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大谷選手と重度の心臓病と闘う川崎翔平ちゃん。2人の翔平の出会いが、幼い少女を救った

翔平選手と翔平ちゃん
奇跡のキャッチボール

川崎静葉
2019年1月、メジャーリーガー・大谷翔平選手は大阪の病院を訪れる。それは自分と同じ名前を持つ
心臓病の赤ちゃん “ 翔平ちゃん ”を励ますためだった。大谷選手のお見舞いが報道され、募金額も目
標を達成したものの、渡米手術前に天国に旅立ってしまった翔平ちゃん。だが、その募金は後に2人の
幼い少女の命を救うことに⸺。闘病、大谷選手との出会い、その後に起こった奇跡。翔平ちゃんの母・

4334952771
¥800

川崎静葉さんがすべてを書き下ろした。

24日発売（電子先行）

話題の「メタバース」の基礎知識から未来の可能性までを解説。電子先行発売。

メタバースとは何か
ネット上の
「もう一つの世界」

岡嶋裕史
フェイスブック社が社名を「Meta」に変更すると発表した。
「Meta」
とは「Metaverse ＝メタバース」
とは何か？ IT に関するわかりやすい説明に定評のある岡嶋裕
の「Meta」である。では「メタバース」
史氏（中央大学教授）
が、その基礎知識から未来の可能性までを解説。
「メタバース」は第四次産業革
命に匹敵する変革を我々の日常にもたらすのか？ はたまた、ただのバズワードで終わるのか？

14日発売（紙と同日）

4334045847
¥820

北海道から沖縄へと流れ着いたツキヨの行く末は？ 直木賞作家の異色作！

光まで5分
桜木紫乃

北海道の東の街から流れ流れて沖縄にやってきたツキヨは、那覇の路地裏にある「竜宮城」
という店で
体を売っていた。奥歯の痛みがきっかけで知り合った元歯科医の万次郎、その同居人のヒロキと意気
投合し、タトゥーハウス「暗い日曜日」に転がり込んだツキヨに、ふたりを知るらしい南原という男が接触
してきて⸺。直木賞作家が沖縄を舞台に描く挑戦作！

4334792782
¥600

14日発売（紙と同日）

保健所・都庁で新型コロナ対策の最前線に立つ公衆衛生医の壮絶な記録。

保健所の
「コロナ戦記」
TOKYO2020–2021

関なおみ

2020年1月から、東京は戦争状態に突入した。そしてその20年から21年にかけて、保健所と東京都庁
の感染症対策部門の課長として新型コロナ対策の第一線で指揮を執り続けた医師がいた。本書は書
く方の活字中毒でもあるその公衆衛生医が、未曾有の事態の中で経験したことを後世に伝えるために
つぶさに記録したものである。巻末では東京都の医療アドバイザーも務める大曲貴夫医師（国立国際
医療研究センター）
との対談も収録。

21日発売（紙と同日）

4334045782
¥1100

累計10万部を突破したヒット作の第4弾！

ラガーにゃん4

猫ラグビーキャットリーグ編

そにしけんじ／廣瀬俊朗［ラグビー解説］

『猫ピッチャー』
『ねこねこ日本史』など、数々の傑作でおなじみの “ 猫まんが界の巨匠 ”そにしけんじ。
本作は、週刊誌『女性自身』にて連載中の「ラグビー 猫」をテーマとした人気コミックを単行本化した
もの。3巻までで累計10万部を突破している人気作の第4弾は、2022年1月から新設されるラグビー
新リーグ「リーグワン」の開幕に合わせて誕生した「キャットリーグ」を描く話題作。多種多彩な猫チー
ムの活躍にご注目ください。

21日発売（紙と同日）

4334952836
¥720

あなたは何度でも騙される。企みと驚きに満ちた傑作ミステリ！

マザー・マーダー
矢樹純

息子を溺愛し、学校や近隣でトラブルを繰り返す母親。家から一歩も出ず、姿を見せない息子。最愛
の息子は本当に存在しているのか。歪んだ母性が、やがて世間を震撼させるおぞましい事件を引き起
こす⸺。めくるめく、どんでん返し。全方位に仕掛けられた罠。5つの短編から浮き上がる、驚くべき
真実とは !？ 『夫の骨』でブレイクの著者が贈る、企みに満ちた傑作ミステリ！

21日発売（紙と同時）

4334914365
¥1600

不可解な謎。鮮やかな反転。2021年の掉尾を飾る、短編本格ミステリの精華！

新しい世界で

座間味くんの推理

石持浅海

大学生の玉城聖子が書店で待ち合わせているのは、警視庁の幹部と、座間味くんと呼ばれる中年の会
社員の男性。世代も性別もバラバラだが、不可解な話を肴に時折酒を酌み交わす仲だ。若手起業家と
空き巣の争い、猫がもたらした複雑な出会い、キャンプ場で一人テントを広げるスーツの女性、そして
聖子の胸に淀む罪悪感……。杯が進むほど推理は冴え、予想外の真相が露わになる。本格ミステリの
愉楽、呑み語らう悦楽がひしめく短編集！

4334914373
¥1600

ハマデカ 3

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］

「署長を辞めさせなければ、この公舎を爆破する」⸺脅迫状の内容を署長に明かしたこと
で、署長のオメガゆえの苦難と理想実現への覚悟を知った健人。署長のまっすぐさに惹かれ

ていく健人だったが、公舎で署長を狙うストーカーを目撃して⸺!? 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 3

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。自分とＨしていた夢

の主は、やはり特別優しくしてくれるイケメン課長の上坂さん？ もしそうなら現実でもサイン
を出してくれればいいのに……。そんな折、担当業務への上坂さんからの方針について内心
納得できずにいた充に、課長補佐の黒岩さんが代弁してくれて⸺!?

うそつきオメガと溺愛アルファ 3
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

「もしかして俺たち、運命の番ってやつかもな」発情の窮地をふたたび救ってくれた東徳恭平の

言葉に、動揺を隠せない相沢花梨。ずっと完璧なアルファを装って生きてきたのに……。
「オ

メガのお前が作り上げる社会を、俺も見てみたい」ちょっといじわるだけどオメガの味方をし
てくれる恭平に、戸惑いながらも少しずつ心を開いていく花梨は⸺!?

すべては音が知っている 3
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

「寛哉と知り合えてすげぇ嬉しいし、心臓もバクバクする。会いたいって思う」……でもそれは
自分の気持ちが音に支配されているからなのか？ 寛哉から想いを告げられても気持ちの踏

ん切りがつかないでいる閃。
「運命の相手が現われた。秀葉に通う同じ年の男」閃を溺愛して
やまない兄たちにそう相談して、ひとまず分かってきたのは⸺!?

バツイチ課長と恋する王子 3
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

「青野課長、僕と慰め合いませんか？」一課の中途採用社員を代わりに研修することになった
三課課長の青野佳史。上司への叶わぬ恋に悩んで泥酔したそいつに、出張先のホテルで突

然押し倒されて、もう逃げられない……！ 貞操の危機に瀕して、自分の本心が爆発⸺!?
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 ♪

恋するバンビと絶対君主な主さま 2
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

聖王都グランディーの地に加護を与える虎の聖獣王ティグリス、その贄としてブリーディングフ

ァームで生まれ育った鹿の少年ルー。いよいよ神殿に献上されるも、聖獣に昇華したルーは

ティグリスに望まれて褥を共にすることに…。初夜の翌日、幸福感に包まれるルーだったが、
ハレムの薔薇園で悲しい現実を目撃して⸺!?
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オリジナル
コミック

¥200

12月3日

Renta! のみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥200

12月3日

Renta! のみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥200

12月3日

Renta! のみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥200

12月3日

Renta! のみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥200

12月3日

Renta! のみ
他書店2022/1/7発売

オリジナル
コミック

¥200

FLASHデジタル写真集

そよん「おはよう」から「おやすみ」まで

そよん／岡本武志［撮影］

普段からファンのことを「旦那」と呼び、グラビア界随一のファンサービスぶりが話題の Hカッ

プグラドル・そよん。�夢の新婚生活�をテーマに1日の流れを撮り下ろした。朝は寝起きの表

情から、下着とTシャツ1枚だけの部屋着でお料理シーン。昼は韓国風ファッションでの公園デ

ートに。夜になるとオトナなランジェリーを身に付けて……など同棲感を味わえる内容。
「私

を妻だと思って見て欲しいです！」と本人コメント。

【DMMブックス限定
20ページ増】

そよん「おはよう」から「おやすみ」まで【サイン入り生写真
抽選対象商品】

そよん／岡本武志［撮影］

普段からファンのことを「旦那」と呼び、グラビア界随一のファンサービスぶりが話題の Hカッ

プグラドル・そよん。�夢の新婚生活�をテーマに1日の流れを撮り下ろした。朝は寝起きの表

情から、下着とT シャツ1枚だけの部屋着でお料理シーン。昼は韓国風ファッションでの公園

デートに。夜になるとオトナなランジェリーを身に付けて……など同棲感を味わえる。
「私を
妻だと思って見て欲しいです！」と本人コメント。120P 収録の限定版！

群青の魚
福澤徹三

特養老人ホーム「敬徳苑」で入所者が何者かに殺害された。第一発見者の介護員・清水穂香

はストーカー被害に悩むシングルマザー。彼女の事情聴取にあたった交番巡査の武藤大輔
はストーカーの正体を暴こうと苦悶し、新米刑事の風間志郎は捜査の過程で半グレ集団の罠

に堕ちる。錯綜する事件の背後に現れる巨悪の正体とは？ 格差社会の闇をえぐる異色の警
察小説。

田丸雅智

新入社員が会社で見つけた不思議な鏡。
「鏡よ鏡、同期で一番仕事ができるのは、だぁれ？」

と尋ねると……。
（
「同期で一番」
） 大学の教務課には、落とした単位をくれる女神のような
女性がいるという。
（
「教務課の女神」
）「白雪姫」
「金の斧」
「赤ずきん」など、誰もが知る名作
童話を大胆アレンジ！ あなたを夢の世界へと誘う傑作ショートショート14篇を収録。

研ぎ師人情始末（十四） 稲葉稔

剣客研ぎ師の荒金菊之助は、従兄弟で南町奉行所臨時廻り同心・横山秀蔵から浪人・立花縫

之助の世話を頼まれる。縫之助は三両を盗んで秀蔵に捕まったが、妹の敵を討ちに長崎から

やってきていた。身の上に同情した秀蔵の頼みで敵捜しを手伝うことになるのだが、菊之助

は縫之助の敵を見つけられるのか⸺。稲葉稔の原点シリーズ決定版、予想外の結末が待つ

燈舞羽／富田恭透［撮影］

FLASH 写真集

¥1500

12月7日
DMMブックス
限定

オリジナル
FLASH 写真集

¥2000

12月14日
同日発売
光文社文庫

4334792790

¥800

同日発売
光文社文庫

4334792847

¥600

12月14日

縁むすび 決定版

【電子版限定116ページ】FLASHデジタル写真集

オリジナル

12月14日

おとぎカンパニー

第十四弾。

12月7日

燈舞羽 shame

現役女子大生グラドルの燈舞羽の1st 写真集。ハイレグ水着で見せる大胆なポーズ、お風呂

の泡で限界隠しなどが楽しめる。撮影前は緊張していて、恥ずかしながらも洋服を脱いでい

き、ハイレグ姿に。お風呂では泡だけで胸を隠したり、ベッドでは一糸まとわぬ姿を披露。
「普

段は経済学を専攻しています。こんな小さい水着を着たことがなかったので、恥ずかしかった

です。人前で初めて見せる表情、身体。少し大人になれた写真集でした」

同日発売
光文社文庫

433479288X

¥650

12月14日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

【電子版限定104ページ】FLASHデジタル写真集 R

山手梨愛／植野恵三郎［撮影］

山手梨愛 福岡生まれの天然 Iカップ

FLASH が発掘した福岡在住の素人モデル・山手梨愛の初ヌード。入れ乳ではない神の天然 I

カップ99cmバストが露になった記念作。バストに加え、腹筋の線が美しく浮かび上がる細い

くびれを持つ彼女は、2021年最高峰の逸材だ。
「撮影中は、緊張しすぎてあまり覚えておりま
せん
（笑）。ほかにやりたいことが見つからなくて、自分が成長できるためには何かって考えた

んです。人に見られて評価される仕事がいいなと思い、今回挑戦しました」

12月14日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

FLASHデジタル写真集

12月14日

国民的アイドルグループを9月に卒業し、初水着グラビアを披露。Fカップと極上のくびれが堪

FLASH 写真集

鈴木優香 スキャンダル Fカップ Vol. 1
鈴木優香／ LUCKMAN［撮影］
能できる記念作品の第1弾だ。リゾート感のあるプールから、T シャツとホットパンツを脱いで

ピンクの水着姿に。また、黄色の三角水着でソファで誘うシーンが収められている。
「ビキニ
にずっと憧れていたので、今回の撮影で着られて嬉しかったです。水着は露出するところが多

くて、お腹とかすごく見せるので、食事制限して挑みました」

火星の歩き方

臼井寛裕／野口里奈
2021年に歴史的な盛り上がりをみせた火星探査。続々と探査機が火星に到着し中国は「火

星有人探査」計画を発表した。このまま技術が発展すれば、人類は本当に火星に降り立つか

オリジナル

¥1500

12月14日
同日発売
光文社新書

もしれない。さらには旅行だってできるようになるかもしれない⸺。そんな希望を込めて、 4334045804
本書では火星の見どころスポットを紹介！ 気球でまわる火星一周の旅から標高2万 m 超の

オリンポス登山、極地ツアーまで。火星の魅力が詰まった決定版ガイドブック！

JJとその時代

女のコは雑誌に何を夢見たのか

鈴木涼美

数々の人気モデルを輩出し、女子大生を夢中にさせ、部数80万を誇った雑誌は、時代の波に
飲みこまれたのか⸺。そんな JJ に象徴される数々のファッション誌は、なぜ多くの女性の
心をとらえたのか。単なるファッション情報を得るだけに留まらず、女性たちは雑誌に何を託

し、何を夢見たのか？ 慶應義塾大学卒、自らもJJ 的記号のただ中で青春を過ごした作家・
鈴木涼美による、雑誌の時代への限りない愛着をこめた挽歌。

〈問い〉から始めるアート思考
吉井仁実

バンクシー、バスキア、真鍋大度、落合陽一、脇田玲、長谷川愛、福原志保、杉本博司……。古

来、アーティストは見えないものを見えるようにするような役割を社会の中で担ってきた。アー

ティストたちに共通しているのは、未来についての「問い」を私たちに投げかけ、常識を打ち破

ること⸺。今、アートに触れる意味とは？
「見えないものを見る」には？ 稀代のアートディ

レクターとともに考えるアイデア＆イノベーションの育み方。

おとぎカンパニー モンスター編
田丸雅智

ここは競天馬場。人々はペガサスのレースに熱狂して……（
「天翔ける」
） 牙を剥いた女子

高生。吸っていたのは血液……ではなく、樹液 !?
（
「吸う女」
） 月の満ち欠けで効果が変わる

エナジードリンク。その力に頼りすぎると……（
「Wolf」
） 誰もが知っている古今東西のモン

スターを現代ショートショートに大胆アレンジ。怪しくてポップな田丸ワールドにようこそ。読
みたいときに読みたいだけ。どの話から読んでも楽しい全10編！

¥980

12月14日
同日発売
光文社新書

4334045839

¥1120

12月14日
同日発売
光文社新書

4334045812

¥820

12月21日
同日発売

四六判文芸書

4334914381

¥1550

下北沢であの日の君と待ち合わせ
神田茜

1967年生まれの理夏。アパレル業界に憧れて上京した19歳の頃バイトをしていたパン屋さん

「アンゼリカ」が閉店すると聞き、30年ぶりに下北沢を訪れた。コーポ服部で楽しくすごした

バイト仲間の秋子、元住人・ちはるとは、秋子に恋人ができてからすれ違いが生まれ、バラバ

ラになってしまったままで……。下北沢に実在した人気パン店「アンゼリカ」を舞台に、青春
の輝きと苦みを知る大人のための物語。

同日発売

四六判文芸書

433491439X

¥1600

12月21日

きりきり舞いのさようなら
諸田玲子

文政の大火で焼け出された人気戯作者十返舎一九一家。娘の舞を頼りに、亭主の尚武、養

子の丈吉、継母のえつ、葛飾北斎の娘お栄と、奇人変人の面々が命からがら逃げ出して、北斎

先生の借家でいちから出直す悪戦苦闘の日々。幽霊騒ぎ、盗難騒ぎ、ついには一世一代、十

返舎一九の野辺送りと、尽きない騒動に舞の苦難は今日も続く、きりきり舞いの人気シリーズ
最新刊！

同日発売

四六判文芸書

4334914403

¥1600

12月21日

黒白の一族
こ く びゃく

明野照葉

この一族は救世主なのか？ それとも⸺。古くからの住宅街に総勢10人の大家族が越して
きた。オーラを放つ60代の女性を筆頭に、3人の娘とその連れ合い、孫の少女3人という女系

家族だ。平安時代から神に仕える仕事をしてきたという一族は、不思議な磁力でたちまち地

域の住民たちを取りこんでゆく。警戒心を抱く隣家に住む榊可南はそのルーツを探ろうとする

が、蔓延し始めた感染症が思わぬ事態を引き起こしてゆく⸺。
クックパッドからおいしいレシピを厳選しました！

12月21日

たったひとふりの魔法

ハーブ＆スパイス recipe105 クックパッド［監修］

おうちごはん需要が高まる近年。
「料理の幅を広げたい」
「マンネリを解消したい」という気持

ちから注目が高まったのがハーブやスパイス。スーパーではハーブやスパイスのコーナーが拡
大し、クックパッドでもハーブやスパイスを使った料理の検索が急上昇！ 今回ははじめて使

う人にも分かりやすい、おいしくて簡単なレシピをご紹介します。クックパッドから厳選したレ
シピと人気料理家3名による本書限定レシピが満載。

同日発売

四六判文芸書

4334914357

¥1800

12月21日
同日発売
レシピ本

433495281X

¥1400

教養悪口本

12月21日

すぐ「海外では～」と言い出す人に使えるインテリ悪口「鹿鳴館精神を身につけてる」、憶え

ノンフィクション

イ ン テ リ

堀元見

た言葉をすぐ使いたがる人用のインテリ悪口「ボキャブラリーをスタックで管理してるのかよ」
……等々、知性とユーモアが宿れば悪口は断然面白くなる。イラッときたときやモヤモヤした

ときに使って、ディスりたい気持ちを教養に変える！

同日発売

4334952828

¥1300

FLASHデジタル写真集

12月21日

国民的アイドルグループを9月に卒業し、初水着グラビアを披露。Fカップと極上のくびれが堪

FLASH 写真集

鈴木優香 スキャンダル Fカップ Vol. 2
鈴木優香／ LUCKMAN［撮影］
能できる記念作品の第2弾。彼シャツを着てマスカットを食べたりコーヒーを飲んでダイニン

グでリラックス。シャツを脱いでスポーティの水着姿でソファでゴロゴロ。さらにワンピース水

着でセクシーなプロポーションを披露する。
「ビキニにずっと憧れていたので、着られて嬉しか

ったです。私の初めての水着撮影なので、ぜひ見てください」

オリジナル

¥1300

FLASHデジタル写真集

12月21日

国民的アイドルグループを9月に卒業し、初水着グラビアを披露。Fカップと極上のくびれが堪

FLASH 写真集

鈴木優香 スキャンダル Fカップ Vol. 3
鈴木優香／ LUCKMAN［撮影］
能できる記念作品の第3弾。黒の三角水着でリビングで全身を見せたあと、ベッドシーン。最

オリジナル

接近した写真が楽しめる。また F カップバストが強調されるチューブトップに着替え、お風呂

のシーンへ。一緒に入浴しているようなシーンが楽しめる。
「ビキニにずっと憧れていたので、 ¥1100
嬉しかったです。私の初めての水着撮影なので、ぜひ見てください」

FLASHデジタルグラビア

水崎綾女 Clear

水崎綾女／ ND CHOW［撮影］

2017年に、ヒロイン役を務めた映画『光』が、カンヌ国際映画祭エキュメニカル審査員賞を受

賞するなど、国際派女優として活躍する水崎綾女。2021年5月に9年ぶりのグラビアを披露す

ると、
『理想のカラダ』
『露出していても品がある』と大反響を呼んだ。カメラマンに身をゆだ

ね即興劇のように撮影したという本作。女優を経験したからこそ表現できた表情とキュッと引

き締まったセクシーな美ボディの虜になること間違いなし！
【電子版限定101ページ】FLASHデジタル写真集

日曜日の朝編

黒嵜菜々子 青春しよっか

黒嵜菜々子／矢西誠二［撮影］

アイドルグループ『Peel the Apple』メンバー。�日本一告白されまくりJK�と呼ばれる現役女

子高生・黒嵜菜々子の朝の一幕をグラビアでお届け。眠そうに起きてきた彼女は眠たそうに
朝食をモグモグ。歯を磨いたら、朝のお風呂へ。お気に入りのひよこのおもちゃで遊んでいた

らだんだん眠気が覚めてきた。同時発売『現役 JK ～夏の思い出編～』でも青春感溢れるフ
レッシュ水着姿を披露！

【電子版限定105ページ】FLASHデジタル写真集

夏の思い出編

黒嵜菜々子 青春しよっか

黒嵜菜々子／矢西誠二［撮影］

アイドルグループ『Peel the Apple』メンバー。�日本一告白されまくりJK�と呼ばれる現役女
子高生・黒嵜菜々子のフレッシュな水着姿を披露する。浜辺では、野球部のマネージャー経験

があるという制服姿の彼女とキャッチボールをし、家に帰ったら庭の芝生でゴロゴロ。青春真

っ只中のはじける笑顔が眩しい１冊になった。同時発売『現役 JK ～日曜日の朝編～』と一対
の作品になっている。

オリックスはなぜ優勝できたのか
苦闘と変革の25年

喜瀬雅則

下馬評を大きく覆し、2年連続最下位からのペナント制覇は、いかに成し遂げられたのか？ 逆

に、なぜかくも長き暗黒時代が続いたのか？ 元番記者が豊富な取材で綴る。1994年の仰

木彬監督就任まで遡り、イチロー、がんばろうKOBE、96年日本一、契約金0円選手、球界再
編騒動、球団合併、仰木監督の死、暗黒期、2014年の2厘差の2位、スカウト革命、キャンプ地
移転、育成強化、2021年の優勝までを圧倒的な筆致で描く。

宗谷・望郷列車殺人号
辻真先

サハリンを望む稚内の海岸線に戦時中、建てられた監視哨から人間の白骨が見つかった! 密
室状態にあった監視哨の所有者・小幡作治はなぜか失踪中。作治の古くからの友人だった義

父からの依頼を受け、
トラベルライター・瓜生慎は、事件の解決に乗り出すが……。彼らを乗

せた�スーパー宗谷�には次々と妖しい人物が！ トラベルミステリの魅力満載！

12月21日
オリジナル
写真集

¥1000

12月21日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

12月21日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

12月24日

同時期発売
光文社新書

4334045820

¥1100

12月24日
光文社文庫

4334744982

¥500

四国・坊っちゃん列車殺人号
辻真先

ミステリ映画『四国・坊っちゃん列車殺人号』の関係者は、奇しくもかつて松山の中学時代、演

劇部として「坊っちゃん」を演じた者ばかりだった。一行は現地松山へロケハンにおもむくが、
はやくも、かつて赤シャツ役の海江田が、自動車事故に見せかけて殺されてしまう……。うら
なり役のトラベルライター・瓜生慎は、またしても探偵役をやるはめになるのだった。

会津・リゾート列車殺人号
辻真先

鬼怒川温泉から会津若松まで走るリゾート列車『幕末』号の試乗会で殺人事件が発生！ 殺

されたのは山口・萩の会社社長。殺したのは列車内で剣舞を演じていた福島・会津若松の女

子高生。トラベルライターの瓜生慎は山口の映画ロケの取材先から、リゾート列車に同乗し

て事件を目撃した息子・竜の元へ駆けつける。幕末以来の遺恨が絡んだ難事件に親子が挑
む！

日本・マラソン列車殺人号
辻真先

瓜生竜は、
トラベルライターの父・慎の代理で三良旅行社の最後のツアーに同行する。その名

も日本マラソン列車！ 九州の宮崎をスタート、日本海沿いに列車を乗り継ぎ、北海道・函館

まで辿り着く。指定の路線でゴールすると合計一億円のギャラが出る破格の企画に二組四人

が参加した。出発早々旅行社の債権者の死体が福島で発見され、慎に探偵役が回ってくる。

逢う時は死人

昭和ミステリールネサンス

天藤真

探偵社に入社間もない私の仕事は、面倒な客の依頼を断ることだった。ある日の客は見とれ

るほどの美しい女性で、会社の金を横領して自殺したとされる弟の事件を再調査してほしい
という。警察の捜査を蒸し返すのはタブーだが、女の頼みを断り切れない私は、個人的に依

頼を受けることに……。
（表題作） 独特のユーモアと巧緻なレトリックで魅了する中短編を
8話収録！

クリーピー ゲイズ
前川裕

犯罪心理学者・高倉孝一のゼミ生・千倉有紀が、塾講師募集の面接に行ったのち姿を消した。
妻の康子は、友人と参加したバスツアーで、高倉を知っているらしい気味の悪い男から威圧的

に話しかけられたという。その話を聞いた日の夜遅く、何者かが高倉家の扉を激しく叩いた！
高倉は否応なく不気味な事件の渦に巻き込まれていく⸺。原点回帰のシリーズ最新長編 !!

なぜ、そのウイスキーが死を招いたのか
三沢陽一

ここは仙台のバー。ローカル誌の記者が、一週間ほど前の事件を思い出しバーテンダーに語

り出した。⸺三ヶ月前に取材をした医師が殺されたと知り合いの新聞記者から連絡が来
た。現場に駆け付けると、微かに燻製のような匂いが漂ってくる。この香りは一体⸺？
（
「何

故、死体はオクトモアで濡れていたのか？」
） 話を聞いたバーテンダーが真相を解き明かす！

12月24日
光文社文庫

4334746713

¥490

12月24日
光文社文庫

4334748112

¥500

12月24日
光文社文庫

4334749844

¥800

12月24日
光文社文庫

4334791670

¥850

12月24日
光文社文庫

4334792553

¥750

12月24日
光文社文庫

433479257X

¥650

12月24日

凶銃ワルサー P38
続 みな殺しの歌

大藪春彦

なぶり殺しにあった兄の復讐のため、人生を捧げることを誓った衣川恭介。標的のうちの二

人を始末するが、警察からも指名手配される身となってしまう。残る仇敵は六人。しかし、国

家権力をバックにしたあくどい罠が衣川を待ち受けていた⸺。呪われた銃ワルサー P38を
手に、孤独な殺戮者・衣川の闘いは果てしなく続く。大藪文学の金字塔が待望の復刊！

【女子旅リアル特別版】 大和田南那

大和田南那／オオタニヒトミ、Tommy［撮影］

香川県、徳島県で撮影した大ヒット写真集『Private』には実は続きがあった。女性記者と2人

で旅に出るFLASH 大人気連載『女子旅リアル』とコラボし、四国を制覇すべく愛媛県と高知

県へ。今回は愛媛県出身のマネージャーであるTommy も同行し、2カメで撮影をおこなった。
Tommy の実家や海、温泉へ行ったり、パラグライダーにも挑戦。食べて、寝て、遊んで、お風

【デジタル版限定！超豪華80ページ増】 火将ロシエル写真集

火将ロシエル／栗山秀作［撮影］

4334792588

¥800

12月24日

続 Private 前編

呂をのぞくいたずらなど女子旅ならではの、はしゃぎまくり珍道中！

光文社文庫

ignis

『ignis』はラテン語で�火�の意味。今作は、大人気コスプレイヤーの火将ロシエルが、体を張

って人生初の「火ブラ」に挑戦した意欲作だ。写真集の前半では生まれ育った町・川越で、子

オリジナル
写真集

¥2000

12月24日
写真集

供のころによく訪れたデパートや横丁にて撮影。一転、後半は沖縄でセクシーな表情を披露。 4334902766

また、デジタル版限定で80ページ増量！ 同時に撮影されたカレンダーブックからアザーカッ

トを厳選し、掲載している。

FLASHデジタル写真集

三好麗奈 キミと2人で。

三好麗奈／横山マサト［撮影］

伸び盛りのアイドルグループ「ナナランド」の歌姫・三好麗奈。20年4月のグループ加入以来、
初めての水着姿を披露した。プールサイドで、ビーチで、�初めて�のドキドキを詰め込んだフ

ァーストデジタル写真集。

「好きだ

12月24日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

Loveless SEX Bear 8
愛のない獣

¥3000

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

12月24日
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⸺。

両性α 6

生意気キメラは逆らえない。

伊藤良

αが集う男子校で副生徒会長を務める優秀な新はゲイで、バラ色のヤリチン性活を送ってい

た！ αにもかかわらず微量のΩ因子を持つ「性別キメラ」だと、入学してから判明した新。同

年代の男子を惑わすキメラフェロモンが出るとわかり楽園を築いていたが、唯一そのフェロモ

ンが効かないのが、新よりさらに優秀で仲が悪い生徒会長・二宮だった。そんなある日、険悪
ムードの中２人で生徒会室にいると突然、新に発情期がおとずれて…!!

12月24日

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 5
高岡七六

拾ったアンドロイドは完璧だけどH な機能付き!? アンドロイド大好き機械ヲタのリヒトは、
研究者としては天才だが人間としては難ありボッチ。ある日、拾ったアンドロイドを仲間にし

ようと修理したら、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……!?

オリジナル
コミック

¥200

12月24日

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。5

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

靴川

「これはお仕置きだから」少し懲らしめるはずが……。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押し倒し。抗う猛流のモノを無
理やり扱きお尻を解そうとすると、いい表情見せてきて。ゾクゾクと加虐心を煽られた圭吾は
⸺!? 『腹黒ドS ゲイ×純粋ヤンキー』歪んだ愛の形の行方は！

異種族愛鬼譚 4

オリジナル
コミック

¥200

12月24日

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4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、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。

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！
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⸺!?

君なら君なら 合本版3

くるわ亜希

『君なら君なら』第6～7話を収録した合本版！ 凜弥への特別な気持ちが恋心であることを
自覚してしまった柚流。同じ肌の触れ合いでも今までどうしていたかわからないくらいの快感

を覚えてしまって―…。芝居でも息の合った姿を見せ始める柚流と凛弥だったが、二人の仲

を快く思っていない兄・吉太郎が邪魔をしてきて!? 渡された媚薬入りのお菓子を食べてしま

った二人は、弟子達や吉太郎の前で徐々に身体が昂ぶり始めて⸺…

2番セカンド【分冊版】10
小木ハム

言葉がノドでつっかえて上手にしゃべれない少年は、思ったことや気持ちをまわりに伝えられ

なくて、少しずつ孤立し、やがて不登校になった。そんな少年を孤独の闇から救ったのは、プ

ロ野球選手の向井信次郎。どんなブーイングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、少

年は、外の世界へと踏み出してゆく。感じること、考えること、強く信じることが、やがて誰か

の支えになり救いになる感動の物語。第10話。

コミック

¥200

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

左東ヨシタカ

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 !?

オリジナル

12月24日

バリタチリーマン雌化計画 3
美人ちゃんに狙われた俺

12月24日

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

12月24日

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

オリジナル
コミック

¥350

12月24日

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

オリジナル
コミック

¥100

12月24日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】3

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

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
塞がる。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか…!?

第3話。

¥80

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

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3話。

コミック

¥100

コミックシーモアのみ
他書店2022/2/4発売

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

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3話。

オリジナル
コミック

¥50

12月28日

資本主義経済の未来
岩田規久男

資本主義は自由と民主主義を守り、人々の生活をもっとも豊かにできるシステムである。だ

がそれは、さまざまな問題がつきまとうシステムでもある。物価と雇用の安定、資源配分の効

率性、市場の失敗、所得と富の格差、バブルの発生と崩壊、景気変動や世界金融恐慌への対

応、国家財政のあり方等々。本書では、これら諸問題について、歴史を検証し、問題の本質を
捉え、資本主義経済の未来を展望する。
（発行：夕日書房

オリジナル

12月24日

終わるセカイの修学旅行【分冊版】3
異星バディが誕生（地球は滅びかけてるけど）!!!

コミック

12月24日

ひなげし雨竜剣【分冊版】3

戟譚 !!

オリジナル

発売：光文社）
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