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433475449X
¥1010

14日発売（紙と同日） 突如として日常生活を奪った死の疫病に人間はどう立ち向かうのか

カミュ／中条省平［訳］

194*年4月、アルジェリアのオラン市に突如発生した死の伝染病ペスト。病床や埋葬地は不足、市境は
封鎖され、人々は恋人や家族と離れた生活を強いられる。一方、リュー医師ら有志の市民は保健隊を
結成し、事態の収拾に奔走するが……。不条理下の人間の心理や行動を恐るべき洞察力で描いた、ノ
ーベル賞作家カミュの代表作。

ペスト

4334792502
¥650

14日発売（紙と同日） 許せぬ輩を成敗いたす！　200万部突破の大人気シリーズ第一巻が新装版で登場！

坂岡真
将軍家毒味役矢背蔵人介。将軍の毒味をする御膳奉行の役目の一方、幕府に巣食う悪を裁く裏の顔
を持つ。御膳所など各所に賄賂を撒き、幕府役人を接待漬けにして御用達に成り上がった商人を成敗
した蔵人介は、次第に大きな騒動に巻き込まれる。そして、先に待ち受けていた罠とは⸺。200万部突
破の大人気シリーズ、著者が大幅加筆修正した新装版第一巻登場！

鬼役（壱） 新装版

4334952674
¥1400

22日発売（紙と同日） CO2＝「人類の敵」が「可能性の塊」にひっくり返る、目から鱗の地球の救い方！

村木風海
火星の青い夕陽を見るため、著者が小学生の時に始めた「火星を覆う空気中の95%の二酸化炭素を
回収する研究」は、火星移住を叶えると同時に地球温暖化も解決！　「江戸時代の暮らしに戻らないと
温暖化は止められない」と悲観する多くの非理系人間のために、イラストをたっぷり使い、目から鱗の地
球を救う方法をゆるっとふわっとわかりやすく解説。「二酸化炭素＝人類の敵」を逆手に取った、痛快で
ミラクルでエコな未来＆宇宙予想図！

～二酸化炭素が地球を救う～
火星に住むつもりです



アイドルユニット「つりビット」の元メンバーで、現在は女優やタレントとして活躍する安藤咲
桜。ドラマ『ガールガンレディ』出演でも話題となった。そんな彼女の20歳になって初めてとな
るグラビアの舞台は高級ホテルのスイートルーム。豪華絢爛な部屋にテンションが上がって
少女のようにはしゃいだかと思えば、東京の夜景をバックに艶のある表情も。オトナになった
ばかりのさくちんを収めた貴重な一冊だ。

『宇宙戦隊キュウレンジャー』のハミィ／カメレオングリーン役で一躍脚光を浴びた大久保桜
子と、ひと夏の思い出作り。2020年9月に発売した「FLASHスペシャル2020秋号」のグラビア
に、アザーカットを追加したデジタル写真集。始まりがあれば、終わりもある。それでも、あの
夏だけは、色褪せることなく記憶の中でゆらめき続ける。そんなノスタルジックなストーリー
と、彼女の眩しすぎる柔肌を目に焼きつけてください。

世界各地を旅したミュンヒハウゼン男爵は、いかなる奇策で猛獣を退治し、敵軍に打撃を与
え、英雄的な活躍をするに至ったのか。そして海中、地底、月世界をも股に掛ける冒険はいか
に成し遂げられたのか。奇妙だが真実の体験が、彼自身の口から語られる！　有名なドレの
挿画も全点収録。

夢とは何か？　人はなぜ夢を見るのか？　夢のメカニズムとそのはたらきは？　主著『夢解
釈』刊行後も増補・改訂を重ねたフロイトの原点ともいうべき『夢解釈』の理論がどのように
生まれ、その後の「メタ心理学」の構想を境に深化し、展開されたかをたどる論考集。「夢に
ついて」「証拠としての夢」「夢とテレパシー」「夢の理論へのメタ心理学的な補足」など6つの
論文を収録。

モスクワに入ったフランス軍はたちまち暴徒と化し、放火か失火か、市内の大半が大火で焼か
れてしまう。使命感からナポレオン暗殺を試みるピエールだが、捕虜として囚われてしまう。
退去途中で偶然、重傷のアンドレイを見つけ、懸命の看護で救おうとするナターシャ。そして
モスクワを占領したはずのナポレオンだったが、そこは�もぬけの殻�で……。

両親を亡くしたハイジは、アルプスの山小屋で暮らす祖父のもとに預けられる。月の光が差す
干し草の寝床、山羊たちとの触れ合いなど、山の生活を満喫するハイジだったが、ある日、足
の不自由な令嬢の遊び相手を務めるため、下山して都会の裕福な家に住み込むことに……。
これまで世界各国で翻訳され、その総売上部数は5000万部以上というスイス文学の傑作。味
わい深いミュンガーの挿画も50点以上収録した完訳版！

FLASHデジタル写真集　安藤咲桜　20歳の夜
安藤咲桜／千葉タイチ［撮影］

Platinum FLASHデジタル写真集　大久保桜子　きらめき、ゆらめく。
大久保桜子／神藤剛［撮影］

ほら吹き男爵の冒険　
ビュルガー／酒寄進一［訳］

フロイト、夢について語る　
フロイト／中山元［訳］

戦争と平和5
トルストイ／望月哲男［訳］

アルプスの少女ハイジ　
ヨハンナ・シュピリ／遠山明子［訳］

9月3日

9月10日

9月14日

9月14日

9月14日

9月14日

4334754449

4334754430

4334754260

4334754457

¥1200

¥1000

¥840

¥990

¥1060

¥1260

FLASH 写真集

FLASH 写真集

古典新訳文庫

古典新訳文庫

古典新訳文庫

古典新訳文庫

オリジナル

オリジナル



人が人を愛する。どんな相手を選び、どのような愛情、性愛関係を結ぶのか。愛する他者をど
のように選ぶかについては「対象選択」という視点で考察し、ある女性の同性愛者の「心的な
メカニズム」を、リビドー、エディプス・コンプレックスから解明しようと試みる。そして性愛と
抑圧的な社会との関係にまで批判的に考察を進める、性と愛に関する論文集。

芥川龍之介『鼻』『羅生門』の原話のみならず、エロに下卑た笑い、有名人の噂にスキャンダ
ルの宝庫！　平安時代末期の民衆や勃興する武士階級、人間味あふれる貴族、僧侶らの姿を
リアルに描く、「美しい生ま々々しさ」（芥川）に満ちた日本最大の仏教説話集。「仏教」説話だ
から抹香臭いお行儀の良い話が集められているかといえば、大違い。この世のありとあらゆる

「業」にまつわる面白い物語が目白押し。

絶世の耽美系美少年・沢
さわ

桐
ぎり

瞳
どう

瑠
る

、通称ドール先輩が相棒らと訪れた横浜人形の城・個展会場
から球体関節の聖母マリア像が消失した！　後日、消えたマリア像が出現した名門私立・北吉
祥寺学苑の教室にはなぜか涙するドール先輩の姿が！　くるみ割り人形、キャストドール、お
雛様⸺名推理で謎解く瞳瑠が最後に知った《驚愕の真実》と秘めたる愛の行方とは !?

食料自給率が40%を下回る日本は、食の大部分を海外に頼っている。また、「飽食の時代」と
いう言葉に象徴されるように、私たちはクリックひとつで自宅に食品が届く時代を生きている。
しかし、今後、地球環境に変動が生じ、農作物の輸出入に不測の事態が起きたらどうなるだ
ろうか。私たちは今、食と農についてどう考え、どう行動すべきなのか。現場の新しい動きに
も着目しながら、「等身大の自給」について考える一冊。

フロイト、性と愛について語る　
フロイト／中山元［訳］

今昔物語集　
作者未詳／大岡玲［訳］

ドール先輩の耽美なる推理　
関口暁人

日本の食と農の未来　
「持続可能な食卓」を考える　小口広太

9月14日

9月14日

9月14日

9月15日

4334754481

433479243X

433404560X

¥990

¥1420

¥700

¥820

古典新訳文庫

古典新訳文庫

キャラクター文庫

光文社新書

新聞記者だった著者はいかにしてひとり本屋を始めることができたのか。定年目前の58歳、
子どもは3歳、書店員経験は0。第二の人生、妻の反対を押し切って本屋に転身する。取り立
てての読書家ではなく、書店開業が定年後の夢だったわけでもないという著者は、自分が本
屋を始めた理由より、本屋を始めた方法を伝えることの方が意味あるのではないかと書く。す
べての書店開業希望者に贈る、夢ありほろ苦さありの実践的本屋開業記。

新聞記者、本屋になる　
落合博

9月15日

4334045618

¥940

光文社新書

4334754473

同日発売

同日発売

同日発売

困難が集中するシングルマザー、DV 等でステイホームすることがままならない少女、エッセン
シャルワーカーとして現場に立ち続ける女性。ある人は非正規雇用の待遇に怒り、ある人は
孤立感から自死を考える……。私たちがコロナウイルスの影響を受け始めてから1年半余り。
その間に女性たちに何が起こっているのか。当事者の言葉を丹念にすくいあげた取材記録に
よって、コロナ以前から変わらないこの国の実態が浮き彫りになる。

ルポ　コロナ禍で追いつめられる女性たち　
深まる孤立と貧困　飯島裕子

9月15日

4334045626

¥800

光文社新書

同日発売



八十四日後、満願の日。箸（おはしさま）が願いを叶えてくれる。祝いだろうが、呪いだろうが
⸺。夢の中でひとりずつ死んでゆく小学生。珊瑚の箸に宿る霊神。都市伝説に殺された動
画配信者。壮絶な過去を告白する娼婦。決して離れない異形の怪物。恐怖小説の匠・三津田
信三が描いた怪異が、海を超え、伝染し、やがて驚愕の真相に辿り着く。日本・香港・台湾の
人気ホラー＆ミステリー作家が競演！

中学生が弱小地銀の支店に並ぶ人に聞いて「銀行が危ない」と、ひと言ツイートしただけで、
取り付け騒ぎに発展する。折しも新型ウイルス感染症の蔓延で経済状況が逼迫する中、地銀
発の銀行連鎖破綻を予測していた金融庁の局長は、実態調査のために部下を現地に送り込
む。彼らがそこで目にしたものは⸺？　個人のツイートに始まる金融壊滅を描く、予言的金
融サスペンス巨編！

アメリカ文化を代表するファッションアイテムとなったジーンズが、いかに日本で独自の発展
を遂げたのか？　80～90年代のレプリカジーンズ・ブームを牽引した伝説のブランド「ドゥニ
ーム」を立ち上げ、現在はジーンズブランド「リゾルト」のデザイナーとして活躍する、日本ジ
ーンズ界の重鎮である著者が、ジーンズの歴史や、日本における受容のプロセス、自身のブラ
ンドマネジメントまで縦横無尽に「ジーパン愛」を語り尽くす。

「脳のエネルギー源はブドウ糖」と言われて久しいが、それだけでは脳は元気に働き続けられ
ないことが分かってきた。血糖値が不安定だとニューロンのエネルギー不足が起こるが、認
知症やうつ病の原因の一つがこのエネルギー不足。しかしエネルギー基質であるケトン体を
うまく使えば脳の老化を遅らせることができる。神経科学者が、ヒトの脳の発達を可能にした
エネルギーについて説明しつつ、脳を長持ちさせる栄養摂取法を考察する。

田舎暮らしにスローライフはあり得ない！　⸺東京から自然あふれる地方に移住して20年
の小説家が満を持して贈る、田舎暮らしのノウハウとダークサイド。土地探しから家の建築、
移住費用、田舎ならではの生活必需品、地元民との関係、次から次へと襲いかかってくる都会
ではあり得ないトラブルまで、軽妙な筆致で克明に綴るキレイゴト抜きの「田舎暮らし毒本」。
本書を読まずして移住するべからず！

おはしさま　連鎖する怪談　
三津田信三、薛西斯、夜透紫、瀟湘神、陳浩基／玉田誠［訳］

D
デ ィ ス ラ プ タ ー

isruptor　金融の破壊者　
江上剛

日本のジーパン　
林芳亨

脳の寿命を延ばす「脳エネルギー」革命　
ブドウ糖神話の崩壊とケトン体の奇跡　佐藤拓己

田舎暮らし毒本
樋口明雄

9月22日

9月22日

9月15日

9月15日

9月15日

4334914268

4334914276

4334045634

4334045642

4334045650

¥2300

¥1700

¥960

¥1000

¥900

光文社新書

光文社新書

光文社新書

饒舌に過去語りをするが、本当かどうか判然としない勝海舟。旅順特務機関の作戦における
不在証明を偽装した満鉄の測量技師。戦時中、呉で「張込み」と「舞姫」が混ざったような案
件にかかわった防諜専門員。明智光秀謀反の夜の、最後の食事。そして、武田残党の若者た
ちが請け負った、ご神木の大輸送計画⸺。史実がどうであろうとも。幻視の作家・山田正紀
が歴史をモチーフに自在に物語る、浪漫溢れる奇想史劇作品集、開幕！

開城賭博　
山田正紀

9月22日

433491425X

¥1900

四六判文芸書

四六判文芸書

四六判文芸書

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



なぜこんなに嫉妬してしまうのか？　なぜこんなに失敗がこわいのか？　なぜ大事な人を振
り回してしまうのか？　苦しさやつらさの根っこには、パーソナリティの偏りがあります。現代
人は多かれ少なかれパーソナリティの問題を抱えていますが、問題に対する正しい知識を得
て、対応の仕方を知っていれば慌てることはありません。自分を知り、相手を知ることで、それ
らを「個性」に変え、生きやすさを身につけられるようになります。

マンガでわかるパーソナリティ障害　
もっと楽に人とつながるためのヒント　岡田尊司［監修］／松本耳子［漫画］

9月22日

4334952682

¥1000

コミック

●女性捜査員は平凡で目立ない容姿　● JR 大塚駅は尾行を撒くのに最適の駅　●街中で
はサンドイッチマンや看板持ちに変装　●風俗好きの外国人スパイと仲良くなるため、同じ風
俗店の常連に　●007のような秘密兵器も　●仲間由紀恵似の美女で、ハニートラップを仕
掛けてくる中国　●最も必要な資質は社交性……。元公安が明かす、外国人によるスパイ・
テロ・犯罪行為を水面下で阻止する組織の実態。

●新連載！：香納諒一、青柳碧人　●快調連作・連載陣！：芦辺拓、我孫子武丸、五十嵐貴久、
折原一、恩田陸、西條奈加、柴田哲孝、朱川湊人、長浦京、中山七里、早坂吝、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：大石直紀、森川智喜　●
企画：「カッパ・ツー」第二期『密室は御手の中』刊行記念座談会　●企画：ミスFLASH2021
×千街晶之「名作ミステリー映画への誘い『ナイル殺人事件』」

囮捜査を仕掛け、薬物パーティに潜入した霧島彩は、薬物をネットで売買する男を逮捕する。
さらに、被害者と思っていた依存症の少女も実は売人で、彼女が持っていた薬物を調べると、
規制薬物ではない物質が検出された。「エーテル」と呼ばれる拮抗薬の背後に警察が追いか
けていた薬物常習者の連続怪死事件も絡み……。

警視庁公安部外事課　
勝丸円覚

ジャーロ No. 78
Giallo編集部［編］

エーテル 5.0　
麻薬取締官・霧島彩　辻寛之

9月22日

9月24日

9月24日

4334952690

4334791905

¥1300

¥500

¥650

ノンフィクション

ミステリー雑誌

光文社文庫

伝説の超越者�マジックイーター�としてトレーディングカードゲームの世界に転移したマサト
は、戦闘だけでなく、地震で倒壊した街の復興に協力したり、難病も治療できる癒やしの湯を
造ったりと大活躍。自身が結成したクランのメンバーのみならず、拠点を置くローズヘイムの
女性たちからも熱い視線を集めていた。しかし、着々と異世界生活の基盤を築いていくマサト
をよそに、暗殺ギルド【後家蜘蛛】の凶悪な罠が迫る⸺!?

マジックイーター2　ローズヘイムの暗殺ギルドVS. 黒炎のゴブリン使い　
飛びかかる幸運／坂野杏梨［イラスト］

9月22日

4334914292

¥1500

ライトブックス

専業主婦、有泉円佳の息子、翼は、小学二年生で中学受験に挑戦することになる。有名私立
の中高一貫校を受験した経験のある夫真治と、それを導いた義父母。中学受験にまったく縁
のなかった円佳は、塾に、ライバルに、保護者たちに振り回され、世間の噂に、家族に、そして
自分自身のプライドに絡め取られていく。入試問題頻出作家が、過熱する親の心情を余すと
ころなく描いた、凄まじき家族小説。

翼の翼　
朝比奈あすか

4334914284

¥1600

9月22日

四六判文芸書

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

オリジナル



「南町奉行の隠密」となった元船頭の沢村伝次郎は、奉行の命で座頭殺しの下手人とされる
浪人二人の探索をすることになった。一方、伝次郎の小者をしている粂吉は、探索の傍ら、た
った一人の身内の姉を失ったおゆうに、情をかける。まったく別の二つの事件が重なりあった
時、すべての真相が明らかになる！　涙のあとに爽やかさが残る稲葉稔の傑作シリーズ第七
弾。

「お命を頂戴いたす」将軍家毒味役矢背蔵人介は、下城途中で刺客に襲われる。襲われた理
由は、先日、老中水野越前守忠邦の命を救ったからだという。難なく刺客を制したものの、刺
客の素性を調べ始めたところ、紀州の材木問屋の存在が浮かび上がってくる。「奸賊を討て」
と無頼たちを煽る黒幕の正体とは⸺。鬼役が己の心に従い悪を斬る大好評シリーズ三十一
弾。

半世紀の間に、新聞連載・著書・テレビ番組などで5000問以上のパズルをデザインしてきた著
者。本書では、そのなかで特に好評だったテーマに新作を加えてアレンジし、100問を厳選し
てお届けします。お子さんは楽しみながら漢字が身につき、シニアの皆さんには認知症予防
の脳トレに。老若男女問わず、楽しんで役に立てていただけます。

⸺毒を啖うて死なば本望と心得よ。将軍の毒味役、通称鬼役の矢背蔵人介は、毒味御用
の一方で、江戸の悪を成敗してきた。そんな鬼役を支える家族がいる。養母で薙刀の達人の
志乃、剣は不得手だが勉学熱心な息子の鐡太郎、成敗御用を支える用人の串部六郎太……。
そんな家族たちの｢ もうひとつの物語 ｣を綴った短編六編を収録。鬼役ファンならずともハマ
る一冊。

追慕　
隠密船頭（七）　稲葉稔

殿中
鬼役（三十一）　坂岡真

漢字るパズル　
厳選100問！　脳が活性化する　馬場雄二

鬼役外伝
坂岡真

9月24日

9月24日

9月24日

9月24日

4334792219

4334791352

4334787991

4334772595

¥650

¥650

¥800

¥600

光文社文庫

光文社文庫

知恵の森文庫

光文社文庫

質屋の主・亀左衛門が斬殺され、立岡市三郎という浪人が自訴してくる。すでに藩を離れた身
とはいえ、主君を侮辱されての忠義の行動であるとして無礼討ちを訴えるが、吟味方与力・望
月城之進は納得がいかない。同じ頃、黒崎という道場師範代の男が三人組に襲われ斬殺さ
れる。亀左衛門と黒崎には、ある付け火についての証言をしたという共通点があった……。

情義の訴　
吟味方与力　望月城之進（三）　小杉健治

9月24日

4334792200

¥600

光文社文庫

「河童の釣り堀」の看板を掲げた建物の中には、なんと本物の河童がいて⸺（「岩手 河童の
釣り堀」）。「餃子捕り放題」と書かれた店で目撃する驚きの光景（「栃木 餃子の羽」）。食べる
とあまりのうまさに、しばらく言葉を忘れてしまうという、うどんの秘密とは？（「香川 さ抜きう
どん」）日本全国47都道府県の名産・名所を題材にした不思議なお話47編プラス１。

ショートショート列車　
田丸雅智

9月24日

4334792073

¥550

光文社文庫



『スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !?』第1、2話を収録した合本版！　アンドロイド研究者と
しては天才だが、人間としては難ありボッチのリヒトは、ある日、アンドロイドを拾う。しかしそ
れは SEX 専門セクサロイドだった!?　甘い言葉を囁きながら、キスして、アソコを扱いて、勃
った下半身を押し当ててきて……。機械なのに勃起ってどんな機能だよ!?　と感じつつヲタ
気質を隠せないリヒトはそのまま……!?

『君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。』第1、2話を収録した合本版！　理由あって爽やか優等
生を演じる圭吾は、ゲイを隠し男遊びも我慢し溜まりまくっていた。そんな中、妹をストーカー
する猛流によって我慢が限界に。「話をしよう」と、猛流をホテルに連れ込み……。抗う猛流
のモノを無理やり扱きお尻を解そうとすると、いい表情を見せてきて。ゾクゾクと加虐心を煽
られた圭吾は⸺!?

「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。そんななか、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!?　その手がなぜ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⸺!?

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 合本版1
高岡七六

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。 合本版1 【特典ペーパー付】

靴川

君なら君なら 7
くるわ亜希

¥350

¥350

¥200

『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6～10話を収
録した完全版！　逢坂への自分の気持ちを自覚した光谷。でも言えるわけねぇ……そう思い
悶々とする日々。そんななか、逢坂に約束をドタキャンされ、らしくもなく落ち込んでいた光谷
のもとに、男と一緒に逢坂が帰ってきて!?　この男・左京の出現によって心のモヤモヤが大き
くなっていく光谷は⸺。

瀬名は顔のおかげで、バリタチ人生を謳歌していた。でも、ちゃんと一人と付き合いたいのに
ワンナイトの相手ばかりでガッカリ……。そんなある日、行きつけのゲイバーで飲んでいたら、
超絶美人のユキに声をかけられ！　好みすぎてなんとか抱きたい！　なんなら付き合いたい！　
そう思っていたのに……ホテルでユキに組み敷かれイかされ !?　ちょっと待て！　俺がネコと
か聞いてない！　攻めポジをめぐりリベンジに燃える瀬名は⸺!?

チンピラ君のメスイキ調教 完全版2　
デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た!? 【特典ペーパー付】　西原ケイタ

バリタチリーマン雌化計画 2
美人ちゃんに狙われた俺　左東ヨシタカ

『Loveless SEX Bear ～愛のない獣～』第1～5話を収録した完全版！　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

「可愛い」と言う人間の久士のことが、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』の特
性ゆえに玄蔵は自分の気持ちを隠していて⸺。

Loveless SEX Bear 完全版1
愛のない獣 【特典ペーパー付】　霧嶋珠生

¥800

¥800

¥200

コミック

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

9月24日
コミックシーモアのみ

他書店11/5発売

9月24日
コミックシーモアのみ

他書店11/5発売

9月24日
コミックシーモアのみ

他書店11/5発売

9月24日
コミックシーモアのみ

他書店11/5発売

9月24日

9月24日

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル



今年デビューした元 OLで27歳 Fカップのルーキー。新人離れした色気で『テレビ千鳥』に出
演、漫画誌の表紙を飾るなど、今再注目のグラビアタレント。洋館でワンピース水着にニーハ
イソックス、黒とピンクのビスチェなど、セクシーな衣装を身にまとう。「写真を撮られるのは
実は苦手」と話し、ふだんは自撮りなどもしないそうだが、誘惑するような表情、艶やかなボ
ディライン、白くやわらかな肌は、グラビア映えそのものだ。

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」の「虹の7周年」を記念したデジタル写真集。2021
年8月3日発売の『虹のコンキスタドール7周年記念 BOOK　ずっと虹コンで恋してる』のグラ
ビアページのアザーカットを中心に、メンバー12人の水着姿を収録。海でわちゃわちゃとはし
ゃぎ、室内では一転しっとりと。平均年齢20歳になったグループの、大人っぽい顔、元気な顔、
両面の魅力満載のデジタル写真集になっている。

FLASHデジタル写真集　雪平莉左　エチエチお姉さん セクシー編
雪平莉左／西條彰仁［撮影］

FLASHデジタル写真集　虹のコンキスタドール　君の虹のために
虹のコンキスタドール／中山雅文［撮影］

9月28日

9月28日

¥1300

¥1300

FLASH 写真集

FLASH 写真集

今年デビューした元 OLで27歳 Fカップのルーキー。新人離れした色気で『テレビ千鳥』に出
演、漫画誌の表紙を飾るなど、今再注目のグラビアタレント。ベッドでシャツとチューブトップ、
私服を脱いでからの三角水着などが堪能できる。「写真を撮られるのは実は苦手」と話し、ふ
だんは自撮りなどもしないそうだが、誘惑するような表情、艶やかなボディライン、白くやわら
かな肌は、グラビア映えそのものだ。

FLASHデジタル写真集　雪平莉左　エチエチお姉さん 清楚編
雪平莉左／西條彰仁［撮影］

9月28日

¥1400

FLASH 写真集

『ふたりの夜のすごしかた～陽キャ腐男子とツンデレアシのトクベツナイト～』スピンオフ漫画
の第8～10話を収録した合本版！　相良のところ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…。こ
の関係って何なんだろ…と悩みだし⸺。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 !?

ふたりの夜のすごしかた 合本版4　
陽キャ腐男子とツンデレアシのトクベツナイト　村上左知

¥550

コミック

オリジナル

9月24日
コミックシーモアのみ

他書店11/5発売

オリジナル

オリジナル

オリジナル


