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出世作『独白するユニバーサル横メルカトル』の原点に回帰した、圧巻の最新傑作集

八月のくず 平山夢明短編集
平山夢明

食い詰めて、わるさがバレて、仕事も家も頼る人もいない。そもそも、誰かを信用したこともない。子供
の頃には唄が聞こえたこともあったし、物語のなかのような優しい母親やかわいい妹もいた気がするの
に⸺。
〈おしまいにする前に読んでくれ。絶望の果てまで届く物語を。これは、明日なき世界の福音だ。
〉
⸺出世作となった『独白するユニバーサル横メルカトル』の原点に回帰し、珠玉の10作品をまとめた

圧巻の最新傑作集。

23日発売（紙と同日）

4334914241
¥1600

人気水族館で本当に起きた出来事を描く、伝説の絵本を書籍化！

アカメとすごしたグレ坊
桂浜水族館 スタッフ・ひな

桂浜水族館にはアカメの水槽がある。そこには、エサとして生きたグレ
（メジナ）
が入れられる。ある時、

1匹のグレがアカメ水槽に入れられたものの、食べられることなくしばらく過ごした。なぜぼくは食べられ

4334902936
¥1800

ないのだろう？ 実際に起きた出来事をベースに水族館スタッフが描く
「命」
と
「食」の物語。珍しいア
カメの群泳が見られる桂浜水族館ならではの物語。館内でしか読めない、ファンの間で伝説の絵本と
なっていた作品を書籍化。

16日発売（紙と同日）

最新の学説を整理して二つの幕府の実像を明らかにする

鎌倉幕府と室町幕府

最新研究でわかった実像

山田徹 谷口雄太 木下竜馬 川口成人
鎌倉幕府が滅亡したのは偶然が重なり合った結果だった。あるいは室町幕府は応仁の乱ののちも強
かに存在感を発揮し続けていた⸺いずれも、最新の日本史研究で議論されている論点であり、従来
の日本史の常識を覆す研究が近年次々と発表されている。本書では、新進気鋭の中世史研究者たちが、
それら最新の学説を整理して二つの幕府の実像を明らかにする。巻末には、どちらの幕府が強かった
かを議論する座談会を収録。

4334045944
¥860

25日発売

名探偵・浅見光彦登場40周年記念。情性も豊かに浅見の名推理を描く23作品の合本、登場！

名探偵・浅見光彦セット

内田康夫

1982年に登場して以来、爽やかな人柄、魅力的な風貌、そして鮮やかな名推理で多くの読者を魅了し
続けてきた探偵・浅見光彦。ベストセラー作家・内田康夫が生み出したこの名探偵の登場40周年を記念
して、浅見光彦の活躍を一挙にまとめた合本が登場！ 札幌・小樽・伊香保・日光・横浜・萩・長崎……。
旅情たっぷりに描きながら、社会派の重厚さも持ち合わせた名作ミステリー23作品の醍醐味を、ぜひお
楽しみください。

15日発売（紙と同日）
は

く

¥13,000

愛と罪、贖罪が重なり合う、哀切と衝撃の傑作長編。圧倒的傑作！
ぼ

く

廃墟の白墨
遠田潤子

和久井ミモザは、死の床にある父親に届いた薔薇の絵の写真と不可解な手紙に導かれ、大阪に赴く。
指定された廃墟のようなビルにいたのは正体不明の三人の男。ここを「王国」
と呼ぶ男たちは、父の過
去を話し始める。かつて「王国」で起きた忌まわしい事件が語られるうち、ミモザ自身の真実もまた明ら
かになり⸺。愛と罪、贖罪が重なり合う、哀切と衝撃の傑作長編。

25日発売

4334793177
¥700

2001年 MLB 挑戦時に発表したエッセイ本、待望の電子書籍化！

ドリーミングベイビー
新庄剛志

2021年秋、北海道日本ハムファイターズ監督就任が発表され、
〝ビッグボス〟
のこれからに大きな期待
が寄せられている。そんな新庄剛志が2001年のメジャー・リーグ挑戦時に発表したエッセイ本が待望
の電子書籍化。
「不死身」の子供時代、野村克也監督との関係、タイガース愛、メジャーと日本の違い、
ファッションへの情熱、元妻・志保さんとのエピソード……12億円を蹴って2000万円に夢をかけた男
の原点と熱い思いが詰まった一冊。

23日発売（紙と同日）

4334972977
¥1000

地球上でいちばん栄えている生き物たちについて、楽しく学ぼう！

びっく
り
！ 微生物のひみつ

フィリップ・バンティング／さかいあきふみ［やく］
新型コロナウイルスから、虫歯菌、アメーバまで、地球上でいちばん栄えている生き物たちについて、楽
しく学ぼう！ きみの体は微生物におおわれている。微生物はとても小さな生きものだから、顕微鏡を
使わないと見えないけどね。微生物の世界をじっくりのぞいてみよう。いままで自分の中にいるなんて知
らなかった、
とんでもなく小さな友だちや、悪いやつや、おもしろいやつに
（くさーいやつにも）、きっと会
えるよ。

4334902928
¥1280

独白するユニバーサル横メルカトル
平山夢明

タクシー運転手である主人に長年仕えた一冊の道路地図帖。彼が語る、主人とその息子のお

ぞましい所行を端正な文体で綴り、日本推理作家協会賞を受賞した表題作。学校でいじめら
れ、家庭では義父の暴力に晒される少女が、絶望の果てに連続殺人鬼に救いを求める「無垢

の祈り」。限りなく残酷でいて、静謐な美しさを湛える、ホラー小説史に燦然と輝く奇跡の作品
集。

3月1日
光文社文庫

4334745261

¥600

3月1日

ミサイルマン
平山夢明

凄絶な死の瞬間、破裂する電球、捻曲がる銀食器……。
〈顕現〉
と名付けたそれを蒐集するた

め、男は女たちを惨殺し続ける。愛娘を手に掛けたときに現れた究極の顕現とは？
（
「枷」
） オ

光文社文庫

ンナをさらっては殺して埋めていた俺とシゲ。ある日、証拠回収のため掘り出した死体には、 4334747248
とんでもない罠が仕掛けられていた。
（表題作） 魂を鷲掴みにされる、史上最凶の7編を収
録。

¥600

いま、殺りにゆきます RE-DUX

3月1日

深夜、見知らぬ男から、携帯に殺害予告を受けた女性の恐怖を描く表題作。マンションのポ

光文社文庫

平山夢明

ストに仕掛けられた恐るべき罠「集合ポスト」。ストーカーに部屋に侵入された元 AV 女優が、
身の毛もよだつ責め苦を受ける「自作ビデオ」。あなたのすぐ隣にある狂気を描く、伝説の実

話短編シリーズから、著者が最恐の31編を自選。新たに書下ろし3編を加えた豪華完全版。

4334748066

¥500

3月1日

非道徳教養講座

平山夢明／児嶋都［絵］
どこか生きづらいと感じている賢女子の皆様。それは、根本的に生き方が間違っているからか

もしれません。こんな時代に幸せを掴むには、ただ漫然と善良かつ勤勉に生きていてはいけ

光文社文庫

ません。人生の裏街道を知り尽くした怪人執事が指南する「ほどよく黒い生き方」講座15回。 4334765246
炸裂するブラックユーモアに笑わされるうち、あなたの生き方の再点検ができるはずです。

ハマデカ 6

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］

「俺たち、やっぱり運命の番なんですね」突然の署長の発情を辛くもやり過ごした健人、オメガ
である我が身の浅ましさに自己嫌悪で涙する署長。しかし、署長の部屋には健人に対する本

当の気持ちを明らかにするオメガの巣作りがなされていて⸺!? 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★

うそつきオメガと溺愛アルファ 6
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

「花梨、俺と一緒に堕ちてよ」偶然再会した幼なじみの晴。いつも明るい晴の異変により、養

護施設から引き取られた家庭で経験した悲しすぎるその過去を知ることに……。唯一の救い

だった先生にも裏切られて自暴自棄になった晴を、同じオメガとしてなんとか力づけようとす

る花梨。しかし、運命の辛さに荒れ狂う晴は花梨にまで牙を剥いてきて⸺!?

¥550

3月4日

Renta! のみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥200

3月4日

Renta! のみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥200

3月4日

すべては音が知っている 6

Renta! のみ
他書店4/1発売

御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

「運命の音が榊原に変わって、そして榊原の音も消えた」……まだ寛哉との音は戻らないけれ

ど、音に関係なく自分の気持ちを信じることに決めた閃。文化祭が終わったら、寛哉に本心を
告白することを予告して秀葉に赴く。ラブラブな文化祭デートを満喫した閃だったが、以前告
白された中学の先輩と生徒会室で偶然二人きりになってしまって⸺!?

「アイツは便利な部下！ 犬みたいになんでもいうこと聞くから公私に渡ってコキ使ってるだ

け！」真剣な牧瀬の想いにほだされ、ついに一線を越えてしまった青野課長。自分の牧瀬への
感情に戸惑っていたら同期に図星を突かれて、照れ隠しの暴言が……。それを牧瀬に聞かれ
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 ♪

雪村花鈴／カノウリョウマ［撮影］

正統派アイドルグループ「ナナランド」を卒業する雪村花鈴、アイドル最後のグラビアを収め

たデジタル写真集。愛属性、ピンク担当と、まさに王道アイドルらしい可愛さの詰まった1冊は

「思い出」と「別れ」がテーマ。2人で作ったたくさんの思い出、そして切ない別れのとき、でも
最後は笑ってバイバイ、というストーリーを雪村が見事に表現している。3種類の水着姿と、等
身大の洋服姿、どれもが愛らしいデジタル写真集となっている。

子どものための絶滅危惧種ガイド

オリジナル
コミック

¥200

3月4日

雪村花鈴 ずっと、ずっと。

消えゆく動物たちを救え

¥200

Renta! のみ
他書店4/1発売

鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

FLASHデジタル写真集

コミック

3月4日

バツイチ課長と恋する王子 6

て⸺!?

オリジナル

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

3月4日

ミリー・マロッタ［著］／鈴木素子［訳］

砂漠に暮らすゴビヒグマ、ウロコのある哺乳類ミミセンザンコウ、ドラゴンの子どものようなホ

ライモリ、驚くほど小型化が進むトナカイ、そして睨みを利かすハシビロコウ……個性的な野

絵本

生動物たちの多くが、いま絶滅の危機に瀕している。この本では、美しいイラストとともに、43

4334962513

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!? ～（上）

3月9日

種の「とてつもない」生き物たちの驚くべき生態を紹介する。

【単行本版】 西原ケイタ

ED を隠すチンピラの光谷はツレの悪ノリでゲイ専門デリヘルボーイを呼ばれ……やって来た

のは元担任の逢坂 !? 光谷達が賭けをして退職に追い込んだ元教師だった！ 「怯えた顔は
可愛いもんだな、サービスしてやるよ」そのまま逢坂に押し倒され扱かれ ED がバレて!!

元

担任のテクに女のようにイかされる⸺!!?
【本作品は話売り『チンピラ君のメスイキ調教』1
～5話に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

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!? ～（上）

【単行本版／シーモア限定特典付き】 西原ケイタ

【シーモア限定、イラスト1P 収録】ED を隠すチンピラの光谷はツレの悪ノリでゲイ専門デリヘ
ルボーイを呼ばれ……やって来たのは元担任の逢坂 !?

光谷達が賭けをして退職に追い込

んだ元教師だった！ 「怯えた顔は可愛いもんだな」突然押し倒されて扱かれ ED がバレて!!
元担任のテクに女のようにイかされる⸺!!? 【本作品は話売り『チンピラ君のメスイキ調
教』1～5話に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

¥2240

同日発売
コミック

4334808247

¥750

3月9日

コミックシーモア限定

同日発売
コミック

4334808247

¥750

パパとぼくとかぞくになってよ

【単行本版／電子限定特典付き】 靴川

「パパ、僕のことイヤなのかな」妻を亡くし、息子の空と二人になった翼。仕事に家事に育児
に追われ余裕のない日々。空のためと怒ってばかりで笑う事すら忘れていた翼の前に、人懐

っこいゲイの比呂が現れた。いっぱいいっぱいの翼を助けたいと思う比呂。でも、頼ることを

3月9日

同日発売
コミック

4334808263

知らない翼にその思いは届かなくて……。
【本作品は話売り『パパとぼくとかぞくになってよ』 ¥750
1～5話に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

パパとぼくとかぞくになってよ

【単行本版／シーモア限定特典付き】 靴川

【シーモア限定、漫画1P 収録】
「パパ、笑わなくなったの。
」妻を亡くし、息子の空と二人になっ
た翼。仕事に家事に育児に追われ余裕のない日々。いつしか怒ってばかりになっていた翼の
前に、明るく人懐っこいゲイの比呂が現れた。余裕のない翼を助けたいと思う比呂。でも、翼

にその思いは届かなくて……。
【本作品は話売り『パパとぼくとかぞくになってよ』1～5話に描

きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

パパとぼくとかぞくになってよ

【単行本版／ Renta! 限定特典付き】 靴川

【Renta! 限定、漫画1P 収録】
「パパ、笑わなくなったの。
」妻を亡くし、息子の空と二人になっ
た翼。仕事に家事に育児に追われ余裕のない日々。いつしか怒ってばかりになっていた翼

の前に、明るく人懐っこいゲイの比呂が現れた。余裕のない翼を助けたいと思う比呂。でも、
翼にその思いは届かなくて……。
【本作品は話売り『パパとぼくとかぞくになってよ』1～5話

に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

ふたりの夜のすごしかた（上）

【単行本版／電子限定特典付き】 村上左知

蛍、24歳。コミュ障。童貞。家で萌え絵を描くのが趣味のヲタリーマン。中学の時「絵を見せ

て」と絡んできたイケメンモテ男の相良が、引っ越し先でお隣さんに!? しかも、相良は売れ

っ子の少女漫画家になっていて!? 「今度は逃がさねーよ」と蛍に迫る相良。正反対な二人

が織りなす恋の結末は !? 【本作品は話売り『ふたりの夜のすごしかた』1～5話に描きおろし

を加えた単行本の電子版になります。
】

ふたりの夜のすごしかた（上）

【単行本版／シーモア限定特典付き】 村上左知

【シーモア限定、漫画1P 収録】蛍、24歳。コミュ障。童貞。家で萌え絵を描くのが趣味のヲタ
リーマン。中学の時「絵を見せて」と絡んできたイケメンモテ男の相良が、引っ越し先で隣に
!? しかも、相良は売れっ子の少女漫画家になっていて!? 「今度は逃がさねーよ」と蛍に迫

る相良。正反対な二人の恋の結末は !? 【本作品は話売り『ふたりの夜のすごしかた』1～5
話に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

ふたりの夜のすごしかた（上）

【単行本版／ Renta! 限定特典付き】 村上左知

【Renta! 限定、イラスト1P 収録】蛍、24歳。コミュ障。童貞。萌え絵を描くのが趣味のヲタリ
ーマン。中学の時「絵を見せて」と絡んできたイケメンモテ男の相良が、引っ越し先で隣に !?

しかも、相良は売れっ子の少女漫画家になっていて!? 「今度は逃がさねーよ」と蛍に迫る相

良。正反対な二人の恋の結末は !? 【本作品は話売り『ふたりの夜のすごしかた』1～5話に
描きおろしを加えた単行本の電子版になります。
】

3月9日

コミックシーモア限定

同日発売
コミック

4334808263

¥750

3月9日
Renta! 限定

同日発売
コミック

4334808263

¥750

3月9日

同日発売
コミック

4334808255

¥750

3月9日

コミックシーモア限定

同日発売
コミック

4334808255

¥750

3月9日
Renta! 限定

同日発売
コミック

4334808255

¥750

3月15日

ヘパイストスの侍女

白木健嗣

実用化を目前に控えた、あかつき自動車の自動運転車 WAVE。しかし公道実験中に急停車

し、パワハラ問題を起こしていた先進技術課長が死亡した。犯人と名乗るものから脅迫メー

ルが届くが、捜査は進展を見せない。警視庁サイバー犯罪対策課は、人工知能マリスを使っ

た世界初の捜査に乗り出す。最先端テクノロジー×濃密な企業小説×洗練の警察ミステリ！
第14回島田荘司選ばらの町福山ミステリー文学新人賞受賞作！

暗黒残酷監獄
城戸喜由

椿太郎は同級生に目もくれず、人妻との不倫に勤しみ、友人は皆無の高校生だ。ある日、姉の

御鍬が磔になって死んだので、遺された「この家には悪魔がいる」というメモの謎を探ること

に。父にも母にも、そして自殺した兄にも、秘密が隠されていた。全てを明らかにしたとき、家

族の驚くべき真実を目の当たりにする⸺。第23回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作！

金子ユミ

秋が訪れ、千手學園祭の日が近づいた。永人は音楽教師・中原の頼みで合唱隊の指揮を引

き受けることに。さらに最大の目玉で、選ばれた五名の生徒しか舞台に上がれない戯曲『建

国・五大王』に昊とともに抜擢された。しかし一人残された慧との間に歪が生じ、乃絵を含む
四人はお互いを疑い始める⸺。そしてついに千手學園の謎が明らかに!? シリーズの区切

りとなる第5弾！

神戸北野 僕とサボテンの女神様
藍川竜樹

中学を卒業したばかりの白石那由多は、尊敬する従兄の京に頼まれて、北野の異人館街近

くにあるサボテン専門店・仙寿園を訪れた。京の後輩で店長の坂上緋沙子を手伝うため
だ。緋沙子の美しさに驚く那由多だが、サボテン以外のことに無頓着な彼女の天然ぶりに気

づく⸺。こんな二人は店に持ち込まれるサボテンがらみの様々なトラブルを解決出来るの
か !?

中国が世界を牛耳る100の分野
日本はどう対応すべきか

高橋五郎

一向に収まる気配のない米中対立。両者とも歩み寄る姿勢は見せず、対立が更に激化する
恐れも指摘されている。ただ、勝者はすでに決まっていよう。
「一帯一路」による巨大経済圏

の構築をはじめ、その躍進を見れば中国の勝利は想像に難くないはずだ。この現実から目を
背けていては、いずれ日本は世界での影響力を失ってしまう。⸺ではどうするべきか。その
対応策を中国研究40年の著者が中国世界制覇のエビデンスとともに提言する。

弱くても稼げます

シン・サッカークラブ経営論

四六判文芸書

4334914543

¥1850

3月15日
同日発売
光文社文庫

4334793185

¥800

3月15日

千手學園少年探偵團

また会う日まで

同日発売

小山淳、入山章栄、松田修一、阿久津聡

サッカークラブ経営に携わるベンチャー企業、スポーツX。自身も世代別の日本代表だった創

業者の小山は選手の社員化や徹底した地域密着でクラブの繁栄を目指す。はたして日本のサ

ッカー界に新しい経営スタイルは根付くのか。ベストセラー『世界標準の経営理論』の著者で
ある入山章栄、ベンチャー研究の重鎮として知られる松田修一、ブランド論を日本に根付か
せた立役者の阿久津聡という、第一線の経営学者3人と語りつくす。

同日発売

キャラクター文庫

433479324X

¥750

3月15日
同日発売

キャラクター文庫

4334793258

¥650

3月16日
同日発売
光文社新書

4334045952

¥900

3月16日
同日発売
光文社新書

4334045960

¥840

「現代写真」の系譜

写真家たちの肉声から辿る

圓井義典

土門拳、植田正治、東松照明、森山大道、荒木経惟、須田一政、杉本博司、佐藤時啓、森村

泰昌、畠山直哉……。日本を代表する写真家たちは、何を模索し、何を語ってきたのか。写真
家たちの作品と肉声を辿りながら、
「現代写真」の流れを一望する。

古田雄介

インターネットと「死」をとりまく環境は時代によって大きく変化していく。消えずに残された
過去は、生きている私たちの現在と未来をどう方向づけるのか？ 故人がインターネットに残

した足跡とどう向き合うのが正解なのか？ 空間や時間をこえて届いた鮮烈なメッセージに
耳を傾ける。
「東洋経済オンラインアワード2021」MVP 獲得の好評連載が一冊に。

女性自衛官

キャリア、自分らしさと任務遂行

同日発売
光文社新書

4334045979

¥980

3月16日

ネットで故人の声を聴け
死にゆく人々の本音

3月16日

上野友子、武石恵美子

�THE 男社会�で戦う女のワークライフバランスとは⸺？ 未だ全体の8％未満と超マイノリ

ティである女性自衛官、中でも子育て経験のある幹部自衛官を対象にインタビューを実施。
任務遂行上で抱える課題、出産や子育てでぶつかる壁、自分の仕事をどのようにとらえてキ

ャリアを形成してきたのかを通じて、日本社会で働く女性が共通して直面する葛藤やキャリア
形成の問題点をより鋭角的にあぶり出した、新・女性キャリア論。

シマノ 世界を制した自転車パーツ
堺の町工場が「世界標準」となるまで

山口和幸

「シマノのレーシングコンポを使えば勝てる。そういうものを我々は作ろう」。本場ヨーロッ

パの厚い壁、ユーザーからのクレームの嵐、そして幾度の挫折をバネにあくなく挑戦を続け、

同日発売
光文社新書

4334045987

¥1120

3月16日
同日発売
光文社新書

4334045995

¥860

3月18日
ノンフィクション

�自転車界のインテル�と呼ばれるまでになったシマノ。
「ストレスフリー」
（もっと使いやすく） 4334974023
の理念を徹底追求し、自転車レースの世界で確固たる地位を築き上げた堺の町工場が「世
界標準」となるまでを描くロングセラー・ノンフィクション。

Platinum FLASHデジタル写真集

夏目綾／ coto［撮影］

夏目綾 ゼンブカワイイ!!

2021年4月に結成されたアイドルグループ「miao」のメンバーとして活動する夏目綾が、ア

イドル活動のオンとオフの表情をグラビアで表現！ 「ミス週刊少年マガジン」の実績を持つ

¥1280

3月18日

オリジナル
FLASH 写真集

美女が見せる、素朴清純系のカノジョ感とキラッキラなアイドル感のギャップに撃ち抜かれる

こと間違いなし！ パジャマ＆ランジェリー風の寝起きカットから猫モチーフの黒水着まで、 ¥1100
圧倒的ボリュームの4シチュエーション全70ページ！

和菓子と言の葉

デザイナーが紡ぐ四季の物語

藤原夕貴

日々が愛おしくなる美しい日本語を小さな和菓子に変えて。木の芽時、玉響（たまゆら）、松

宵、薄氷（うすらい）･･･ 言の葉から得た着想をもとに、うつろう季節の情景や情感に輪郭を与

える和菓子デザインの歳時記。四季の変化を慈しむ日本人の感性に心が動かされます。和菓
子をより身近に感じられる厳選レシピや、うつわとの合わせ方、写真の撮り方なども収録。菓
銘は英訳つき。

3月23日
同日発売

ノンフィクション

433495300X

¥1500

笑える革命

笑えない「社会課題」の見え方が、ぐるりと変わるプロジェクト全解説

小国士朗

「どれだけ大切なことだったとしても、伝わらなければ、存在しないのと同じ」。
「注文をまち
がえる料理店」
「deleteC」
「丸の内15丁目プロジェクト」
「レインボー風呂ジェクト」
「おすそわ

けしマスク」といった様々なプロジェクトを手がけ、伝えることに向き合い続けたプロデュー

サーが考える、これからの�企画のあり方�。

焔ノ地
ほむら

ち

天正伊賀之乱

結城充考

時は天正六（1578）年。伊勢国を治める織田信長の次男・北畠信意は隣国・伊賀国への侵攻

を計画していた。いち早く察知した伊賀国人たちは、防衛戦の準備を始めるが、内通者の存
在が疑われ、戦の帰趨は読み切れない。しかも相手は大軍だ。四万四千対三千という絶対

不利の戦いに生き残りをかけて挑む伊賀国人の戦術と駆け引きは、どのような結果を導くの

か。史実の裏で運命に翻弄された若武者たちを描く、著者初の長編歴史小説。

3月23日
同日発売

ノンフィクション

4334953018

¥1500

3月23日
同日発売

四六判文芸書

4334914535

¥1850

エレジー

3月23日

新宿二丁目で夜遊びに興じる川島大吾。独身で趣味は仕事。男女の駆け引きのないニュー

四六判文芸書

赤松利市

ハーフのショーパブに嵌っている。平成三年、あぶく景気が弾け、いつも指名するカスミも店
を辞めた。当時はまだ日陰の存在だったニューハーフに頼る家族も故郷もない。老後の心配

をするカスミに、ニューハーフのリタイアハウスのプランを告げる大吾だったが……。新宿、道
東、ミナミ。平成バブル夜の街三景。

シェア

真梨幸子
鹿島穂花（40）は、相続した新宿区 A 町の古い民家をシェアハウスにすることに。しかし、不

動産会社の口車に乗せられ想定外のリフォームをして借金を負い、さらに工事中に床下から

とんでもないものを発見してしまう。シェアハウスには「キラキラネーム」の4人を含む6人の
女性が入居。時はコロナ禍、皆でマスクを手縫いし、果てには持続化給付金詐欺に手を染
め……次第に雲行きが怪しくなってゆくシェアハウスの実態は？

金蔵破り

隠密船頭（八） 稲葉稔

江戸じゅうが猛威を振るった野分の被害を蒙った秋のある日、
「南町奉行の隠密」沢村伝次郎

は、奉行の筒井和泉守に呼ばれる。江戸湊で男の死体が発見され、持ち主不明の舟が見つ

かったが、それと蝋燭問屋への押し込み強盗との繋がりを探れという。苦労の末に浮かび上

同日発売

4334914551

¥1850

3月23日
同日発売

四六判文芸書

433491456X

¥1650

3月25日
光文社文庫

4334793002

がった衝撃の真相とは⸺。稲葉稔の傑作シリーズ、人情溢れて爽やかな読後感の第八弾。 ¥650

フロイト、無意識について語る

フロイト／中山元［訳］

「無意識について」を中心に、個人の無意識についての理論の変遷をたどる5つの論文と、集
団における個人を超えた無意識の働きについて、社会哲学的かつ文明論的な観点から分析

し、後期の『モーセと一神教』などにつながる広い視野を切り開いた『集団心理学と自我分

析』を収録。
『フロイト、夢について語る』、
『フロイト、性と愛について語る』につづくフロイトシ

リーズ第3弾。

3月25日
古典新訳文庫

4334754538

¥1050

未成年1

ドストエフスキー／亀山郁夫［訳］
複雑な出生で父と母とは無縁に人生を切り開いてきた二十歳の青年アルカージー・ドルゴル

ーキー。誇大妄想的な夢の実現に邁進する彼の目の前に、ある日、謎だらけの父親がとつぜ

ん現れる。いったい何者なのか。父親も許せないが、自分も許せない。そう、心は揺れ、憎悪

しつつも惹かれる日々。主人公を取り巻く魅力的な「女性」と「悪人」たちが暗躍する。ドスト
エフスキー後期の傑作。

イタリア紀行（上）

ゲーテ／鈴木芳子［訳］

ヴァイマール公国での公務を放り出し、長年の憧れであるイタリアへ旅立ったゲーテ37歳。旺

盛な好奇心と鋭い観察眼で、ヴェネツィアからローマ、ナポリ、シチリアなどを経めぐり、美術

や自然にふれ、人びとの生活に身を置いて感じたことなどを書き留めた。下芸術家ゲーテの
土台を築いた青春の旅の記録。

イタリア紀行（下）

ゲーテ／鈴木芳子［訳］

古代遺跡探訪に美術鑑賞と絵画修業。鉱物採取と植物観察、そしてローマのカーニバル観

賞……。芸術家にして自然研究者であるゲーテが若々しいヴァイタリティと探求心で行動し、

その体験をみずみずしい感性で綴ったこの作品は、
「永遠の青春のひと」という言葉にふさわ

しい文豪の青春の記録である。

ジャーロ No. 81
Giallo 編集部［編］
●新連載！：大倉崇裕

●快調連作・連載陣！：青柳碧人、五十嵐貴久、恩田 陸、笠井 潔、香

納諒一、坂木 司、西條奈加、柴田哲孝、竹本健治、辻堂ゆめ、中山七里、早坂 吝、樋口明雄、
深町秋生、古野まほろ、薬丸 岳、イクタケマコト ●読み切り短編：浅倉秋成、犬飼ねこそ

ぎ、水沢秋生、森川智喜

●第25回日本ミステリー文学大賞受賞記念特集：
【大賞インタビ

ュー】小池真理子、
【新人賞インタビュー】麻加 朋、大谷 睦

ジャーロ dash No. 81
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」始めました！ 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！

死ぬほど愛して 2

天樹征丸［原作］／草壁エリザ［漫画］
『女性自身』で連載中の人気コミック『死ぬほど愛して』。
『金田一少年の事件簿』など数々の
大ヒット作で知られる天樹征丸、ドラマ化された『ホリデイラブ～夫婦間恋愛～』も話題の草

壁エリザがタッグを組んだ�魅惑のラブ×サスペンス�。2巻では、主人公宅の近所で起きた殺

人事件の犯人が明らかに。その正体はもちろん、1巻のすべてが伏線だったとわかる衝撃の
展開に。�めくるめく疑惑＆伏線回収の快感�をお楽しみください。

3月25日
古典新訳文庫

433475452X

¥1030

3月25日
古典新訳文庫

4334754546

¥1460

3月25日
古典新訳文庫

4334754554

¥1190

3月25日

オリジナル
ミステリ雑誌

¥500

3月25日

オリジナル
ミステリ雑誌

無料

3月25日

LINEマンガ先行
他書店発売日未定

コミック

4334808271

¥700

両性α 7

生意気キメラは逆らえない。

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

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…!!

もみもみフィーバー 3

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⸺!?

異種族愛鬼譚

いなる

コミック

¥200

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥200

3月25日

合本版2

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

『異種族愛鬼譚』第3～5話を収録した合本版！ 鬼のギイと共に山小屋で過ごし、ギイの隣に
安心感を覚え始めたライカ。しかし、そんな中ギイに突然「お前と暮らすことはできない」と拒
絶をされてしまう。反発するライカに対し、ギイは衝撃の告白を……。その告白に戸惑いと怒

りを覚えたライカは山小屋を飛び出し……辿り着いた村で出会ったのは !? 『寂しい鬼×純
粋な人』種族を超えた禁断、感動の最終巻 !!

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 完全版【特典ペーパー付】
高岡七六

『スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !?』第1～5話を収録した完全版！ 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 !?

オリジナル

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……!?

コミック

¥550

3月25日

オリジナル
コミック

4334792812

¥800

3月25日

2番セカンド【分冊版】13

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

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13話。

オリジナル
コミック

¥100

3月25日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】6

コミックシーモアのみ
他書店5/6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…!?

オリジナル

第6話。

オリジナル
コミック

¥80

3月25日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】7

コミックシーモアのみ
他書店5/6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7話。

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8話。

コミック

¥80

コミックシーモアのみ
他書店5/6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9話。

コミック

¥80

コミックシーモアのみ
他書店5/6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…!?

オリジナル

3月25日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】10

第10話。

オリジナル
コミック

¥80

3月25日

ひなげし雨竜剣【分冊版】8

コミックシーモアのみ
他書店5/6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8話。

終わるセカイの修学旅行【分冊版】6

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）!!!

オリジナル

3月25日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】9

戟譚 !!

¥80

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

る。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか…!?

コミック

3月25日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】8

る。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか…!?

オリジナル

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6話。

オリジナル
コミック

¥100

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥50

FLASHデジタル写真集

あまつまりな 私は絵画になりたい

あまつまりな／東京祐［撮影］

コスプレ界の「ビック3」かつ�2.5次元モデル�という唯一無二の地位に君臨するあまつまり
な。今回の写真集は「絵になる女性」をテーマに、歴史あるクラシカルな洋館にて100P 超の

大ボリュームで撮り下ろし。
「2次元に近い絵画のようなものを表現するために�2.5次元モデ

ル�としての活動を始めました」と語る彼女がついに絵画になった !? ようこそ、あまつ様美
術館へ。妄想と現実を行き来する不思議な世界を体験しよう。

【楽天 kobo 限定ページ増量版】FLASHデジタル写真集

あまつまりな／東京祐［撮影］

あまつまりな 私は絵画になりたい

【楽天 kobo 限定で5ページ増量！】
コスプレ界の「ビック3」かつ�2.5次元モデル�という唯一
無二の地位に君臨するあまつまりな。今回は「絵になる女性」をテーマに、クラシカルな洋館

にて100P 超の撮り下ろし。さらに「2次元に近い絵画のようなものを表現するため�2.5次元

モデル�としての活動を始めました」と語る彼女がついに絵画になった !? ようこそ、あまつ
様美術館へ。妄想と現実を行き来する不思議な世界を体験しよう。

スーパー受け様のオモチャとして飼われています 3
有頂天のぼる

「見つけた……ここ気持ちいいんですね？」スーパー受け様にハマってしまう……！ 桐生さん
のことが気になる渡会。ただの仕事なのだからと思うものの、桐生さんに恋人はいるのかな

とモヤモヤ……。そんなとき、桐生さんから今日は疲れてるからお前が動けと命令が。恋人

や他のバイトたちに負けたくないと精一杯尽くす渡会に桐生は思わず…？ スパダリな受け
様とオモチャにされちゃう忠犬のハッピーエロコメ第3話★

サイドオブパラダイス 2
有栖サリ

「キスすれば思い出すか？」⸺。あの夜から3年後。御曹司のルイスは歌姫「ロキシー」の姿

を捨て、すっかりウォール街の住人になっていた。しかし、思いがけずヴィンセントと再会して

しまう。軍人だった彼は、ギャングの幹部にまで成り上がっていた。
「ずっと君を捜していた」
と言われ、胸が熱くなるルイス。しかし、もう昔のように好き勝手はできないと拒む彼にヴィ

ンセントはーー。元軍人×御曹司の王道ラブロマンス。

世界にさよならのキスをして 1【特典ペーパー付】

日々の杏

その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』家族でも、恋

人でもない。でも、お互いをいちばん愛している、歳の差幼なじみのえつことアラメ。ふたり
は、ある出来事をきっかけに共に暮らし始める。けれど、新しい生活の「はじまり」は、思いも

よらない「さよなら」を引き起こすことになって……。

世界にさよならのキスをして 2【特典ペーパー付】

日々の杏

『その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』家族でも恋

人でもない。でもお互いをいちばん愛している、歳の差幼なじみのえつことアラメ。ふたりは、

ある出来事をきっかけに共に暮らし始める。�普通�付き合っていない男女は同棲しない、と
周囲に驚かれつつも、ふたりだけの「楽園」のような日々を過ごす⸺。

3月25日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

3月25日
楽天 kobo 限定

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

3月25日
ブックパスのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥200

3月25日
ブックパスのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥200

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥200

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥150

世界にさよならのキスをして 3【特典ペーパー付】

日々の杏

『その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』家族でも、
恋人でもない。でも、お互いをいちばん愛している、歳の差幼なじみのえつことアラメ。ふた

りは、ある出来事をきっかけに共に暮らし始める。えつこと同棲する前に彼女と別れていたア

ラメは、友人から「えつこを抱けるのか」と尋ねられて⸺。

世界にさよならのキスをして 4【特典ペーパー付】

日々の杏

『その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』中学生のえ

つこは、年上の幼なじみアラメと仲良し。性別も年齢も違うふたりは、それでもお互いをいち
ばんの理解者だと思っている。ある日、えつこはアラメに憧れる友人からアラメが恋人と一緒

にいるときはどんな感じなのかと聞かれる⸺。

世界にさよならのキスをして 5【特典ペーパー付】

日々の杏

『その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』中学生のえ

つこは、年上の幼なじみアラメと仲良し。性別も年齢も違うふたりは、それでもお互いをいち
ばんの理解者だと思っている。友人との会話をきっかけに、自分の「好き」と一般的な「恋愛

感情」の違いに戸惑いを覚えたえつこは⸺。

煙たい話 1【特典ペーパー付】
林史也

ある日の昼下がり。有田に車を出してもらった武田は、引っ越しの最後の荷物を積み込んで新

居へと向かう。部屋に入ると、どうやら他の荷物はあらかた片づいているよう。残りの荷ほど

きをふたりで進めていると、武田が持ってくるはずのレンジがないことに有田が気づいて……。
家族とも、友人とも、恋人とも違う。それでも君の隣にいたい⸺。自分たちだけの関係を模
索しながら生きる人々の日々を綴った物語。

煙たい話 2

オリジナル
コミック

¥150

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥150

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥150

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

オリジナル
コミック

¥200

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

林史也

引っ越し早々、食器やらカーテンやら……足りないものに気づいた武田と有田は、ホームセン

ターに買い出しに行くことに。二手に分かれて買い物をしていたところ、武田は勤め先の高

校の生徒である月山と橘に遭遇。誰と来たのかと訊かれ、言葉に詰まってしまう。家族とも、
友人とも、恋人とも違う。それでも君の隣にいたい⸺。自分たちだけの関係を模索しながら
生きる人々の日々を綴った物語。

FLASHデジタル写真集

3月25日

コミックシーモアのみ
他書店5/6発売

リップガールズ お尻しか勝たん！

池尻愛梨、緒方咲、芹沢まりな／井上たろう［撮影］

「グラビアは、おっぱいだけじゃないんです！ これからはお尻の時代が来ます！」グラビア界
最強の事務所・リップよりゴールデンヒップの持ち主で結成された「お尻ップ・ガールズ」が誕

生！ メンバーは3名。バラエティ番組『それって実際どうなの課』で「視力回復お姉さん」とし

て話題になった池尻愛梨。股下85センチで「グラビア摩天楼」の異名を持つ緒方咲。キックボ
クシングのトレーニングから美尻をゲットした芹沢まりなだ！

オリジナル
コミック

¥150

3月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

FLASHデジタル写真集
濡れる編

鈴木優香 初セクシー Vol. 1

鈴木優香／西條彰仁［撮影］

国民的アイドルグループを2021年9月に卒業し、グラビアデビューした鈴木優香。初セクシー

の撮影に挑んだグラビア作品の第1弾。Fカップが強調される銀色の水着を着たベッドシーン

では、誘惑するような表情が楽しめる。お風呂のシーンでは、シャワーを浴びて、床に横たわ

り、�濡れ肌�が楽しめるカットも収録。
「クールな真顔を意識して撮影に臨みました。アイド
ルのときは絶対なかったようなグラビアなので、ぜひ見てほしいです」

【楽天 kobo 限定ページ増量版】FLASHデジタル写真集

濡れる編

鈴木優香 初セクシー Vol. 1

鈴木優香／西條彰仁［撮影］

【楽天 kobo 限定で4ページ増量！】国民的アイドルグループを2021年に卒業した鈴木優香。
初セクシーの撮影に挑んだ作品の第1弾。F カップが強調される銀色の水着を着たベッドシ

ーンでは、誘惑するような表情が楽しめる。お風呂のシーンでは、シャワーを浴びて、床に横

たわり、�濡れ肌�が楽しめるカットも収録。
「クールな真顔を意識して撮影に臨みました。ア

イドルのときは絶対なかったようなグラビアなので、ぜひ見てほしいです」

FLASHデジタル写真集
美ヒップ解禁編

鈴木優香 初セクシー Vol. 2

鈴木優香／西條彰仁［撮影］

国民的アイドルグループを2021年9月に卒業し、グラビアデビューした鈴木優香。初セクシー

の撮影に挑んだグラビア作品の第2弾。ソファーでニットを脱いで、チューブ水着姿を披露。く
びれの曲線美が堪能できる。背中のざっくり開いたワンピース水着に着替えると、美尻が露わ

になり大胆な衣装に恥じらう表情も。
「クールな真顔を意識して撮影に臨みました。アイドル

のときは絶対なかったようなグラビアなので、ぜひ見てほしいです」
【楽天 kobo 限定ページ増量版】FLASHデジタル写真集

美ヒップ解禁編

鈴木優香 初セクシー Vol. 2

鈴木優香／西條彰仁［撮影］

【楽天 kobo 限定で4ページ増量！】国民的アイドルグループを2021年9月に卒業した鈴木優

香。初セクシーの撮影に挑んだ作品の第2弾。ソファーでニットを脱いで、チューブ水着姿を
披露。くびれの曲線美が堪能できる。背中のざっくり開いたワンピース水着に着替えると、美

尻が露わになり大胆な衣装に恥じらう表情も。
「クールな真顔を意識して撮影に臨みました。

アイドルのときは絶対なかったようなグラビアなのでぜひ見てほしいです」

FLASHデジタル写真集

ランジェリー編

鈴木優香 初セクシー Vol. 3

鈴木優香／西條彰仁［撮影］

国民的アイドルグループを2021年9月に卒業し、グラビアデビューした鈴木優香。初セクシー

の撮影に挑んだグラビア作品の第3弾。リビングで青いキャミソールを脱いで、ランジェリー姿

で全身を見せると、極上のくびれが露わに。また、Fカップが際立つビスチェでは、特に寝そべ

るシーンで美バストが堪能できる。
「クールな真顔を意識して撮影に臨みました。アイドルの
ときは絶対なかったようなグラビアなので、ぜひ見てほしいです」

【楽天 kobo 限定ページ増量版】FLASHデジタル写真集

ランジェリー編

鈴木優香 初セクシー Vol. 3

鈴木優香／西條彰仁［撮影］

【楽天 kobo 限定で4ページ増量！】国民的アイドルグループを2021年9月に卒業した鈴木優

香。初セクシーの撮影に挑んだ作品の第3弾。リビングで青いキャミソールを脱いで、ランジ

ェリー姿で全身を見せると、極上のくびれが露わに。また、Fカップが際立つビスチェでは、特

に寝そべるシーンで美バストが堪能できる。
「クールな真顔を意識して撮影に臨みました。ア

イドルのときは絶対なかったようなグラビアなのでぜひ見てほしいです」

3月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

3月29日
楽天 kobo 限定

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

3月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

3月29日
楽天 kobo 限定

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

3月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

3月29日
楽天 kobo 限定

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

FLASHデジタル写真集

浦まゆ 美しい香り

浦まゆ／栗山秀作［撮影］

10社の契約数を誇るCM 女王・浦まゆを東京の下町で艶やかに撮り下ろし。
「自分の色をみ

つけるため、表現力に幅を広げるためにグラビアに挑戦しました」と挑んだ本作には�女優の
本気�が現れている。こじんまりとした日本家屋、公園、古びた床屋など、ノスタルジックな雰
囲気のなかで、清廉であり、妖しくもある魅力を全開に。美しい香りのする1作になった。

3月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

