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22日発売（紙と同日）

静かな希望に溢れた、大ヒットエッセイのその後の話

死にたいけどトッポッキは食べたい 2
ペク・セヒ／山口ミル［訳］
“ 他人の眼に映る私 ” の影に苦しみ、自分自身を傷つけて憐れみ、時にはその苦しみや痛みに依存し
て、安らぎすら覚える……。前作に続き気分変調症から抜け出そうともがく著者だったが、無気力感や
自傷衝動などに悩まされ、ついには仕事を辞め、入院を考えるようになる……。その間も続いた精神科
医との対話と、たどり着いた心のありかた。自分の心の傷に気づき、受け入れられるようになるまでの記録。

18日発売

4334952151
¥1120

凄腕のはぐれ刑事・佐江が、3年前の未解決殺人事件の闇に挑む！

冬の狩人
大沢在昌

H 県警捜査一課に一通のメールが届いた。3年前の未解決殺人事件「冬湖楼事件」の重要参考人で
行方不明の阿部佳奈を名乗り、出頭条件に新宿署の刑事・佐江による保護を求めていた。凄腕のマ
ル暴だが刑事を辞める決意だった佐江は、H 県警の若手刑事・川村と未解決事件や阿部の動きを捜
査する。佐江は阿部と待ち合わせるが、そこに殺し屋が──誰が裏切ったのか !?

圧倒的熱量！ 人

¥1800

気漫画「YUKITO 雪人」原作シリーズ待望の新作 !!

15日発売（紙と同日）

昭和、平成、令和の週刊誌とスクープの現場を描くノンフィクション

2016年の週刊文春
柳澤健

いま、日本で最も恐れられる雑誌と、愚直な男たちの物語⸺。花田紀凱と新谷学。ふたりの名編集長
を軸に、昭和、平成、令和の週刊誌とスクープの現場を描く。週刊文春創刊、田中角栄研究、三浦和
義氏ロス疑惑などの昭和の大事件から、
「2016年の文春砲（ベッキー、甘利明など）」、最後は、今年
の財務省職員遺書まで、さまざまなスクープの舞台裏を関係者・記者・編集者に徹底取材したノンフィ
クション。

4334952143
¥2070

22日発売（紙と同日）

コロナ禍の世界に贈る、愛と奇想の奥田マジック！

コロナと潜水服
奥田英朗

ある理由で家を出た小説家が葉山の古民家で出会ったのは⸺「海の家」。早期退職の勧告に応じ
なかった男が始めたのは⸺「ファイトクラブ」
。プロ野球選手と付き合うフリーアナウンサーが恋愛相
談に⸺「占い師」
。5歳の息子には新型コロナウイルスが感知できる？⸺「コロナと潜水服」。念願
の古いイタリア車を手に入れると、不思議なことが次々に⸺「パンダに乗って」。あなたの“しあわせ観 ”
を問うファンタジー短編集。

9日発売（紙と同日）

4334913776
¥1500

報道キャスター、小西美穂が、逆境を乗り越え、成長につながる42の仕事術を提言。

報道キャスターが現場で学んだ42の仕事術
小西美穂

民放夕方ニュース番組視聴率8年連続トップ！ 日本テレビ「news every.」のニュース解説を担当
する小西美穂。報道記者、キャスターとしてさまざまな転機を経験、各界著名人ら延べ1700人超のイ
ンタビュー実績を持つ著者が、逆境を乗り越え、成長につながる42の仕事術を提言。日刊ゲンダイに
好評連載された「小西美穂の仕事のルール50」をもとに、with コロナの視点を加え再構成。さまざま
な転機、逆境にある人々に読んで欲しい一冊。

24日発売（電子先行／ Reader Store のみ12/10）

4334952135
¥1300

MVP エンジニアが贈る
「リーダーシップ0のリーダー術」。

コミュ障でビビリなリーダーでも、
部下を思うように動かせる本
自分にムリせず
「お願い上手」
になれる
！

晴瀬ワカル

ソニーのエンジニアとして MVP 表彰の華々しい経歴。しかしリーダーとしては部下にそっぽを向かれ
るなど全くのポンコツ……。そんなコミュ障でビビリな著者が、リーダーシップではなく、
「部下満足度」
に力点を置くようになってから、部下とのコミュニケーションが見る見る改善、チームの業績もどんどん
上向きに。すべてのリーダー不適格者に贈る、リーダーシップ0のリーダー術。

24日発売（電子先行／ Reader Store のみ12/10）

4334952224
¥1300

お金の仕組みとお金の付き合い方を、投資家が解き明かす

小飼弾の超訳「お金」理論
小飼弾

「ブラック労働者」をやめましょう。
「お金を増やさねばならない」思い込みを捨てましょう。働いたら負け。
もう労働には価値はない。理想は、誰でも自由に生きて食べていける世の中。なのに、いつまでも
「お金」
に振り回されるのはなぜか⸺。この本では、実家の借金返済を経てお金の本質を学び、成功を収め
たブロガーであり投資家が、世界を動かしているお金の仕組みと、お金との付き合い方をやさしく解き
明かします。

4334951813
¥1300

12月9日

蒼き山嶺
馳星周

山岳ガイドの得丸志郎は、白馬岳で大学山岳部の同期・池谷博史と再会した。卒業後、警視

庁の公安刑事となった池谷は、久しぶりの山でだいぶバテている。山頂まで一緒に登ること

にしたが、ペースは上がらない。下山が遅れそうだと麓に電話を入れる得丸に、池谷が拳銃

を突きつけた⸺!!
説！

友情、ライバル、極限の決死行。著者の新境地となる傑作山岳冒険小

中山七里

大阪地検一級検事の不破俊太郎はどんな圧力にも屈せず、微塵も表情を変えないことから、
陰で
〈能面〉
と呼ばれている。新米事務官の総領美晴と西成ストーカー殺人事件の調べを進

めるなかで、容疑者のアリバイを証明し、捜査資料が一部なくなっていることに気付いた。こ

れが大阪府警を揺るがす一大スキャンダルに発展して⸺。一気読み必至の検察ミステリー！
む ち

知らぬ火文庫

光文社文庫

4334791220

¥750

12月9日

能面検事

狐と韃

同日発売

朱川湊人

人と狐の間に生まれた者の末裔と噂され、並外れて大きな体と美しい顔をもつ妖女、美濃狐。

ある日市に現れ、凄まじい剛力で暴虐非道に振舞う姿に、人々は恐れおののき、市は寂れて

ゆくのだが⸺。
（表題作） ほか、日本最古の説話集『日本霊異記』を下敷きに繰り広げら
れる、不可思議で妖艶な物語の数々。古典を大胆に紡ぎ直した「知らぬ火文庫」シリーズ第

1弾。

少女を殺す100の方法

白井智之

「死んでる？ 誰が？」
「みんなです」とある女子中学校で二年 A 組の生徒全員が殺された。
教頭のクサカベは警察より先に犯人を見つけ出そうとするが……。
（
「少女教室」
） ミロが

同日発売
光文社文庫

4334791239

¥650

12月9日
同日発売
光文社文庫

4334791247

¥750

12月9日
同日発売
光文社文庫

夏休みを過ごすことになったウラ地区では、年に一度、空から少女が降ってくるという……。 433479128X

（
「少女が町に降ってくる」
） グロテスクなのにロジカル。本格ミステリ界の鬼才が贈る「少
女の大量死」全8編！

流転の果て 決定版

勘定吟味役異聞（八） 上田秀人

新井白石から「大奥を跪せよ」と命じられた勘定吟味役水城聡四郎だが、絵島事件の衝撃

を受け、大奥の調べは引き延ばされた。そんな折、幼き将軍徳川家継が体調を崩し、水面下

での権力闘争が幕を開け、将軍位を狙う輩が蠢き始めた。そして、江戸城に不審な刺客が
現れる⸺。聡四郎は、頑是なき家継を守ることができるのか。聡四郎シリーズの「原点」決
定版、熱き血潮たぎる感動の最終巻。

恋わずらい 決定版

研ぎ師人情始末（八） 稲葉稔

研ぎ師・荒金菊之助の長屋に訳ありそうな老齢の武士が引っ越してきた。従兄弟で南町奉

行所臨時廻り同心の横山秀蔵から飲み屋の女将殺しの探索を頼まれ動きだした菊之助は、

その武士に殺しの嫌疑がかかっていることを知る。武士は本当に女将殺しの下手人なのか

¥700

12月9日
同日発売
光文社文庫

433479131X

¥700

12月9日
同日発売
光文社文庫

4334791328

⸺。お人好しで直心影流の遣い手、荒金菊之助が活躍する稲葉稔の原点シリーズ決定版、 ¥650
度肝を抜くラストが待つ第八弾。

人を輝かせる覚悟

「裏方」だけが知るもう1つのストーリー

大河内志保

日本航空のキャンペーンガールや、クラリオンガールに選ばれるなど、芸能界で華々しく活
躍していた著者は、21歳にして芸能活動を引退し、新庄剛志を支える「裏方」としての人生

を選ぶ。パートナーをスターにするための覚悟や新庄との知られざるエピソード、ライフワー

クである「食」と「健康」をテーマにした再出発など、今だから語れる、全力で夢を追い続け

るモデル・タレントの初手記。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】22
笹原智映

世界的天才そして種族【変態】の椎名教授に、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。1年と数カ月が過ぎ、葉山が教

授の研究室から出て行く日が近づく。助手を辞めることで、これからの2人の関係に不安を
募らせる葉山。教授は秘密の計画にかかりきりで、そんな葉山の気持ちに気つかず……。変
態・教授×ドジっ子助手のドタバタコメディBL、ついに最終話！

人類はふたたび月を目指す
春山純一

今、月を目指す国や民間企業が世界で続々と現れている。1969年に初めて月に人類を送り

込んだアメリカも、2020年代半ばに女性宇宙飛行士を月に立たせるという「アルテミス計画」

を発表し話題を呼んだ。2007年に月大型周回探査機セレーネ（かぐや）を打ち上げ、21世紀

の月探査の口火を切った日本はどうか。日本の月探査計画に携わり「月の縦孔の発見」で
世界的に知られる著者が、月に関わる探査や発見のスリリングな舞台裏を綴る。

FLASHデジタル写真集

野田すみれ 初セクシーショット！

野田すみれ／横内禎久［撮影］

現役日本女子大学生で女子プロゴルファーの野田すみれ。世界ジュニアの日本代表を3度

経験したほどの実力者が、グラビアに初挑戦した貴重な1冊。海でのビキニや、和室で私服

を脱いで下着姿になる場面、洋室でのランジェリー姿など、宮古島で弾けるアスリートの肉
体美を堪能できる。ティーチングプロとしても活躍する彼女が「自分の中にあるアスリート魂

が、グラビアでどこまで通用するのか試したかったです」と語った。

バイター

五十嵐貴久
東京都下の大川豆島で発生したウイルス性感染症。罹患者は人の血肉を求める存在と化す。
政府はそれを「バイター」と命名。相澤総理大臣の娘・彩香は、不運にも部活動の合宿で島

を訪れていた。容赦なくバイターに喰い殺されていく教師や友人たち。混迷が深まる中、自

衛隊と警察の混成チーム「ブラッド・セブン」が結成される。彼らの任務は「彩香の救出」とい

う総理の特命だった。稀代のエンタメ作家が放つゾンビパニック小説！

じょかい
井上宮

男はリビングでくつろいでいる。キッチンでは妻が夕食の支度をしている。幼い息子は冬で

もないのにマスクをつけて、テレビ番組を見ている。男はキッチンへビールを取りに行く。妻

12月11日
ノンフィクション

4334952054

¥1200

12月11日
コミック

¥200

12月15日
同日発売
光文社新書

4334045146

¥780

12月15日
FLASH写真集

¥1200

12月22日
同日発売

四六判文芸書

433491375X

¥1600

12月22日
同日発売

四六判文芸書

の作っている料理に「美味しそうだね」と声をかけ「息子は風邪でもひいたのか？」と聞く。 4334913768

そしてふと気づく。自分たち夫婦に息子なんていただろうか？ そして妻を見て驚愕する。誰だ、 ¥1650

この女は？ 日常が奇妙に歪む、戦慄のノンストップホラー！

12月22日

比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども
藤崎翔

サタン橋爪率いる「悪魔党」。奇抜なメイクと高飛車な言動で耳目を集めるイロモノ候補かと
思いきや、意外と真っ当な政権公約に次第に人気を集め、見事4人が比例区当選。やがて世

界中に「悪魔運動」を起こすほどの影響力を持つようになるのだが⸺（表題作） お疲れの

心に今こそ�笑い�を！ 表題作ほか短篇＆ショートショート全12編。読んだら拡散したくなる
面白さ!!

元お笑い芸人の著者ならではの特盛ネタをご堪能あれ！

四六判文芸書

4334913784

¥1550

12月22日

おとぎカンパニー 妖怪編
田丸雅智

突然やって来たセールスマン。ぬりかべ派遣サービスって一体 !?⸺「壁とともに」 なぜか

1つ多い既読数。まるでストーカーのような妖怪とは？⸺「いた」 先輩と訪れた料理店。

ピンク色した謎の肉料理にハマった男性は……。⸺「N 肉」 河童や座敷童子、かまいた

ちなど、おなじみの妖怪たちが現代社会を舞台に大活躍！ ブラック＆ユーモアがたっぷり
詰まった全12編のショートショート集。

FLASHデジタル写真集

同日発売

同日発売

四六判文芸書

4334913792

¥1550

12月22日

桜田愛音 最後の制服

桜田愛音／藤本和典［撮影］

撮影した2020年8月には、まだ現役女子高生だった桜田愛音。
「たぶん卒業できると思うん

ですけど…」と不安げだったが、9月末に無事卒業！ 「単位が足りなくて半年留年しちゃい

FLASH写真集

ました」とどこか抜けた感じの雰囲気だが、カメラを向けられると表情は一変。G カップのバ

ストと引き締まったウエストのナイスバディを、惜しげなく見せてくれた。現役最後の制服姿や、 ¥1200
大人っぽい黒のワンピース水着などいろんな愛音ちゃんをご覧あれ！

両親が元気なうちに“実家じまい”はじめました。
大井あゆみ［文］／二平瑞樹［漫画］

子供が継がない、高齢親が住みづらい、遠距離で介護しにくい……

1つでもあなたの実家

が当てはまったら、思い切って早めの処分を検討してみませんか？ �実家じまい�でみんな
が幸せになった一家の実話コミックエッセイ。実家の片付け問題、遠距離介護問題、高齢者

ドライバー問題、お墓の問題……実家を処分することに決めたら、全部解決できちゃった！
実例だからわかるノウハウ満載。

面食い
ジャケ

久住昌之
『孤独のグルメ』
『食の軍師』などの原作者としてカルト的な人気を集める著者。彼の食べ歩
きは、星もガイドブックも頼らぬ直観勝負の「ジャケ買い」、いや「ジャケ食い」だった！ 全
国の「いい面構えの店」を求め、今夜もがらりと扉を開ける。

成功への扉

ヨグマタ相川圭子
「あなたがすべてにおいて成功するには、この自分の変化する小宇宙を知り尽くしていくこと
が必要です。自分が自分のマスターになることで何でも手に入るのです」⸺最速で最高の

成功をあなたに。次代にまで伝えたい珠玉の金言集『幸福への扉』に続く、書下ろしスピリ

チュアル・メッセージ第2弾！ 現在、会うことのできる世界でたった2人のシッダーマスター
が全ての現代人に贈る祝福の書。

12月22日
同日発売

コミックエッセイ

4334952186

¥1300

12月22日
同日発売

ノンフィクション

433495216X

¥1300

12月22日
同日発売

ノンフィクション

4334952208

¥1100

12月25日

悪の華

新堂冬樹
シチリアマフィアのドンの息子ガルシアは、仲間の裏切りにより家族を皆殺しにされてしまう。
祖母の生まれ育った国、日本へ⸺。その心には、燃えるような復讐への思いが滾っていた。
日本の裏社会で類い希な戦闘能力を買われたガルシアは、山王寺組若頭・不破の暗殺を請

け負う。が、不破もまた非道極まりない殺人マシーンだった……。凄絶なピカレスクロマン！

光文社文庫

4334741347

¥810

12月25日

聖殺人者
新堂冬樹

シチリアマフィアのドンの息子・ガルシアは、家族を皆殺しにされ、東京へと逃げ延びた。新

宿で凄絶な抗争を生き抜いたガルシア。だが、家族の仇であり、今ではシチリアの大ボスと
なった宿敵マイケルが最強の刺客を放つ！ 殺人マシーンとして育てられた男とガルシア、さ

らに南雲組組長・海豪。三つ巴の闘いの行方は？ 鮮烈にして哀切なハード・ボイルドの傑作！

光文社文庫

4334743757

¥650

12月25日

ぼくだけの☆アイドル

新堂冬樹

しがない昆虫ショップの店員、あきおは27歳。かなり夢見がちな青年だ。脂肪たっぷりの体、
イケてないファッション、当然彼女なし……なのに、自己評価はどこまでも高いのだった。ア

光文社文庫

イドルのみーちゅんとの相思相愛を妄想しながら、ムシたちのケース清掃に精を出す毎日。 4334746110
そんな彼のしょーもない日常に訪れた、絶好のチャンスと最悪のピンチとは？ 異色青春小説！

12月25日

君が悪い
新堂冬樹

「僕は悪くない……」中学教諭の竹林は、死体を前に呟いた。スナックのホステス桃華を取り
合って、他の客ともめたのがすべての始まりだった。自宅に押しかけてきたその男を、はずみ

で殺してしまったのだ。さらに、発覚を防ぐため、超身勝手な論理で次々と殺人を重ねてゆく
彼にふりかかる運命とは !?

¥490

狂気と黒い笑いに満ちた、戦慄のノンストップ・サスペンス！

SCIS 科学犯罪捜査班 III
天才科学者・最上友紀子の挑戦

中村啓

警察庁の警視正・小比類巻祐一は、電車の中で亡くなったはずの妻そっくりの女性黛美羽に
遭遇した。その美羽が殺された⸺。上司の島崎課長からSCISの案件として引き受け、捜査

を始めるが⸺。科学者・最上友紀子と小比類巻警視正率いる警視庁科学犯罪捜査班のメン

光文社文庫

4334749801

¥500

12月25日
光文社文庫

4334790984

バーが最先端科学技術が絡んだ怪奇事件に挑む！ 驚愕の新サイエンスミステリー、第3弾。 ¥750

りら荘事件
増補版

鮎川哲也

埼玉県秩父山中にある大学の寮「りら荘」に避暑にやってきた7人の男女。みな画家や音楽
家を志す芸術家の卵だ。都会の喧噪を逃れて休暇を送ろうとした矢先、婚約を発表した二

人が相次いで変死した。そして災厄は次々と学生たちに……。鮎川作品の中でも特に人気

の高い傑作長編に加え、著者がデビュー以前に同人誌に書いた�プレりら荘�とも言える中
編も収録！

12月25日
光文社文庫

433479100X

¥950

氷の牙

八丁堀つむじ風（七） 決定版

和久田正明

昨日詮議した赤池の五右衛門が死んだのは、行き過ぎた拷問が原因であると断じられ、南
町奉行所、定廻り同心・成沢東一郎は、謹慎を命ぜられた。同役たちが、五右衛門が死んだ

ときに牢にいた罪人たちに話を聞くと、一人、あやしい男が浮かび上がってきた⸺。
（
「牢死
の怪」
） 江戸を守る腕利き同心、剛と柔を巧みに使い分け、真に討つべき悪を討つ！

モーセと一神教

フロイト／中山元［訳］
多くのユダヤ人が迫害されるなか、ユダヤ人差別の由来を、ユダヤ教の成立と歴史を考察し
ながら、キリスト教誕生との関係から解き明かそうとしたフロイトの遺作。
「原父殺害」
「潜伏

期」
「エディプス・コンプレックス」
「抑圧されたものの回帰」など、みずからの精神分析の理論

を援用してその謎に迫る、まさに「歴史ミステリー」とでも呼べるフロイト最大の問題作。

戦争と平和2

トルストイ／望月哲男［訳］
アウステルリッツの戦いで負傷し、奇跡的に帰還したアンドレイが領地に戻った当夜、妻のリ
ーザは男子を出産するのだが……。一方のピエールは妻エレーヌの不倫相手ドーロホフに

決闘を申し込む。そしてニコライは、そのドーロホフからカードゲームで巨額の借金を負って

しまうのだった……。

簡単ストレッチですぐにペタ腹！ 10秒おなか伸ばし
坂詰真二

つらい腹筋はもう終わり！ これからは、おなかは伸ばしてやせる時代です。姿勢を正してお

なかを伸ばせば、内臓が正しい位置に収まってぽっこりおなかが凹むんです。外出先でもできる、

たった10秒の簡単なストレッチで、即効ペタ腹＆バストアップ＆ヒップアップ！という夢のよう
なメソッド。

日本人の自信を取り戻す「ほめる力」

ケント・ギルバート／原邦雄

日本人は圧倒的な「ほめられ不足」
！ 日本人が本当の自信と誇りを身に着けるには？ 自

信を生み出す6つの環境とは？ 世界が驚いた日本の「ほめ育」とは？ 自分をほめられな

い思考グセから脱却するには？ 国際弁護士×「ほめ育」コンサルタントが徹底議論。
「日

本の皆さんに『減点主義』をやめて『加点主義に切り替えることを強く訴えたい』⸺ケント・

ギルバート

教養としての腕時計選び
篠田哲生

ロレックスもパテック フィリップももちろんいい時計だが、それは単に値段が高いからだけ

ではない⸺。そこかしこで時刻を確認することができる時代、人は何のために腕時計を身

につけるのか。腕時計を成熟したビジネスパーソンの身だしなみ、あるいは「教養」としてと

らえ直し、自分にふさわしい品を選ぶセンスを高めるための入門書。もはや腕時計はステイ
タスアイテムであり、自分自身を表現するツールである。

12月25日
光文社文庫

4334791050

¥700

12月25日
古典新訳文庫

4334754198

¥1000

12月25日
古典新訳文庫

4334754252

¥1040

12月25日
同時発売

ノンフィクション

4334952100

¥1000

12月25日
同時発売

ノンフィクション

4334952194

¥1200

12月25日
同時発売
光文社新書

4334045103

¥1300

12月25日

知らないと恥をかく
「性」の新常識
齋藤賢

セクハラや性犯罪がようやく社会問題として認められてきた現在、
「性」について学ぶことは

ひとつの必須科目となった。イシューは多岐にわたるが、必要なのは性と社会の関係にいま

起きている変化を大づかみに理解することだ。#MeToo をはじめとした近年の様々なムーブ

メントの分析や、多彩なアクティビストへのインタビューなどを通じ、
「性」をめぐるこの国の
現在地を鮮やかに抉り出す批評。

同時発売
光文社新書

4334045111

¥940

12月25日

警察官の出世と人事
古野まほろ

主任警部？ 調査官？ 管理官？ 次席・次長？ 理事官？ 所属長？ 庶務担当課長？ 参

事官？⸺「階級」だけでは見えてこない、育成、組織づくりのすごい仕組み、すなわち「警察

同時発売
光文社新書

官の出世と人事」の仕組みを、元警察官僚のミステリ作家が徹底解説。企業の人事担当者、 433404512X

¥840

自らの出世が気になるビジネスパーソンも必読！

12月25日

定年前、しなくていい5つのこと

「定年の常識」にダマされるな！

大江英樹

●年金は絶対に破綻しない●再雇用で働くのはおやめなさい●地域デビューは危険…etc.

世の定年準備のアドバイスは不安を煽るものが多いが、実際の定年後の生活ではお金も仕

同時発売
光文社新書

事もそれほど心配する必要はなく、むしろ不安に煽られて間違った行動を起こすほうが危険だ。 4334045138
退職後8年の経済コラムニストが、自身の体験と豊富な取材に基づき、老後の不安解消のた
めの考え方と、不安に駆られてしないほうがいいことを具体的に指南する。

見るレッスン
映画史特別講義

12月25日

蓮實重彦

「まず読者の皆様にお伝えしたいのは、世間で評判になっている映画だけを見るのではなく、
自分にふさわしいものを自分で見つけてほしいということです。とにかく、ごく普通に映画を

見ていただきたい。蓮實個人の視点など学ばれるにはおよびません」⸺サイレントから、ド

キュメンタリー、ヌーヴェル・ヴァーグ、現代ハリウッドと日本まで。120余年の映画史を俯瞰す

る、シネフィル教授による最初で最後の新書講義。

FLASHデジタル写真集

いくみ／猿山秀人［撮影］

Twitterフォロワー数27万人突破！ スーパーヒーロー風の着地写真をTwitter にアップし
初の

デジタル写真集である今作では、
『ちょっとエッチな内覧会』をテーマに彼女の会社が実際に

売り出している戸建て物件で撮影を敢行。床の水平チェック、浴室の水圧チェック、日当たり

チェックなど、内覧の流れを過激すぎる下着やコスプレで完全再現している。

FLASHデジタル写真集

同時発売
光文社新書

4334045154

¥820

12月25日

いくみ 秘密の内覧会

て話題になった人気コスプレイヤーのいくみは不動産会社の営業ウーマンだった !?

¥840

古田愛理 最後の夏

古田愛理／細居幸次郎［撮影］

ティーン誌モデルを務め、YouTube 活動も積極的におこなうSNS の総フォロワー数30万人

超えの古田愛理。同世代女子の憧れでありながら、グラビア第7世代の筆頭として各誌のグ

ラビアを席巻する彼女が、高校最後の夏の思い出を回想しているかのようなノスタルジック

FLASH写真集

¥1200

12月25日
FLASH写真集

なグラビアに挑戦してくれた。爽やかな水着姿に、ちょっぴり背伸びした大人っぽい水着姿、 ¥1200

さらに今年で見納めとなる制服姿やかわいらしい浴衣姿も必見です。

FLASHデジタル写真集

12月25日

小野寺梓 夢の続きへ

小野寺梓／カノウリョウマ［撮影］

「あなたと一緒に、大きな夢を描いていきたい。この真っ白なキャンバスに」がコンセプトの「真

っ白なキャンバス」に所属し、透き通る白い素肌と純粋無垢な雰囲気が魅力の小野寺梓が、
アイドルになる夢を追い求め、田舎から上京することを決めた少女のストーリーグラビアに挑

戦。各週刊誌や漫画誌でも絶賛のくびれと美バストは必見。物憂げな表情から満開の笑顔ま

で、今まで以上に幅広いアイドル・小野寺梓が見られます。

FLASH写真集

¥1200

12月25日

桃太郎最凶伝説【分冊版】1
笹原智映／山田ウメ［シナリオ］

誰もが知っている良い子の童話や昔話が、幼馴染みあり、鬼畜攻めあり、純愛ありのラブ＆

キュートな BL 童話に様変わり。 桃から出てきた桃太郎は媚薬入りのキビ団子で、犬、猿、
キジを従え鬼退治に向かう。そして、褐色の獲物、鬼に出会い……？ こんなに危険な童話
読んだことない、第1話。

コミック

¥200

12月25日

スパダリの俺が黒王子には逆らえない 3【特典ペーパー付】

コミックシーモアのみ
他書店2021/2/5発売

山田まりお

少女マンガの俺様ヒーローを地でいくような有能イケメン後輩の千住に、少女マンガ好きの

趣味を知られたうえ、社内で何かとセクハラされる日々を送るエリート課長の真鳥。ある日、

コミック

接待先で高校時代の同級生と再会するが、それはかつての自分の趣味をバカにし、徹底的

に自分を虐めてきた相手だった。過去をぶり返され動揺する真鳥の前に現れたのは……。 ¥200
黒王子×スパダリの異色エロキュンBL!!

12月25日

君なら君なら 3

コミックシーモアのみ
他書店2021/2/5発売

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⸺!?

ふたりの夜のすごしかた 8

陽キャ腐男子とツンデレアシのトクベツナイト

12月25日

相良の所

にアシスタントとして出入りしている桃真は、BL も嗜む漫画家志望の陽平と同居中。ある日

から体の関係を持つようになったけど、陽平の描くBL 漫画のプレイが、自分たちの H と同じ
なのがもやもやする桃真。もしかして、この関係ってBL 漫画のネタ提供のため !?

「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
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!!

¥200

コミックシーモアのみ
他書店2021/2/5発売

七杜のん

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 !?

コミック

12月25日

Ωな生徒のスパルタレッスン 5
恋を学ぶには程遠い？

¥200

コミックシーモアのみ
他書店2021/2/5発売

村上左知

陽キャな腐男子漫画家×ため込み型ツンデレアシ。言葉足らずの二人の恋は !?

コミック

コミック

¥200

Ωな生徒のスパルタレッスン 合本版2【特典ペーパー付】
恋を学ぶには程遠い？

七杜のん

『Ωな生徒のスパルタレッスン～恋を学ぶには程遠い？～』第3、4話を収録した合本版！ 和
景が家庭教師を辞める!?

先生と生徒として良い関係を築いてきた二人だったが……桃李

のヒートをきっかけに、和景は責任を取って屋敷を去ることを決意する。桃李の父も和景の
兄も考え直すように止めるも、和景の決意は揺るがず……。そんな中、目を覚ました桃李は
和景に辞めてほしくない一身で、外にいる和景に向かって走り出す⸺。

男色大鑑 改

武士編 4

身を捨てても守りたい愛

九州男児

絶世の美少年に生まれた専十郎は、あまりにもの美しさに怯えた両親によって、顔を隠して
生きてきた。本人は自分の顔が醜いからだと勘違いしており……。ある日貞操の危機に見

舞われた専十郎は、街で有名なモテ男・六之進に助けられ、六之進に惚れてしまう。自分の

ような醜い者は釣り合わない、そう思っていたのに、専十郎の美しさにより歯車が狂いだし
⸺。※井原西鶴の男色大鑑『身替りに立つ名も丸袖より』より

Loveless SEX Bear 3
愛のない獣

「好きだ

霧嶋珠生

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

12月25日

コミックシーモアのみ
他書店2021/2/5発売

コミック

¥350

12月25日
コミック

¥150

12月25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 6

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☆

12月25日
コミック

¥200

