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人気女優が発表した小説を模倣して
「事件」が起こる。
『ボーダレス』に続く最新作！

アクトレス
誉田哲也

「ドミナン事件」から5年。森奈緒、片山希莉、市原琴音は自立し新生活を始めていた。ある日、希莉の
書いた小説が、若手人気女優・真瀬環菜名義で発表されることになる。不服ながらも抗えない希莉。さ
らに小説が発表されるや、作中の事件をなぞるように「事件」が発生してしまう。偶然とは思えないが、
誰が何のために模倣したのかは見当もつかない。真相に近づこうとしたとき、ふたたび逃れられない悲
劇が彼女たちに忍び寄る……。

18日発売（紙と同日）

4334914411
¥1600

誉田哲也だから訊き出せる、警察 OB たちの現役時代の秘話と警察監修の舞台裏

誉田哲也が訊く
！

警察監修プロフェッショナルの横顔

誉田哲也＆チーム五社（五社プロダクション）
『ストロベリーナイト』シリーズ、
『ドルチェ』
『ドンナビアンカ』
『警視庁・捜査一課長』
『緊急取調室』
『MIU404』……数々の人気作品に携わってきた警察監修のプロフェッショナル集団に、警察小説の
プロフェッショナル・誉田哲也が迫る！ 日本列島を揺るがす重大事件の数々を捜査してきた刑事たち
が、現役時代の秘話と、警察監修という新たな仕事を語り尽くす対談集

12日発売（紙と同日）

正体

4334952852
¥1400

連続ドラマ化決定！ 一家惨殺死刑囚の脱獄488日を追う。

染井為人
埼玉で二歳の子を含む一家三人を惨殺し、死刑判決を受けている少年死刑囚が脱獄した！ 東京オリ
ンピック施設の工事現場、スキー場の旅館の住み込みバイト、新興宗教の説教会、人手不足に喘ぐグ
ループホーム……。様々な場所で潜伏生活を送りながら捜査の手を逃れ、必死に逃亡を続ける彼の目
的は？ その逃避行の日々とは？ 映像化で話題沸騰の注目作！

4334792944
¥900

18日発売（紙と同日）

ありそうでなかった、
ラーメン全体を俯瞰した〈完全基礎講座〉。

教養としてのラーメン

ジャンル、
お店の系譜、
進化、
ビジネス―50の麺論

青木健

ビートたけし絶賛「この人、すごいなあって思うわ」
。書斎派ラーメンファン待望の、ありそうでなかった
ラーメン全体を俯瞰した
〈完全基礎講座〉誕生！ ［他角度から綴る解説50本］
［日本ラーメン進化樹
［ラーメンの基本ジャンル20］
［全国ご当地ラーメン総まくり］
［系
形図］
［日本ラーメン年表〜533年の歴史］
列店の基礎知識］
［ラーメン界隈人物辞典］
［マニアック・ラーメン用語集］
などマニアも納得できる情報
が満載の一冊。

18日発売（紙と同日）

4334952887
¥1350

2カ月で9人が犠牲となった座間9人殺害事件はなぜ起きたのか。

ルポ 座間9人殺害事件

被害者はなぜ
引き寄せられたのか

渋井哲也

わずか2カ月で9人が犠牲となった座間9人殺害事件。すでに犯人には死刑判決が下ったが、これで終
わりとは言えない。Twitter に希死念慮を吐露した女性が殺害された池袋ホテル殺害事件や、SNS
を通じて知り合った女子中学生の自殺を幇助した事件など、類似の事件は起き続けているのだ。なぜ
座間9人殺害事件は起きたのか。被害者はどんな心の傷を負っていたのか。若者の生きづらさを長年
取材してきた著者が事件を再検証する。

18日発売（紙と同日）

4334045863
¥820

過疎地域在住12年の著者が、過疎地域の“本音と建前”を鋭く描き出す意欲作。

田舎はいやらしい

地域活性化は本当に必要か？

花房尚作

「私も都心で暮らしていたころは、過疎地域の活性化は正論だと考えていた。そうした思い込みのような
ものが、過疎地域での暮らしを通して少しずつ変わっていった。なぜなら、そこには変わらないことを望
む人びとの姿があった。何一つ変わることなく、
どこにも飛び立たず、廃れ、寂れ、衰えていくことを望む
人びとの姿があった」
（本文より） 過疎地域在住12年の著者が調査をもとに過疎地域の“ 本音と建前 ”
を鋭く描き出す。

433404588X
¥900

「パリピ四姉妹が水着でバカンス」をテーマに大騒ぎ！
25日発売（紙と同時期）「ミス FLASH2021」が、

ミスFLASH2021 Party Sisters

【電子版限定24ページ増】

益田アンナ、霧島聖子、名取くるみ、高槻実穂／岩松喜平、木村哲夫［撮影］
歴代最高の美貌を誇る益田アンナ、
「日本レースクイーン大賞2019」入賞で史上初の2冠を達成した
霧島聖子、“グラドル界一の黄金比ボディ”を持つ名取くるみ、最下位スタートから奇跡の逆転で受賞
した高槻実穂。歴代最強といわれる「ミス FLASH2021」4人それぞれが持つ魅力を最大限に引き出
した写真集が完成。テーマは「パリピ四姉妹が水着でバカンス」。明るく騒ぐ様子の前半から、一転し
てランジェリーで攻める後半の構成も必見！

4334902847
¥2500

ハマデカ 4

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］

捕まえたストーカーから、署長が運命の相手を求めて公園をうろついていると聞かされた健

人。
「俺たちはアルファとオメガです。俺じゃ駄目ですか？」食い下がる健人に、署長はオメガ

ゆえの苦悩を明かしてゆく。二人の距離はさらに縮まっていき⸺!? 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 4

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。課長の上坂さんが

優しいのは、一人前とみなされていなかったからだと気づく。何度も続きの夢を見るうちに、
自分とＨしている夢の主は、課長補佐の黒岩さんだったと判明。現実のオフィスではまったく
色恋の気配もなくクールな黒岩さんに、充は戸惑いつつも惹かれていくが⸺!?

うそつきオメガと溺愛アルファ 4
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

東徳恭平とデートを重ねているのに、その後はキス以上を求められないことを不審に思う自

分に動揺する相沢花梨。そんなある日、恭平が見るからにアルファと分かる美女とデートして

いる現場に鉢合わせしてしまう。友人たちにも異変を指摘され励まされた花梨は、自分の気
持ちに正直になって「好きで仕方ないんだ」と恭平に直接告白するが⸺!?

すべては音が知っている 4
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

寛哉が通う秀葉高校の生徒会メンバーと会った閃。
「オレを名前で呼んでいいのは寛哉だけ

だ」秀葉生徒会長・榊原にそう断言した直後に、なぜか榊原と閃の間で「ピンポーン」と音が。

すると今度は、寛哉と閃の音が鳴らなくなってしまって……。混乱する閃だったが、寛哉の兄
姉と話していくうちに、とっくに寛哉を好きになっていたことを自覚して⸺!?

バツイチ課長と恋する王子 4
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

青野の危機に、駆けつけて助けてくれた牧瀬。その必死さに安心した青野は、思わず自分か

らキスしてしまう。
「痛いことも怖いことも今日はしません。ただ気持ちいいことだけ、課長に

してあげますから⸺」自分をイかせた牧瀬、そして受け入れた自分の気持ちに混乱する青
野は……!?

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♪

熟れた月

宇佐美まこと
がんで余命半年と宣告されたヤミ金業のマキ子。落ちぶれた取り立て屋の乾。陸上部のエー

ス阿久津先輩に憧れる高校生の結。生まれてから車椅子の生活しか知らない身体の不自由

な博。それぞれの運命が絡み合ったとき、人生は思いがけない方向へ……。2017年『愚者の

毒』で日本推理作家協会賞を受賞した著者が、底辺で生きる人間たちの業と、不思議な縁を
描く。

1月7日

Renta! のみ
他書店2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月7日

Renta! のみ
他書店2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月7日

Renta! のみ
他書店2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月7日

Renta! のみ
他書店2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月7日

Renta! のみ
他書店2/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月12日
同日発売
光文社文庫

4334792936

¥700

白霧学舎 探偵小説倶楽部
岡田秀文

昭和20年。戦況が悪化の一途をたどる中、美作宗八郎は山間の集落に疎開し、名門白霧学

舎に転入することになった。破天荒な学友たちに誘われ、探偵小説倶楽部に入部させられた

宗八郎は、本物の連続殺人事件の目撃者となる。徴兵に戦死、食糧不足、墜落した米軍機の
処理。そんな戦時下の日常に出現した奇怪にして異常な猟奇事件に、旧制中学の少年、少女

が挑む。

旅は道づれ きりきり舞い
諸田玲子

十返舎一九の娘・舞は、酒びたりで奇行を繰り返す父、一九の弟子で夫の今井尚武、葛飾北

斎の娘・お栄など、奇人変人に囲まれ、その尻拭いをする日々を送っている。そんな舞たちが、

ひょんなことから一九の故郷・駿府まで旅することに。これぞ本家本元「東海道中膝栗毛」。奇
人変人たちの珍道中を、ユーモアと人情味たっぷりに描く、好評シリーズ第三弾！

1月12日
同日発売
光文社文庫

4334792952

¥800

1月12日
同日発売
光文社文庫

4334793029

¥650

1月18日

山狩

笹本稜平
伊予ヶ岳の山頂付近で発見された若い女性の死体。事故死あるいは自殺と思われたが、彼
女が最近までストーカー被害に遭っていたことがわかる。千葉県警生活安全捜査隊の山下正
司は、彼女の死との関与を疑うが、ストーカー加害者は名家の御曹司で、事情聴取にも妨害

が入る始末。さらに、その家族が銃撃されたという通報が入り、混迷は極まる。次に狙われる

のは、そして、事件の中心にいるのは、誰なのか？ 山岳×警察小説の傑作！

月の光の届く距離
宇佐美まこと

真面目な女子高生、美優は予期しない妊娠をしてしまう。堕胎するには遅すぎると、福祉の手

によって奥多摩にあるゲストハウスに預けられる。そこには、明良と華南子という兄妹が、深

同日発売

四六判文芸書

433491442X

¥1700

1月18日
同日発売

四六判文芸書

刻な事情を抱えた子どもたちの里親となって、高齢の母、類子と暮らしていた。貧困、未婚、 4334914438
虐待、難しい背景をもつ里子たちを慈しんで育てる彼らにも、運命に翻弄され絶望を乗り越

えた苦しい過去があった。家族の在り方に迫る、長編ミステリー。

連鎖犯

生馬直樹
七年前に新潟市内で起きた誘拐事件。凛（中一）と翔（小六）の姉弟が連れ去られるも、二人

は無事生還。しかし、過激発言が売りのコメンテーターが二人の母・尚子を批判したことから

猛烈な「母親バッシング」が起こり、尚子は廃ビルで転落死してしまう。事件の真相が解決さ
れぬまま月日は流れ、件のコメンテーターが他殺体で発見される。同じ頃、姉弟は引き取ら
れた施設を退所し、置き手紙を残して姿を消していた……。

水面の星座 水底の宝石

ミステリの変容をふりかえる

千街晶之

「われわれは何故ミステリを読むのか？ 何がかくもわれわれを魅了するのか？ 本書は、ス
リリングな謎解きの記録だ。全編が興奮のクライマックスである」
（有栖川有栖）。ミステリの

長い歴史は、絶えず正統性から逸脱しようとする「歪み」獲得の歴史だ。トリックや趣向のパ

ターンを精緻かつ執拗に分析しつくした、根源的にして野心的な長編文芸評論。第4回本格ミ

ステリ大賞と第57回日本推理作家協会賞をW 受賞した名著！

¥1700

1月18日
同日発売

四六判文芸書

4334914446

¥1750

1月18日
ミステリ評論

433497421X

¥2360

「謎」の解像度
レゾリューション

ウェブ時代の本格ミステリ

円堂都司昭

現代を生きる私たちにとって、本格ミステリはなぜこんなにも面白いのか。テクノロジーが劇

的に進化し、モラルの壁が高く厚くなっていく時代背景に刺激されつつ、紡がれてきた新たな
作品群を読み解く、切れ味鋭い作家論集。読めば、本格ミステリがますます好きになる。第9
回本格ミステリ大賞と第62回日本推理作家協会賞をW 受賞した名著！

ヘーゲル哲学に学ぶ 考え抜く力

川瀬和也

「考え抜く力」は哲学の基本スキルであり、これからの時代に欠かせないビジネススキルでも
ある。そして、考え抜くためには「結論が出ない苦しみに辛抱強く耐える」能力が必要だ。本

書の目的は、19世紀ドイツの大哲学者・ヘーゲルの思考を通じ、真に新たな価値を創造でき

る、人生100年時代の「社会人基礎力」を身につけていただくことである。新進気鋭のヘーゲ

ル研究者が21世紀のビジネスパーソンに贈る、実践的哲学新書。

「非会社員」の知られざる稼ぎ方
村田らむ

これまでにないジャンルに根を張って、長年自営で生活している人や組織を経営している人が
いる。
「会社員ではない」彼ら彼女らはどのように生計を立てているのか。自分で敷いたレー

ルの上にあるマネタイズ方法が知りたい。特殊分野で自営を続けるライター・村田らむが神髄
に迫る。
「東洋経済オンライン」の名物長寿連載が書籍化！ ゴミ屋敷清掃に激狭すし屋、現
役ヘルパーの漫画家、元傭兵、溶接ギャルなどの濃すぎる人生を収録。

つながるための言葉

「伝わらない」は当たり前

勝浦雅彦

本書では、今を生きるみなさんが日常生活の中で必要になる「ひとこと」を、シチュエーション
別に分けて章立てをしてあります。その中で一つでも言葉にしてつながりたいあなたの気持

ちを掬い、明日誰かに会うのが楽しみになる、自分という人間を言葉で表現することに自信

1月18日
ミステリ評論

4334975399

¥2000

1月18日
同日発売
光文社新書

4334045855

¥900

1月18日
同日発売
光文社新書

4334045871

¥840

1月18日
同日発売

ノンフィクション

4334952844

が持てる、そのための大きな気づきを残すことをお約束します。⸺「つながるための言葉」 ¥1500

を自在に操るようになれる考え方と方法論を、コピーライターが解説。

僕のいたわり飯
麻生要一郎

『僕の献立』に続く著作第2弾。作り置きはせず、その日に食べたいものを作って食べることで

心身をいたわる、という著者の料理エッセイ。レシピはすべて日常の食卓を切り取ったもので、

どれもがどこか懐かしく、簡単にできて、始末のよい家庭料理。2大スペシャル対談では、よし
ながふみさん（漫画『きのう何食べた？』作者）、野村友里さん（
「eatrip」主宰、料理人）が登

場し、日々の料理や買い物、段取りなどについて語る。

神様と繋がるために私がした5つのこと
安岡直子

神社参拝の仕方、神様への話しかけかた……。大人気ブログ「神と繋がる瞬間あれば……」

を運営する著者が15年かけてたどり着いた、独習できる神様に会うための方法を伝授。特別

な才能や能力は関係なし。誰もが真似できる�楽しみながら実践する�方法が満載です。著者

が苦しいとき、�自分は一人じゃないんだ�と大きな心の支えになった神様とのつながり方が
学べます。�神様写真�の撮影方法も掲載。

1月18日
同日発売

料理エッセイ

4334952860

¥1500

1月18日
同日発売

ノンフィクション

4334952895

¥1300

マンガ 夢をかなえる龍

SHINGO［原作］／今谷鉄柱事務所［マンガ］
14年間勤めた上場企業を過労とストレスによる心身不調で退社した著者が、傷心を癒しに訪

れた高野山奥の院で「龍神」との出会ったことをきっかけに、龍が「視える」ようになる。龍から

1月18日
同日発売
コミック

「龍はひとりに一柱、必ず護っている」ことを教えられ、人と龍をつなぐセッション「龍つなぎ」 4334952909
を開始。いつしか「龍師」と呼ばれるようになり、セッションやイベントは即日完売に。人生大
逆転の物語『夢をかなえる龍』待望の漫画化！

【電子版限定103ページ】FLASHデジタル写真集

小日向ゆか／桑島智輝［撮影］

小日向ゆか カノジョの部屋

「踊る！さんま御殿 !!」や「バイク王」のCM に出演し、有村架純似の美女だと話題になりブレイ

クした小日向ゆか。
「プライベートはずっと部屋に籠っています」と話すインドア派の彼女を、

�お家デート�をテーマに撮り下ろし。赤いチューブトップを着て恥じらう表情や、うさ耳を付け
てベッドで誘惑する姿も堪能できる。撮影場所は都内の個人宅。プライベート感溢れる自然
体の表情を切り撮り、被写体との距離感が近い写真が満載。

【電子版限定カットつき】

佐藤美希 1st 写真集

佐藤美希／藤本和典［撮影］

2013年に「第38回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリに芸能界入りしたタレン

ト、女優の佐藤美希。さらに、抜群のスタイルを生かし、デビュー以来グラビアでも人気を集

めている。そんな彼女が、2018年9月に発売した記念すべき1st 写真集をデジタル化。沖縄で

撮影した同作は、晴れやかな笑顔や大人っぽい雰囲気のランジェリー姿、シャツとビキニでの

すっぴん写真など、見どころ満載。あらためて魅力を感じてほしい。

志田音々 明日、晴れたらどこ行こう？
志田音々／ YOROKOBI［撮影］
Platinum FLASHデジタル写真集

お天気キャスター、女優、グラビアとマルチに活躍する現役女子大生タレント・志田音々と行く
温泉デート旅。湖畔の温泉、湯上り姿から美しいランジェリーカットまで、彼女感200％、
「こ

¥1200

1月25日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

1月25日
写真集

4334902332

¥3000

1月28日
オリジナル
FLASH 写真集

んな彼女がいたら……」と夢見てしまうこと間違いなし。グラビア界 No. 1ピュアネスな天真

爛漫な笑顔はもちろん、�オトナねねまる�として魅せる新境地も。雑誌未掲載衣装も収録。 ¥1200
大ボリュームでお届けします。

FLASHデジタル写真集

新居歩美 僕の彼女はきっと小動物

新居歩美／ YOROKOBI［撮影］

新世代の王道アイドルグループ「アキシブproject」の現役女子高生メンバーで、小動物のよ

うな可愛さが魅力の新居歩美。
「ずっとグラビアの仕事をしてみたかった」という彼女の元気
と爽やかさあふれる笑顔に見ているこちらも元気をもらえる！

ジャーロ No. 80
Giallo 編集部［編］

リニューアル号 新企画も続々スタート！ ●新連載！
：坂木 司、竹本健治、辻堂ゆめ、古野ま

ほろ ●快調連作・連載陣！：青柳碧人、五十嵐貴久、折原 一、恩田 陸、笠井 潔、香納諒一、

西條奈加、柴田哲孝、朱川湊人、長浦 京、中山七里、早坂 吝、深町秋生、薬丸 岳、イクタケマ

コト ●読み切り短編：阿津川辰海、岩井圭也、白井智之 ●企画：
「矢吹駆」シリーズ第１作

『バイバイ、エンジェル』�パリ草稿ノート�発掘！

1月28日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

1月28日
オリジナル
ミステリ雑誌

¥500

ジャーロ dash No. 80
Giallo 編集部［編］

ミステリー誌「ジャーロ」の無料試し読み版「ジャーロ dash」始めます！ ミステリーとその周

辺を掘り下げるエッセイ・評論・コラム、マンガ、新刊ミステリー書評や最新映画レビューなど

の情報ページを、
「ジャーロ dash」では無料で読むことができます。また、毎号20作近く掲載

している長編連載、連作短編、読み切り短編のミステリー小説も、冒頭部分を試し読み OK！

「ジャーロ」の面白さを、まずは無料版でお試しください！

本日、サービスデー
朱川湊人

しがないサラリーマンの鶴ヶ崎のもとに、ある日、女の姿をした悪魔が現れた。今日は神さま

がくれた、一生に一度の「サービスデー」。どんな願い事も叶う一日だというのだが……。こ

の大チャンスを、彼はどう生かすのか？
（表題作） アパートに現れる女性の右手首だけの幽

霊と住人の、不思議で心温まる交流（
「あおぞら怪談」
）。短編の名手が贈る、心に元気をくれ

る傑作集。

今日からは、愛のひと
朱川湊人

無職宿ナシの亀谷幸慈は、秋葉原でカツアゲされていた記憶喪失の青年を助ける。元天使

だと自称する彼を利用して小金稼ぎをもくろんだ幸慈だが、失敗して絶体絶命の窮地に。そ

こに、一人の女性が救いの手を差し伸べてくれた。彼女の家「猫の森」で始まった6人の共同

生活。それは不思議なやすらぎに満ちたものだったのだが……。コミカルにして哀切な傑作
長編！

レッドデータ

麻薬取締官・霧島彩 III

辻寛之

彩が所属する特捜チームは、強い幻覚症状を引き起こす危険ドラッグ「モンスターレッド」の
取り締まりに乗り出す。チームには、潜入していた密売組織との癒着を糾されて辞職した彩

の元上司・辰巳の娘・直も加わり、
「モンスターレッド」の製造に関わる半グレ集団・紅龍（レッ

ドドラゴン）の幹部を逮捕する。組織の背後には、すべてを操る謎のドラッグデザイナーがい
た……。

消えた雛あられ

はたご雪月花（二） 有馬美季子

隅田川を望む旅籠「雪月花」の仲居・お初が姿を消した。女将の里緒や雪月花の者が必死に
探すが、見つからない。そして追い打ちをかけるように、江戸で若い娘たちが行方知れずにな

る事件が続発。懇意の南町奉行所定町廻り同心・山川隼人とともに里緒はお初を見つけるこ

1月28日
オリジナル
ミステリ雑誌

無料

1月28日
光文社文庫

4334763219

¥550

1月28日
光文社文庫

4334775705

¥850

1月28日
光文社文庫

4334792677

¥650

1月28日
光文社文庫

4334792731

とができるのか。また、娘たちはどこに……。料理と謎を満喫できるシリーズ、待望の第二弾。 ¥600

宮本武蔵の猿

奇剣三社流 望月竜之進

風野真知雄

独自に編み出した剣術、三社流の師範・望月竜之進は、諸国を剣術修行で廻っていた。武蔵

国川越城下に入ると、有名な剣豪・宮本武蔵の剣の奥義を会得した猿がいるという話を聞く。
はたして、その�剣豪�猿の腕前は、そして、その裏に隠れた陰謀とは……。抱腹絶倒、息を呑

1月28日
光文社文庫

4334792766

む剣戟の末に、ホロリとする、風野真知雄しか書けないオリジナル時代小説シリーズ第一弾。 ¥600

五番勝負
若鷹武芸帖

岡本さとる

「番方の武芸の腕を調べよ」⸺公儀武芸帖編纂所頭取の新宮鷹之介は、久しぶりに将軍か

らの命を受ける。将軍の身の回りを警固する番方。将軍家斉はそれに「我が旗本達は、頼み

となるのか」と不安を募らせているという。対象は一癖ある者ばかり。調べ始めた鷹之介の
前に浮き彫りになってきた事実とは⸺。大迫力の剣戟と鷹之助の優しさ溢れる、シリーズ第
九弾。

スーパー受け様のオモチャとして飼われています 1
有頂天のぼる

「ほら、どうしたい？」
「挿れたいです…！」スパダリな【受け】様に尻で抱かれちゃう……！ 渡

会はお人好しバカ。そのせいで仕事をクビになりアパートを追い出され貯金も盗まれ大ピン

チ！そんなとき、謎の人物にうちで働かないかと誘われる。3食付き住み込みで高時給。大喜

びで飛びついた渡会だったけど、なぜか大豪邸のベッドで待たされて…？ スーパーダーリン
な受け様とオモチャにされちゃう忠犬のハッピーエロコメディ★

サイドオブパラダイス 1
有栖サリ

「君に会いたくてもう少し生きることにしたんだ」20年代アメリカNY。御曹司のルイスは親が

敷いたレールの上を歩く窮屈な日々を送っていた。そんな彼の楽しみはクラブで着飾って歌う

こと。その瞬間だけは自由を感じられるのだった。そんなとき、ルイスは戦争帰りの元軍人ヴ
ィンセントと出会う。ヴィンセントに、自分はまだ恋を知らないと告げると「…したらわかるか
も」とキスをされ⸺。元軍人×御曹司の王道ラブロマンス。

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 6
俺とあいつの10年計画

宮沢ゆら

張りも厚みもある大胸筋……はぁ、宗親の雄っぱいは今日も完璧だ。男性型トルソーを抱い

て眠るほど雄っぱいが癒しの男子校生・柚弦は、幼馴染である宗親の胸に思う存分顔をうず

めるという目標をかかげ、密かに10年計画を立てていた。なぜか俺には横暴な宗親には知ら
れちゃいけないと思っていたある日、ひょんなことから10年計画ノートを見られてしまう!! す

ると意地悪な顔で「これが欲しいんだろ」と宗親の雄っぱいが目の前に……!?

君なら君なら 9

くるわ亜希

「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⸺!?

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 合本版2
高岡七六

『スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 』第3～5話を収録した合本版！ デルタのおかげで、
対立していた研究室の仲間達と会話を交わすようになったリヒト。友人関係、研究共に少し

ずついい方向へ進んでいたそんな最中、デルタが事故にあって記憶喪失になってしまい!?

1月28日
光文社文庫

4334792774

¥650

1月28日
ブックパスのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月28日
ブックパスのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月28日

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月28日

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

1月28日

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥550

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。合本版2

靴川

『君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。
』第3～5話を収録した合本版！ 懲らしめる為に近づい

た猛流のことを、好きになってしまった圭吾。愛おしく思うばかりに、猛流の周囲の友人にも
嫉妬するようになり…。嫉妬で頭に血が上った圭吾は、猛流の腕を縛りつけ無理矢理犯して
……。

もみもみフィーバー 2

冷徹主任は R18マッサージでトロける

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⸺!?

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11話。

¥550

1月28日

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

オリジナル
コミック

¥100

1月28日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】4

コミックシーモアのみ
他書店3/4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
第4話。

オリジナル
コミック

¥80

1月28日

ひなげし雨竜剣【分冊版】4

コミックシーモアのみ
他書店3/4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4話。

終わるセカイの修学旅行【分冊版】4

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

異星バディが誕生（地球は滅びかけてるけど）!!!

コミック

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

小木ハム

戟譚 !!

オリジナル

1月28日

2番セカンド【分冊版】11

る。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか…!?

1月28日

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

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4話。

オリジナル
コミック

¥100

1月28日

コミックシーモアのみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥50

