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16日発売（紙と同日）

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

映画化決定！ これが大人のリアルな恋愛小説。第32回山本周五郎賞受賞作

平場の月
朝倉かすみ

須藤が死んだと聞かされたのは、小学校中学校と同窓の安西からだ。須藤と同じパート先だったウミち
ゃんから聞いたのだという。青砥は離婚して戻った地元で、再会したときのことを思い出す。検査で行っ
た病院の売店に彼女はいた。中学時代、
「太い」感じのする女子だった。50年生き、二人は再会し、こ
れからの人生にお互いが存在することを感じていた。第32回山本周五郎賞受賞の大人のリアルな恋愛
小説。

23日発売（紙と同日）

4334792650
¥650

多くの人が心の拠り所にしている小さな水族館の奇跡！

桂浜水族館ダイアリー
おとど

高知県の景勝地・桂浜にある小さな水族館「桂浜水族館」。マスコットキャラクター・おとどちゃんのユニ
ークな Twitter がバズり、一躍人気者に。その舞台裏にある、職員一斉退職からの再起、人気飼育員
の苦悩、ベテラン飼育員の生き様、生き物の生と死、女性館長の悩める心の裡を、おとどちゃんが綴りま
す。今、多くの人がこの水族館を拠り所にしていることがよくわかる、“こじゃんとエモい”（強く心に訴え
かける）
エッセイ！

17日発売（紙と同日）

4334952720
¥1400

中学受験の是非論に気鋭の教育ジャーナリストがファイナルアンサー！

なぜ中学受験するのか？
おおたとしまさ

延々とくり返されてきた中学受験の是非論に、気鋭の教育ジャーナリストがファイナルアンサー !! 著者
は「そもそも中学受験にメリットもデメリットもない。むしろ中学受験で得られるもののうち、何をメリット
と感じ、何をデメリットと感じるかにそのひとの教育観、幸福観、人生観などの価値観が表れる」
「中学受
験はやり方次第で良薬にも毒にもなる」
と語る。膨大な取材経験を背景に、中学受験の意味を壮大なス
ケールで描き出す。

4334045731
¥780

FLASHデジタル写真集

志田音々 オトナなピュアガール

志田音々／ LUCKMAN［撮影］

『めざましテレビ』
（フジテレビ系）に、
トレンドを紹介するイマドキガールとしてレギュラー出演

中の志田音々。2019年にお天気キャスターとして注目され、同年秋のグラビアデビュー以来、
現役女子大生グラドルとして高い人気を保っている。そんな彼女の最新撮り下ろしをデジタル

写真集化。青空の下でのキュートな笑顔をはじめ、見事なくびれや美乳を大人っぽく見せた

カットも存分に収めた、見応え十分な作品になっている。

ハマデカ 2

オメガな署長とアルファな俺

おんだミム［漫画］／谷崎トルク［原作］

署長秘書に任命された駒井健人は、オメガ初の署長となった鷺沢典史のまっすぐさに惹かれ

ていく。折しもオメガに反発する勢力から署長公舎に火炎瓶が投げ込まれたことで「署長を
24時間警護するため、お前が同居しろ」と命じられて⸺!? ワンコ系アルファ巡査部長×

ツンデレ美人オメガ署長が巻き起こす、ご当地警察オメガバース★

夢で会いましょう 2

一宮思帆［漫画］／佐東周［原作］
「接触のあった他人の夢に入り込む」という不思議な性質を持つ藤巻充。自分にフェラチオさ

せていた夢の相手は、仲のいい後輩よりも背が高くてイイ身体だったことに気づく。とすると
夢の主は、憧れの有能で優しいイケメン上司の可能性大……？ しばらく恋愛していなかっ

たせいか期待と不安が入り混じる充が、次に見た夢は⸺!?

うそつきオメガと溺愛アルファ 2
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

「本能のまま発情して、ひたすらアルファの身体を求める」オメガの宿命に翻弄されて、いきな

り初体験をしてしまった御曹司・相沢花梨。相手のアルファ御曹司・東徳恭平とは初めて会っ
たばかりだったのに……。バース性による差別が蔓延る世界を変革するため、オメガをひた
隠して努力し続けてきた花梨は混乱して⸺!?

すべては音が知っている 2
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

手錠みたいな音が鳴ったことがきっかけで、その男子高生と友だちになった閃。近藤家に代々
伝わる『運命の人に触れれば音が鳴る』との話をしても、爽やかに受け入れてくれる葛西寛哉

と閃はどんどん親しくなっていく。お家で一緒にテスト勉強中のある日、いきなり抱き寄せて

きた寛哉から、意外な告白をされた閃は⸺!?

バツイチ課長と恋する王子 2
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

部下の牧瀬臨から告白されて戸惑う青野課長。
「俺、男だぞ？ しかもお前よりだいぶ年上の

ただのおっさんだ」そう突き放しつつも、また休日のショッピングにつきあってもらってしまう。

「こんなに好きになったのは課長が初めてなんです」そうダメ押し＆キスされた課長は⸺!?
一途な王子様系年下部下×不器用に逃げ惑うツンデレ上司のリーマンBL ♪

11月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

11月5日

Renta! のみ
他書店12/3発売

オリジナル
コミック

¥200

11月5日

Renta! のみ
他書店12/3発売

オリジナル
コミック

¥200

11月5日

Renta! のみ
他書店12/3発売

オリジナル
コミック

¥200

11月5日

Renta! のみ
他書店12/3発売

オリジナル
コミック

¥200

11月5日

Renta! のみ
他書店12/3発売

オリジナル
コミック

¥200

【電子版限定44ページ増】川村那月

完全無修正 1st 写真集 Real me

川村那月／リリー・フランキー［撮影］

女優・川村那月をリリー・フランキーが撮影した「完全無修正」の1st 写真集。電子版は未公開

カットを追加し、200ページ超えのボリュームに！ 「日本レースクイーン大賞2019」グランプ

リに輝き女優として活躍する川村那月を、生まれ故郷の福岡県・北九州市と東京で撮り下ろ

した。
「ありのままの川村那月」を、テーマの通り全編「無加工・無修正」で掲載している。吐
息の温度まで伝わるほど生々しい、臨場感あふれる作品となった。

ハードナッツ 5
大竹とも

「おれ、ナッツ。人間がまた用もないのに呼んでいる……。用事があるならそっちが来い！」
「お

れには人間が理解できない。人間よ、お前らはまだ生きる術を探している途中かもしれない

な」。おっさんネコの日常を描く、週刊誌「女性自身」の人気4コマ連載を単行本化。ネコまん

がなのに�かわいさゼロ�です!?

雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール
ひ な ぐ ち よ り

こ

呉勝浩

雛口依子は、金髪の葵ちゃんからある依頼を受ける。葵の兄が犯人とされ、依子が被害者と
なった三年前の猟銃乱射事件のルポを共に書こうというのだ。依子と葵、理不尽な世間に押

し潰されてきた二人は、取材のためかつて依子が住んでいた「三角屋根の家」を訪ね、
「あの

事件」の奈落に向き合うが……。暴力と不幸の果て、運命をぶっ壊す女二人の反撃と覚醒の
物語。

正しい愛と理想の息子
寺地はるな

違法カジノで働いていた長谷眞・通称ハセと相棒の沖遼太郎は、偽宝石を女に売りつけて200
万円作る必要があった。沖のミスで背負った借金を返すためだ。ようやく目標額に達したと思

ったのもつかの間、騙したはずの女に奪い返され無一文に。借金返済のリミット目前、絶体絶
命のハセは、今度は老人を騙すことを思いつくが⸺。話題作連発の著者による感動作！

ひまつぶしの殺人 新装版
赤川次郎

早川一家は母が泥棒、兄が殺し屋、妹が詐欺師で弟が警察官、そして唯一みなの秘密を知る

圭介が弁護士、という奇想天外な家族だ。あるとき、謎の石油王・橘源一郎が世界有数のダ

イヤコレクションとともに帰国したことで、一家は騒然。それぞれの目的のため橘の元へ向か

う。家族の犯罪を阻止したい圭介は頭を抱えてあとを追うが……!? ドタバタ早川一家シリ
ーズ第一巻！

乱心

鬼役（参） 新装版

坂岡真

灌仏会。将軍家毒味役の矢背蔵人介は、将軍の夕餉の毒味中に、毒を啖い、倒れてしまう！
前代未聞の事態にざわつく江戸城内。しかし、毒殺を仕組んだ者の標的は、鬼役・蔵人介で
はなく、なんと将軍家斉だった。家斉を狙う勢力とはいったい何者なのか。蔵人介の正義の
剣は悪を断てるのか。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、待
望の第三巻。

11月9日
写真集

4334902669

¥3182

11月12日
同日発売
コミック

4334808212

¥700

11月16日
同日発売
光文社文庫

4334792669

¥850

11月16日
同日発売
光文社文庫

4334792685

¥600

11月16日
同日発売
光文社文庫

4334792707

¥700

11月16日
同日発売
光文社文庫

4334792758

¥650

11月16日

水神様の舟
芳納珪

⸺世界は全てを湖に依存していた⸺。選ばれた
〈潜人〉
であるセリは隊を辞め、弟を探す

旅に出ていた。辺境の邑で出会った少年・レンに「待っていた」と言われ驚くが、彼の邑では、
湖から油をくみ上げる櫓を直すため、潜人の派遣を要請していたのだという。セリが修理を買

って出ると、邑長は三日間の期限を通告した。疑問に思いながらも承知したが⸺。エブリス
タ「次に読みたいファンタジーコンテスト『神様』」大賞受賞作。

都丸紗也華 誕生日はホテルで
都丸紗也華／ Takeo Dec.［撮影］

【電子版限定119ページ増】FLASHデジタル写真集

朝ベッド編

ファッションブランド「KOL」にて、洋服をプロデュースするなど、モデルとしても活躍する都丸

紗也華。25歳の誕生日の記念にホテルのスイートルームで撮りおろし。芸能界屈指の美バス

トを持つ、F カップ美女と迎える最高の朝。ベッドの水着から始まり、セクシーなドレス、ワン
ピース水着と、朝日の中で煌めく彼女が楽しめる。少しオトナになった、最新とまるまると豪
華な一日を過ごせるような1冊だ。

都丸紗也華 誕生日はホテルで
都丸紗也華／ Takeo Dec.［撮影］

【電子版限定133ページ増】FLASHデジタル写真集

夜ベッド編

ファッションブランド「KOL」にて洋服をプロデュースするなど、モデルとしても活躍する都丸

紗也華。25歳の誕生日の記念にスイートルームで撮りおろし。芸能界屈指の美バストを持つ、
Fカップ美女と、夜のホテルで待ち合わせ。私服をゆっくりと脱ぎ、ベッドの上でセクシーな水

着姿に。またチューブトップ水着で泡風呂、シャワーシーンをたっぷりと堪能できる。少しオト

ナになった、最新とまるまると、一晩を過ごせるような1冊だ。

くじ引き民主主義

政治にイノヴェーションを起こす

吉田徹

民主主義＝選挙とは限らない。そして、選挙による「代表制民主主義」は、政策実現までの「時

間的制約」、有権者と議員との「格差」といった欠点をもつ。21世紀に入って、世界中の市民

が自国の政治家や政党を信頼しなくなってきている今、先進国の政治不信は過去最高の水準

に達している。選挙によらない民主主義の形態を歴史的に振り返りつつ「くじ引き」の可能性

を示す本書は、傷ついた民主主義をアップデートする希望の書である。

毛

生命と進化の立役者

稲葉一男

私たちは、実に多くの生き物や自然、それらが作り出す環境に依存して生きています。そして、

その生き物や自然はミクロの世界で支えられているのです。本書で伝える細胞の毛は、そんな

同日発売

キャラクター文庫

4334792723

¥600

11月16日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

11月16日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1700

11月17日
同日発売
光文社新書

4334045723

¥780

11月17日
同日発売
光文社新書

ミクロの世界が地球環境を育んでいることを知るきっかけを与えてくれます。
（
「まえがき」より） 433404574X

「脳の中の毛」
「ウイルスから守る毛」から「音を感じる毛」
「海を支える毛」まで、
「細胞の毛」 ¥940
研究30年のスペシャリストが綴る驚異のミクロの世界。

肥満・糖尿病の人はなぜ新型コロナに弱いのか

「糖質過剰」症候群 II

清水泰行

新型コロナ感染症のパンデミックの裏には、糖質の過剰摂取が関係している。糖質過剰症候

群の代表である糖尿病・肥満の人を中心に重症化・死亡の割合が非常に高いのだ。糖質過剰

は血栓のリスクを高め、高血糖は免疫力を低下させ炎症を促進する。新型コロナは恐れても

コロナ太りは恐れないのは不思議だ。本書では糖質過剰摂取が新型コロナを悪化させる原
因、そして数多の疾患の原因となる理由を、多くの最新研究を交え詳しく伝える。

11月17日
同日発売
光文社新書

4334045758

¥920

人生を変えた韓国ドラマ 2016～2021
藤脇邦夫

第四次韓ドラブームはどう生まれたのか？ Kコンテンツはなぜ世界を夢中にさせるのか？

「愛の不時着」
「梨泰院クラス」
「賢い医師生活」
「マイ・ディア・ミスター」
「刑務所のルールブッ
ク」
「シグナル」
「ボイス」
「秘密の森」
「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」
「SKYキャッスル」
「サ

イコだけど大丈夫」
「夫婦の世界」
「ヴィンチェンツォ」
「D.P.」
「イカゲーム」etc.⸺傑作80選
とともに徹底解説！

不登校・ひきこもり急増

コロナショックの支援の現場から

杉浦孝宣＋ NPO 法人高卒支援会

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、不登校・ひきこもりの子どもたちはますます増えてい

る。しかも、休校に分散登校、オンライン授業に加えて家庭ごとのコロナ対策もあって学校に
行かないことが自然となり、行政もその実態を把握しきれていない。不登校・ひきこもりが「見

えなくなっている」のだ。こうした状況の中、支援現場ではどのような対応に迫られたのか。オ

ンラインも駆使しながら支援にあたっている様子を報告する。
読書好きが選んだ、心をつかんで離さない53冊

わたしの推しの光文社古典新訳文庫

光文社古典新訳文庫編集部［編］

光文社古典新訳文庫は2021年で創刊15周年！ 記念ブックガイドではあの読書好きが刊行

タイトルの中の�推し�をコメント付きで紹介します。書評家、翻訳家からマンガ家、YouTuber、
そして社内で古典新訳文庫に関わる人間まで登場！ 愛が伝わって今すぐその本を読みたく
なるような、古典への愛が深まるきっかけとなるような、そしてあなたの「推しの一冊」が見つ

かるような全53冊紹介のブックガイド。

同日発売
光文社新書

4334045766

¥1200

11月17日
同日発売
光文社新書

4334045774

¥840

11月18日
オリジナル
ガイド本

無料

11月18日

グレイト トレイラーズ 1
宮川輝

太田垣康男先生が推薦、荒野×少女×機械動物、世界の復興と覇権をかけた崩壊と希望の

サバイブSF!!

11月17日

世界規模の大災害から9年。新たな世界の覇権をめぐり各勢力が激しく争う

中、身体改造された青年・ナオキは機械動物「カムイ」を駆る少女と出会う。救世主と呼ばれ

るその少女・ヒナコを守ろうとするナオキ達に大陸系の巨大ワーム型＆火星のカラス型機械
動物が容赦なく襲いかかる……。1～4話、初期設定集収録。

2番セカンド 01
小木ハム

言葉がつかえて上手にしゃべれない吃音の少年・あずきは、周囲から孤立し、やがて不登校

になった。そんなあずきを孤独の闇から救ったのはプロ野球選手の向井信次郎。どんなブー

同日発売
コミック

4334980600

¥650

11月18日
同日発売
コミック

イングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。 4334980619
大胆で繊細な筆致の才能、デビュー！ 1～8話収録。

Platinum FLASHデジタル写真集

黒嵜菜々子 18歳、原石、輝く

黒嵜菜々子／ Takeo Dec.［撮影］

アイドルグループ『Peel the Apple』メンバーとしても活躍する黒嵜菜々子。アイドル界屈指

の美少女ぶりと均整の取れたスタイルで、グラビアデビュー以来、大反響を呼ぶ彼女のフレッ
シュな王道夏グラビア。太陽のような笑顔、プールでのヘルシーなビキニ、ちょっと大人なワ

ンピース水着にピュアな制服姿と、王道にして至高の美しさが満載です。

¥650

11月19日
オリジナル
写真集

¥1000

11月23日

リズム・マム・キル
北原真理

「お前さ、本当はママ、嫌いなんだろう。殺してやろうか」。中学受験生、殺し屋、弁護士、フリ
ーター。出会うはずのなかった〈虐げられた子供たち〉が出会い、烈しく歪な〈母を殺す〉戦い
がはじまる。
「十二歳の少女・壊れた殺し屋・血の鎖。ごりごりハードな物語なのに、思わず号

泣！」と書評家・吉田伸子氏も評した、書評家・書店員を熱くしたノンストップ・エンターテイメ

ント！

かすてぼうろ

越前台所衆 於くらの覚書

同日発売

四六判文芸書

4334914314

¥1800

11月23日

武川佑

関ヶ原前夜。東西勢力の境目に位置する越前もまた、混乱のさなかにあった。山深い田舎で
育った十三歳の於くらは、越前府中城の炊飯場で下女働きを始める。ある晩、一人夜中まで
働く於くらのもとに、城仕えと思しき初老の男がつまみ食いをしにやって来る。於くらの作った

夜食を美味そうに頬張るその男は、なんと城主・堀尾吉晴だった。吉晴に料理の才を見出さ
れた於くらは、持ち前の機転と思いやりで、人々の心を動かしていく⸺。

同日発売

四六判文芸書

4334914349

¥1700

暗約領域 新宿鮫11

11月23日

孤独の中、捜査に没入していた新宿署生活安全課の刑事・鮫島は、北新宿のヤミ民泊で男が

カッパ・ノベルス

大沢在昌

銃殺されるのを目撃した。新上司・阿坂景子は鮫島に、新人刑事・矢崎と組んでの捜査を命

同日発売

じる。その殺人の裏には、謎の獲物を巡る熾烈な�争奪戦�があった。公安、ヤクザ、北朝鮮、 4334077498
国際犯罪者、謎の美女らの欲望と陰謀が絡み合う中に鮫島は、飛び込む⸺。冒頭からラス

トまでサスペンス、哀愁、感動、痛快さあふれる圧倒的な傑作長編！

離婚約、してみました。

別れてもヨリを戻しても幸せになるために

のらりくらら

コロナ禍をきっかけに夫と「離婚約」を交わし、離婚すべきかしないべきか？ 迷走の旅が始

まった著者。
「離婚約」とは文字通り離婚の約束で「子どもの高校卒業まで」など期限を決め

冷静に条件を話し合える、お互いにじっくり自分の気持ちと向き合える、終わりが見えること

で相手に寛容になれるのがメリット。結果、相手の美点を再認識することになりまさかの「離
婚約、解消！」という大逆転もあり！ 40歳女子が出した結論は……。

妻がどんどん好きになる
梶原しげる

すれ違い、妻の難病、仕事の転機……。結婚生活40年を超え、酸いも甘いも経験してきた今

だからわかる、人生後半は第2のハネムーン！ 家庭を顧みず、仕事にまい進していた25年前、

妻が小脳の指定難病を発病。完治することがない病により、徐々に体の自由が利かなくなる
妻と、支え合うように手に手を取り合って暮らす日々の中で取り戻した夫婦の絆とは？ 老い

ることが楽しみになる、お詫びと感謝の愛妻エッセイ。

ジャーロ No. 79
Giallo 編集部［編］

●新連載！：薬丸 岳

●快調連作・連載陣！：大山誠一郎、五十嵐貴久、香納諒一、青柳碧

人、恩田 陸、西條奈加、柴田哲孝、朱川湊人、中山七里、早坂 吝、東川篤哉、深町秋生、藤

野恵美、イクタケマコト ●スペシャル・ゲスト：阿津川辰海、上野 歩、大石直紀、方丈貴恵、
森川智喜 ●企画：
〈一杯のお酒から読むミステリー〉特別編「クリスマスはこのミステリーと

ともに。
」

¥1400

11月23日
同日発売

ノンフィクション

433495278X

¥1300

11月23日
同日発売

ノンフィクション

4334952801

¥1300

11月26日
オリジナル
ミステリ雑誌

¥500

11月26日

ペット可。ただし、魔物に限る
松本みさを

やっとまるをと一緒に暮らせる！ 実家から愛犬のフレンチブルドッグを引き取り、念願の「ペ

ット可」マンションに越してきた青年・猿渡大河。ところが、そこには、ある風変わりな「ルー

ル」があったのでした⸺。ユニークすぎる住人たちと不思議なペットたちが住む「カシェット
緑ヶ丘」を舞台に起こる数々の事件。とびきり愉快で心あたたまる新シリーズ開幕！

狐色のマフラー

杉原爽香 四十八歳の秋

赤川次郎

夫の秘書で愛人と噂される朝倉有希が関わっており、何かと目障りな爽香を陥れようとして

いるらしい。一方、爽香の裸体画を目玉展示とする
〈リン・山崎展〉が計画されている
〈NK 美術
館〉は、幽霊騒動に揺れていた……。登場人物が読者と共に年齢を重ねる大人気シリーズ！

麻薬取締官・霧島彩 II

辻寛之

された大量の覚せい剤の摘発に乗り出す。背後には中国の犯罪組織である「王華」が関わっ

ており、来日したボスの娘・王蕾の動向を探る。捜査には中国禁毒局・李雪梅も加わるが、李
の強引で手段を選ばないやり口に、さんざん振り回される彩……。好評シリーズ第2弾！

西村京太郎

新宿のホテルで黒沢美佐男という客が毒殺された。事件の2ヵ月前、
「あなたは、黒沢美佐男

を知っていますか？」という奇妙な広告が新聞に掲載されていたことを知った十津川警部は、
謎の被害者の正体を追う。さらに、警察と新聞社に、黒沢にまつわる怪文書が次々と届き始
めて……。捜査難航を打開するため、十津川が犯人に向けて仕掛ける究極の罠とは？

4334792375

¥600

光文社文庫

4334792383

¥650

光文社文庫

4334792391

¥600

11月26日

万次郎茶屋

中島たい子

動物園の片隅で、ひっそり地味に生きる老いたイノシシ・万次郎の密かな夢は、いつかカフェ

を開くことだった。幼いころから万次郎の絵を描き続ける画家志望、しかし才能はないエリ
は、万次郎を主人公にした絵本を描くことを思い付くが……。笑って泣けて、また笑える表題
作「万次郎茶屋」を始め、ちょっと不思議で、じんわりしみる全6編を収めた珠玉の短編集。

沢里裕二

かつてSM の女王だった警視庁の刑事・紗倉芽衣子は、現在は新宿東署で薬物事犯を追って

いた。薬物取引が疑われるカップルを尾行中に麻薬取締官のガサ入れに遭遇し、芽衣子のパ

ンツのポケットからは身に覚えのない覚醒剤が！ ハメられた !?

光文社文庫

4334792405

¥650

11月26日

ザ・芸能界マフィア

女王刑事・紗倉芽衣子

光文社文庫

11月26日

十津川警部 箱根バイパスの罠

カ

¥650

11月26日

部署を異動し、海外から持ち込まれる規制薬物の取り締り担当となった彩は、中国から密輸

デ

4334792294

11月26日

爽香は、勤務する
〈G 興産〉に密かに吸収合併の話があることを知る。それには社長・田端将

ブラックリスト

光文社文庫

間一髪でその場を切り抜

けた芽衣子は、必殺の鞭を手に事件の黒幕を追い詰める！ 人気シリーズ第3弾 !!

光文社文庫

4334792413

¥650

11月26日

みな殺しの歌
大藪春彦

新宿でバーを経営する衣川恭介は、怒りに血をたぎらせていた。婚約を機に犯罪組織を抜け

ようとした兄が、仲間たちになぶり殺しにされたのだ。5年間の雌伏の後、魔性の銃ワルサー

P38を手に、いまは表の社会で成功者となった悪党どもを血祭りにあげていく。復讐の鬼と
化した衣川の行方に待ち受ける運命とは？ 著者初期の凄まじき傑作がついに復刊！

橋場の渡し
名残の飯

伊多波碧

江戸は隅田川縁にある橋場の渡し。千住大橋の下流にある、この渡しの側に母娘で営んでい

る一膳飯屋『しん』がある。育ての親との別れを決意した相撲取り、恋人との逢瀬を楽しむ芸
者、母親と離れて暮らしてきた息子、可愛い娘を嫁に出した父親と母親……。この店で交錯

する様々な人々。出会いがあれば別れもある。著者が思いを込めた長編時代小説の新シリ
ーズ開始。

陽はまた昇る

夢屋台なみだ通り
（三） 倉阪鬼一郎

淵上道庵は、なみだ通りの面々も日頃から世話になる名医だ。文政八年、狂言「東海道四谷

怪談」が評判を呼んだ夏が過ぎる頃、江戸にはやり病の疱瘡が拡がり始めていた。命にかか
わる恐ろしい病で、なみだ通りの屋台にも疱瘡除けの赤いものが飾られることに。道庵は息

子とともに人助けに奔走するのだが……。江戸の市井の人々を温かく描く好評シリーズ第三
弾！

魚籃坂の成敗
ぎ ょ ら ん ざ か

新・木戸番影始末（二） 喜安幸夫

泉岳寺門前町の木戸番・杢之助は、町内の旅籠・播磨屋の娘と縁談のある黒鍬組の武家・斎

藤重郎次の行状を探ることに。そんな中、近隣の町で、女を狙う殺しが続けて起こる。縁談と

の関わりを予感した杢之助は、斎藤の住まう魚籃坂の武家地へ潜入。探し当てた思いがけぬ
悪に、杢之助が下す鉄槌の行方は。己の過去を隠しつつ、町を守る杢之助の傑作シリーズ最
新刊。

優しい噓

くらがり同心裁許帳

井川香四郎

安値で米を卸していた米問屋の主人・奈良右衛門が殺された！ 米問屋組合の寄合の帰りに

殺されたようだ。下手人は奈良右衛門を疎んじていた米問屋の中に？ しかし、現場を見て

いたお滝の証言から引っ立てられたのは、遊び人の半蔵だった……。
（表題作） 一筋縄では
いかない事件に、
くらがり同心・角野忠兵衛はどう決着をつけるのか !?

白浪五人女
日暮左近事件帖

藤井邦夫

公事宿『巴屋』出入りの旗本の家から掛軸が盗まれた。相談を受けた巴屋主・彦兵衛の依頼

で、出入物吟味人の日暮左近は、その一件を追うことに。調べを進めると、掛軸に描かれた

絵の秘密、謎の女たちの存在が浮かび上がってくる。はたして、掛軸の絵にはどんな秘密が
隠されているのか。そして、左近に異変が⸺。超ド級の剣戟満載！ 充実の人気シリーズ第
十一弾。

光文社文庫

4334792421

¥800

11月26日
光文社文庫

4334792456

¥650

11月26日
光文社文庫

4334792472

¥600

11月26日
光文社文庫

4334792480

¥650

11月26日
光文社文庫

4334792499

¥700

11月26日
光文社文庫

4334792510

¥600

名探偵 木更津悠也
麻耶雄嵩

資産家・戸梶康和が自宅の洋館で刺殺された。財産相続がからんでいるものの、遺族たちに
は、それぞれ完璧なアリバイがある。被害者の甥・彰敏が証言した幽霊の目撃談。そこから名

探偵・木更津悠也が導きだした犯人とは⸺!?
（
「白幽霊」
） 白い幽霊の出没に連動して事
件が起こる4編で、名探偵・木更津悠也と助手役・香月実朝が名コンビぶりを発揮する！

これを読んだら連絡をください
前川麻子

「どうしているのか連絡くらいしてください。あなたは何様ですか」⸺出会い系サイトで知り
合った8つ年下の恋人との交際は、あっけなく終わった。担当編集者の野末君と通い始めたK

大辻堂キャンパスに、
「私」の探し求める男はいるのだろうか。恋多き作家「前川麻子」が、う

そと真実の隔てを超えた世界で、そのひりひりするような生き方を描いた最強の恋愛小説！

FLASHデジタル写真集 R

古川いおり First touch

古川いおり／八坂悠二［撮影］

「これは、私、古川いおりのどこにも話していないリアルな初体験のお話です」。来年デビュー

10周年を迎える古川いおり。大人気セクシー女優が「初体験」をヘアヌードで完全再現した

デジタル写真集をリリース。二次元男子をみているほうが幸せだったオタク時代、初めての

彼氏、河川敷での初キス、彼氏の家での初体験……など、彼女の青春時代すべてが詰まった
作品となっている。

FLASHデジタル写真集

山口めろん メロンを脱いだら

山口めろん／藤本和典［撮影］

『芸能界特技王決定戦 TEPPEN2018』のピアノ部門で優勝するなど、バラエティを中心に活

躍中の山口めろんの初となるデジタル写真集。自称メロン界のアイドルが、
トレードマークの

メロンを脱いで大胆イメチェン！ バンドゥ水着、ワンピース水着、スポーティーなど大人グラ
ビアに挑戦している。ベッドシーンでのブラ紐外しは見逃せない！

FLASHデジタル写真集 R

川村ゆい 清純にみえますか？

川村ゆい／惠原祐二［撮影］

「さらば青春の光・森田哲矢の SOD とエロビデオをつくろう」プロジェクトでヒロインに抜擢

された川村ゆい。
「清純に見えて、淫乱。ギャップに惚れました」と森田が大絶賛する新星が、
待望のヌードデジタル写真集をリリース。
「清楚系ビッチ」をテーマにした本作では、初々しさ

と大胆さのギャップに魅了されること間違いなし！ 勝負下着でのグラインドカットにも注目
だ。

グレイト トレイラーズ【分冊版】5
宮川輝

世界規模の大災害から9年、荒野となった日本。機械獣「カムイ」を駆る少女・ヒナコ。動物へ

の変態が可能な青年・ナオキ。復興を目指し「技術遺産」を採掘する八尾技研。技術遺産の強
奪を目論む大陸系の集団「赤熊」。そして、カラス型の飛行体で舞い降りる多国籍組織…。混

沌の中、ヒナコとナオキが出会い、新たな世界が始まりを告げる！ 崩壊と希望のサバイブ・

ロード、開幕 !!

第5話

11月26日
光文社文庫

4334742432

¥550

11月26日
光文社文庫

4334744869

¥600

11月26日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

11月26日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

11月26日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

11月26日

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥150

11月26日

2番セカンド【分冊版】9

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

小木ハム

小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った

ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな

あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ

ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第9話。

御広敷用人 大奥記録【分冊版】2

八代将軍となった徳川吉宗は、幕政改革の手始めに、贅沢三昧を繰り返す大奥の粛清に取

り掛かる。そのため吉宗は、以前に勘定吟味役として利用していた水城聡四郎を御広敷用

人に抜擢。しかし、吉宗の密命を実行せんと突き進む聡四郎の前に、またしても巨悪が立ち
第2話。

江戸の芳町で、旗本奴に襲われる陰間の京次を救ったことがきっかけとなり、口入屋「ひなた
屋」の用心棒となった隻腕の浪人・朝比奈結之助。そんな結之助のもとに、罪なき者を苦しめ

る悪党どもの話が次々と舞い込み……。最強の剣術「無住心剣術」で悪に立ち向かう必殺剣
第2話。

終わるセカイの修学旅行【分冊版】2

studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］
ポーカーフェイスな女子高生「さつき」と、ハイテンションな火星人「メイ」のわちゃめちゃな異

なぜ地球は廃墟に？ なぜ火星人が……？

二人の目的は？ 細かいことは置いておいて、二人の観光地めぐりは続く。第2話。

「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⸺!?

のの字

冷徹と社員から怖がられている雀野（48歳）は、同僚の勧めで人生初のマッサージへ！ 施術

担当は、若くて爽やかイケメン・加賀知で苦手意識を抱く雀野。しかし、この加賀知という男、
実はおじさん好きのセクハラマッサージ師で!?

紙パンツ1枚で尻を揉まれ「マッサージって

こんな事までするのか !?」と思いながら股の際どい所も触られる雀野。すると、揉みしだかれ
すぎて思わず勃起してしまって⸺!?

コミック

¥80

オリジナル
コミック

¥100

11月26日

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥50

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

くるわ亜希

冷徹主任は R18マッサージでトロける

オリジナル

11月26日

君なら君なら 8

もみもみフィーバー 1

11月26日

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

星バディが誕生（地球は滅びかけてるけど）!!!

¥100

11月26日

ひなげし雨竜剣【分冊版】2

戟譚 !!

コミック

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

塞がる。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか……!?

オリジナル

オリジナル
コミック

¥200

11月26日

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥200

11月26日

異種族愛鬼譚 合本版1

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

いなる

『異種族愛鬼譚』第1～2話を収録した合本版！ 唯一の肉親を鬼に殺され、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る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、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⸺…。
『寂しい鬼×純粋な人』種族を超えた禁断愛。

左東ヨシタカ

バリタチの瀬名は、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
攻めポジをめぐりリベンジに燃える瀬名は⸺!?

Loveless SEX Bear 合本版3
愛のない獣

霧嶋珠生

『Loveless SEX Bear ～愛のない獣～』第6～7話を収録した合本版！ 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』の特性ゆえに玄蔵は自分の気持ちを隠していて⸺。

ふたりの夜のすごしかた 完全版2

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト

村上左知

『ふたりの夜のすごしかた～リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト～』第6～7話
と『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～』第8～10話
を収録した完全版！ 相良と距離をとってしまい、気まずいまま1週間が経過してしまった二

人……。このままじゃ……と考えた蛍は決意を決め！ 相良のアシ・桃真とその同居人・陽
平のスピンオフ漫画も収録！

FLASHデジタル写真集

吉田莉桜 ふたりきりの朝

吉田莉桜／飯酒盃智明［撮影］

「高一ミスコン2017」で約3500人のなかからグランプリに選ばれ、ドラマ『彼女はキレイだっ
た』
（関西テレビ放送・フジテレビ系）に出演するなど、女優としても活躍する吉田莉桜。19歳
になり大人っぽさを増した彼女を「休日の朝」をテーマに撮りおろし。ベッドでの寝起きの表

情や、庭、ソファ、屋上などのシチュエーションでのリラックスした雰囲気が楽しめる。美しい

ヒップラインが際立つ水色のワンピース水着姿が見どころだ。

FLASHデジタル写真集

¥350

コミックシーモアのみ
他書店2022/1/7発売

『バリタチリーマン雌化計画～美人ちゃんに狙われた俺～』第1～2話を収録した合本版！

組み敷かれイかされ !?

コミック

11月26日

バリタチリーマン雌化計画 合本版1
美人ちゃんに狙われた俺

オリジナル

吉田莉桜 脱清楚

吉田莉桜／飯酒盃智明［撮影］

「高一ミスコン2017」で約3500人のなかからグランプリに選ばれ、ドラマ『彼女はキレイだっ
た』
（関西テレビ放送・フジテレビ系）に出演、女優としても活躍する吉田莉桜。�天使�と呼び
声高いルックスの彼女は今年19歳に。本作では「脱・清楚」をテーマに寝室やバスルームで撮

りおろし。ルームライトに包まれたベッドでは妖艶な表情を見せ、レースの黒水着での入浴シ
ーンも見どころ。かつてないほどオトナな吉田莉桜が満載。

オリジナル
コミック

¥350

11月26日
オリジナル
コミック

¥350

11月26日
オリジナル
コミック

¥800

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

Platinum FLASHデジタル写真集

佐山すずか／岡本武志［撮影］

佐山すずか ノスタルジア

その圧倒的グラビア力で各誌で話題沸騰！ 名古屋発のアイドルグループ『手羽先センセーシ

ョン』の佐山すずかが待望のデジタル写真集に。海沿いの街、クラシックなホテルとサマーハ

ウスで撮影したノスタルジックな王道水着グラビアは、フレッシュな笑顔、ミステリアスな横顔
まで、彼女の底知れないポテンシャルをうかがわせる珠玉の一冊に。

11月30日
オリジナル
写真集

¥1000

