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29日発売（紙と同時）

コロナ一色だった2020年。各国首脳はこの危機にどう立ち向かったのか

コロナ対策各国リーダーたちの通信簿
栗田路子、プラド夏樹、田口理穂、冨久岡ナヲ
片瀬ケイ、クローディアー真理、田中ティナ
未曽有のパンデミックが世界をのみ込んで１年が過ぎた。各国は感染抑止のため、軒並みロックダウ
ンを実施。多くの国が似たような対策をとってきた。一方で、各国首脳の中には、無根拠な楽観論を振
りかざす大統領もいれば、市民の連帯を繰り返し呼びかける首相もいるなど、その言動には大きな違い
が。そして、その違いはコロナ禍の行方すら左右していた⸺。７人の海外在住ジャーナリストが綴るリ
ーダーたちの素顔。

19日発売（紙と同日）

4334045162
¥1040

1939年、上海。戦争を回避すべく、日中和平工作にすべてをかけた人々がいた――！

ヘーゼルの密書
上田早夕里

1939年、上海。盧溝橋事件で停戦交渉に尽力した今井武夫陸軍大佐は、蒋介石との和平交渉にあ
たってきた小野寺信陸軍中佐の交渉を引き継ぐことになる。小野寺の工作に関わってきた民間人の倉
地スミや生物学者の森塚たちは、今井大佐から、これから行う和平交渉を手伝って欲しいと頼まれる。
それは蒋介石に繋がる人脈の中から協力者を探すことと、和平の密書を届けるというものだった！ 幻
の和平交渉に光を当てた長編歴史小説。

25日発売

4334913822
¥1800

インスタフォロワー227万人超のカリスマが送る1stデジタル写真集

FLASHデジタル写真集

明日花キララ Love Tomorrow
明日花キララ／佐藤佑一［撮影］
女性誌で「なりたい顔ランキング」の1位に輝き、女性たちのファッションアイコンとして Instagram フ
「唯一無二の存在になりたい」
と語る彼女のこだわりがたっ
ォロワー227万人超を誇る明日花キララ。
ぷりと詰まった一冊となっている。ヘルシー＆セクシー＆キュートな彼女ならではのカットが多数で、男
女ともに必見だ！ ※本バージョンのみの特典で、本の最後に本人のサイン入り！

¥1200

1月8日

桃太郎最凶伝説【分冊版】2
笹原智映／山田ウメ［シナリオ］

幼馴染みの青鬼と赤鬼は、小さい頃から大の仲良し。泣き虫だった赤鬼への感情が「友情」

ではなく
「愛情」だったと気づいた青鬼が、鬼ヶ島へ帰ると、赤鬼は桃太郎に飼われていた！

赤鬼を救うべく、桃太郎の元に向かった青鬼だったが……。
「桃太郎最凶伝説」の後日談！
誰もが知っている日本＆世界の童話を、BL にアレンジ！ こんなに危険な童話読んだことな

い★

コミック

¥200

1月9日

にらみ

長岡弘樹
窃盗の常習犯・保原尚道が仮釈放中に保護司を殺害しようとして逮捕された。取り調べる

片平成之は、以前、裁判で保原が供述を翻したりしないよう圧力をかけるべく�にらみ�をし

ていた。保原は自首しているのだが、片平は納得していない。保原は人を殺めようとするほ

どの悪人なのか⸺（表題作）。多様なサプライズが楽しめる、名手によるミステリー傑作集！

同日発売
光文社文庫

4334791379

¥600

1月9日

蕎麦、食べていけ！
江上剛

かつての賑わいがすっかり失われた寿老神温泉。この町で育ち、信用金庫に勤める赤城勇
太は地元活性化のため、高校生の蕎麦打ちイベントを企画する。同じ頃、竹澤春海たち地元

同日発売
光文社文庫

の高校生も全国高校生蕎麦打ち選手権大会に出場するため、特訓に励んでいた。そんな中、 4334791387

メガバンクに勤務する勇太の兄が巨大資本によるリゾート化計画を引っ提げて乗り込んでくる。 ¥750

1月9日

博多殺人事件 新装版

内田康夫

博多の学術調査の発掘現場から人骨が見つかった。第一発見者となった浅見光彦は、調査

のレポートのために参加していた。人骨は、去年行方不明になっていた片田次郎のものと判

明し、警察は失踪当時のことを再度調べ始める。刑事局長である兄、陽一郎に「この事件を
調べてもらいたい」と言われた光彦は、耳を疑いながらも、関係者に話を聞いていくうちに
……。

光文社文庫

4334791417

¥700

1月9日

社内保育士はじめました5
ぜんぶとはんぶん

同日発売

貴水玲

きらら保育ルームが委託運営に？ 運営会社への移籍となれば異動もあり得ると聞いた保

育士たちは猛反発。前の職場での経験から、委託運営に不信感を持っているゆきは、冷静な

同日発売

キャラクター文庫

梓咲を避け始めた。そんななか、彼方が長野工場に異動するという話が聞こえてきて……。 4334791425

きらら保育ルームはどうなる？ そして、梓咲と彼方は !?

人気シリーズついに完結！

豆しばジャックは名探偵2
恋も事件も匂います

三萩せんや

真目柴探偵事務所で働き始めてから半年以上。水上亜由の毎日は、美しい黒髪の渡良瀬綺

一と彼の淹れる紅茶、そしてトラジロー（茶トラ）、ピコ助（オカメインコ）、ジャック
（豆柴犬）

と共に、穏やかに過ぎている。年明けの事務所は、綺一お手製のスイーツと紅茶で仕事始め
だ。今年こそは「恋のキューピット」になると決意を新たにしているジャックだったが⸺。

¥650

1月9日

同日発売

キャラクター文庫

4334791433

¥600

1月19日

人生脚本
伴一彦

ひとり息子を亡くしたことをきっかけに、家庭内別居状態の早紀と信夫。ある夜、信夫が山

間で起こった列車転落事故に巻き込まれたという連絡が入る。事故の状況が明らかになる

同日発売

四六判文芸書

につれ、それまで知ろうとしなかった夫の足跡もわかってくるが、かえって謎は増えるばかり。 4334913814
早紀は学生時代から夫婦の友人だった篠原の協力を得て夫の行動の真意を探ろうとするが、 ¥1600

そこには何者かの悪意が見え隠れしていた……。予測不能のサスペンス長編！

天下一のへりくつ者
佐々木功

天正十八年（一五九〇年）、北条家当主・氏直とその家臣たちは、小田原城にて連日評定を
行っていた。天下のほぼ全てを手中におさめた豊臣秀吉率いる二十万の大軍勢に城は囲ま
れ、北条家の命運は今や風前の灯火。誰もが策を見いだせず諦めかける中、亡き北条氏康

の寵臣にして小田原一のへんくつ坊主侍・板部岡江雪は動き出す。舌先一つでコロリと人を
動かし、奇縁を生み出し、天下をひっくり返す！ 躍動感あふれる圧巻の歴史絵巻！

1月19日
同日発売

四六判文芸書

4334913830

¥1800

ワンダフル・ライフ

1月19日

事故による頸髄損傷で、寝たきりの「妻」
（49）を自宅で介護している「わたし」
（50）。自由の

四六判文芸書

丸山正樹

ない生活を送っているが、妻から「ありがとう」と言われたこともない。一方、設計士の一志（39）

と編集者の摂（38）夫婦は妊活が実らず、摂から特別養子縁組を検討したいと告げられた一

志は戸惑う。様々な悩みを抱える男女の�過去と未来�が照らし出したのは⸺。現代社会

の歪みを書き続けてきた著者渾身の書下ろし長編。

【電子版限定29ページ増】
ミス FLASH2020写真集

ようこそビキニパークへ

藤田いろは、崎川みずき、白宮奈々、日野アリス／岩松喜平、木村哲夫［撮影］

写真週刊誌「FLASH」が2006年からスタートさせたミスコン「ミスFLASH」。2020年度の受

賞者4人が1年間の集大成となる写真集を刊行します。美女と戯れることができる夢の国「ビ

キニパーク」を舞台に、前半はツイスターゲーム、尻相撲、公園でのピクニックなど、笑顔弾
けるグラビアを披露。後半はオールランジェリーで、しっとりと艶っぽく大胆に…史上最大露
出の衣装にも挑戦するなど、それぞれの成長と個性を堪能できる珠玉の一冊。

桃太郎最凶伝説【分冊版】3
笹原智映／山田ウメ［シナリオ］

美しい服で自分を着飾ることしか興味のない、傲慢でワンマンな高飛車王子。豪華な服にお
金を使い、国は財政危機に。それに目をつけたキレ者の商人が用意した服は、メイド服と「愚

か者や高貴でない者には見えない服」……。�見えない�とは言えない王子は、裸に剥かれ

て商人に弄ばれる。そのほか、人間の姿になる妖猫と和尚さんの秘めごとを描いた短編も
収録。誰もが知っている日本＆世界の童話を、BL にアレンジ！

新しい世界へ
安藤美冬

こわいことほど、人生にブレイクスルーを起こす。あなたが今、おそれていることこそ、未来を
賭ける価値のあるもの⸺。元祖ノマドワーカー、新しい働き方のパイオニア。
「職業・安藤美

同日発売

4334913849

¥1700

1月19日
同日発売

FLASH 写真集

4334902642

¥2500

1月22日
コミック

¥200

1月26日
同時発売

ノンフィクション

冬」として「本当の自分を生きる」ことで常に�私�をアップデートしてきた著者が初めて綴る、 4334952240

あなたの人生を一気に変える、最も簡単で最も確実な方法！ この本は、新しい世界への招
待状。

¥1300

月の鉢

九十九字ふしぎ屋 商い中

1月29日

霜島けい

十五夜の二日後。店先に現れた子連れの女の幽霊が「うちの人を助けて」と言い残して消え

た。九十九字屋店主の冬吾が、るいを連れて亭主の住む長屋へ急ぐと、そこには死んだよう
に眠る男と水を張った平鉢が。抜けた魂を呼び戻そうと、鉢に手を浸す冬吾だったが……。
（表

題作） あやかしたちとの切なくもあたたかい交流を描く全三話を収録。大好評シリーズ第
七弾！

姉弟仇討

鳥羽亮

浅草福井町にある居酒屋「吉田屋」の主・佐竹平兵衛のもとに若い姉弟が現れ、いきなり仇

討を挑まれる。心当たりのない平兵衛が話を聞けば、父親が道場を開いている男に殺され

たのだという。けなげさに胸を打たれた平兵衛は姉弟と一刀流の遣い手だという父親の仇

を捜し始めるのだが……。平兵衛が神道無念流の剣で許せぬ悪を断つ。著者畢竟の新シリ
ーズ第二弾。

八丁堀つむじ風（八） 和久田正明

定廻り同心・成沢東一郎の姿は中仙道の陣屋にあった。五人の賊を追ってきたのだが、怪し

い連中が網にかかったという。しかし、そのうちの四人が骸となって見つかり、その懐から、
藩の家老の名を記した走り書きが！ そして逃げた一人はどこへ消えたのか？ 江戸での岡

っ引き殺しも絡み、調べは難航する。漸く、島破りした男の関与が分かってきたのだが⸺。

若鷹武芸帖

¥600

光文社文庫

4334791174

¥600

1月29日

紅の牙 決定版

鉄の絆

4334790623

1月29日

きょうだい

よろず屋平兵衛 江戸日記

光文社文庫

光文社文庫

4334791182

¥700

1月29日

岡本さとる

「日光奉行所の武芸について検分して参れ」。公儀武芸帖編纂所頭取の新宮鷹之介は、支配
役の若年寄・京極周防守から将軍の命を伝えられた。将軍家斉の気遣いに感謝しつつ鷹之

介は、ご褒美旅で土産話でも持って帰ろうと、役儀で初めての旅に出た。奉行所の視察を終

光文社文庫

4334791190

え、帰り旅の途中鷹之介は思わぬ騒動に巻き込まれることに⸺。濃厚で読み応え抜群の、 ¥600
シリーズ第七弾。

1月29日

フランス革命についての省察
エドマンド・バーク／二木麻里［訳］

革命の進行するさなかに書かれ、理性を絶対視した革命政府の過激な改革を宗教、財政、

軍事面にいたるまで痛烈に批判。その後の恐怖政治とナポレオンの登場までも予見した。

ホッブズ、ロックに連なるイギリスの政治思想における重要書目であり、のちに保守主義の
源泉と呼ばれるようになった歴史的名著。

4334754309

¥1330

1月29日

ジャーロ No. 74
Giallo 編集部［編］

●隔月刊化記念・新連載5作が一挙スタート！
：西條奈加「バタン島漂流記」
、長浦 京「1947」
、
深町秋生「探偵は田園をゆく」、藤野恵美「ギフテッド」、矢樹 純「マザー・マーダー」 ●スペ

シャル・ゲスト：芦辺 拓、白井智之、阿津川辰海

古典新訳文庫

●快調連作・連載陣！：青柳碧人、我孫子

武丸、石持浅海、恩田 陸、近藤史恵、朱川湊人、東川篤哉、前川 裕、イクタケマコト

ミステリー専門誌

¥500

旅発
た び だ ち

聡四郎巡検譚

上田秀人

将軍徳川吉宗と「大奥で忘れられた姫」竹姫との恋は成就せず、吉宗の大奥改革もとりあえ

ず一幕が終わった。竹姫付き御広敷用人の任を解かれて寄合となり、静かな毎日を取り戻

した旗本・水城聡四郎に、またも将軍吉宗から声がかかる。今回の命は「道中奉行副役」。
「世

の中を見てこい」という吉宗の命に、まずは東海道へ。かつてない剣戟満載！ 待望のシリ
ーズ開始。

検断

聡四郎巡検譚（二） 上田秀人

将軍徳川吉宗に直々に命じられて道中奉行副役となった水城聡四郎。小田原での視察を済

ませて箱根を越え、家士の大宮玄馬とともに東海道をひた上る。神君徳川家康のお膝元と
もいえる駿府へ入った聡四郎は、駿府の役人から衝撃の事実を知らされる。そして、駿府を
早々に出た聡四郎は、新たな刺客に襲われる。突然、現れた「敵」の正体とは⸺。待望の

シリーズ第二弾。

動揺

聡四郎巡検譚（三） 上田秀人

将軍徳川吉宗が何者かに襲われた！ 襲撃した者たちを追及した結果、衝撃の真相が明ら

かになる。一方、道中奉行副役として東海道を巡検し、ようやく京へ入った水城聡四郎。吉

宗から「世間を見て来い」と言われたものの、京での具体的な指示はないため、まずは京を
見て廻ることに。しかし、そこから京の狐狸妖怪たちが蠢きだす⸺。ますます好調のシリー

ズ第三弾。

抗争

聡四郎巡検譚（四） 上田秀人

「しばらく京で過ごせ」⸺将軍吉宗の命で道中奉行副役となり、京へ着いた水城聡四郎。
「世

間を見て来い」という命を果たすべく、吉宗の想い人、竹姫の実家の清閑寺家から紹介され

た炭屋「出雲屋」へ。出雲屋を訪れた聡四郎は、�京の裏�を探るために木屋町に案内され

るのだが……。古都で聡四郎は何を見るのか。著者だけが描ける緊迫したドラマのシリー
ズ第四弾。

急報

聡四郎巡検譚（五） 上田秀人

「世間を見てこい」という将軍吉宗の命で道中奉行副役となり、街道筋を旅する水城聡四郎

は京から商人の町大坂へ。しかし、大坂でも聡四郎を見張る眼はついて回る。一方、聡四郎

が不在の江戸の水城家では、妻紅、剣の師入江無手斎たちが留守を守っていたが、突如、何

者かが襲ってきた。そして、聡四郎のところには吉宗からの書状が⸺。急展開のシリーズ
第五弾。

総力

聡四郎巡検譚（六） 上田秀人

愛娘の紬が攫われたと報せを受けた道中奉行副役の水城聡四郎は大坂から江戸へ急ぐ。
一方、水城家の災難をきっかけに、幕府、江戸の闇と多彩な勢力が蠢き出す。当主の娘が攫
われた水城家では、連日必死の捜索にも関わらず、紬の行方は知れない。聡四郎は娘を取

り戻すことができるのか。衝撃のラストが待ち受ける！ 壮大なる物語の巡検譚シリーズ、感
動の最終巻。

1月29日
光文社文庫

4334775837

¥600

1月29日
光文社文庫

4334776795

¥600

1月29日
光文社文庫

4334777813

¥600

1月29日
光文社文庫

4334778704

¥600

1月29日
光文社文庫

4334779700

¥600

1月29日
光文社文庫

4334790631

¥600

FLASHデジタル写真集

中川美優 酒のち、酒。

中川美優／横山マサト［撮影］

アイドルユニット「まねきケチャ」に所属し、凛とした人形のような顔立ちと独特な世界観の

ギャップが魅力の中川美優。自身初となる水着グラビアは、大好きなお酒に囲まれての撮影。
部屋でいろんなお酒に埋もれ、焼酎の一升瓶を抱えて街を駆け抜け、銭湯でまったり日本酒

を嗜み、お風呂上がりの一杯は大好きな宝の緑茶割りの缶チューハイ。そんな特殊すぎる世
界観のなかでもキラリと光る、グラビア映えする美 BODY は一級品です。

洋画家の美術史

ナカムラクニオ

あちこちの美術館や切手で見たことはあっても、実はよくは知らない「洋画」の世界。日本の
近代そのものを象徴する、まるで洋食のオムライスのような存在として、改めて絵画ジャンル

としての「洋画」を考える。画家たちの波瀾万丈な一生を追いながら、作品と美術史的な流
れをわかりやすく解説。カバーをはじめ全編にわたってちりばめられた著者の自筆イラストは

必見。洋画愛あふれる一冊。

相続地獄

残った家族が困らない終活入門

森永卓郎

高度医療が発達して健康寿命が延びるにしたがって、
「人生100年時代」は現実味を帯びて

きた。問題は本人が天寿をまっとうしたあと、残された配偶者や家族だ。故人が不動産と資
産をたくさんもっていたらいたで、法定相続人の間で骨肉の争いが生じる。
「相続」ならぬ「争

続」と言われるゆえんだ。父の死から10カ月にわたって泥沼をさまよった著者が、自身の体
験と、読者が地獄を未然に回避するためのノウハウを書き記す。

がんを瞬時に破壊する光免疫療法

身体にやさしい新治療が医療を変える

小林久隆

人体に無害な近赤外線を照射してがん細胞を消滅させる、新しい治療法が世界で注目を集
めている。この治療法は2012年、アメリカ元大統領のバラク・オバマが一般教書演説で「米

国の偉大な研究成果」と世界に誇ったことでも知られる。2020年9月には、光免疫療法で使
われる新薬「アキャルックス点滴静注」が世界に先駆けて日本で正式に薬事承認され事業

が本格化した。アメリカ国立衛生研究所の日本人開発者がその詳細を初めて綴る。

誤読のイタリア

ディエゴ・マルティーナ
本書では、イタリア文化の「形」で止まらずに、その「神髄」まで遡って説明しようとした。イタ

リア人の目を借りると、イタリア人への理解を深められる。そうすることで、
「いつものイタリア人」
でありながらまったく
「新しいイタリア人」像が見えてくるのだろう
（
「まえがき」より）。⸺イ

タリア文化を見つめる旅は、日本文化を再発見する旅。夏目漱石など日本文学を愛するイ
タリア人がユーモアを交えて綴った心温まるエッセイ。

平成・令和 学生たちの社会運動
SEALDs、民青、過激派、独自グループ

小林哲夫

15年安保、格差・貧困、原発、温暖化、人種差別、性暴力、コロナ禍の生活、学費……。
2010年代、学生による社会運動はどのように繰り広げられたか？ かつての学生運動と何

が違うのか？ SEALDs から過激派まで徹底取材による闘いの記録。

1月29日
FLASH 写真集

¥1200

1月29日
同時発売
光文社新書

4334045170

¥1120

1月29日
同時発売
光文社新書

4334045189

¥760

1月29日
同時発売
光文社新書

4334045197

¥760

1月29日
同時発売
光文社新書

4334045200

¥800

1月29日
同時発売
光文社新書

4334045219

¥1100

1月29日

赤の継承 カープ三連覇の軌跡
緒方孝市

勝ちにこだわった初年度の失敗から25年ぶりの優勝と黄金期を実現⸺タナ・キク・マルの

確立、誠也の四番抜擢、新人・西川龍馬の起用をはじめとするお家芸の育成論、寝食を削っ

ての徹底的な戦力分析や一球ごとの緻密なベンチワークといった采配の裏側、そして未完に
終わった日本一。リーダーの素直な思いと、再起を担う若鯉へのエールを綴る。

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

彩田あまた

「精液が必要なら黙って従え」喧嘩ばかりの馬獣人とライオン獣人がセックス治療のパートナ

ーに!? ライオン獣人の礼央と馬獣人の理生は、ホストクラブのNo. 1とNo. 2。ライオンのブ

ランド力で常にトップを走る礼央は、格下のくせに生意気な態度をとる理生のことが気に食
わない。ところがある日獣人からヒト化する病気�無獣症�にかかった礼央は治療に大量の精

液が必要だと聞き、精液量の多い馬獣人の手助けが必要に⸺!?

チンピラ君のメスイキ調教 7

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?

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……!!

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」

チンピラ君のメスイキ調教 合本版2

西原ケイタ

『チンピラ君のメスイキ調教～デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !? ～』第3～5話を収

録した合本版！ EDで感じない体だったのに、元担任の逢坂によって感じる身体にされてし

まった光谷。
「俺と付き合うなら抱いてやってもいい」と言われ、逢坂の真意が分からず光谷
は⸺…!?

両性α 合本版2

生意気キメラは逆らえない。

伊藤良

『両性α～生意気キメラは逆らえない。～』第3、4話を収録した合本版！ αだけが通える学園

で、αだけど微量のΩ因子も持つ性別「キメラ」だということが判明しヤリまくりライフを楽し
んでいた新。しかし生徒会長の二宮が番だと判明しフェロモンは抑えられ……。ムカつくと思

っていた二宮に変な感情が芽生えだし!? そんな中、学園で新を攻撃する事件が起こり⸺
!?

¥1440

コミック

¥150

コミック

¥200

1月29日

「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

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?

4334952275

1月29日

お馬さんとセックスセラピー 2
毎日、たーっぷり注いでやる

ノンフィクション

1月29日

男色大鑑 改 武士編 5
身を捨てても守りたい愛

同時発売

コミック

¥200

1月29日
コミック

¥550

1月29日

コミックシーモアのみ
他書店2021/3/5発売

コミック

¥350

君なら君なら 合本版1

くるわ亜希

『君なら君なら』第1、2話を収録した合本版！ 「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。ある日、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⸺!?

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 合本版1
俺とあいつの10年計画

宮沢ゆら

『幼馴染の雄っぱいが好きすぎる～俺とあいつの10年計画～』第1～3話を収録した合本版！
男性型トルソーを抱いて眠るほど雄っぱいが癒しの柚弦は、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。宗親には知られちゃ

いけないと思っていたある日、10年計画ノートを見られてしまい!? 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……!?

スパダリの俺が黒王子には逆らえない 4【特典ペーパー付】
山田まりお

社内で黒王子と呼ばれる後輩の千住がゲイという秘密を握ったはずが、なぜか形勢逆転し

て迫られるエリート課長の真鳥。最初は千住に弄ばれてると思っていた課長だが、まるで少

女マンガに登場する完璧ヒーローな千住の振る舞いや真摯な求愛に、心が揺らぎ始める。

ある日、千住が以前つき合っていた社外の男との会話を目撃した真鳥は、千住の真意を勘
違いしてしまい……。黒王子×スパダリのドキドキが止まらない、エロキュンBL!!

1月29日

コミックシーモアのみ
他書店2021/3/5発売

コミック

¥350

1月29日

コミックシーモアのみ
他書店2021/3/5発売

コミック

¥400

1月29日

コミックシーモアのみ
他書店2021/3/5発売

コミック

¥200

