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終末に向かって破綻していく東京を描く、著者畢生の大作

闇に用いる力学 合本版
竹本健治

都心の住宅街に人喰い豹が出現！ 神出鬼没で決して捕獲されない豹に、人びとは静かに恐怖を募
らせていく。軌を一にするように、爆発炎上事故が相次ぎ、高齢者を狙い撃ちにするようなウイルスも蔓
延しはじめた。これは終末に向かい始める予兆なのか？ 連載開始から26年、3900枚に及ぶ著者畢
生の大作！ 電子版は全一巻として発行。インタビュー、解題、著者をよく知る作家たちのエッセイ、挿
絵セレクションも同梱する。

27日発売（紙と同日）

4334914128
¥11000

スクープの裏側を
「文春砲」の仕掛け人が一挙公開

獲る
・守る
・稼ぐ
週刊文春
「危機突破」
リーダー論
新谷学

2017年、現役週刊誌編集長が舞台裏を明かし、話題を集めた『週刊文春編集長の仕事術』。著者の
新谷学氏は、2018年に編集長を勇退し、週刊文春編集局長に就任。スクープを「獲る」ことから、ス
「文
クープで「稼ぐ」ことへ仕事をシフトさせた。本書では、2018年以降のスクープの舞台裏に加え、
春オンライン」の躍進、コンテンツビジネスの推進までを一挙公開。出版業だけではなくコンテンツビジ

4334952607
¥1400

ネスの未来を詳らかにする。

27日発売（紙と同日）

忖度しない！ 空気を読まない！ 完全無欠の司法マシン、再臨！

能面検事の奮迅
中山七里

学校法人荻山学園に対する大阪・岸和田の国有地払い下げに関し、近畿財務局職員の収賄疑惑が
持ち上がり、大阪地検特捜部が捜査を開始。ところがその特捜部内の担当検事による決裁文書改竄
疑惑が浮上。最高検から調査チームが派遣され、大阪地検一級検事の不破俊太郎は惣領美晴事務
官と調査に乗り出し、信じがたいものを発見する……。
「能面検事」再び！ 現実の事件を彷彿させる
物語に、能面検事・不破の鋭いメスが冴えわたる！

4334914160
¥1600

子育て罰

「親子に冷たい日本」を変えるには

末冨芳、桜井啓太

「子育て罰」をなくすか、子どもを日本からなくすか⸺。少子高齢化が加速する日本におい
て、出生数の回復は急務であるにもかかわらず、日本は先進諸国に比して家族関連社会支

出が極端に少ない。本書では「子育て罰」を「社会のあらゆる場面で、まるで子育てすること
自体に罰を与えるかのような政治、制度、社会慣行、人びとの意識」と定義。親子につめたい

「子育て罰大国・日本」は「子どもにやさしい国」に変わっていけるのか。

孤独は社会問題

孤独対策先進国イギリスの取り組み

多賀幹子

2018年1月、テリーザ・メイ首相（当時）は「孤独は現代の公衆衛生上、最も大きな課題の一

つ」として世界初の「孤独担当大臣」を設けた。街にパブや教会があり「孤独とは無縁」と思

われていたイギリス社会でいま何が起きているのか。孤独担当相の設立経緯から、社会に根

付く弱者への思いやり、チャリティー団体の細やかな目配り、そして英王室の役割まで、イギ

リス社会を長く見続けてきたジャーナリストによる現地からのレポート。

ダイエットをしたら太ります。

最新医学データが示す不都合な真実

永田利彦

「ほぼ確実にリバウンド」
「BMI18.5未満の死亡リスクは2倍」
「実は小太りが一番長生き」
「低
体重だと認知症になりやすく、病気以外の死因による死も多い」⸺摂食障害が専門の精神
科医が、エビデンスに基づき、過剰な「やせ礼賛」文化を斬る！

日本のバドミントンはなぜ強くなったのか？
藤井瑞希

近年、日本のバドミントン代表は男女ともに国際大会で目覚ましい結果を残している。2021

年の東京五輪でも活躍が期待されるなか、なぜ日本は安定してメダルを獲得するまでの強

さを誇るようになったのか。2012年ロンドン五輪女子ダブルス銀メダリスト、垣岩令佳との「フ
ジカキペア」で知られる著者が、日本バドミントンの歴史と自身の軌跡を振り返りながら、そ

の強さの秘密について語る。

佐藤ノア フォトスタイルブック Sugar Sick
佐藤ノア

2017年の「bis」創刊時に登場して以来、看板モデルの一人として活躍する佐藤ノアのファ

ーストフォトスタイルブック。ファッション、メイク、ヘアアレンジ、ビューティに始まり、ドリー

7月13日
同日発売
光文社新書

4334045510

¥920

7月13日
同日発売
光文社新書

4334045529

¥860

7月13日
同日発売
光文社新書

4334045537

¥840

7月13日
同日発売
光文社新書

4334045553

¥880

7月13日
フォトスタイルブック

ミーな世界観でのシューティング、さらにこれまで見せたことのない大人の姿も盛り込まれ、 4334902650
モデル、音楽活動と、多方面で活躍する佐藤ノアのすべてがわかる一冊となります。

FLASHデジタル写真集 R

高橋しょう子 密会 LOVE

高橋しょう子／門嶋淳矢［撮影］

「日テレジェニック2015」に選ばれた G 乳トップアイドルの高橋しょう子とホテルで密会。ベ

ッドシーンの臨場感やシャワータイムのリラックスした表情まで、プライベート感満載の“た

かしょー”を覗き見できる。ハリのあるバスト、引き締まったヒップ、すらっと長い脚、美しいく
びれ……。その S 級スタイルのすべてを余すところなく詰め込んだ一作になっている。

¥1800

7月13日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1300

FLASHデジタル写真集 R

高橋しょう子 ジロジロ見ないで

高橋しょう子／門嶋淳矢［撮影］

「日テレジェニック2015」に選ばれ、現在はトップヌードルとして業界を牽引する高橋しょう子が、
衣装を着ているのにセクシーな“着衣エロス”に挑んだ。ハードなエナメル衣装、テープを体

7月13日

オリジナル
FLASH 写真集

に巻いただけの姿、そして、本人に「いままででいちばん恥ずかしかった」と言わしめたスケ

スケ＆ピチピチの衣装も封入！ デビュー5周年を迎えてなお“たかしょー”は進化し続けている。 ¥1300

7月13日

神のダイスを見上げて
知念実希人

2023年10月、小惑星ダイスが地球に接近。人類滅亡の恐怖に世界が混乱する中、亮の姉・

圭子が殺された。残された5日間で復讐を決意した亮は、謎の同級生・美咲の助けを得て、

同日発売
光文社文庫

犯人を追うことに。しかし亮や周囲の人間が狙われ、謎は深まり続ける。姉の死の真相と、 4334792146
亮が終末に目にする光景とは？ 感動止まらない、青春と絶望のカウントダウン・ミステリー！

¥650

7月13日

修禅寺物語 新装増補版
岡本綺堂

鎌倉幕府二代将軍・源頼家の非業の最期を描き、綺堂が歌舞伎作家として名を馳せた戯曲

「修禅寺物語」を小説化した表題作をはじめ、平安朝末期、あやかしの美女と若き陰陽師の

同日発売
光文社文庫

壮絶な悲恋を綴った長編ファンタジー「玉藻の前」、そして、怪談として名高い「番町皿屋敷」 4334792227

を余韻の残る江戸情話に仕立てた逸品を加え、達人の筆捌きを存分に堪能できる傑作集。

7月13日

千手學園少年探偵團
真夏の恋のから騒ぎ

金子ユミ

名門私立千手學園は夏休みを迎えた。蒼太郎の訃報を知った東堂は、仮面のような笑みに
感情を隠したままだ。そんな東堂を気に掛ける永人だが、こっそり乃絵と銀座へ繰り出す約

束をする。しかし永人の思いとは裏腹に、檜垣家によって「婚約者探し」に連れ出された晩
餐会で黒ノ井と鉢合わせして⸺。永人が見据える未来とは !?
第4弾！

大正浪漫の学園ミステリ

古着屋紅堂 よろづ相談承ります
（三）
都忘れ

¥750

玖神サエ

神田川沿いで古着屋を営む新見真白は、数珠に住まう公達・九条實親と共に、本業の他に

様々な相談事も請け負っている。ある日、顔見知りの小坊主が、寺で預かった遺品の人形たち

同日発売

キャラクター文庫

4334792189

¥750

7月13日
同日発売

キャラクター文庫

を見てほしいとやって来た。夜になると、何かがお堂を這い回るのだという……。
（
「都忘れ」
） 4334792197
真白、實親コンビの息もぴったりの悪霊退治、今回も、人の怨念を晴らすことはできるのか !?

「日本型格差社会」からの脱却
岩田規久男

1990年代以降、日本で広がる格差。非正規社員の増加は賃金格差を、年金制度は最大

6000万円超の世代間格差を招き、高齢者の社会保障に偏った所得再分配政策は現役世代の

格差是正にほとんど寄与していない。そして、こうした格差はすべて他国では類のない長期デ

フレに起因し、その意味で「日本型格差」とも言える特徴的な格差である。では、これらの格
差を縮小するにはどうすればいいのか。前日銀副総裁の著者が具体的な政策を提言！

¥700

7月23日
同時発売
光文社新書

4334045502

¥980

教養としてのロック名曲ベスト100

川﨑大助

サブスク時代に最適の名曲ガイド。著者の主観抜きで選ばれた第1位は？⸺前作『教養と

してのロック名盤ベスト100』同様、ある科学的根拠にもとづいて導き出されたランキングは、
不思議だけど不気味な説得力を持つ。著者の主観がゼロなのに統一感もある。現代人の

7月23日
同時発売
光文社新書

4334045545

基礎教養とも言えるロック名曲100を、周辺情報盛りだくさんで紹介・解説する新感覚ガイド。 ¥860

狼の牙

八丁堀つむじ風（十二） 和久田正明

成沢東一郎とお紋が助けた、若いごろつきに追われていた娘は、公家の姫君だった。彼女に
気に入られた成沢だが、お紋は落ちつかない。一方、お縄にしたごろつきの父親が、息子の

減刑を願い、訪ねてくる。はねつけたものの、この男は吟味方与力の覚えもめでたいという
請負師の京春屋。心配する周囲をよそに詮議を続ける成沢だったが、その息子が頓死してし

まう⸺！

須美ちゃんは名探偵 !?
浅見光彦シリーズ番外

内田康夫財団事務局

吉田須美子は、友人である生花店の小松原育代から、不思議な花の買い方をする紳士がい

ると聞いた。この紳士、同じ市民講座を受講した顔見知りで、育代には少し気になる存在の

よう。花の種類も本数もばらばらなのは、何かの暗号だと気づいた須美子は……。
（
「花を

買う男」
） ご存知、あの浅見家の須美ちゃんが、名探偵「光彦坊っちゃま」もびっくりの大活躍！

しのぶ彼岸花

上絵師 律の似面絵帖

知野みさき

葉茶屋・青陽堂の嫁として初めての新年を迎えた律。若おかみの務めと上絵師の仕事⸺

その両立に励む折り、懐妊の兆しに気づく。喜びと不安に揺れる律に、女形の役者から着物

の仕事が舞い込んだ。殺された倅の弔いに彼岸花を描いて欲しいというのだが……。義妹・
香の出産、新たな似面絵にからむ事件など、悲喜こもごもの日々が描かれる人気シリーズ第
七弾！

旅立ちの虹
はたご雪月花

有馬美季子

隅田川を望む旅籠〈雪月花〉には多くの客が訪れる。両親の死であとを継いだ若女将・里緒

のもてなしや料理で人気の出た雪月花を、武蔵国府中の名主が訪れた。金払いもよく上機

嫌で宿を出た、その名主が死体で見つかった⸺。雪月花を訪れた南町奉行所定町廻り同心・

7月23日
光文社文庫

4334791727

¥700

7月23日
光文社文庫

4334791921

¥700

7月23日
光文社文庫

4334791964

¥650

7月23日
光文社文庫

4334791980

山川隼人とともに、若女将の里緒が事件の真相を追う！ 料理と謎を堪能できる新シリーズ、 ¥600
開幕。

相弟子

若鷹武芸帖

岡本さとる

滅びゆく武芸の流派を調べる公儀武芸帖編纂所。編纂方の水軒三右衛門は、かつての相弟
子・和平剣造から“まだ見ぬ娘”のことを託された。探し回ったところ、娘は剣術の女道場主

となっていた。小太刀の遣い手の女道場主に、三右衛門から話を聞いた編纂所頭取の新宮

7月23日
光文社文庫

4334792006

鷹之介も心を配る。しかし、その道場に黒い影が忍び寄っていた⸺。落涙必至のシリーズ、 ¥650
第八弾。

7月23日

不忠

鬼役（二十一） 坂岡真

京から江戸に戻った将軍毒味役の矢背蔵人介は、相番を務める同僚の桜木兵庫から娘の縁

談を聞かされる。しかし、縁談相手の由緒ある乙山家の息子には悪評が。そして、相番の娘
は窮地に陥る⸺。一方、城中では大御所・家斉の奇行が目立つが、家斉を守っていた小姓

が何者かに惨殺された。｢ 鬼役 ｣ 蔵人介の怒りがついに爆発する！ 人気シリーズの傑作第
二十一弾。

光文社文庫

4334774601

¥600

7月23日

宿敵

鬼役（二十二） 坂岡真

「女官をひとり斬ってもらう」⸺将軍毒味役の矢背蔵人介は、御小姓番頭の橘右近から裏
御用を命じられる。水戸家の政を父親の陰陽師とともに壟断している奥向きの女官を調べ

る蔵人介の前に ｢ 天保銭 ｣ にかかわる悪事が浮かぶ。そして、現われた覆面の刺客。蔵人介

はこれまでにない最大の窮地に。卯三郎の恋、矢背家の総力戦など、濃厚すぎる人気シリー

ズ第二十二弾。

光文社文庫

4334775209

¥600

7月23日

寵臣

鬼役（二十三） 坂岡真

将軍家慶の側に仕える御小姓頭取が乱心した。事件の責任をとって、小姓を束ねる立場の

御小姓組番頭・橘右近は逼塞処分に。将軍の毒味役を務める矢背蔵人介は、この乱心が、
橘を陥れる策謀だと見抜き、背後の敵を探り始めた。しかし、橘と蔵人介は命を狙われ、矢

背家にも討手が向かう。そして、橘は、幕閣の糾弾に命をかけた訴えに出たが⸺。滂沱の
第二十三弾。

光文社文庫

4334775772

¥600

7月23日

白刃

鬼役（二十四） 坂岡真

幕閣の重鎮、御小姓組番頭の橘右近が死した。橘から「裏御用」を命じられ、数多の奸臣を
成敗してきた将軍の毒味役、御膳奉行の矢背蔵人介はその死を引きずっていたが、突然、何

者かから「密命」が下った。蔵人介の周囲には次々と異変が起こる。はたして密命を命じて

光文社文庫

4334776574

きた人物は味方なのか、それとも敵なのか。鬼役シリーズ、新たな幕開けとなる第二十四弾。 ¥600

7月23日

引導

鬼役（二十五） 坂岡真

書院番与力の月崎兵衛が小伝馬町の揚がり座敷から破獄した。目付たちが必死に行方を捜

す中、将軍の毒味役である御膳奉行の矢背蔵人介の前に月崎が現れた。月崎は、蔵人介が

以前、御前試合で唯一不覚をとった相手。剣友として事情を聞いた蔵人介は、苦界へ身を
落とした月崎の妻を探し始めたが……。そして、衝撃のラストが待つ！ 超人気シリーズ、待
望の二十五弾。

Giallo 編集部［編］

●快調連作・連載陣！：芦辺 拓、我孫子武丸、五十嵐貴久、

石持浅海、大山誠一郎、折原 一、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：青柳碧人、岩井圭
也

4334777805

¥600

7月23日

ジャーロ No. 77
●新連載！：柴田哲孝、早坂 吝

光文社文庫

●企画：
「2010年代海外本格ミステリ ベスト作品選考座談会」 ●2号連続企画：ミス

FLASH2021×円堂都司昭「ミステリー映画への誘い『犬神家の一族』」

オリジナル

ミステリー雑誌

¥500

7月27日

革命キッズ

中路啓太

「学生運動を支援してやって欲しい。革命は起こらないが、政権が動揺するくらいに」。元革

命派の伝説的闘士・天野春男は、今は転向していて、学生運動に共感は持っていない。それ

でも、戦前から政治の裏で暗躍するフィクサー・玉城寿三郎には怨みがある⸺。同盟条約

批准の是非に世論が揺れる中、学生たちは、権力者は、そして天野はどう動いたのか。この
国はどうやって今に至ったのか。圧巻のポリティカル・エンタテインメント！

征服少女
AXIS girls

古野まほろ

悪しき者に汚染され、天国との紐帯を断ち切られてしまった地球、ヒトの世界。取り戻すため

の神聖にして苛烈な旅に、8人の使徒団が乗り組む。ひとつの意思のもと、ひとつの行動原

理を持つ彼らに、まさか不測の事態が起こるはずもなかった⸺。裏切り者、密航者、敵の

侵入と占拠、そして仲間の死。笹舟のごとく揺れる巨大戦艦とともに、僕らは何処から来て
何処へゆくのか。正統にして極北の、古野まほろにしか書けない本格推理。

同日発売

四六判文芸書

4334914136

¥2000

7月27日
同日発売

四六判文芸書

4334914144

¥2600

密室は御手の中

7月27日

深山の奥深くに、新興宗教『こころの宇宙』の総本山、心在院はある。さらに山をのぼったと

四六判文芸書

犬飼ねこそぎ

ころにある瞑想室が掌室堂だ。ここには、百年前、瞑想中の修験者が施錠された堂から消え、

同日発売

山中で発見されたという逸話が残る。弱体化しつつある『こころの宇宙』の、数少ない拠り所だ。 4334914152

しかし、新たな密室殺人が起こっても、神はここにおわすのだろうか……？ 神に挑んだ探偵は、 ¥1700
真相にたどり着けるのか。鮮烈なる本格推理デビュー作。

新世代ミステリ作家探訪

円居挽、青崎有吾、逸木裕、斜線堂有紀

呉勝浩、澤村伊智、阿津川辰海、矢樹純、方丈貴恵、太田紫織／若林踏［編］

若手書評家として精力的に活動を繰り広げる若林踏。主催するトークライブでは、新世代作

家たちに真正面から問いをぶつけていく。熱中した物語、創作論作法、問題意識……。和や

かなトークは、時に熱を帯びながら、深まっていく。そして、語らいの先に浮かび上がったも
のとは !?

各人各様に進化するミステリの最前線。読書をより深く楽しむための一冊。

平石貴樹

函館近郊で、ある家の主婦が殺された。捜査に来た舟見は、ジャン・ピエール青年と再会する。

少し前に、近くで白骨死体が出ており、フランス人関係者の通訳として白羽の矢が立ったらしい。
彼の推理力を再び頼りにできるのではないかという期待が胸をよぎる。しかし、犯人に繋が

る糸口が見てこない。そして起こったもう一つの殺人。第一の殺人と同じ、額に十字の傷が

筋肉を再生してやせるプロマッサージ

小野晴康

ミオドレ式「デブ筋」ながし

モデルやタレントの駆け込みサロンで実際に行われているプロの技を、自宅でできるように再現。
(1)くぼみを押す、(2)つまんで離す、(3) 押し流すだけの3ステップで、3日目から細胞が再生する、
筋トレいらずのやせデトックス。太る原因となる硬く縮こまった筋肉＝「デブ筋」をほぐして流

すことで、筋肉が細胞ごと生まれ変わり、体が勝手にやせていく！ 「#ミオドレ」でSNS 検索
をかければ、その効果は一目瞭然です。

同日発売
対談集

4334952615

¥2500

7月27日

葛登志岬の雁よ、雁たちよ

あるという⸺。

7月27日

同日発売

四六判文芸書

4334914187

¥1700

7月27日

同日発売

ノンフィクション

4334952593

¥1300

ミレニアム・ファルコンを作った男
45歳サラリーマン、
「スター・ウォーズ」への道

7月27日

成田昌隆

「フォースの覚醒」
「最後のジェダイ」
「スカイウォーカーの夜明け」
『トランスフォーマー』
『アイア
ンマン3』……。誰もが知るあの CG を手がけたのは、元サラリーマンの日本人だった。23年

間のキャリアを捨てて会社を辞め、夢のハリウッドを目指すゼロからの挑戦、目標達成までの

すべてを語る。何をするにも遅すぎることはない。人生100年時代の働き方、セカンド・チャレ

ンジの極意を教えてくれる一冊。

ノンフィクション

4334952569

¥1400

7月27日

京味物語
野地秩嘉

「過ぎてようやく気づく。京味は、味だけでなく、店の佇まい、気遣い、動き、会話、香り、リズ
ム、気配、すべてが日本の文化そのものだった」⸺阿川佐和子氏推薦！ 17年にわたる取

材で伝説の日本料理店「京味」料理長・西健一郎の門外不出の流儀を描き切った、唯一にし

て最高のノンフィクション！ これぞ日本人の魂。当代きっての天才料理人は、いかにして調
理場に立ち客をもてなし、生涯を閉じたのか。秘伝のレシピも掲載。

FLASHデジタル写真集

同日発売

同日発売

ノンフィクション

4334952577

¥1600

7月27日

霜月めあ Lady Player MEA

霜月めあ／ムカイダマナト［撮影］

見た目は金髪ギャルだが、
「根っからのインドア派」だという霜月めあ。所属事務所のゼロイ

チファミリアではゲーム部部長を務めるほどのゲーム好きだ。巨大ゲームセンターを舞台に

“近未来の電脳都市”をテーマに撮り下ろした本作。ゴーカート、クレーンゲーム、ビリヤード、
音ゲーなど、どんなシチュエーションでもハマってしまうのは彼女だからこそ。様々な“近未来

セクシー”を余すところなく収録している。

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月30日

異種族愛鬼譚 2

コミックシーモアのみ
他書店2021/9/3発売

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ところを救われる。最初は警戒していたライカだったが、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

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。

ふたりの夜のすごしかた 10

陽キャ腐男子とツンデレアシのトクベツナイト

7月30日

コミックシーモアのみ
他書店2021/9/3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 !?

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が、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 !?

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4

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7、8話を収録した合本版！
ゴーグルナイトの正体が月森だということを知ってしまった朝陽。月森の気持ちを知り、さら

にほっとけなくなり！ 大切で特別な部下を救うため、アヌルローズではなく朝陽自身の体を
……いや、尻を差し出す決心をした朝陽は !?

オリジナル
コミック

¥200

7月30日

オリジナル
コミック

¥350

7月30日

お馬さんとセックスセラピー 合本版2
毎日、たーっぷり注いでやる【特典ペーパー付】

彩田あまた

『お馬さんとセックスセラピー～毎日、たーっぷり注いでやる～』第3、4話を収録した合本版！
喧嘩ばかりの馬獣人とライオン獣人が治療のためにセックスパートナーに!?

常にホストク

ラブNo. 1のライオン獣人・礼央は、No. 2のくせに生意気な態度の馬獣人・理生のことが大

嫌い。しかしある日、礼央は獣人がヒト化する病気“無獣症”にかかり大量の精液が必要に
なり!?

精液量の多い馬の理生からもらうことになって!?

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1～6話を収録した完全版！
巣ご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!!

コミック

¥350

7月30日

Ωな生徒のスパルタレッスン 完全版

恋を学ぶには程遠い？【特典ペーパー付】

オリジナル

オリジナル
コミック

¥900

