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関八州に巣くう者どもに立ち向かえ。シリーズ全15巻、合本版

烏賊川市シリーズ13年ぶりの長編！
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12日発売（紙と同日） 映画を早送りする視聴スタイルの背景には、現在の巨大消費社会があった。

佐伯泰英

東川篤哉

日本橋小伝馬町の牢から出た一人の男。名は夏目影二郎。罪を犯し遠島となる直前、牢から出された
影二郎を待ち受けていたのは、腐敗した八州廻りの大掃除という役目だった。大薙刀を鍛え直した名
刀「法城寺佐常」と南蛮外衣で関八州に巣くう者どもに立ち向かう。佐伯泰英の原点の一つともいえる
シリーズ全15巻が合本版に。※「位の桃井に鬼が棲む」（『夏目影二郎「狩り」読本』所収）を特別収録。
2022年4月25日までの限定発売。

「狩りシリーズ」1〜15巻、「吉原裏同心シリーズ」決定版1〜2巻も同時発売！

閑古鳥さえ寄りつかない鵜飼探偵事務所に、待望の依頼人が訪れた。なんと烏賊川市の有力企業社
長・小峰三郎。三郎は、クリスマスに宿泊するスクイッド荘に同行し、脅迫者から自分を護ってほしいと
いう。断崖絶壁に建つ奇妙な形のスクイッド荘は大雪に見舞われ、いかにも怪事件が起こりそうなムード。
探偵と助手が酒と温泉にうつつを抜かしている間に、殺人者はひたひたと忍び寄り……。烏賊川市シ
リーズ13年ぶりの長編！

合本版　夏目影二郎始末旅シリーズ 【期間限定特典付き】

スクイッド荘の殺人

稲田豊史
なぜ映画や映像を早送り再生しながら観る人がいるのか⸺。なんのために？　それで作品を味わっ
たといえるのか？　著者の大きな違和感と疑問から始まった取材は、やがてそうせざるを得ない切実さ
がこの社会を覆っているという事実に突き当たる。一体何がそうした視聴スタイルを生んだのか？　い
ま映像や出版コンテンツはどのように受容されているのか？　あまりに巨大すぎる消費社会の実態をあ
ぶり出す意欲作。

ファスト映画・ネタバレ―コンテンツ消費の現在形
映画を早送りで観る人たち
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J・D・ヴァンス／関根光宏、山田文［訳］

高津臣吾

今野敏

2016年、無名の31歳の弁護士が書いた回想録がアメリカでミリオンセラーとなった。「ラストベルト(
錆ついた工業地帯 )」と呼ばれる、かつて鉄鋼業などで栄えた地域の荒廃、自らの家族も含めた貧しい
白人労働者階級の独特の文化、悲惨な日常を描いた本書は、トランプ現象を読み解く一冊として世界
中でセンセーションを巻き起こす。2020年、ロン・ハワード監督によって映画化もされた歴史的名著が、
文庫で登場！

一瞬のうちに「これだ！」と思ったり、説明できないけど「なんか変」と感じたりしたことはないだろうか？　
これが心理学でいう「適応性無意識」である。なぜ、様々な科学的検査で本物と鑑定された古代ギリシ
ャ彫刻を、何人かは見た瞬間に贋作だと見抜けたのか？　あるベテランのテニスコーチはいかにして、
選手のサーブ直前にダブルフォールトになることを見抜いているのか？　多くの実験や取材から、「ひら
めき」の力の謎に迫る！

常勝チームになるための「スワローズ・ウェイ」とは何か？　「育てながら勝つ」チームマネジメント、「絶
対大丈夫」に代表される言葉力⸺2年連続最下位からのペナント制覇と日本一達成の裏側を克明
に記す。大好評『二軍監督の仕事　育てるためなら負けてもいい』の続編、ついに刊行。

渋谷署に分駐所を置く警視庁第二機動捜査隊所属の高丸。公務中に負傷した同僚にかわり、高丸の
相棒として新たに着任したのは、白髪頭で風采のあがらない定年間際の男・縞長だった。しょぼくれた
相棒に心の中で意気消沈する高丸だが、実は、そんな縞長が以前にいた部署は捜査共助課見当たり
捜査班、独特の能力と実力を求められる専門家集団だった……。

4334770517
¥1000

ロン・ハワード監督の手で映画化もされた歴史的名著！

2年連続最下位からのペナント制覇と日本一達成の裏側を克明に記す

新しい相棒は冴えないロートル。でも、タダ者じゃない。痛快！　バディ刑事小説

一軍監督の仕事

機捜235

12日発売（紙と同日）
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ヒルビリー・エレジー

あなたの判断を支配している「ひらめき」の正体とは？　世界的ベストセラー！

第１感
マルコム・グラッドウェル／沢田博、阿部尚美［訳］

「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい

アメリカの繁栄から
取り残された白人たち

育った彼らを勝たせたい



「署長に何か起こりそうな気がする……」署長に対する溺愛が止まらない健人、お互いが運命
の番だと痛感しつつも受け入れられない署長。よこはま開港記念パレード当日、爆竹が投げ
込まれた混乱にとっさに署長を守ろうとした健人が襲撃されてしまい⸺!?　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★

「適当なアルファに襲われて、花梨に汚れてほしいんだ」オメガゆえの辛い運命に自暴自棄と
なった幼なじみの晴から、強制発情薬を飲まされて公園に放置された花梨。フェロモンを嗅
ぎつけたアルファに見つからないようただ祈るしかない花梨だったが、察知した恭平が危機
一髪で駆けつけてくれて⸺!?「僕はずっと�運命�を否定してた。だけど…」

「課長の近くにいられなくて……すみません」部長令嬢からのアプローチにさえ冷淡だった部
下の牧瀬から熱烈に告白されつづけて、ひとまず恋人（仮）になった青野課長。これから頑張
って一人前の恋人昇格を目指していたはずの牧瀬が突然、一課への異動を希望して⸺!?　
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 ♪

ハマデカ 7　
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］

うそつきオメガと溺愛アルファ 7　
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

バツイチ課長と恋する王子 7　
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

「……僕は男で、ただの侍者なのに、身分違いにも主に恋するなんて……」虎の聖獣王ティグ
リスは、親友のグランディー国王から「封印していたはずの禁断の魔術書『レメゲトン禁書』が
持ち去られた」事実を知らされる。一方、鹿の少年ルーはティグリスの第一側妾ナミルから招
かれた昼餐の席で牽制されて、ティグリスに恋する自分に気づかされて……!?

音大を卒業し、航空自衛隊の航空中央音楽隊でアルトサックスを担当する鳴瀬佳音は、ちょっ
ぴりドジな自衛隊員。広報活動の一環で、市民との交流を目的とする「ふれあいコンサート」
の準備に取りかかったけれど、演奏予定の『ギルガメッシュ交響曲』の楽譜が一部、紛失して
いて……!?　�トラブルを呼ぶ女�佳音と、音楽隊の個性豊かな仲間たちが謎に迫る!!　「ギ
ルガメッシュ交響曲 前編」

「ふれあいコンサート」で演奏予定の『ギルガメッシュ交響曲』。その楽譜が一部紛失している
ことが発覚し、当時のことを調べる佳音と仲間たち。この曲が最後に演奏されたのは六年前。
同じ時期に突然、退職した隊員がいたことまでは、わかったが調査は手詰まりの状態に。そん
なある日、差出人不明の楽譜が郵送されて戻ってきて……!?　「ギルガメッシュ交響曲 後編」

恋するバンビと絶対君主な主さま 4　
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

碧空のカノン 1　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］

碧空のカノン 2　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］
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コンサートで鳥取県を訪れた佳音たちは、県下の中学校の吹奏楽部を対象とした技術指導
で、何やらワケありの男子・今江田と知り合う。その晩、今江田の行方がわからなくなったと知
り捜索に協力するが、彼は「吹奏楽部の楽器のパーツがなくなる」という問題が発生していた
学校の生徒だった。今江田の失踪と、なくなった楽器のパーツの行方は……!?　「文明開化
の鐘 後編」

碧空のカノン 6　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］

就活57連敗中の七木田亜月は、お寺の住職である父親から帰郷を促されるけど、田舎にあ
る実家のお寺には絶対に帰りたくない。後がなくなり焦る亜月だけど、ひょんなことから決ま
った就職先は、給与よし！　勤務時間よし！　社会保険よし！　そしてイケメンよし♪な個人ク
リニックの事務。待遇がよすぎる雇用条件は、来院する風変わりな患者さんたちも気になり、
嬉しさよりもあやしさが満載で……!?

江戸川西口あやかしクリニック 1 【特典ペーパー付】

永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

ようやく決まったホワイトすぎる就職先。幸せを噛みしめる亜月だけど、異様に鼻が伸びる患
者さんの姿にびっくり仰天。病院名は記憶と違う上、イケメンすぎる先生の年齢にも衝撃を受
けることに。言い知れぬ不安感に襲われるなか、亜月の歓迎会が開かれるけど……。

江戸川西口あやかしクリニック 2 【特典ペーパー付】

永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

航空自衛隊の航空中央音楽隊でアルトサックスを担当する鳴瀬佳音は、音大時代の友人たち
とクリスマスセッション行うのが毎年の恒例行事。だけど、友人のひとりが結婚を控えている
ことを知って、これまでどおりには過ごせなくなることを寂しく思う。そんなとき、音大の卒業
間際に起こった未解決の悪戯事件を思い出し、仲間と共に謎解きに乗り出す！　「ある愛のう
た 前編」

クリスマス直前、毎年の恒例行事となっていた音大時代の友人たちと過ごす楽しい時間。「目
覚まし時計事件」や「校舎の不思議な光事件」など、学生時代に起こった未解決の事件の話
に花が咲く。これからも未解決のまま……かと思いきや、音楽隊の仲間の美樹からヒントを
得て、「校舎の不思議な光事件」の謎を解くことに成功する。「ある愛のうた 後編」

音楽を通して自衛隊と市民が触れ合う〈ふれあいコンサート〉で、鳥取県を訪れた航空中央音
楽隊の一行。東日本大震災から約9ヶ月ぶりのコンサートに張り切る佳音は、県下の中学校
の吹奏楽部から希望者を募った技術指導時、ある女子学生から「吹奏楽部の楽器のパーツが
なくなる」という相談を受ける。新たな謎が舞い込み、佳音の好奇心はうずく！　「文明開化の
鐘 前編」

碧空のカノン 3　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］

碧空のカノン 4　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］

碧空のカノン 5　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］
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日本橋小伝馬町の牢から出された一人の男。名は夏目影二郎という。罪を犯し遠島となる直
前、牢から出された影二郎を待ち受けていたのは、腐敗した八州廻りの大掃除という役目だ
った。大薙刀を鍛え直した名刀「法城寺佐常」と南蛮外衣で関八州に巣くう者どもに立ち向
かう。佐伯泰英の原点の一つともいえるシリーズ第一作！

深川蛤町の極楽島で、勘定所の役人が惨殺された。勘定奉行の父・常磐豊後守秀信から命を
受けた夏目影二郎。その背景を探ると、幕領内の不正疑惑が浮上する。そして、影二郎に襲
いかかる数多の刺客たち。「位の桃井に鬼がいる」と恐れられた鏡新明智流の豪剣で巨悪に
立ち向かう。佐伯泰英の原点ともいえるシリーズ第二弾！

明治大卒のHカップ才女わちみなみの2nd 写真集が電子版に。未掲載カットを48P 追加して、
計176Pの大ボリューム版となっている。本作は東京・大島を舞台に撮影されており、大自然
の中で、引き締まった美ボディを大胆披露。「砂漠やブラックサンドビーチなど、日本から飛び
出したようなダイナミックな写真を楽しんでいただきたい」と、本人も胸を張る。

アイドルグループ「JAPANARIZM」の新メンバー・古湊まりの初めてのデジタル写真集。「こま
り」のニックネームで人気の彼女が、ランジェリー＋エプロン姿で料理に挑戦。料理人の父親
譲りの腕前を披露する。ほかに3種類の水着姿も見せる。

安永五年、豊後岡藩の馬廻り役・神守幹次郎は、意に沿わぬ婚姻に苦しむ納戸頭の妻・汀女
と出奔した。幼馴染の二人は妻仇討の追っ手を逃れ、当てのない流浪の旅に出る。やがて
江戸に出た幹次郎たちは、幕府が唯一許しを与えた遊廓にして千金の町と謳われる吉原遊
廓の前で、汀女の弟・信一郎の危難に出くわすのだが⸺。幹次郎と汀女、二人の伝説がこ
こに始まる。

八州狩り　
夏目影二郎始末旅（一）　佐伯泰英

代官狩り　
夏目影二郎始末旅（二）　佐伯泰英

【電子版限定48ページ増】 わちみなみ2nd 写真集　WM
わちみなみ／LUCKMAN［撮影］

FLASHデジタル写真集　古湊まり　料理の腕は父譲り
古湊まり／田中智久［撮影］

流離　決定版　
吉原裏同心（1）　佐伯泰英

4334902758

¥3000

写真集

吉原が白無垢の衣装で彩られる八朔の日、当代きっての人気太夫・香瀬川が忽然と姿を消し
た。遊女三千人の頂点に立つ太夫が、すわ足抜？　前代未聞の事態に、廓の用心棒・神守幹
次郎は探索に乗り出す。大門以外に出入り口のない町から、太夫はどうやって抜け出したの
か？　失踪の陰に、私欲に溺れる悪党たちの姿が見え隠れるする。裏同心の成敗の行方やい
かに。

足抜　決定版　
吉原裏同心（2）　佐伯泰英

4月5日

4月8日

¥1200

FLASH 写真集

オリジナル
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父・常盤豊後守秀信の影御用を務める夏目影二郎の前で巫女が襲われた。その女は南部盛
岡藩のイタコと判明し、影二郎は女から南部藩の秘密に繋がる「物」を入手する。時を経ず
大目付の父から下った命は、南部藩と津軽藩の探索だった。北行する影二郎の前に未知の
忍び軍団や奇怪なイタコが現れる⸺。絶品のシリーズ第六弾！

下忍狩り　
夏目影二郎始末旅（六）　佐伯泰英

鬼子母神の祭りの夜、夏目影二郎の目の前で二人の武士が斬られた。背後には御三家に配
された五家の陰謀がちらつく。父である大目付・常盤豊後守秀信から新たな命が下り、尾張
に入った影二郎は、敵対する勢力双方から命を狙われることに。はたして五家の陰謀とは―
―。影二郎の豪剣が義を貫く！　盛り沢山のシリーズ第七弾。

幕府の練兵場から演習の最中、鉄砲十挺と設計図が盗まれた。大目付の父・常磐秀信から命
を受けた夏目影二郎が探索に乗り出すと、事件の背後には西洋嫌いの目付・鳥居耀蔵、はた
また盟友・国定忠治の影がちらつく。ようやく真相をつかみかけた影二郎に、悲劇が襲いかか
る。ますます絶好調の「狩りシリーズ」、意表を突く第八弾。

五家狩り　
夏目影二郎始末旅（七）　佐伯泰英

鉄砲狩り　
夏目影二郎始末旅（八）　佐伯泰英

江戸に衝撃が走った！　上州の侠客、国定忠治が押し込み強盗を働いたのだ。これまで探索
の途上で忠治と関わりをもってきた夏目影二郎は、ことの真相を調べ始めるために上州へ。
しかし、そこで待っていたのは驚愕の「策略」だった。影二郎は鏡心明智流の豪剣で巨悪に立
ち向かう。佐伯泰英の原点ともいえるシリーズ決定版の第四弾！

「二十三年も前、余がまいた種の芽を摘み採ってきてほしい」。影御用を務めてきた夏目影二
郎に新たなる命が下る。命じたのは老中水野忠邦。さっそく肥前唐津へ向かった影二郎の前
に現れたのは百鬼水軍なる賊だった。そして、水野の衝撃の過去が明らかになる⸺。九州
を舞台に影二郎の豪剣が悪を断つ。シリーズ第五弾！

妖怪狩り　
夏目影二郎始末旅（四）　佐伯泰英

百鬼狩り　
夏目影二郎始末旅（五）　佐伯泰英

小伝馬町の牢から火が出て、罪人たちが切放になった。その後、戻ってこなかった囚人に勘定
所道中方の役人がいた。勘定奉行の父の命を受けた夏目影二郎は、行方を断った役人の所
在をつき止め、始末する旅に出るが、行く先に巨悪の影が……。鏡新明智流の豪剣で悪に立
ち向かう。佐伯泰英の原点ともいえるシリーズ第三弾！

破牢狩り　
夏目影二郎始末旅（三）　佐伯泰英
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将軍の御社参を前に緊迫する日光で、死んだはずの国定忠治が目撃された。大目付の父の
命で、その真偽の確認に日光へ向かう夏目影二郎。しかし、影二郎の首にも奨金がかけられ
ていた！　目の前に次々と現れる凄腕の刺客。そして、ついには妖しき京からの使いまで現れ
る。忠治は生きているのか。そして、影二郎の運命はいかに⸺。シリーズ、大詰めの第十四
弾。

奨金狩り　
夏目影二郎始末旅（十四）　佐伯泰英

父である大目付の常磐豊後守秀信から珍しく伊豆の遍路旅に誘われた夏目影二郎。あてど
もなく遍路を続ける影二郎たちの前に「闇の刺客」が突如現われた。刺客との闘いを続けな
がらも、父・秀信が影二郎と目指した伊豆の「最終目的地」とはいったいどこか。そして、彼
らを待っていたとんでもない人物とは⸺。息を呑む展開に衝撃のラスト。シリーズ第十二
弾。

夏目影二郎の住む長屋に、国定忠治の使いという男が現われた。子分のほとんどを失い、
孤高の逃避行を続ける忠治からの伝言だというこの男に従って、影二郎は忠治のあとを追
う。やがて、影二郎の前に忠治の姿と捕り方である八州廻りの姿が。忠治の運命は、そして、
父から忠治を討つ命を受けた影二郎の決断は……。手に汗握る展開が詰まったシリーズ第
十三弾。

鵺女狩り　
夏目影二郎始末旅（十二）　佐伯泰英

忠治狩り　
夏目影二郎始末旅（十三）　佐伯泰英

夏目影二郎の元に、旧知の韮山代官・江川太郎左衛門からの依頼がきた。砲術の名手として
知られる高島秋帆を警固してほしいとのこと。自らが捕縛されるまでに弟子たちに「砲術稽
古」をつけんとする高島の熱意に、「稽古場」豆州に同行することにした影二郎だが、それを
阻もうと追う南町奉行・鳥居耀蔵一派との死闘が待っていた⸺。ますます絶好調の第十一
弾。

秋帆狩り　
夏目影二郎始末旅（十一）　佐伯泰英

天保の改革の一環で贅沢が禁止されるなか、歌舞伎の名題役者、七代目市川團十郎が襲わ
れた。北町奉行の遠山金四郎から依頼された夏目影二郎は、團十郎を警固することとなっ
た。はたして、影二郎たちの前に現れたのは謎の「猿面冠者」だった。猿面冠者の正体、そし
て、それを操る「影の人物」とは⸺。「狩りシリーズ」、騒然の第十弾。

役者狩り　
夏目影二郎始末旅（十）　佐伯泰英

天保の改革の煽りで料理茶屋〈嵐山〉までが営業停止に追い込まれた。時間のできた影二郎
は、若菜、祖父母の添太郎、いくを連れて草津へ湯治に出かける。湯治から帰った影二郎を
待っていたのは、父・常盤豊後守秀信に切腹の沙汰が下った知らせだった。走れ影二郎！　父
を救えるのか。絶好調の「狩りシリーズ」、手に汗握る第九弾。

奸臣狩り　
夏目影二郎始末旅（九）　佐伯泰英
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写真に携わるようになって30年以上の時間が経った。（中略）本書では、「撮る者」として、長
く写真に関わってきた体験から生まれたことを中心により具体的に語っていきたい。さらに写
真教育に携わるようになって感じたことについても触れたい（「はじめに」より）。初心者から
プロまで。今こそ考えたい「いい写真」とは？　人物を、風景をどう撮るか。自分の「思い」を
どう伝えるか⸺。著者初の写真論！

写真はわからない
撮る・読む・伝える――「体験的」写真論　小林紀晴

大内、尼子の二大勢力に翻弄される弱小国人・毛利家の次男に生まれた元就。兄を亡くし、
図らずも大将となった元就は、いつ敵方に寝返るとも知れぬ家臣たちをまとめ、乱世を生き
抜くために必死で足掻く。自らも九死に一生を得て己の天命を悟った男は、幾度も哀しみか
ら立ち上がり、武略に長けた逞しい武将となっていく。毛利元就の戦いの生涯を描く傑作歴
史小説。

天命　
毛利元就武略十番勝負　岩井三四二

江戸の町に『馬律流』という武術を伝える道場があった。その主人・紗六新右衛門の長屋に
『唯力舎』という変わった貼り紙がある。そこでは一瀬唯力という男が「黒字になった時から

一年間、儲けの一割を報酬」として支払うことを条件に、経営指南をしてくれるという⸺。唯
力と新右衛門をはじめとする仲間たちが知恵と勇気を振り絞る、青春時代小説！

刀と算盤　
馬律流青春雙六　谷津矢車

早川一家は母・香代子が泥棒、長男・克巳が殺し屋、次男・圭介が弁護士で、末っ子の三男・
正実が警察官、そして長女・美香は詐欺師という奇想天外な家族だ。家族の秘密を唯一知る
圭介はこの度、結婚！　早川一家にも平穏が訪れたかと思っていた矢先、克巳の元に正実の
暗殺依頼が届く⸺。ユーモアミステリーの傑作早川一家シリーズ第二弾。

やり過ごした殺人　新装版　
赤川次郎

都心まで一時間半の寂れたベッドタウン・辛夷ヶ丘（こぶしがおか）。二十年ほど前に連続殺
人事件があったきりののどかな町だが、二週間前の放火殺人以来、不穏な気配が。そんなな
か、町いちばんの名家の当主・箕作ハツエがひったくりにあった。辛夷ヶ丘警察署生活安全課
の砂井三琴は相棒と共に捜査に向かうが……。悪人ばかりの町を舞台にした毒気たっぷり
の連作ミステリー！

殺人鬼がもう一人　
若竹七海
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「最後の始末旅」から七年。穏やかな日常に戻った夏目影二郎の元へ、国定忠治の子分・蝮
の幸助が現われた。久しぶりに上州の縄張りに戻った忠治が中気で倒れたという報せに、影
二郎は幸助とともに再び上州へ向かう。もはや捕縛寸前ながら逃げまどう忠治、それを追う
八州廻りや捕り方たち⸺。そして、最期の時が訪れる！　感動を超えた最終巻。「狩り」シリ
ーズ堂々完結。

神君狩り　
夏目影二郎始末旅（十五）　佐伯泰英
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明治維新以降、欧米の科学技術の導入により生命科学の巨人たちを輩出した日本。しかしこ
の成果はすぐに途絶える。原因として、一、他人を妬む国民性、二、教授の利己性と後継者の
矮小化、三、教授の言いなりの政府の見識欠如、四、新聞や学術誌編集者の能力の劣化があ
る。さらに深刻な打撃が国立大学の独立行政法人化だ。九十歳近い現役研究者が、経験を
もとに、日本の生命科学を若い独創性に富む研究者の力で救う方策を提案する。

日本の生命科学はなぜ周回遅れとなったのか
国際的筋肉学者の回想と遺言　杉晴夫

「あの部屋、解約してここに住め」逢坂からの突然言われて戸惑う光谷。本気にしていいの
かわからずつい憎まれ口を叩いてしまう光谷は、逢坂への気持ちに気づきつつも好きだな
んて絶対言わねぇ、そう思っていた。そんなある日、光谷の前に逢坂と同棲していたという男
が現れて…!?　【本作品は話売り『チンピラ君のメスイキ調教』6～10話に描きおろしを加え
た単行本の電子版になります。】

【シーモア限定、イラスト１P 収録】「あの部屋、解約してここに住め」逢坂からの突然言われて
戸惑う光谷。本気にしていいのかわからずつい憎まれ口を叩いてしまう光谷は、逢坂への気
持ちに気づきつつも好きだなんて絶対言わねぇ、そう思っていた。そんなある日、光谷の前に
逢坂と同棲していたという男が現れて…!?　【本作品は話売り『チンピラ君のメスイキ調教』
6～10話に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。】

【Renta! 限定、イラスト1P 収録】「あの部屋、解約してここに住め」逢坂からの突然言われて
戸惑う光谷。本気にしていいのかわからずつい憎まれ口を叩いてしまう光谷は逢坂への気持
ちに気づきつつも好きだなんて絶対言わねぇ、そう思っていた。そんなある日、光谷の前に逢
坂と同棲していたという男が現れて…!?　【本作品は話売り『チンピラ君のメスイキ調教』6～
10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!?〜（下）

【単行本版】　西原ケイタ

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!?〜（下）

【単行本版／シーモア限定特典付き】　西原ケイタ

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!?〜（下）

【単行本版／ Renta! 限定特典付き】　西原ケイタ

2022年5月は沖縄が日本に返還されて50年。共同通信社の記者時代から沖縄の取材を続け
てきた著者は退社した19年7月以降、ここ数年に相次いで解禁された日米の機密文書を渉猟
し、これまでの返還交渉についての世間の常識や通説と大きく食い違う証言や事実に数多く
遭遇してきた。そして、この返還交渉こそが、いまのこの国の在り様、あるいは日米関係の原
点であることに気づく。新史料を交えて考察するこの国の姿と未来。

沖縄50年の憂鬱
新検証・対米返還交渉　河原仁志

慣性の法則、ケプラーの法則、ファラデーの電磁誘導の法則⸺。学生の時に習うこれらの法
則を見て「うぅ……」となっていませんか。公式や計算の多い物理学。苦手意識を持つ人は少
なくないはずです。ただ、物理学史を知ると印象はガラっと変わります。そこには天才たちが
織りなす数々のドラマがあるのです。本書ではそんな2500年にわたる物理学の歩みを分かり
やすく解説。読めばハマる、学生時代に躓いた全ての人のための入門書！

物理学の野望
「万物の理論」を探し求めて　冨島佑允
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【Renta! 限定、漫画1P 収録】�獣人類�の犬・太郎を飼っている雪也は、「獣人類の番に選ばれ
ると幸運がもたらされる」という噂があるため、太郎に群がる人間が多くてうんざり！　しかし
悪態をつきつつも太郎が好きな雪也は、太郎の番が見つからない事に安堵していた。そんな
ある日……!?　【こちらは話売り『Loveless SEX Dog ～愛のない獣～』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。】

Loveless SEX Dog　愛のない獣
【単行本版／ Renta! 限定特典付き】　霧嶋珠生

コミュ障オタリーマンの蛍は、イケメンリア充の相良と人生初 H を経験！　しかし、挿入なし
で終わってしまった !?　最後までシたいと思う蛍と、痛い思いをさせたくない相良。悩み過
ぎた蛍は、腐男子オタ仲間の陽平に話を聞くべく人生初オフ会に乗り込み！　【こちらは話売
り『ふたりの夜のすごしかた』6～10話に描きおろしを加えた単行本の電子版になります。】

【シーモア限定、漫画1P 収録】コミュ障オタリーマンの蛍は、イケメンリア充の相良と人生初
Hを経験！　しかし、挿入なしで終わってしまった!?　最後までシたいと思う蛍と、痛い思いを
させたくない相良。悩み過ぎた蛍は、腐男子オタ仲間の陽平に話を聞くべく人生初オフ会に
乗り込み！　【こちらは話売り『ふたりの夜のすごしかた』6～10話に描きおろしを加えた単行
本の電子版になります。】

【Renta！限定、イラスト1P 収録】コミュ障オタリーマンの蛍は、イケメンリア充の相良と人生
初 Hを経験！　しかし、挿入なしで終わってしまった!?　最後までシたいと思う蛍と、痛い思い
をさせたくない相良。悩み過ぎた蛍は、腐男子オタ仲間の陽平に話を聞くべく人生初オフ会
に乗り込み！　【こちらは話売り『ふたりの夜のすごしかた』6～10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（下）
【単行本版／電子限定特典付き】　村上左知

ふたりの夜のすごしかた（下）
【単行本版／シーモア限定特典付き】　村上左知

ふたりの夜のすごしかた（下）
【単行本版／ Renta! 限定特典付き】　村上左知

【シーモア限定、漫画１P 収録】�獣人類�の犬・太郎を飼っている雪也は、「獣人類の番に選ば
れると幸運がもたらされる」という噂があるため、太郎に群がる人間が多くてうんざり！　しか
し悪態をつきつつも太郎が好きな雪也は、太郎の番が見つからない事に安堵していた。そん
なある日……!?　【こちらは話売り『Loveless SEX Dog ～愛のない獣～』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。】

Loveless SEX Dog　愛のない獣
【単行本版／シーモア限定特典付き】　霧嶋珠生

�獣人類�の犬・太郎を飼っている雪也は、「獣人類の番に選ばれると幸運がもたらされる」と
いう噂があるため、太郎に群がる人間が多くてうんざり！　しかし悪態をつきつつも太郎が好
きな雪也は、太郎の番が見つからない事に安堵していた。そんなある日……!?　【こちらは話
売り『Loveless SEX Dog ～愛のない獣～』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。】

Loveless SEX Dog　愛のない獣
 【単行本版】　霧嶋珠生

4月12日

433480831X

¥750

コミック

同日発売

コミック

コミック

同日発売

同日発売

4月12日
コミックシーモア限定

4月12日
Renta! 限定

433480831X

433480831X

¥750

¥750

4月12日

4334808336

¥750

コミック

同日発売

コミック

コミック

同日発売

同日発売

4月12日
コミックシーモア限定

4月12日
Renta! 限定

4334808336

4334808336

¥750

¥750



宝石商の壬生真理子が夫の陽介と共に描いた綿密な殺人計画が今宵実行に移される。ター
ゲットは自分たちに偽造ダイヤを売りつけたイタリア人のフェルナンド。アリバイ工作も整い、
完全犯罪が成立するかと思われた矢先、予想外の人物が凶弾に倒れる……。動揺する被害
者に犯罪の影は微塵も窺われない。予断を持って捜査を進める集団の中で、ただひとり花房
は別の可能性を検討しはじめていた。

逆転のアリバイ 刑事花房京子　
香納諒一

人知を超えた凶悪殺人犯たち。彼らはなぜ生まれたのか。⸺犯罪大国アメリカで実際に
起きた凶悪殺人事件の真相に迫る、犯罪ドキュメンタリー番組を初書籍化。収録するのは、
�シリアルキラー界のカリスマ�テッド・バンディから、2010年代の最新事件まで、ラインナッ
プの妙が光る全10ケース。事件概要と、平山夢明による解説をテキストで再構築し、完全収
録した。番組に出演する大谷亮平、谷山紀章のインタビューも特別掲載。

立山での山行後に消息が途絶えた塾経営者の竹中智久。竹中の恋人の届け出で松本署の刑
事・道原と吉村が捜索を進めるが、その人物像は過去と現在とで大きくかけ離れていた。犯
罪の可能性を探るため、道原たちは竹中が好んで登った白馬へ。その足跡を辿る中で、彼と
山行に臨んだパーティの面々も姿を消していることを掴む。竹中という男は何者なのか。次
第に明らかになる未解決事件の全貌と共に危険が迫る……。

覚醒剤の密輸現場で逮捕された暴力団員・雨夜。�いい刑事�にしか話さないと黙秘していた
が、やけに身なりのいい警視庁捜査一課の刑事・滝田に会ったとたん、自供を始める。そして
雨夜は、覚醒剤密輸で逃亡した人間に加え、品川で起こった暴力団幹部殺害の犯人を教える
という闇の�司法取引�で不起訴にしろと持ちかけてきた。彼が明かした殺人犯に戸惑いを隠
せない滝田。しかし、それは迷走する捜査の始まりに過ぎなかった……。

トゥルークライム　アメリカ殺人鬼ファイル　
平山夢明［監修］／トゥルークライム　アメリカ殺人鬼ファイル」プロジェクト

白馬八方尾根殺人事件　
梓林太郎

闇の余白　
石川智健

そいつはいったい誰なんだ？……「河畔のホテルの客で唯一、自分を殺そうとしていないの
は？」「古アパートの怪しげな住人で、警察に捕まろうとしているのは？」「豪華客船に乗り込
んだ俗物たちの中で殺されるのは？」「雪の山荘が爆破される緊急事態に、生き残ったのは？」

「強きをくじき、弱きを助ける、本物の名探偵は？」……本格ミステリの追求者・芦辺拓が多彩
な7つの設定で魅せる、奇妙奇天烈、変則フーダニットの見本市。

名探偵は誰だ　
芦辺拓

アイドルグループBOCCHI。の白色担当・大嶋みくが、高校時代に全国大会に出場したという
チアダンスを披露する。また90センチHカップというバストを美しく見せる水着グラビアも披
露。「ミスマガジン2011」ベスト16という彼女の個性を生かした写真集になっている。

FLASHデジタル写真集　大嶋みく　胸躍らせファイト！
大嶋みく／Takeo Dec.［撮影］

4月15日

¥1200

FLASH 写真集

オリジナル

4月19日

4月19日

4月19日

4月19日

4月19日

4334914578

4334914586

4334914608

4334077501

4334914616

¥1900

¥1700

¥1600

¥900

¥1800

四六判文芸書

四六判文芸書

ノンフィクション

カッパ・ノベルス

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



人と人を結び、新たな価値を生む、「つながる人」になろう。元ラグビー日本代表キャプテン
が、多くの仲間たちと挫折を乗り越え課題を解決し、現役引退後に学び直し独立し、考えに
考え抜いてようやくたどり着いた、これからの時代に必要な私たちの「新しい関係性」。「キャ
プテンなんて、なりたくなかった」と語る著者が、長年のキャプテンとしての体験から提案した
い、今こそ必要な「相談される力」のすべて。

相談される力　
誰もに居場所をつくる55の考え　廣瀬俊朗

女性ホルモンや自律神経など、女性の体のメカニズムをクリアに解説し、腟のことや、セック
ス、生理、尿漏れなどの�実は知りたかった�悩みを解決してくれる一冊。具体的な腟ケアの
仕方と、骨盤底筋群のトレーニングもご紹介します。押すことでうるおう「うるツボマップ」も
必見。これらを実践することこそ「腟レッチ」。「これって普通 ?」「なんとなく心配」というかた
は、まずその悩みやストレスを、解決していきましょう。

35歳は�男の曲がり角�。若いころから美容に無関心できた結果、男の見た目は30代も半ば
から急激に老化します。容色の衰えを間近で目にする女性（妻）が、ネガティブな反応を示す
のも無理はありません。●遺伝に負けない薄毛対策→あります。●加齢に逆らうニオイ対策
→あります。●肌を若々しく整える腸活→あります。特別な手間は不要、むしろ�やりすぎ�注
意。「最短にして最大限」の効果を出す方法を専門の医師が解説します！

●ふつうの人「陰ながら応援してます」→品のいい人「私にできることありませんか？」●ふつ
うの人「みんな並んでるんですけど」→品のいい人「最後尾はあちらですよ」●ふつうの人「頑
張って」→品のいい人「お祈りしています」……。全項目ビフォーアフターで解説！　テレビで
大人気のマナー講師が教える、選ばれる・愛される・信頼されるための言葉の使い方。

うるおいの腟レッチ　
栗本夏帆

だから夫は35歳で嫌われる　
メンズスキンケアのススメ　西嶌暁生

「ふつうの人」を「品のいい人」に変える　一流の言いかえ　
諏内えみ

1人の人間が1年間に出すゴミの量は、だいたい小さいカバ１頭分！　たった１つの大切な地
球を守るために、今きみたちにできるのが、このゴミをへらすことなんだ。できるだけゴミを出
さない、ゴミにしないでもう1度使う、リサイクルする、リニューアルする。一緒に楽しくやって
みよう！　環境問題を楽しく学ぶためのSDGｓ入門絵本。

きみの地球を守って　
フィリップ・バンティング／さかいあきふみ［やく］

江戸末期に活躍した天才棋士、天野宗歩。五歳にして非凡な才能をもてはやされた幼少期。
酒に溺れ、賭け将棋に明け暮れた上方時代。命を懸けた大橋宗珉との苛烈な対局。浮世も
御城将棋にも見切りをつけ、興行三昧する奥州行脚。実力十三段、のちに棋聖と呼ばれた孤
高の勝負師は、何を追い求め彷徨っていたのだろうか。近代将棋の定跡の基礎を築き、今も
棋界から無二の存在と一目置かれる男の孤独と絶望に迫る、新たな盤上小説。

宗歩の角行　
谷津矢車

4月19日

4月19日

4月19日

4月19日

4月19日

4月19日

4334914624

4334902987

4334952992

4334953034

4334953042

4334953050

¥1800

¥1280

¥1300

¥1400

¥1400

¥1200

四六判文芸書

絵本

ノンフィクション

ノンフィクション

ノンフィクション

ノンフィクション

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



川端康成、中原中也、尹東柱⸺京都と縁のある文学を題材に、不思議な出会いに翻弄され
る人々を描く。不良少年の東柱、彼の名前の由来は戦時中独立運動の疑いで投獄された尹
東柱だった……。（「東柱と東柱 ｣）　大学生の秀文は、曾祖父と笑顔で写真に写る謎の女性
の姪孫を訪ねた……。（「『土曜日』のフランソア喫茶室」）　第8回京都本大賞受賞の著者が
紡ぐ、新たな京都ミステリ4編。

母一人子一人で育った真子は、夫・康生の転勤に従い、絵本の出版社を退職し、大分で暮らし
ている。優しい両親となり、理想の家族を作りたいと思っていた二人は、子どもを待ち望んで
いたはずだった。が、ある日声をかけてきた男子高校生・高木と知り合った真子は⸺。様々
な思いを抱え、自分の本当の幸せに辿り着くまでを描く、巡り会いと再生の物語。

探偵や刑事が推理や捜査を重ねて、殺人の真犯人を探したり、殺害方法を解明するだけがミ
ステリーではない。反対に、犯人の立場から殺人を描いたのが�倒叙もの�と呼ばれるミステ
リーである。本書は1978年にテレビ放映されてヒットした倒叙推理ドラマ「チェックメイト78」
の原案となった本格ミステリーの巨匠の選りすぐりの短編を収めたアンソロジー！

京都文学小景　
物語の生まれた街角で　大石直紀

しあわせ、探して　
三田千恵

黒い蹉跌　
鮎川哲也のチェックメイト　鮎川哲也

CLASSY.の人気コンテンツである骨格診断が書籍化！「ストレート」「ウェーブ」「ナチュラル」と
いう3タイプの骨格ごとに、似合うイメージ・買うべきアイテム・春夏秋冬コーデ・ヘアメークを
ALL 撮りおろしで掲載。オシャレを制限するのではなく、骨格診断＝自分の魅力をより引き出
すものとして、具体的なアイディアが詰まった一冊。CLASSY. が掲げる�オシャレも人生も「自
分で選ぶ」�女性のための永久保存版スタイルブック！

No Kokkaku, No Fashion! 今までで一番おしゃれな骨格診断 BOOK
センスよく生きるための、ベーシック・ワードローブ作りのヒント　CLASSY.編集部／棚田トモコ

信用金庫の支店長をつとめる花井は、浮気をネタに高額な金を強請られていた。会社の実力
者の入り婿となり、将来を約束されていた彼にとって、妻の不興を買うのは避けなければなら
ず、恐喝者を抹殺する以外に道はなかった。綿密な計画のもとに殺人を実行した花井だった
が……（「暗い穽」）。人気テレビドラマの原案となった巨匠の倒叙推理アンソロジー第2弾！

白い陥穽　
鮎川哲也のチェックメイト　鮎川哲也

4月20日

¥1100

FLASH 写真集

オリジナル
セルフプロデュースユニット・femme fataleの�もっと可愛い担当�頓知気さきなの超ハイク
オリティデジタル写真集！　80年代アイドルをこよなく愛する愛する彼女をちょっぴりレトロな
サーフテイストで！　スクールガールからウェットスーツ姿、もちろん水着まで、男の子も女の
子も、おじさんも若者もみんなときめく、エモくて愛しい写真を大ボリュームで収録。このフォ
トジェニックはもう奇跡です！

Platinum FLASHデジタル写真集　頓知気さきな　待ち合わせはサーフサイドで
頓知気さきな／岡本武志［撮影］

4月22日

4月22日

4月22日

4月22日

4月22日

4334952976

433479307X

4334793088

4334792316

433479260X

¥1400

¥650

¥600

¥700

¥700

ノンフィクション

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫



夜叉萬と恐れられ、また揶揄される北町の隠密廻り同心・萬七蔵。品川宿の旅籠・島本が押
しこみに遭い、主らが殺害された事件の探索を任される。夫亡き後、島本を守る女将に次な
る魔の手が伸びようとしていた。島本には、相州から来た馬喰の権三という男が泊っていた
のだが⸺。品川宿の風景の中で、男女の人生の一瞬が交差する。情感溢れる傑作シリーズ
最新作。

夜叉萬同心　一輪の花　
辻堂魁

4月25日

¥1000

FLASH 写真集

オリジナル

幼くして父親と母親を亡くした少年フィリップ。寄宿学校での経験から自由を求め、外国生活
に憧れてハイデルベルクの下宿屋へ、芸術家になることを夢見てパリの美術学校へ、就職す
るべくロンドンの医科大学へと、理想と現実の狭間をもがき進む。そのなかでの様々な出会
いに翻弄され……。友情と恋愛、そして人生のままならなさと尊さの両面を描き切る文豪モ
ームの自伝的長編小説。

その脅威のセルフプロデュース力で瞬く間にInstagramフォロワー100万人超えの大人気イ
ンフルエンサーとなった�SNSのフェチ天使�くりえみが、限界まで見せるポップでエッチな七
変化！　ポップな水着、アメリカンウェイトレス、フェチ感たっぷりのスクールガール、ランジェ
リーからどっきり悩殺ニットまで、令和のフェチアイコンの魅力のすべてをこの一冊に盛り込
みました！

人間のしがらみ（上）
モーム／河合祥一郎［訳］

Platinum FLASHデジタル写真集　くりえみ　CANDY GIRL
くりえみ／藤本和典［撮影］

ミルドレッドへの思いを断ち切ったフィリップに訪れる新しい出会いと思わぬ再会。感情を大
きくかき乱す出来事の数々に翻弄されるなか、青年は偶然知り合ったある一家との交際のな
かで人生の「真実」に気づき……。人気絶頂期のモームが劇壇との蜜月関係を破り、専念し
て書かざるを得なかった20世紀英文学の代表的傑作。

日テレジェニック2014に選ばれ、恵比寿マスカッツメンバーとして活躍する石岡真衣のグラ
ビアラスト写真集がついにデジタル化！　撮影テーマは「逃避行」。雨降りしきる沖縄を舞台
に、艶のある表情を見せている。Fカップの完熟バストを惜しげもなく披露するなど、本人史
上、かつてない露出にも挑戦した。「最後の作品にして最高の仕上がりになりました！」と、石
岡本人も自信の出来に胸を張る。

人間のしがらみ（下）
モーム／河合祥一郎［訳］

石岡真衣ラスト写真集　雨あがり
石岡真衣／富田恭透［撮影］

井の頭公園に隣接する植物園で、音響機器のエンジニアとバレリーナの惨殺死体が発見され
た。まったく接点の見えない二人の被害者だったが、岡山、愛知、信州を旅した丹那刑事の地
道な捜査から、ある男が容疑者として浮かんできた。だが、彼には一分の隙もない鉄壁のア
リバイがあった……。巧緻に組み立てられた犯罪を名探偵・鬼貫警部が丹念に崩していく傑
作長編！

風の証言　
増補版　鬼貫警部事件簿　鮎川哲也

4月22日

4月22日

4月22日

4月22日

433479310X

4334793126

4334754570

4334754589

¥850

¥650

¥1170

¥1170

光文社文庫

光文社文庫

古典新訳文庫

古典新訳文庫

4月26日

4334902626

¥3000

写真集



4月26日

4月28日

4月28日

4月28日

4月28日

4月28日

4334902839

4334902839

4334902839

4334902839

4334902839

¥10,500

¥2700

¥2700

¥2700

¥2700

¥2700

文庫合本版

フォトダイアリー

フォトダイアリー

フォトダイアリー

フォトダイアリー

フォトダイアリー

オリジナル
日本橋小伝馬町の牢から出た一人の男。名は夏目影二郎。罪を犯し遠島となる直前、牢から
出された影二郎を待ち受けていたのは、腐敗した八州廻りの大掃除という役目だった。大薙
刀を鍛え直した名刀「法城寺佐常」と南蛮外衣で関八州に巣くう者どもに立ち向かう。佐伯
泰英の原点の一つともいえるシリーズ全15巻が合本版に。

【電子版限定 ページ増量版】 佐藤健の10年間の舞台裏＆素顔がつめ込まれた「佐藤健スタ
ッフブログ2011‒2021」が一冊に！　「今」を本音で語ったインタビューもスペシャル掲載。映
画、ドラマ、CM、独自メディア「TAKETELE」などなど、舞台裏だからこそ見せたありのままの
姿が624ページにわたる完全保存版！

※楽天 Kobo 限定画像特典付き版となります。佐藤健の10年間の舞台裏＆素顔がつめ込ま
れた「佐藤健スタッフブログ2011‒2021」が一冊に！　「今」を本音で語ったインタビューもス
ペシャル掲載。映画、ドラマ、CM、独自メディア「TAKETELE」などなど、舞台裏だからこそ見
せたありのままの姿が624ページにわたる完全保存版！

【Reader Store 限定 ページ増量版】 佐藤健の10年間の舞台裏＆素顔がつめ込まれた「佐藤
健スタッフブログ2011‒2021」が一冊に！　「今」を本音で語ったインタビューもスペシャル掲
載。映画、ドラマ、CM、独自メディア「TAKETELE」などなど、舞台裏だからこそ見せたありの
ままの姿が624ページにわたる完全保存版！

【honto 限定 特典動画付き】【電子版限定 ページ増量版】 佐藤健の10年間の舞台裏＆素顔
がつめ込まれた「佐藤健スタッフブログ2011‒2021」が一冊に！　「今」を本音で語ったインタ
ビューもスペシャル掲載。映画、ドラマ、CM、独自メディア「TAKETELE」などなど、舞台裏だ
からこそ見せたありのままの姿が624ページにわたる完全保存版！　※特典動画は奥付の後
ろにございます。※ wifi 環境での閲覧を推奨いたします。

※ BOOK ☆ WALKER 限定動画特典付き版となります。佐藤健の10年間の舞台裏＆素顔がつ
め込まれた「佐藤健スタッフブログ2011‒2021」が一冊に！　「今」を本音で語ったインタビュ
ーもスペシャル掲載。映画、ドラマ、CM、独自メディア「TAKETELE」などなど、舞台裏だから
こそ見せたありのままの姿が624ページにわたる完全保存版！

合本版　夏目影二郎始末旅シリーズ　
佐伯泰英

【電子版限定　ページ増量版】 

BACK STAGE PASS TAKERU SATOH　佐藤健＆STAFF

【楽天 Kobo 限定　ページ増量版】

BACK STAGE PASS TAKERU SATOH　佐藤健＆STAFF

【Reader Store 限定　ページ増量版】

BACK STAGE PASS TAKERU SATOH　佐藤健＆STAFF

【honto 限定特典動画付き】【電子版限定ページ増量版】 

BACK STAGE PASS TAKERU SATOH　佐藤健＆STAFF

【BOOK ☆ WALKER 限定特典動画付き】【電子版限定ページ増量版】 

BACK STAGE PASS TAKERU SATOH　佐藤健＆STAFF



街のお花屋さんで働く有田。常連の大谷さんに注文された花束を作る傍ら、店長である龍二
の惚気話に花が咲く。帰り際に大谷さんは「有田くんも良い人ができたら報告するんよ」と一
言。それを耳に挟んだ龍二は、有田にある言葉をかける……。恋人とも、友人とも、家族とも
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 3　
林史也

¥200

コミック

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

4月29日

4月29日

4月29日

4月29日

¥1000

¥1200

¥1200

¥1200

FLASH 写真集

FLASH 写真集

FLASH 写真集

FLASH 写真集

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

「ミスマガジン2019」グランプリからグラビアシンデレラとなった豊田ルナ。『ウルトラマントリ
ガー』シズマユナ役に抜擢された飛躍の1年のラストを飾るデジタル写真集は、10代最後の
冬を思いっきり満喫！　銀世界に佇む美少女が純白ピュア、そして大人の階段を上るような水
着で、とびきりの笑顔を披露。グラビアから女優へと歩みを進めていく、貴重な季節を記録し
ました。

飛ぶ鳥を落とす勢いで人気のアイドルグループ・パラディークの新谷真由。絶対的アイドルが、
銭湯でアルバイトする少女の日常を熱演。初めてだという銭湯での撮影に、本人もノリノリ。
伸びやかな肢体を披露している

大人気セクシー女優「はっつ」こと初川みなみが引退を発表。そんな彼女が「もし自分の妻に
なったら……」という妄想撮影を決行。自宅のキッチン、お風呂、ベッドなど何気ない日常の
エッチなワイフを四六時中独り占めできるイチャイチャ全開の新婚生活がスタート！　男の夢
をギュっと詰め込んだ裸エプロンなど、吐息が感じられる距離感にもこだわった。思わず抱
きしめたくなる笑顔に癒やされるはず。これが本当に見納めラストヌード！

アイドルグループ・ひめもすオーケストラの椿野ゆうこ。昨年夏にグラビアデビューした彼女
が、超純朴なヴィジュアルを存分に見せつける。「今までにないくらい大人っぽい」と本人が語
る赤い水着にも挑戦。天性のアイドルらしさが生かされた写真集になっている。

Platinum FLASHデジタル写真集　豊田ルナ　SNOW WHITE
豊田ルナ／唐木貴央［撮影］

FLASHデジタル写真集　新谷真由　LOVE YOU ONLY
新谷真由／松田忠雄［撮影］

FLASHデジタル写真集 R　初川みなみ　はっつが妻になりまして
初川みなみ／井上たろう［撮影］

FLASHデジタル写真集　椿野ゆうこ　ノスタルジックにはじめまして
椿野ゆうこ／佐藤裕之［撮影］

4月29日

4334953026

¥1000

コミック

同時期発売
なぜ男と女はすれ違うのか⸺。漫画家・小林よしのり氏が、新型コロナでますます深刻な「恋
愛問題」に斬り込んでいく！ 出会い＆出生数は戦後最小をさらに更新、国の根幹にかかわる
男女の「ヤバい事実」に物申す。2021年の週刊 FLASH 連載分に加えて、『だめんず・うぉ～か
～』の倉田真由美氏との対談ほか豪華追加収録。大好評「よしりん辻説法」第5弾。　※これ
はマジメに笑える社会派ギャグ漫画です

よしりん辻説法 5　恋愛論　
小林よしのり



『両性α～生意気キメラは逆らえない。～』第5、6話を収録した合本版！　αのみが通う男子校
で副生徒会長を務める新はαにもかかわらず微量のΩ因子も持つ性別「キメラ」だった。α男
子を惑わすキメラフェロモンでヤリチン性活を楽しんでいる新だったが、唯一そのフェロモン
が効かないのが新と仲の悪い生徒会長・二宮だった。なぜか新にだけ厳しくなる二宮に負け
たくないと対抗心を燃やしていたある日、生徒会室で新に発情期が…!!

両性α 合本版3　
生意気キメラは逆らえない。　伊藤良

¥350

コミック

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

『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。えつこ
の両親の死をきっかけにふたりは同棲を始める。平和な日々の中、えつこはバイト先の常連
客ミキがアラメと共通の知人だったことを知りミキとの中を深めていく⸺？

『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。えつこ
の両親の死をきっかけにふたりは同棲を始める。穏やかで満ち足りた日々を送っていたふた
りだが、思いもよらないところで「さよなら」の「はじまり」がきざしを見せていた⸺。

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14話。

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6話

世界にさよならのキスをして 6 【特典ペーパー付】　
日々の杏

世界にさよならのキスをして 7 【特典ペーパー付】　
日々の杏

2番セカンド 【分冊版】14　
小木ハム

グレイト トレイラーズ 【分冊版】6　
宮川輝

¥150

¥150

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

¥100

¥150

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

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）!!!　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7話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】7　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

¥50

コミック

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売



『もみもみフィーバー～冷徹主任はR18マッサージでトロける～』第1、2話を収録した合本版！　
冷徹と社員から怖がられている雀野は、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、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⸺!?

「好きだ　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
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⸺。

「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⸺!?

「ご褒美としてじゃだめですか？」スーパー受け様に甘やかされて……。ある日、桐生の飼い
猫・マロが脱走してしまう。いつになく落ち込んだ桐生の姿を見て、渡会は雨の中マロを捜し
に家を飛び出す。マロを見つけて戻った渡会に桐生は、オモチャの仕事を休めと伝えるが、渡
会に「ご褒美」を迫られて……？　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4話★

もみもみフィーバー 合本版1　
冷徹主任はR18マッサージでトロける　のの字

Loveless SEX Bear 9
愛のない獣　霧嶋珠生

君なら君なら 10
くるわ亜希

スーパー受け様のオモチャとして飼われています 4　
有頂天のぼる

¥350

コミック

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

¥200

コミック

オリジナル

4月29日
コミックシーモアのみ

他書店6/3発売

4月29日

¥200

コミック

オリジナル

4月29日

¥200

コミック

オリジナル


