2021年

5月

光文社電子書籍 新刊予定

25日発売（紙と同日）

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

頑張り屋のあなたへ贈る
「肩の力の抜き方」
マニュアル。

「ごめんね育児」
をやめてみたら、
肩の力を抜けるようになりました
あらいぴろよ／泉秀生［監修］

6歳児の母である著者が、子育てが始まる前や、育児中に知っておきたかったことを専門家たちに聞い
てまとめた「肩の力の抜き方」マニュアル。月齢、年齢ごとのお悩みに、マンガとシンプルな解説文でこ
たえます。
「〇〇して／できなくてごめんね」
と、ついつい罪悪感を抱えてしまう頑張り屋のあなたへ。そ

4334952453
¥1000

して、頑張り屋のパートナーがいるあなたへ。

25日発売（紙と同日）

大人気の美容家が食べ続けてきたのは、
スープでした。

石井美保のBeauty Soup
美肌をつくる極上レシピ

石井美保
ビューティサロンで現場に立ちつつ、メディアでの活躍もめざましい著者。多忙ななか、美容のために続
けているセルフケアのひとつがスープ生活。肌のハリ・ツヤがアップし、むくみや疲れがとれ、たくさん食
べてもやせ体質になれる……。SNS でも反響の大きかった日々のレパートリーを、レシピ化して大公開！
韓医学、フレンチ、管理栄養士らとの対談を交えた初のレシピ本。

25日発売（紙と同日） 「犯人当て」ならぬ、前代未聞の「花嫁花婿当て」！

スカイツリーの花嫁花婿

4334952445
¥1300

幸せな結婚をするのは誰 !?

青柳碧人
スカイツリーが見下ろす町で、恋する男と女が右往左往。誰かの小さな意地悪が、誰かの大きな救い
になる……かもしれない。
「犯人当て」ならぬ、前代未聞の「花嫁花婿当て」
！ 幸せな結婚をするのは
誰なのか !? 『むかしむかしあるところに、死体がありました。』の青柳碧人とはひと味違うミステリエン
タメ！

4334914004
¥1700

25日発売（紙と同日）

脳を揺さぶる白井智之ワールド！ 5つの美味しい本格ミステリー。

ミステリー・オーバードーズ

白井智之

満腹になると推理が冴え渡る探偵アレックスが、ある日突然、母親とともに姿を消した。3カ月後、アレ
ックスの元助手で小説家のティムは、パブでギャングの親玉ホルヘを見かける。かつてアレックスとティ
ムは、アフリカでホルヘの怒りを買い、九死に一生を得ていた。アレックスを攫ったのはホルヘなのか？
（
「グ
ルメ探偵が消えた」
） 嫌悪か、恐怖か、悦楽か⸺脳を揺さぶる白井智之ワールド！ 5つの美味し
い本格ミステリー。

4334914012
¥1600

18日発売（紙と同日）
名画で読み解く

オールカラー版、中野京子の人気シリーズ、第5弾！

プロイセン王家 12の物語

中野京子
長い群雄割拠状態を経て、19世紀、プロイセンのホーテンツォレルン家はついにドイツを一つにまとめ、
帝国を形成してヨーロッパ最強国の一角に食い込んだ。フリードリヒ大王とビスマルク⸺二人の傑
物がいなければ、この偉業は成しえなかったろう。激動の217年の光と闇、運、不運、そして熱い人間ド
ラマを、色彩豊かな名画とともに読み解いていく。オールカラー版、中野京子の人気シリーズ、第5弾！

18日発売（紙と同日）

4334045391
¥980

若手新聞記者が「幽霊消防団員」の実態を初めて白日の下に晒す。

幽霊消防団員

日本のアンタッチャブル

高橋祐貴

活動をしていないのに自治体から一定の公金を受け取る「幽霊消防団員」。全国的に広がるこの問題
は、関係者の間で誰も触れることのできない「闇」
となって令和の時代まで受け継がれてきた。なぜ、こ
れまで放置されてきたのか。取材から次々と浮かび上がってきたのは驚くべき実態だった。公費を使っ
た飲み会、
「研修」
という名の慰安旅行、政治との深い関係……。自ら被災経験を持つ若手新聞記者
が、葬られてきた「タブー」に挑む！

28日発売（紙と同時）

4334045405
¥800

太陽光でご飯は炊ける？ 食にまつわるふとした疑問を大学教員が実験で確かめる。

科学の力で解決！
理系研究者の
「実験メシ」食にまつわる疑問

松尾佑一

太陽光でご飯は炊ける？ 超音波でお酒が美味しくなる？ 食にまつわるふとした疑問、一度は感じ
たことがありませんか。本書ではそんな疑問を大学の研究者が実験して体当たりで解決します！ 世
界最小の調理器具を作ろうと、ポケットサイズのポップコーンマシンを自作したり、実質ゼロカロリーに
しようと、自転車を漕ぎながらバターを作ったり。成功あり、失敗ありのちょっと大人な自由研究があな
たの食欲と知識欲を刺激します！

4334045421
¥960

5月11日

能登花嫁列車殺人事件
西村京太郎

能登半島七尾市で、白無垢姿の女性が喉を切って死んでいるのが発見された！ 15年前の映

画で注目されながら、姿を消した女優。悲恋の末に自害する姫君を演じていたが、それをな

ぞるような死は自殺なのか？ それとも⸺。捜査が進む中、女優の娘を主役に再映画化の話

が持ち上がる。背後に見え隠れする大物政治家の影。十津川警部は執念の捜査を続ける！

光文社文庫

4334791883

¥600

5月11日

未来を、11秒だけ
青柳碧人

早紀は、眠っている間に未来を見ることができるという男・ジョージと出会う。彼の営むシェ

アハウスで起きた失踪事件に、物の記憶を夢に見る能力を持つ司と協力し、挑むことに。や

がて背後に蠢く犯罪組織の存在や、住人たちの秘密が明らかになり⸺。特殊な力を持つ面々

が、大切な現在と仲間のために奔走する。不思議でビターで心地よい、新感覚のミステリー！

江戸川西口あやかしクリニック6
幸せな時間

同日発売

藤山素心

テンゴ先生と亜月は、あやかしクリニック分院の話を受けようとしない医師の説得に、東北へ

向かうことになった。それは二人にとって初めての旅行でもあり、幸せな時間を満喫するのだ

が、テンゴ先生から思いがけない言葉を聞く。⸺世の中の負の感情がたまり、逢魔時に異

同日発売
光文社文庫

4334791891

¥650

5月11日
同日発売

キャラクター文庫

4334791948

界の門が開く現象が各地で発生。ゲートキーパーでは持ち堪えられなくなってきていた⸺。 ¥700

5月11日

霊視るお土産屋さん 3
み

え

幽霊騒ぎと残された銘菓

平田ノブハル

目建甲斐の�霊視る�力を使って霊にまつわる相談を受けている『鳰の海』に中学生がやって

きた。枕元に立った見知らぬ老人が会ったことのない祖父で、自分に何か伝えたいことがあ
るのではないか、という。困った人を放っておけない俵燈子は依頼を受けようとするが、甲斐
から「霊が視えなくなった」と驚愕の事実を告げられる⸺。大ピンチのシリーズ第3弾！

【電子限定配信128ページ】FLASHデジタル写真集

工藤美桜／ LUCKMAN［撮影］

工藤美桜 高嶺の花

スーパー戦隊シリーズ『魔進戦隊キラメイジャー』のキラメイピンク役で大ブレイクの工藤美

桜。子供たちのヒロインは、放送終了後も女優として成長を続けている。今回は英国風洋
館でお嬢様に変身。家に遊びにいくと、清楚なドレス姿から、妖艶な水着姿まで、21歳の彼

女の魅力を余すところなく見せてくれるというストーリーだ。きらめく笑顔とスレンダーだけ

ど大きなお尻は要チェック。こんな姿、子供たちには見せられません！

【電子限定配信117ページ】FLASHデジタル写真集

藤乃あおい／岡本武志［撮影］

藤乃あおい Iカップ100cm をお持ち帰り

北陸が生んだ I カップ100cm の新人グラドル・藤乃あおい。1stDVD が2020年の売上ランキ

ング1位を獲得。2人きりで過ごすホテルでの一夜がテーマ。バーで飲んでエレベーターに乗

りホテルのベッドへ。シャワーシーン、セクシーなワンピース水着も見所だ。現場では「シャ

同日発売

キャラクター文庫

4334791956

¥650

5月11日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1800

5月18日

オリジナル
FLASH 写真集

ワー室で間違えて頭から水をかぶっちゃって、すごく寒かったです（笑）」とおちゃめな一面も。 ¥1400
超新星級のバストを持つ彼女との、夢のようなひとときを堪能してほしい。

5月18日

在宅医療の真実
小豆畑丈夫

在宅医療は自宅で看取るための医療ではない／在宅医療は「より良く生きるため」の手段

／初めてでもうまくいく在宅医療の受け方／家族の負担をなるべく軽く／在宅医療の落とし

穴は「急変時の対応」⸺在宅医療に関わる救急医が、込み入った全体像を丁寧に整理・
解説。

FLASHデジタル写真集

栗原恵 Princess, Again

栗原恵／熊木優［撮影］

現役引退から2年足らず、
「プリンセス・メグ」の愛称でバレー人気を牽引し続けてきた元バレ

ーボール女子日本代表の絶対的エース・栗原恵。初めてのデジタル写真集には、現役時代

に見せたことがなかった表情や衣装がたっぷり収録されている。世界と戦った187cm の高

身長と鍛えられたスタイルは、モデル顔負けだ。本人にとってだけでなく、アスリートのセカ

ンドキャリアの可能性を広げる記念碑的な作品、一見の価値あり。
【DMMブックス限定】FLASHデジタル写真集

栗原恵／熊木優［撮影］

栗原恵 Princess, Again【ポストカード付き】

現役引退から２年足らず、
「プリンセス・メグ」の愛称でバレー人気を牽引し続けてきた元バ

レーボール女子日本代表の絶対的エース・栗原恵。初めてのデジタル写真集には、現役時

【※本商品は、2021年6月20日
代に見せたことがなかった表情や衣装がたっぷり収録されている。

までの期間限定の販売になります。またプレゼントの有無、価格、表紙以外は、同時に発売する『FLASH デジタル
写真集 栗原恵 Princess, Again』と同じ内容になります。
】

精密と凶暴
関俊介

古来より権力者の密命を請け暗躍する戦闘集団「シノビ」。超常的な能力を持つ彼らを、人

は重宝し、恐れた。時はくだり、現代。シノビの末裔たるトウコと能力者のシヤは、内閣情報
調査室・八田稔の下、秘密裏に問題処理にあたる。そんな二人に舞い込んだ、ある外務省職
員と元公安の調査依頼。踏み込むほどに非道が明らかになり……。超絶アクションと謀略

の渦が巻き起こす、新時代のノンストップハードボイルド！

レオノーラの卵
日高トモキチ小説集

日高トモキチ

自分の終わりや親しいひとの終わりは、唐突に訪れる。せめてそれまで、魅力的な謎について、
考えないか。たとえば。レオノーラの想い人は誰なのか？ 砂の船が無人なのに稼働し続け

るのはなぜ？ 16歳の図書委員が判事を引き受けた理由は？ 止まった観覧車が再び動き
出すことはあるのか？ ──父は、私になにを伝えたかった？ 多彩な創作活動を展開する
才人・日高トモキチ。7篇の短編小説を収めた、初めてにして極上の珠玉集！

同日発売
光文社新書

433404543X

¥880

5月21日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

5月21日

オリジナル
FLASH 写真集

¥2000

5月25日
同日発売

四六判文芸書

4334914020

¥2150

5月25日
同日発売

四六判文芸書

4334914039

¥1900

境内ではお静かに 神盗みの事件帖

5月25日

兄が宮司の源神社で働きながら、巫女の久遠雫と様々な事件やトラブルを解決してきた坂本

四六判文芸書

天祢涼

壮馬は、ついに雫に想いの告白を決意。しかし告白直前、雫はカレシだと、人気アイドル清宮

聖哉を連れてきた！ 大ショックの壮馬だが、雫は何か隠している様子。そんな中、大事な御
神体・今剣が盗まれた！ 壮馬は雫と事件の解明に乗り出すが、何故か清宮も一緒に!? 恋

と事件の行方を追う人気のラブコメミステリ『境内ではお静かに』第3弾！

同日発売

4334914047

¥1800

5月25日

感染捜査
吉川英梨

お台場の飲食店で複数の惨殺遺体を発見。生存者によると客が次々とお互いを襲い、食べ

たという。同じ頃、豪華客船クイーン・マム号でも同様の事案が発生、新種のウイルス感染が
原因と判明。東京五輪目前、客船は乗客と医療チーム、そして警察官と海上保安官選抜者

からなる「感染捜査隊」を乗せ、硫黄島近海に隔離。東京湾岸警察署の天城由羽巡査長は
海上保安官 SST（特殊部隊）の切れ者・来栖光とタッグを組むが……。

そのひと皿にめぐりあうとき
福澤徹三

1946年、戦争で両親と住まいを失った里見滋は、焦土と化した東京で飢えと貧困に苦しむ。
放浪の果てにたどり着いた上野の地下道、そして闇市で、きょうを生き延びるためにもがき

続ける。2020年、都内の私立高校に通う洲崎駿は、新型コロナウイルスの感染拡大によっ

て自粛生活を強いられる。父の勤務先が倒産したのをきっかけに、平穏だった家族の日常
は崩壊していく。ふたりの一年間を濃密に描き、それぞれの出会いが奇跡を生む。

annas の和の刺繍

フリーステッチで刺すかわいい日本のモチーフ

川畑杏奈

『もじの刺繍』
『小さな刺繍図案』に続く、人気刺繍作家 annas（アンナス）の新作撮り下ろし。
桃の節句やお正月などの年中行事、和の文様や干支、和菓子、
「かぐや姫」
「つるの恩返し」

同日発売

四六判文芸書

4334914055

¥1700

5月25日
同日発売

四六判文芸書

4334914063

¥2000

5月25日
ノンフィクション

といった物語など、身近なかわいい和モダンの世界をモチーフにした、初めての和の図案集。 433495233X

ハンカチやインテリア、贈り物にもぴったり。

annas のもじの刺繍 ひらがな、数字、アルファベット… アイデアいっぱい、想いを

つづる糸のことば

川畑杏奈

アリスフォント／北欧フォント／ちょうちょフォント／まち針フォント／ひらがな＆カタカナ／1、
2、3のナンバー……etc. トートバッグやブローチ、ハンカチなどの小物や、通園グッズや誕生

祝いにぴったりと大好評。お気に入りのアイテムをかわいく彩る、アイデアいっぱい、思いを

つづる糸のことば。

新版 annas の小さな刺繍図案
針と糸で描く12の物語

川畑杏奈

大人気刺繍作家 annasさんの教室で、生徒から最も人気がある童話の世界をモチーフにし

た図案集。くるみ割り人形／アルプスの少女ハイジ／マッチ売りの少女／おやゆび姫／不思

議の国のアリス……etc. ハンカチに、ポーチに、ブックカバーに。かわいくて、簡単につくれ

る12の童話の世界。

眉の本

レイナ

女優、モデルはもちろん、一般の女性が必ずセルフメイクできれいになれるメイクレッスンで

も定評があるメイクアップアーティストのレイナさん。
『BeauTV ～ VOCE』でもおなじみです。

¥1100

5月25日
ノンフィクション

4334979653

¥1100

5月25日
ノンフィクション

4334960612

¥1100

5月25日
同日発売

ノンフィクション

まだまだマスク時代が続きそうな今、美人アピールは眉がポイント！ 眉が苦手なあなたも、 4334952402
必ず自分に合った描き方が見つかる、これはまさに眉の教科書！ Q&A もたっぷりもうけて
落ちこぼれさせません！

¥1500

モモ語録

自己肯定感がアガる魔法の言葉

5月25日

川上桃子

ライター、インスタグラマーとして活躍する著者のオンラインサロンは常に予約待ち状態。本

書は、モモラーさん
（＝著者のファンの方）
の間で「神」
「教祖様」
「ジャパニーズ マザー・テレサ」

同日発売

ノンフィクション

と称えられる著者がインスタで行ったお悩み相談の回答で、モモラーさんがリアルにスクショし、 4334952429
お守り代わりに持っている言葉を1冊にまとめた珠玉の言葉集。著者の生きざまが詰まった

アドバイスは、あなたのお悩みにも�効く�はずです。

繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール

アズ直子／長友妙子

きつい、かゆい、重いなど、着ることにまつわる不快が、結果的にキャリアの邪魔をしていたら？
発達障害当事者でもあるアズ直子は、自らをファッション弱者と呼ぶ。鋭い感性と過敏体質

は紙一重と語るスタイリスト・長友妙子が、美しく、しかも体に優しいファッションの正解を問
答の中で見つけていく。

「女性向け風俗」の現場

彼女たちは何を求めているのか？

5月28日
同時発売

ノンフィクション

433495247X

¥1400

5月28日

柾木寛

女性向け風俗の40代セラピスト、源氏名は征木。昼の顔は営業マン、夜は新宿・歌舞伎町を

はじめとするラブホ街が仕事場だ。彼の元には様々な事情を抱えた女性がひっきりなしに訪れ、
性だけの繋がりゆえに本音を漏らす。
「本当は気持ちよくないけど、感じている演技をしてい

るんです」
「パートナーに性的に満たしてもらうことは諦めました」……。これまでの社会で
は聞こえてこなかった叫びから見える、この国の「性」のゆくえ。

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！

ママの社会進出と家族の幸せのために

¥1500

前田晃平

新米パパがママの視点で見つめたら、世界は別の場所だった⸺。共働き夫婦が多数派の
今でも、日本の妻は夫の3倍もの家事・育児を担っている。そして、日本は先進国有数の「親

同時発売
光文社新書

4334045413

¥860

5月28日
同時発売

ノンフィクション

子に冷たい国」。育休を取ったことで「パパの家庭進出なしにママの社会進出はありえない」 4334952437

と気づいた「普通のパパ」が、豊富なデータと実体験を交えて綴る。本書を読まずしてパパ
になってはいけない！ note 人気連載（1記事の最高スキ数2891）の書籍化。

ジャーロ No. 76
Giallo 編集部［編］

●新連載！：五十嵐貴久、折原 一、樋口明雄

●快調連作・連載陣！：芦辺 拓、我孫子武丸、

石持浅海、恩田 陸、西條奈加、朱川湊人、長浦 京、中山七里、東川篤哉、深町秋生、藤野恵
美、矢樹 純、イクタケマコト ●スペシャル・ゲスト：山田正紀

から読むミステリー〈旅の空編〉」

B♭

●特別企画：
「ひと皿の料理

ビーフラット

しおさい楽器店ストーリー

喜多嶋隆

葉山の海を見渡す楽器店。店主の牧野哲也は、歌手デビューを控えた従妹の涼夏のため、
彼女の繊細な歌声に合う音色のギターを探していた。亡き父がかつて持っていたマホガニー
製のギターなら……。そんな幻のギターを復元するために見つけたのは古い木製のヨットだ

った。世代を超えた男達の想いと情熱が交錯し、朽ちたヨットはいま一台のギターに生まれ
変わる！

¥1260

5月28日

オリジナル

ミステリー雑誌

¥500

5月28日
光文社文庫

4334791085

¥750

駅に泊まろう！

コテージひらふの早春物語

豊田巧

美月が比羅夫駅のコテージのオーナーになって、そろそろ半年。お客さんが少ない3月は交

代で休みを取る時期だ。コックの亮が不在のその日、天候の影響で肉も魚も届かなくなって

しまう。亮の兄の健太郎の手配でやってきたのは、自ら仕留めたエゾシカの肉を担いだ美女

5月28日
光文社文庫

4334791689

だった⸺。新米コテージ・オーナーの夢いっぱいの北海道ライフを描く痛快シリーズ第2弾。 ¥600

労働 Gメンが来る！
上野歩

清野清乃は26歳。労働基準監督官に任命され、吾妻労働基準監督署に配属された新米だ。
働き方改革が叫ばれる昨今だが、意識の低い雇用主は多く、相談は絶え間ない。いきなり

5月28日
光文社文庫

解雇されたり、給料の払いが遅れたり、ハラスメントを受けたり……。働くこと、雇うことって、 4334791697

こんなに難しいの？ 清乃が担当する案件を通して、
「労働」の本質をさぐる、最新型お仕事
小説。

幸福団子

夢屋台なみだ通り
（二） 倉阪鬼一郎

相撲取りの幸ノ花は、勝てば幕内入りが決まる取組で、大怪我を負ってしまう。その後は痛
めた右ひざが仇となって、番付は下がる一方だ。そして、いよいよ進退を懸けた本場所が迫

っていた。なみだ通りの屋台衆の面々や常連たちは、みなでこの大きな体で気のいい力士

を応援するのだが……。江戸の庶民の味と温かい人情が心に沁みる、好評シリーズ第二弾！

無惨なり

日暮左近事件帖

藤井邦夫

常陸国土浦藩の御刀蔵が破られ名刀相州五郎正宗が奪われた。公事宿の出入物吟味人・
日暮左近は、その一件が秩父忍びの仕業と知る。一方、秩父忍びの陽炎たちは、五郎正宗

¥700

5月28日
光文社文庫

4334791743

¥600

5月28日
光文社文庫

を奪ったことで狙われることとなった。秩父忍びをめぐり蠢きだした甲賀忍びと木曾忍び。 4334791751
秩父忍びの窮地に左近が動く。忍びたちの背後に潜む「黒幕」の思惑とは……。ド迫力のシ

リーズ第十弾。

矜持

鬼役（十一） 坂岡真

将軍家毒味役の矢背蔵人介の息子・鐡太郎が、剣術道場でいじめに遭う。そんな鐡太郎に

「別の才能」があることを見抜き、救ってくれた恩人が濡れ衣を着せられ殺害された。怒り

¥600

5月28日
光文社文庫

心頭に発した鐡太郎は恩人の仇討に向かい、逆に囚われてしまう。息子を助けに走る蔵人介。 4334767435
腰の長柄刀・来国次が奸臣どもに唸りを上げる！ 人気大爆発の鬼役シリーズ、爽快感充填

の第十一弾。

切腹

鬼役（十二） 坂岡真

将軍家毒味役を務める矢背蔵人介。いまやその剣の腕は幕臣一といわれるが、いまから
二十五年ほど前、道場で鎬を削った友・小暮清志郎がいた。火盗改同心にまで出世し順風

満帆だった小暮はなぜか突然、上士を斬って出奔した。はたして何があったのか。調べ始め

た蔵人介の前に、とんでもない「悪事」が浮かび始める。人気爆発の鬼役シリーズ上、かつ

てない衝撃の第十二弾。

¥600

5月28日
光文社文庫

4334768377

¥600

5月28日

家督

鬼役（十三） 坂岡真

将軍家毒味役を務める矢背蔵人介は、矢背家の隣人の払方、卯木家当主の卯左衛門から、
三男坊に「毒味」を仕込んでほしいと頼まれる。面食らった蔵人介だったが、その卯左衛門が

突然失踪する。その後、卯木家の実情が次第に明らかになり、卯左衛門が再び現れたとき、さ

る幕臣の悪事が発覚する。
「鬼役」蔵人介が奸臣を断つ！ 人気沸騰の鬼役シリーズ、待望の
第十三弾。

鬼役（十四） 坂岡真

将軍家毒味役を務める矢背蔵人介の息子・鐡太郎は知人の勧めで海外渡航の企てに参加

しようとする。しかし、その企ては何者かによって阻止され、参加しようとした者は鐡太郎の
眼前で斬殺される。鐡太郎に捕り方たちが忍び寄る。はたして、鐡太郎、蔵人介、そして矢

背家の人々の運命は⸺。蔵人介に最大の試練！ 人気上昇中の鬼役シリーズ、慟哭必至

の第十四弾。

¥600

光文社文庫

433476892X

¥600

5月28日

手練

鬼役（十五） 坂岡真

江戸府内で若い娘が次々に姿を消した。将軍の毒味役、御膳奉行の矢背蔵人介にそう教えて

くれたのは勘定奉行の遠山左衛門尉景元だった。そして、蔵人介までが姿を消す。蔵人介が

連れていかれたのは、娘たちが囚われている場所。そこには「地獄」が待っていた。はたして
蔵人介は脱出できるのか。著者渾身の剣戟シーン満載！ 人気沸騰中の鬼役シリーズ、驚愕

の第十五弾。

戦争と平和4

トルストイ／望月哲男［訳］
ナターシャと破局後、軍務に復帰し前線に戻ったアンドレイは、途中、父の領地への敵の接
近を報せるが、退避目前で父は死去し、妹マリアは領地農民の反抗にあう。一方ピエールは

戦争とは何かを探ろうと戦地へ向かい、砲弾戦にあう。モスクワに迫るナポレオンと祖国の
最大の危難に立ち向かう人々を描く一大戦争絵巻。

長澤姉妹 茉里奈・聖愛 お姉ちゃんが教えてあげる！

長澤茉里奈・長澤聖愛／藤本和典［撮影］

童顔 F カップで「合法ロリ巨乳」の異名をもつ、まりちゅうこと長澤茉里奈とスタイリストを夢

見る専門学生で、6歳年下の妹・聖愛の美人姉妹グラビアが実現。さまざまな形状の水着、

そして、制服でお風呂に入って……。
「全部初体験だったけど、お姉ちゃんにポージングとか

教えてもらって安心して臨めた！」
（聖愛）、
「堂々としていて誇らしかった。それにしても、おっ
ぱいデカすぎ！
（笑）」
（茉里奈）と大絶賛の1冊を見逃すな！

FLASHデジタル写真集

4334768512

5月28日

気骨

FLASHデジタル写真集

光文社文庫

ゆりあんぬ 詩

ゆりあんぬ／矢西誠二［撮影］

母は元おニャン子クラブの内海和子。生後7ヶ月から英才教育を受け、�お受験�をクリアし、
小学校から大学までの一貫校に通っていたお嬢様のゆりあんぬは、18歳で激変した。髪をピ

ンクに染めて入学式に出席するもすぐに退学。地下アイドルとして活動を始め、現在は、アイ

ドルグループ「平成墓嵐」
「西村ひよこと才女たち。
」に所属。全身総額800万円の「整形モン
スター」として注目を浴びる存在だ。もう誰も彼女を止められない！

光文社文庫

4334769306

¥600

5月28日
古典新訳文庫

4334754384

¥1060

5月28日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

5月28日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

5月28日

Loveless SEX Bear 5
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

オリジナル
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⸺。

チンピラ君のメスイキ調教 9

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?

5月28日

西原ケイタ

「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
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」

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
合本版3

のの字

『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』第5、6話を収録した合本版！
いつも助けてくれるゴーグルナイトが何者なのか気になって仕方ない朝陽。ゴーグルナイト
の面影が、どこか部下の月森に似ているような気がして……。そんな中、新しい敵が！ 次
は

は公衆トイレで二本差し!? そんなの挿いるわけねーだろ！

君なら君なら 合本版2

くるわ亜希

『君なら君なら』第3～5話を収録した合本版！ 凛弥のワガママで自分はこの世界に入った

事をしった柚流。実力じゃないなら……と悩み苦しむ。でも凛弥への気持ちはどんどん大き

くなり……。そんな中お岩さんの演劇が開演し⸺！

異種族愛鬼譚 1

いなる

鬼は俺の父親を殺した。唯一の肉親を亡くし、鬼を憎み仇をとるために生きてきたライカは、
鬼のギイに大怪我を負った所を救われる。最初は警戒していたライカだったけど、優しく介

抱してくれて言い伝えと違うギイに心を許してしまう。でも、ギイは人と慣れ合う事を拒み、

オリジナル
コミック

¥200

5月28日

オリジナル
コミック

¥350

5月28日

コミックシーモアのみ
他書店2021/7/2発売

オリジナル
コミック

¥550

5月28日

コミックシーモアのみ
他書店2021/7/2発売

オリジナル
コミック

ライカを村へ帰そうとする。しかし、そんな二人の元に何よりも恐ろしいことが起こり⸺…。 ¥200

『寂しい鬼×純粋な人』種族を超えた禁断愛。

