新書

部屋の修理も済まないうちに、気持ちとは裏腹に有原を追い出した佐藤。後悔しつつ仕事
を終えアパートに戻ると、自分の部屋の前に座る有原の姿が！　翌日、有原に夕飯を届けよ
うと部屋を訪れると、有原とホテルで過ごした女性がいて、思わず自分の部屋に逃げ戻った
佐藤だが、その後から現れたのは……。複雑な腐男子心を、切なくもリアルに描く痛キュン
BL！　第四話。

いけない妄想腐男子【分冊版】4　
山田まりお

9月18日

¥200

コミック

同時発売



生まれ育った救貧院でも、徒弟として売られた葬儀屋でも、人間的な扱いを受けたことのな
い孤児オリバー。道端で会った気さくな少年が、ロンドンで住居や仕事の世話してくれる人
物を紹介するというが……。苛酷な運命に翻弄される少年とそれを取り巻く人々の思惑をド
ラマチックに描いた、ディケンズの出世作。挿絵多数！

パリの地下鉄、隣の席で化粧を始めた女の姿態に目を奪われたユゴーは、慎みとは無縁な彼
女の手に思わず接吻してしまうが……。芳醇な性の悦楽が思わぬ展開を見せる表題作、美
少女との甘い邂逅から一気に死の淵へと投げ出される「クラッシュフー」など、シュルレアリ
スム最後の小説家独自の世界観きわだつ3篇。

異教信仰の研究者が自らの計画のために歳の離れた従兄弟の少年を引き取る「消えた心臓」。
スウェーデンのある地方で発見した古文書のなかに記された�黒の巡礼�から戻った人物の
来歴を探る「マグヌス伯爵」など、『好古家の怪談集』の8篇に「私が書こうと思った話」を収録。

密かに互いを思うウィル・ラディスローとドロシアだが、カソーボンの死にまつわる醜聞がき
っかけで、仲を引き裂かれることに。ウィルは出立を前にバルストロードから驚くべき秘密を
聞かされる。また、価値観の違いと借金によりリドゲイトとロザモンドの夫婦の間にも影が射す。

（全4巻）

●新連載：朱川湊人 連作短編〈知らぬ火文庫〉シリーズ　●スペシャル・ゲスト：芦辺 拓　奇
想ミステリー短編！　●注目の新鋭・短編共演！：阿津川辰海、方丈貴恵　●快調連作・連載
陣！：青柳碧人、我孫子武丸、石持浅海、近藤史恵、西澤保彦、東川篤哉、前川 裕、イクタケ
マコト　●第20回「本格ミステリ大賞」受賞作決定＆全選評！

オリバー・ツイスト　
ディケンズ／唐戸信嘉［訳］

すべては消えゆく　
マンディアルグ最後の傑作集　マンディアルグ／中条省平［訳］

消えた心臓／マグヌス伯爵　
M・R・ジェイムズ／南條竹則［訳］

ミドルマーチ3　
ジョージ・エリオット／廣野由美子［訳］

Giallo No. 73　
Giallo編集部［編］

9月25日

9月25日

9月25日

9月25日

9月25日

433475421X

4334754228

4334754279

4334754295

¥1440

¥930

¥870

¥1220

¥500

古典新訳文庫

古典新訳文庫

古典新訳文庫

古典新訳文庫

ミステリー専門誌

長崎・五島、東京・神楽坂、兵庫・明石、東京・人形町、広島、東京・谷中、札幌、横浜、富山、
静岡、大阪、仙台、名古屋、新潟、京都、福岡、金沢、神戸、長崎⸺BSイレブンの人気番組
が1冊の新書に！　北は札幌から南は五島まで日本全国19の街の65軒を紹介。本書片手に
旅するも良し、読んで思いを馳せるのもまた良し。写真満載のオールカラー版。

太田和彦のふらり旅　新・居酒屋百選　
名酒放浪編　太田和彦

9月25日

4334044964

¥1300

光文社新書

同時発売



「魔術師のおい」完結巻！　ナルニアを守るため、アスランからりリンゴを1個持ち帰ってくるよ
う頼まれたディゴリー。ポリーと一緒に遠くにある果樹園へ向かうが、そこには魔女が待ち伏
せていた……！　ディゴリーとポリーはアスランとの約束を果たせるのか、そして無事、元の世
界へ戻ることができるのか…？　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。

αが集う男子校で副生徒会長を務める優秀な新はゲイで、バラ色のヤリチン性活を送っていた！　
αにもかかわらず微量のΩ因子を持つ「性別キメラ」だと、入学してから判明した新。同年代
の男子を惑わすキメラフェロモンが出るとわかり楽園を築いていたが、唯一そのフェロモン
が効かないのが、新よりさらに優秀で仲が悪い生徒会長・二宮だった。そんなある日、険悪
ムードの中2人で生徒会室にいると突然、新に発情期がおとずれて…!!

『両性α～生意気キメラは逆らえない。～』第1、2話を収録した合本版！　αのみが通う男子
校で副生徒会長を務める新はαにもかかわらず微量のΩ因子も持つ性別「キメラ」だった。α
男子を惑わすキメラフェロモンでヤリチン性活を楽しんでいる新だったが、唯一そのフェロモ
ンが効かないのが新と仲の悪い生徒会長・二宮だった。なぜか新にだけ厳しくなる二宮に
負けたくないと対抗心を燃やしていたある日、生徒会室で新に発情期が…!!

ナルニア国物語 1 魔術師のおい 5　
C・S・ルイス／土屋京子［訳］／玉樹庵［画］

両性α 3
生意気キメラは逆らえない。　伊藤良

両性α　合本版1
生意気キメラは逆らえない。　伊藤良

9月25日

9月25日

9月25日

¥650

¥200

¥350

コミック

コミック

コミック

女優としてだけでなく、『ラブライブ！サンシャイン!!』などでは声優業を、『bis』などではモデ
ル業をこなし、また本格的にDJとしても活動の幅を広げる小宮有紗。「私、気分屋で飽きっぽ
いから」と普段から言うキミをダメ元でデートに誘ってみたら、意外にも乗り気で⸺。定食屋
でラーメンを頬張る姿、助手席でつまらない冗談を笑いながら聴く姿。まるで小宮有紗が隣
にいるかのような、デート感＆彼女感が詰まった作品です。

「高1ミスコン 2017‒2018」でグランプリを受賞し、以降グラビアなどで各誌から引っ張りだ
この吉田莉桜。そんな彼女は今年3月に高校を卒業し、大人への一歩を踏み出したばかり。
制服から水着へと展開するシーンでは、青々と輝いていた学生時代の回想を。そしてそれか
らちょっぴり大人になり、グッと美しさが増した今。あどけない表情から艶っぽいセクシーさ
まで、幅広い表現力を味わうグラビアストーリーです。

Platinum FLASHデジタル写真集　小宮有紗　キミの隣で。　
小宮有紗／桑島智輝［撮影］

Platinum FLASHデジタル写真集　吉田莉桜　移ろいゆくは、花の如し　
吉田莉桜／前康輔［撮影］

9月25日

9月25日

¥1200

¥1200

写真集

写真集

2019年3月の「アンスリューム」結成時から、ライブアイドル界隈で「とんでもない美少女がいる」
と話題になり、今春ついにグラビアデビューを果たし、�北半球地下アイドル最強ビジュアル�
と言われる月埜ヒスイ。昂ぶる感情と憂鬱な気持ち。絶妙に交差する2つの感情が入り乱れ
た、叙情的なグラビアに挑戦した。引き締まったスレンダーな身体＋迫力のあるバストという、
天からの恩恵を受けたかのような�最強ボディ�も必見です。

FLASHデジタル写真集　月埜ヒスイ　昂揚とメランコリー　
月埜ヒスイ／西村康［撮影］

9月25日

¥1200

FLASH 写真集



童顔巨乳で人気を博し、注目されているグラビア界の逸材・花咲ひよりのFLASHデジタル写
真集を連続同時リリース。第1弾の撮影テーマは、「新人 OLの朝のひととき」。寝起き姿に始
まり、着替えに、風呂上がりなど、モーニングルーティーンを再現しました。弾力感のあるみ
ずみずしいボディに、あどけない表情。「お客様満足度ナンバーワン」の笑顔に心を鷲づかみ
にされること間違いなし！

稀代の童顔巨乳として、人気急上昇の花咲ひよりが FLASHデジタル写真集連続同時リリー
ス。第二弾は「1泊2日の温泉旅行」がテーマ。夏休みにやってきたのは小さな温泉宿。さんさ
んと降り注ぐ太陽の下、海水浴を楽しみ、旅の疲れを温泉で回復。少しお湯にのぼせたら、部
屋でゆったり……。まったりした旅行なはずなのに、キミのみずみずしいボディを目にすると、
心がざわついてしまいます……。

FLASHデジタル写真集　花咲ひより　新生活が始まるよ　
花咲ひより／岡本武志［撮影］

FLASHデジタル写真集　花咲ひより　1泊2日の温泉旅行　
花咲ひより／岡本武志［撮影］

9月29日

9月29日

¥1200

¥1200

FLASH 写真集

FLASH 写真集

張りも厚みもある大胸筋……はぁ、宗親の雄っぱいは今日も完璧だ。男性型トルソーを抱い
て眠るほど雄っぱいが癒しの男子校生・柚弦は、幼馴染である宗親の胸に思う存分顔をうず
めるという目標をかかげ、密かに10年計画を立てていた。なぜか俺には横暴な宗親には知
られちゃいけないと思っていたある日、ひょんなことから10年計画ノートを見られてしまう!!　
すると意地悪な顔で「これが欲しいんだろ」と宗親の雄っぱいが目の前に…!?

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 2
俺とあいつの10年計画　宮沢ゆら

9月25日

¥150

コミック

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 !?　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」
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

男色大鑑 改 武士編 3　
いくえにもかさね添いとげるこい　九州男児

9月25日

¥150

コミック

「俺だって変わりたい!!」子供のころのあるきっかけで、家に篭りきりになってしまったオメガの
桃李。そんな自分を変えるために、両親の勧めでアルファとお見合いをすることに!?　お見
合い相手と会う前に、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!!

Ωな生徒のスパルタレッスン 4　
恋を学ぶには程遠い？　七杜のん

9月25日

¥200

コミック


