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『バッタを倒しにアフリカへ』前日譚が新書に登場！

累計55万部突破の「死神」シリーズ、待望の第3弾
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24日発売（紙と同日） 生のお米と材料をミキサーに入れるだけの簡単パン作り

知念実希人
黒猫のクロは、今まさに自殺しようとする料理人に出会う。婚約者に拒絶され、さらにその彼女を喪い、
絶望の淵に追い詰められたのだ。一方、ゴールデンレトリバーのレオもまた、新たな「未練」を解決しよ
うと動き出した。「人魂」の噂が飛び交い、不審火事件が続く街で、何が起きているのか。すべての謎
が一つに繋がったとき、シリーズ最大のピンチが2匹に迫る⸺。シリーズ累計55万部突破！　「死神」
シリーズ、待望の第3弾。

死神と天使の円
ワ ル ツ

舞曲

野崎ゆみこ
おうちにある生のお米でパン作り。米粉は不要！　米と材料をミキサーで混ぜるだけで、こねない＆発
酵させないので、作業時間はたったの5分。SNSで話題になった神レシピがついに書籍化。

5分でできるかんたんパンレシピ

らくらくお米パン

前野 ウルド 浩太郎
『呪術廻戦』芥見下々先生おすすめ！　21万部突破の『バッタを倒しにアフリカへ』の前日譚である名
著（第4回いける本大賞を受賞）が新書で登場！　農作物を食い荒らすサバクトビバッタに関する研究
成果に加え、若き研究者の苦悩と挫折と成長がユーモア溢れる文体で綴られる。

『バッタを倒しにアフリカへ』エピソード1
孤独なバッタが群れるとき



24日発売（紙と同日）
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11日発売（紙と同日）

今野敏

小路幸也

警視庁機動捜査隊渋谷分駐所の機捜車コールサイン235に乗る名コンビ、高丸と縞長は、密行中に
指名手配の爆弾テロ犯・内田を発見し追跡するが、内田は建築現場に人質を取って立てこもる。発見
前の内田の不審な行動は新たなテロ計画か？　高丸、縞長たちは特捜班となり事件を追う！　エリー
トじゃない、石ころみたいな俺たちだからこそ、できることがある⸺TVドラマでも大好評の傑作警察
小説、最新作

本格ミステリ・ベスト10第1位！　2020年のランキングを席巻した『透明人間は密室に潜む』の衝撃、ふ
たたび⸺。古書の街に現れた古風な探偵の秘められた目的とは？　禁断の「犯人当て入試」狂騒曲！　
秘密を暴露された作家、いや、捏造された作家、嘘と真実が裏返り続ける入れ子細工の二人劇！　学
生プロレスの覆面レスラーがコロナ禍にマスク着用で大集合、もはや本人確認、不能？……本格ミステ
リの極限を探る、濃縮された4編

小樽にある高級料亭旅館〈銀の鰊亭〉で起こった火事にまつわる騒動から一年。その事件を機に、警
察を辞め、私立探偵となった磯貝公太。開設祝いだと、かつての同僚刑事が持ってきた依頼は人捜し。
それも、事務所の階下にあるギャラリーの店長の夫であるラノベ作家が失踪したという。〈鰊亭〉の事件
で知り合った大学生の桂沢光、その叔母の青河文たちの協力を得ながら調査を進める磯貝だが……。
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事件解決を陰で支える機捜隊員コンビが、エリートたちも目を瞠る大活躍!!

「東京バンドワゴン」シリーズで人気の著者が贈る、北海道が舞台のほろ苦ミステリー。

人生で一番大切な「知りたい心」の秘密に迫った快著

〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶
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　機捜235

本格ミステリ・ベスト10第１位『透明人間は密室に潜む』の衝撃、ふたたび！

入れ子細工の夜
阿津川辰海

イアン・レズリー／須川綾子［訳］

好奇心を突き動かしつづけるのは「知識」であり、知識を得るには「労力」が必要だ。いっぽう、幼少期
の環境に由来する「好奇心格差」は、深刻な経済格差に発展しかねない。はたして、いま私たちが自分
のために、そして子どもたちのためにできることとは？　好奇心がいかに生まれ、育まれ、なぜ人間に好
奇心が必要なのかを、多彩な例を引きつつ解明。親、教育者、そして知的意欲に溢れるビジネスマンま
で必読のノンフィクション。

子どもは40000回質問する あなたの人生を創る
「好奇心」の驚くべき力



航空中央音楽隊の取材に訪れたカメラマンの狩野から、佳音たちはある相談を受ける。湾岸
戦争時、イラクで行方不明になったという親友の三崎が、失踪前に送ってきた絵葉書に込め
たメッセージを解き明かしてもらいたいというもの。絵葉書に描かれた抽象的なイラストから
は、これといったメッセージを読みとれず、頭を悩ませる佳音たちだが、安西夫人の様子も何
やらおかしくて……!?

雇用条件もお給料も大満足！　イケメンの医師にホスト風の理事長、アイドル顔負けの薬剤
師まで新たに現れ、誰もがうらやむ職場だというのに、どうにも妖しく感じてしまう亜月。歓
迎会では、「妖怪って信じる？」なんて、からかわれているとしか思えない質問まで飛びだし
て……。みんなから投げかけられる「ハーフ」の意味が、ついに明かされる!?

「今回の襲撃は明らかにオレを狙って行われたものだ。だが、真の目的は⸺署長だ」元暴
力団関係者にパレードで襲撃された健人だが、一連の事件の黒幕は警察内部にいる可能
性大⸺!?　入院中なのに、自分を心配してくれる健人のまっすぐな想いに、署長は……？　
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★

碧空のカノン 7　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］

江戸川西口あやかしクリニック 3 【特典ペーパー付】

永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

ハマデカ 8　
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］

「お願いっ、もっと激しくして…！」自暴自棄となった幼なじみの晴に、強制発情薬を飲まされ
て酷い目に遭うところだった花梨。駆けつけた恭平に助けられるが、苦しいほどの発情に煽
られて失神するまで求めてしまう。「それでも、晴ともう一度話がしたい」と望む花梨を突き放
す晴、殴りかかる恭平。自暴自棄の晴を前に、恭平が呼びつけたのは⸺!?

いきなり志願して一課へ異動した牧瀬が、部長令嬢と待ち合わせしている現場を目撃した青
野課長。その諸事情が明かされたことで、ようやく自分の気持ちに正直になった青野は⸺!?　

「俺に愛される覚悟をしてください」「そんなの、けっこう前からできてるんだよ…ばぁか」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 ♪

閃を溺愛する兄たちVS 寛哉の初顔合わせ、そして前生徒会補佐役 VS 現生徒会役員のゴタ
ゴタも巻き起こった秀葉高校文化祭。ようやく事態が落ち着いたタイミングで、今度は次兄・照

（生徒会長 OB）と現生徒会長・榊原に運命の音が鳴り響いて…!?　閃と寛哉の運命の音は
戻らないけれど、メインイベントのパートナー当てクイズがいよいよ開幕⸺！

うそつきオメガと溺愛アルファ 8　
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 8　
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

すべては音が知っている 7
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］
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勾留中の凶悪犯が脱走した！　その男は刑事・片倉康孝が六年前に強盗と窃盗で逮捕した
竹迫和也だった。竹迫の行方が知れぬなか、片倉は休暇を使って秘境のローカル線・飯田
線に乗り天龍峡を訪れた。逃亡を続ける竹迫もまた、悲惨な過去を清算すべく、飯田線を目
指す⸺。名勝・天龍峡で因縁の二人の運命が交錯する！　好評シリーズ第4弾！

野守虫
刑事・片倉康孝　飯田線殺人事件　柴田哲孝

十津川警部の部下・北条早苗刑事の友人で旅行会社に勤める野田花世が殺害された。彼
女は、飯田線ツアーの企画を作る際に知り合ったアイヌの青年・金子太郎と愛を育んでいた
らしい。一方、飯田線をめぐる歴史と神話を勉強していた花世に、偏執的につきまとう人物
がいたことが浮上して……。十津川は、復讐心を燃やす金子をとめ、異常な犯人を逮捕でき
るのか!?

汀女の手習い塾に通う遊女に、偽の文を使って客から金子を詐取した疑いがかかる。汀女
の観察眼は、ひとりの哀れな新造を探り当てるのだが……。一方、吉原面番所に新しく着任
した同心・山崎蔵人が、突如四郎兵衛会所の閉鎖を命じ、吉原は窮地に陥る。裏同心の幹
次郎らは、山崎同心のどす黒い過去と暗い欲望、幕閣のある人物とのつながりを知り、成敗
へと向かう！

天明六年、将軍家治の逝去により、老中・田沼意次が失脚、吉原遊廓は閉門停止となった。
そんな折り、廓内でお針の女が殺され、用心棒・神守幹次郎は、現場に残された謎の石礫か
ら意外な下手人に迫る。さらに、芸者衆を束ね監督する見番頭取が怪しい動きを見せ、大物
による吉原乗っ取りの企みが明らかになる。やがて卑劣な魔の手は幹次郎の妻・汀女に伸
びて⸺。

カメラマンの南美樹風は、大学の後輩たち五人を連れ、山間部のコテージへと夏合宿にやっ
てきた。翌朝、中央広場のＴ字形の案内板に磔にされた首なし死体が発見される！　被害者
は合宿に参加していなかった学生と判明。死体に異様な演出を施した犯人の目的やいかに？

（表題作）　名探偵・南美希風が四つの怪事件に挑む、柄刀版《国名シリーズ》第一弾！。

ここは孤島にある児童養護施設。嵐で舟が出せず職員が戻れなくなっている。島には子供だ
け。この好機に僕、網走一人は彼女を自殺未遂に追い込んだ奴等の殺人計画を実行するこ
とにした。まずは剛竜寺だ。⸺何故もう殺されている？　抉られた片目に金柑のはまった
死体。僕より先にこんな風に殺したのは誰だ！　戦慄の連続殺人の真相を見破れるか！

飯田線・愛と殺人と
西村京太郎

清搔　決定版
吉原裏同心（4）　佐伯泰英

見番　決定版
吉原裏同心（3）　佐伯泰英

或るエジプト十字架の謎
柄刀一

殺人犯　対　殺人鬼
早坂吝
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今のヨーロッパの文化における基礎の一つは、イスラムの学術的成果や農業技術、工芸、食
事文化などにルーツをもちます。ヨーロッパの中世から近代までの発展は、イスラム文明の
文化・社会的影響や遺産抜きではあり得ませんでした。（「はじめに」より）　中東とヨーロッ
パかはいかに交わり、溶け合い、互いに寛容の心をもって共存を実現してきたのか。現代社会
を正しく理解するために、意外な史実を学び、知る。

薬物やアルコールの「依存症」は、「意志の弱さのせい」ととらえられがちだ。現代の資本主
義社会において「依存をめぐる行動はこの社会の中で必然的に生じる行動パターンのひとつ」
と著者は説く。本書では、当事者コミュニティ（薬物依存の回復支援施設「ダルク」、依存症か
らの回復のための世界規模の共同体「十二ステップ・グループ」）における回復実践をみてい
きながら、これらが示す人類の新たな共生のあり方を描き出す。

将軍家毒味役の矢背蔵人介は、小姓組番頭・橘右近から深更、江戸城御用之間に呼び出さ
れた。橘から告げられたのは目安箱が消えたという事実。橘の密命を受けて動き出した蔵人
介だったが、ことは仙台藩に関わり、強大な敵の姿が浮かぶ。勝負をかけた蔵人介は、罠に
かかってしまう……。200万部突破の超人気シリーズ、著者が大幅加筆修正した新装版、待
望の第四巻。

キリスト教はウォール街の�強欲�をどう考える？　イスラム教は平和のための宗教？　ヒンド
ゥー教のカースト制は本質的に平等？　世界を読み解くには、宗教が最大の補助線になりま
す。ヨーロッパ人もインド人も中国人も、当人たちは意識していなくても、長い歴史をへたキ
リスト教、ヒンドゥー教、儒教の発想や行動様式に支配されています。宗教を理解すれば、グ
ローバル世界を読み解く最大の鍵が手に入る。新書の名著が文庫で登場！

スーパー戦隊『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』で悪役のヒロインを熱演中。表現力に磨きがか
かった19歳の大注目女優・宮崎あみさが、ロケ地となった千葉の海辺で元気に大人っぽく、
いろんな表情を見せてくれた。ロケ日はあいにくの雨と強風ということで、ビーチでは凍てつ
くような寒さのなかの撮影。鼻の先を赤くさせながらも、ドラマで培った女優魂で、とびきり
の笑顔や、しっとりとした表情を存分に演じてくれた。

イスラムがヨーロッパ世界を創造した　
歴史に探る「共存の道」　宮田律

依存症と回復、そして資本主義　
暴走する社会で〈希望のステップ〉を踏み続ける　中村英代

遺恨
鬼役（四）　新装版　坂岡真

世界は宗教で動いてる
橋爪大三郎

FLASHデジタル写真集　宮崎あみさ　小悪魔な彼女
宮崎あみさ／千葉タイチ［撮影］

「武家の古都・鎌倉」が世界遺産として認められないのはなぜか⸺。われわれが認識してい
る古都鎌倉は、鎌倉時代そのままの「古都」ではなく、古都の魅力に惹かれた人々が、時代ご
とに付け加えてきた由緒や魅力、いいかえれば「幻想」の集大成と言えるからである。日本人
の記憶と想像によってつくられた都市鎌倉の実像と魅力を、源氏以前の時代から現在までの
通史をたどることで浮かび上がらせる。

幻想の都　鎌倉　
都市としての歴史をたどる　高橋慎一朗
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「制コレ18」選抜メンバー・杉本愛莉鈴がグラビア本格始動！　4歳からアクターズスクール
広島に通い、数々のティーン誌の表紙を飾るなどモデルとして活躍するも、インドア生活で
体重が増えてしまったと嘆いていた彼女。しかし、制服を脱ぎ、カメラの前に立つと……まさ
かの Gカップという衝撃！　令和のグラビア界に爪痕を残すべく、最高のボディラインを惜し
げもなく披露している。時代はこんなコを待っていた！

FLASHデジタル写真集　杉本愛莉鈴　やっと見つけた。
杉本愛莉鈴／千葉タイチ［撮影］

一晩で10万人以上の命を奪った東京大空襲は、いかにして現実のものとなったのか。精密爆
撃のための照準器を発明した天才オランダ人、市街地爆撃に罪悪感を感じないイギリスの司
令官。ナパームを生み出したハーバード大の化学者。そして航空機に戦争の未来を夢想した

「ボマー（爆撃機）マフィア」こと米陸軍航空隊戦術学校のリーダーたち⸺それぞれの思惑
を通して空前の殺戮の裏側を描くノンフィクション。

2050年には毎年1000万人が命を落とすと言われている、抗生物質が効かない細菌「スーパ
ー耐性菌」。有効な抗菌薬はないのか。ニューヨーク・プレスビテリアン病院の勤務医である
著者は未承認の治療薬「ダルバ」の実用化を目指して、治験への取り組みを始めるが一筋縄
ではいかない医療現場の実情が二人を阻み……。患者たちの人生を通して、また医療の歴史
を紐解きながら、感染症治療の最前線を描く迫真の医療ドキュメント。

ボマーマフィアと東京大空襲　
精密爆撃の理想はなぜ潰えたか　マルコム・グラッドウェル／櫻井祐子［訳］

超
スーパー

耐性菌　
現代医療が生んだ「死の変異」　マット・マッカーシー／久保尚子［訳］

梅沢富美男さん絶賛の「水城聡四郎」シリーズ、完全劇画化。八代将軍・徳川吉宗は、贅沢三
昧を繰り返す大奥の粛清に取り掛かり、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、巨悪が立ち塞がる。
聡四郎の剣は、闇を切り拓けるか!?　1～10話収録。

「鬼役」シリーズの坂岡真×「Dr. DMAT」の菊地昭夫、強力タッグが送る大迫力剣戟譚！　女
ばかりの口入屋「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戟譚 !!　1～8話収録。

御広敷用人 大奥記録 1　
かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

ひなげし雨竜剣 1　
菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

スティーブ・ジョブズから提携を持ちかけられたソニー。グーグルからアンドロイドOSの共同
開発を提案されたNTTドコモ⸺。日本にも存在していた巨大なシーズ（種）。その種は芽吹
くことなく、今日も日本経済は停滞している。なぜ日本は種を育てることができなかったのか。
これからGAFAのような企業が日本に生まれる可能性はゼロなのか。その答えを4社の軌跡
を辿りながら探る。低成長の迷宮から抜け出すための企業論。

なぜ日本からGAFA は生まれないのか　
山根節、牟田陽子

4334808387

4334808395

4334962556

4334962491

¥650

¥650

¥1200

¥1610

¥2180

コミック

コミック

FLASH 写真集

四六判翻訳書

四六判翻訳書

5月19日

5月19日

5月20日

5月21日

5月21日

5月17日

4334046118

¥920

光文社新書

同日発売

同日発売

同日発売

オリジナル

同日発売



努力ができない、実績がなく自信が持てない、今までのやり方が通用しない……。�ありのま
まの自分�でうまくいかない時に武器になる「ウソ＝演技」の技法を公開！　誰でもできるベ
ビーステップから。リモートワークまで完全網羅。�未来のできる自分�をイメージできない人
が、�現実に存在する結果を出している人�をモデルに演技する方法を教える�ビジネス弱者�
のための戦略と実践の書です。

仕事ではウソをつけ　
真面目すぎる人が結果を出し続ける生存戦略　菊原智明

翠星学園高校3年生・篠崎凜。弓道ひとすじで弓道部主将となった凛は、自分の進む道が
わからなくなる。凛はさまざまな人々や事件とぶつかりながら、悩んで悩んで成長していく！　
まっすぐに生きている凜が、人と人のつながりの大切さに気づき、少女から大人になろうとあ
がく姿を活き活きと描く、たのしくて胸にくる、青春ときどきミステリー小説！

「これから自由をテーマに家族を理解して、人間関係を理解し、社会を理解する。あなた自
身を理解していくことが大切です。神の叡智がこの本にあります。それによっていろいろなこ
とがわかってくると思います。あなたの才能が目覚めて何でも自由に願いがかない始めるこ
とでしょう」究極の悟りを得たヒマラヤ聖者が全ての現代人に贈る読むだけであなたの運命
が必ず変わる、奇跡の書下ろしスピリチュアル・メッセージシリーズ第3弾！

残心　凜の弦音　
我孫子武丸

自由への扉　
ヨグマタ相川圭子

10歳～40歳の女同士の友情の濃密さ、繊細さ、そして女子の生き様を描き出した8編の連作
短編集。自分の代で、なにかをちょっとずつ良くして、変えて、次の代につなぐ女性たちのバト
ンリレー。それぞれの年代の女子の友情がロンド形式でつながっていく、�わたしたちの平成
30年史�。女子の生き様を丹念に描いてきた著者デビュー10周年の到達点！

一心同体だった　
山内マリコ

いまや肥満、ADHD、自閉症、不妊などの健康被害の増加と、化学物質との関連は否定でき
ないものとなっている。なかでも内分泌攪乱物質（EDC）と呼ばれる化学物質は、職場や家庭
などの環境、プラスチック容器や包装、缶詰の内面など、身近なところに用いられている。ど
うすればこれらの物質を避けられるのか？　環境保健の世界的な研究者で小児科医でもあ
る著者が提言。『沈黙の春』の流れを汲む警世の書。

病み、肥え、貧す　有害化学物質があなたの体と未来をむしばむ　
レオナルド・トラサンデ／中山祥嗣［監修］、斉藤隆央［訳］

海の中ならどこでもクジラの歌声が聞こえる、サケは海の中で故郷のにおいを嗅ぎ分ける、ニ
シンのおならが冷戦の緊張を高める……少年時代、イワシに話しかけられた（！）著者が読者
に披露するのは、海の生き物たちが人間に語りたがっている�物語�。自然科学的な話題から
歴史上のエピソードまで、海の魅力を余すところなく伝える海洋エッセイ。あなたの人間生活
に役立つ魚からのヒントもたくさん！

はぐれイワシの打ち明け話　海の生き物たちのディープでクリエイティ　
ブな生態　ビル・フランソワ／河合隼雄［訳］

4334914675

4334914608

4334953085

4334953093

¥1700

¥1700

¥1500

¥1300

四六判文芸書

四六判文芸書

ノンフィクション

ノンフィクション

5月24日

5月24日

5月24日

5月24日

4334962505

4334962521

¥1800

¥2090

四六判翻訳書

四六判翻訳書

5月21日

5月21日

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



「美しすぎるUberEats 配達員」「美しすぎる社長令嬢」として、各誌グラビア引っ張りだこの橋
本萌花と過ごす港町での最高すぎる1日。ベッドルームでの「おはよう」から始まり、港町デー
ト、秘密のダイニングへ……。そしてハーバーライトを臨むバスルームでの夢のようなひとと
き。黄金比ボディを持つ彼女のデート着からパーフェクト水着、魅惑のランジェリーまで、24
時間をともに過ごすデジタル写真集！

Platinum FLASHデジタル写真集　橋本萌花　24H
橋本萌花／Takeo Dec.［撮影］

幼少期から約15年間クラシックバレエに没頭し、誰もが目を奪われるしなやかなボディを持つ
辻りりさ。後編では階段や廊下、夜ベッドのシーンを収録している。黒のレオタード、ブルーグ
リーンのランジェリーで、大人っぽくしっとりとした表情にも挑戦。前編・後編それぞれで、彼
女の新しい魅力が見つかるはずだ。�砂時計�とたとえられる完璧すぎるスタイルは、一見の
価値あり！

FLASHデジタル写真集　辻りりさ　She is Perfect　後編
辻りりさ／岡本武志［撮影］

幼少期から約15年間クラシックバレエに没頭し、誰もが目を奪われるしなやかなボディを持
つ辻りりさ。前編ではリビング、キッチン、朝ベッドのシーンを収録している。ピンクのガータ
ーベルト付きランジェリー、ワインレッドのチューブトップ、白のランジェリーなど盛りだくさん。
前編・後編それぞれで、彼女の新しい魅力が見つかるはずだ。�砂時計�とたとえられる完璧
すぎるスタイルは、一見の価値あり！

FLASHデジタル写真集　辻りりさ　She is Perfect　前編
辻りりさ／岡本武志［撮影］

Instagramでグラビア風の写真を投稿する�インスタグラビア�で絶大な人気を誇る似鳥沙也
加。本作のあるシーンでは毛皮のコートを身にまとっているが、コートの下には直に下着を着
用している。高根の花と思いきや彼女の方から誘ってくるかのような、ギャップのあるシチュエ
ーションが見どころの一つ。前編・後編通して、夜のあやしいイメージが彼女の妖艶さを引き
立てる、ファン必見の作品だ。

FLASHデジタル写真集　似鳥沙也加　夜に身を任せて　後編
似鳥沙也加／倉本ゴリ［撮影］

Instagramでグラビア風の写真を投稿する�インスタグラビア�で絶大な人気を誇る似鳥沙也
加。「根っからの陰キャ」だと自称する彼女に、陽キャでキラキラした女子という、真逆のキャ
ラを演じてもらった。スマホの自撮り画像や、クラブのVIPルーム風のカットなど、いままで見
たことがない表情がたくさん収録されている。前編・後編通して、夜のあやしいイメージが彼
女の妖艶さを引き立てる、ファン必見の作品だ。

FLASHデジタル写真集　似鳥沙也加　夜に身を任せて　前編
似鳥沙也加／倉本ゴリ［撮影］

5月24日

5月24日

5月24日

5月24日

¥1200

¥1200

¥1200

¥1200

¥1100

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

かつて�安全資産�と言われた円の続落。ディズニーランドの入場料はアメリカの半額。韓国
に抜かれる平均年収。超高齢社会と少子化の間で深刻化する介護問題。親ガチャで決まる
人生……。どれを取っても絶望の未来しか見えてこないこの国で、その他大勢の人々はどう
生きていけばいいか？　一発逆転はあるのか？「凡人」を自認しつつ累計1100万部のベスト
セラーを世に送った著者が伝える「凡人による凡人のためのサバイバル戦略」。

「絶望の国」でズルく賢く生きのびる　
長倉顕太

4334953115

¥1200

5月24日

5月24日

ノンフィクション

FLASH 写真集

同日発売

オリジナル



江戸川乱歩はなぜ、幻の作家の小説『仮面の恋』を封印したのか？　真相を探る作家志望の
青年を、由布院温泉に訪れた編集者・服部健太郎。しかし青年は何者かに襲われ意識不明。
謎の美少女が現われて、小説も紛失した。⸺昭和初期に起きたある殺人と、探偵乱歩の名
推理。隠された暗号、男装の麗人……健太郎と妻の知香が謎を解く。耽美の世界が現代に甦
った！

江戸川乱歩の大推理
辻真先

いまはもう寂れてしまった国道沿いの一軒のドライブイン。そこで、僕は、ただ純粋に不器用
に生きる青年セイジに出会う。「人間って何だ」「人生っていったい何だ」⸺そんなことを考
えながらも気のおけない仲間たちと楽しく過ごしていたある日、目の前で奇蹟は起こった。
文壇を騒然とさせた話題作。太宰治賞作家の原点とも言うべき名作。「竜二」を併せて収録
した。

大坂西町奉行所与力・伊吹伝四郎は、奉行から盗賊・霧の十兵衛一味捕縛の特命を受ける。
伝四郎は、練達と若者同心の混成部隊を組織し、任務遂行に邁進する。折しも、討ち入り不
参加の不義士、赤穂浪人・工藤京太郎は別れた妻子に会うべく赤穂に戻り、浅野内匠頭刃傷
に隠された秘密を知る。やがて、伝四郎の盗賊探索に赤穂事件の闇が覆い被さってくる……。

大坂西町奉行所与力・伊吹伝四郎は、織田信長が砦にしていたという今城塚古墳の警護を行
った。この古墳警護を皮切りに、次々と難事件が伝四郎に降りかかる。子供の連続誘拐、被
害者の全身の毛を剃るという殺し、詫びの言葉を残して行われる盗み……。そして、信長が
知ろうとしていた伊勢神宮の秘密。盛夏の大坂を揺るがす事件は、伊勢神宮へと伝四郎を誘
う。

セイジ
辻内智貴

不義士の宴　
浪花の江戸っ子与力事件帳（一）　早見俊

お蔭の宴　
浪花の江戸っ子与力事件帳（二）　早見俊

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」では無料で読めます。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！　今号は柄刀 一〈南
美希風・国名シリーズ〉や岩井圭也、森川智喜の中短編も！

ジャーロ dash No. 82
Giallo編集部［編］

●柄刀 一〈南美希風・国名シリーズ〉「或るチャイナ橙の謎」200枚！　●読み切り短編：岩井
圭也、森川智喜　●快調連作・連載陣！：青柳碧人、五十嵐貴久、大倉崇裕、大山誠一郎、折
原 一、恩田 陸、笠井 潔、坂木 司、西條奈加、竹本健治、辻堂ゆめ、長浦 京、中山七里、早坂 
吝、深町秋生、薬丸 岳、イクタケマコト　●松澤くれは『フリル』スペシャルイベント・レポート

ジャーロ No. 82
Giallo編集部［編］

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

4334719520

4334744575

4334746900

4334747868

¥500

無料

¥420

¥490

¥600

¥600

ミステリ雑誌

ミステリ雑誌

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

オリジナル

オリジナル



将軍のお世継ぎ・徳川家慶が王子村での鷹狩りの最中に鉄砲で襲われた。暗殺は未遂に終
わるが、鷹狩りの警護を命じられていた鳥見役・諏訪京四郎と組頭の異母兄は責任を問われ
窮地に陥る。下手人の正体を突き止めようとした京四郎の前に現れたのは謎の虚無僧。その
後を追って辿り着いた武家屋敷には、なんと幕府老中が !?　大奥もからむ難事件を京四郎
は解決できるか！

まやかし舞台　
鳥見役京四郎裏御用（二）　早見俊

鳥見役・諏訪京四郎は、飛鳥山で横笛を吹いて鳥を自在に操る謎の男に驚く！　組頭の兄に
警護を頼まれた京都の公家・久御山卿が、なんとその男だった。江戸見物に来た見せ物小
屋で二人は襲われ、久御山はかどわかされてしまう！　身代金千両を要求してきた閻魔党を
名乗る一味の狙いは何か⸺!?　さらに町中から娘たちが消える怪事件が。幕閣も絡む陰
謀に京四郎が挑む！

「主人がさらわれました！」鳥見役・諏訪京四郎は組頭の兄京太郎の妻恵美から相談を受ける。
兄の家に届いた書付には、時刻と場所を定め、京四郎に一人で来いとあった。そこへ赴いた
京四郎は、「水野越前守忠邦を殺せ」と命じられる。�世直し党�を名乗り「世を変えるには混
乱があればいい」とうそぶく彼らは何を企んでいるのか⸺。京四郎の必死の探索が始まる！

王子村で右の乳房を切り取られた女の亡骸が発見された！　鳥見役京四郎が探索を始めた
矢先、飛鳥山の水茶屋の看板娘も同様の手口で殺される。二人の繋がりを探った京四郎は、
王子村に構えられた広大な屋敷に目をつける。だが、応対に出た僧侶に「ここの主はお上の
御曹司だ」と、一喝される！　探索の中止を命じられ、一人屋敷に向かった京四郎は彼らの正
体を暴けるのか!?

魔笛の君　
鳥見役京四郎裏御用（三）　早見俊

悪
あ く

謀
ぼ う

討ち　
鳥見役京四郎裏御用（四）　早見俊

若殿討ち　
鳥見役京四郎裏御用（五）　早見俊

将軍の鷹の餌となる雀の捕獲と鷹場の巡検を表の仕事とする鳥見役・諏訪京四郎。その裏で
は、鳥見役組頭である兄の命を受けての隠密働きもする。飛鳥山へ雀捕りに出かけた京四郎
は豊後国東藩の若君・鶴千代と知り合い、好意を持つ。ところが国東藩では鶴千代とその弟
を巡り御家騒動が勃発していた。国東藩の探索を命じられた京四郎が、抜け荷事件も絡む血
肉の争いに挑む！

孤高の若君　
鳥見役京四郎裏御用（一）　早見俊

「積み荷を検める。船頭は誰だ」大阪西町奉行所与力・伊吹伝四郎は安治川の河口で抜け荷
を探索していた。大阪には様々な荷を積んだ船が全国から集まる。その一隻に御禁制の抜け
荷があると密告があったのだ。船に隠してあった鉄砲を発見したが、突然爆発した船もろと
も証拠の品は燃えてしまう。抜け荷の謎を追う伝四郎は庶民の支持を集める謎の教団に行
き当たる。

抜け荷の宴　
浪花の江戸っ子与力事件帳（三）　早見俊

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

4334748783

4334749658

4334763472

4334764274

4334765262

433476598X

¥600

¥550

¥600

¥550

¥500

¥500

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫



表の顔は小普請組旗本、裏の顔は御側衆の隠密。能登川清兵衛は、黒い噂の絶えぬ老中・京
塚長門守を探り始める。京塚は、江戸を揺るがす大陰謀を企んでいるらしい。大下道場の心
優しき門人・小暮と共に京塚の下屋敷に乗り込む清兵衛だが、そこには想像を超えた凶気が
蠢いていた。江戸の平和を守るため、清兵衛は珍妙な道具を駆使し、人間以下の獣老中を成
敗する！

獣
けだもの

の涙　
道具侍隠密帳（三）　早見俊

表の顔は小普請組旗本、裏の顔は御側衆の隠密。能登川清兵衛は、相次ぐ公儀隠密の失踪
が、南朝の皇統にあたる上月家の改易騒動に絡んでいると聞き、探り始める。近頃江戸を賑
わせる六重の見世物小屋・天空楼に興じる江戸庶民を横目に、やんごとなき上月家の隠し
財宝「錦の御旗」をめぐる争奪戦が始まる。清兵衛は道具を駆使し、陰謀を斬る！　好評シ
リーズ、完結編。

32歳、念願叶い刑事になった二宮信次郎が配属されたのは、目黒南署の地下に新設された
犯罪予防捜査チームだった。署長の肝煎りで集められたのは、クセの強すぎる組織のはみ出
し者ばかり。「吹き溜まり（＝ドリフト）の6人」、D6と呼ばれて、やる気のない同僚に反発しつ
つ奮闘する信次郎。自由が丘で一人の少女を補導したことで、奇妙な事件に巻き込まれてい
く。

江戸に近々、伊勢神宮のお札が降り、お蔭参りが始まるという噂が流れる。浮き立つ町で、闇
御庭番・菅沼外記は、その陰に将軍の日光社参を妨害しようとする、ある藩の陰謀があるとい
う疑いを耳にする。そんな中、京から訪れた公家の飛鳥小路政智卿という人物が騒ぎを巻き
起こし、老中・水野忠邦や南町奉行・鳥居耀蔵までをも翻弄する。公家の正体と陰謀の行方
は？

天空の御用　
道具侍隠密帳（四）　早見俊

ブリザード　
D6 犯罪予防捜査チーム　早見俊

お蔭騒動　
闇御庭番（八）　早見俊

表の顔は小普請組旗本、裏の顔は御側衆・上野権十郎の隠密⸺能登川清兵衛は、浦賀湊
に入る正体不明の抜け荷船を沈めよとの密命を受ける。浦賀に赴き、老隠密・八右衛門とと
もに抜け荷船を探ろうとするが、一味の襲撃を受け失敗。彼らの探す「黄金のマリア像」と自
らを囮に、一味の黒幕を見つけようとするのだが……。清兵衛と敵との、壮絶な囮合戦が幕
を開ける！

囮の御用　
道具侍隠密帳（二）　早見俊

小普請組旗本・能登川清兵衛は、義母と妻に頭が上がらない毎日だが、彼には探索・暗殺者
という裏の顔があった。御側衆・上野久唯から持ち込まれたのは、権勢を誇る小納戸頭取・大
原石堂の殺害依頼。石堂の周囲を探るうち、清兵衛は幾重にも巡らされた陰謀の匂いを嗅
ぐ。小者の峰介が作った、珍妙で抜群に使える道具の数々を懐に潜ませ、清兵衛は敵陣に乗
り込む！

道具侍隠密帳　
四つ巴の御用　早見俊

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

4334768350

¥500

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

4334769012

4334769853

433477296X

4334773982

4334792138

¥550

¥600

¥600

¥750

¥650



幕末動乱期、京の町で尊攘派が「天誅」と称して佐幕派を斬る過激な行為を繰り返していた。
同心見習の桂早之助は、仲間と夜廻りを始め、治安回復に当たる。彼は不逞な浪士の嫌がら
せから助けた舞妓の鈴音と恋仲になった頃、上覧試合で五人抜きを達成する。やがて、捕り
方殺人で手配中の坂本龍馬の潜伏先が！　早之助は、見廻組八名とともに龍馬暗殺へと向
かった。

坂本龍馬を斬れ　
近衛龍春

乱世から江戸の泰平へと移る時代、ただ無心に強さを追い求めた男がいた。関口氏心、の
ちの関口柔心。関口流柔術を創始した男。士分にありながら、捕手術（格闘）から居合い術
まで様々な流派の極意を体得し、一対一の戦いでは絶対不敗の域に到達した。柔心はなぜ
これほど純粋に強さを追求したのか。歴史に隠された最強武術家の姿が浮かび上がる傑作
伝記小説。

天正十年、織田信長軍に攻められた武田家は、天目山の地で滅亡した。死の間際、武田勝頼
は配下の忍び・諏訪次郎らに、小山田信茂、穴山梅雪斎、木曾義昌など武田家を裏切った武
将に恨みを果たすよう言い遺す。闇殺、忍び同士の死闘、裏切り……。諏訪忍び「車衆」の仲
間とともに困難な遺命を成し遂げようとする次郎の凄絶な�生�を描く戦国忍者エンターテイ
ンメント！

幼少期に真田信繁（幸村）に命を救われた海野六郎は、その生涯をかけて信繁に仕えること
を決意する。忍びの能力を持ち、上田合戦、小田原合戦、関ヶ原の戦い、そして大坂冬・夏ノ
陣の「真田丸」と�最後の突撃�まで、朋輩・望月六郎と共に信繁の右腕として戦場を駆け抜
ける六郎。�二人の六郎�の目を通して日本一の兵・信繁と真田家の興亡を描く、傑作歴史エ
ンターテインメント！

水の如くに　
柔術の祖・関口柔心 不敗の生涯　近衛龍春

武田の謀忍　
近衛龍春

真田義勇伝　
二人の六郎記　近衛龍春

織田信長軍に属し、稲葉一鉄に仕えて勇猛果敢に戦う齋藤利三。だが、一鉄とはそりが合わ
ず対立。利三は出奔して伯父・明智光秀のもとへ。光秀は信長の命に承伏せず、利三を手放
さなかったが、丹波を平定した光秀主従に信長の折檻が……。さらに非情なまでの国替え。
たまりかねた利三は、信長が催す本能寺の大茶会を、好機到来と見て光秀に決断を迫った。

本能寺の鬼を討て　
近衛龍春

闇御庭番菅沼外記は、水戸藩主徳川斉昭から老中水野忠邦の推し進める上知令に関する探
索を依頼された。上知令は海防政策の要、その成否が水野の改革と権力の行方を左右する
重要な政策なのだ。そんな中、帝の御落胤という姫・雛子が江戸にやってきた。上知令を巡
り、雛子を利用し朝廷を味方につけようとする者らの暗躍が始まる。史実に着想を得たシリ
ーズ、佳境へ。

鵺
ぬ え

退治の宴　
闇御庭番（九）　早見俊

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

4334793150

4334740383

4334746896

4334749895

4334766269

4334772048

¥700

¥650

¥650

¥700

¥750

¥750



美月がオーナーになって二度目の冬。12月のコテージ比羅夫は雪に埋もれ、宿泊客もまば
らになるシーズンだ。そんな時、札幌の五つ星ホテルから、コックの亮に助っ人に来てほしい
という依頼が舞い込む。亮はかつて、ホテルのメインダイニングのスーシェフだったのだ。さら
に、亮の婚約者だと名乗る超美人が現れて……。北海道の魅力いっぱいの人気シリーズ第4
弾！

隅田川縁にある橋場の渡し傍にある一膳飯屋『しん』には今日も、訳ありな客たちが、一時の
休息を求めて訪れる。我が子との別れを決意した女、夢破れた元戯作者、父の借金で苦しむ
女、男勝りで剣術に没頭する女剣士⸺。この店にいると皆、素直になれるのだ。ある者は、
新たな一歩を踏み出し、ある者は過去に決別する。好評を博した時代小説シリーズ、待望の
第二弾。

周囲にお膳立てされるままに祝言の日を迎えた小萩と伊佐。鎌倉から両親と祖父母もやって
きて、賑やかな宴が開かれた。喜びを噛みしめる間もなく、見世の仕事に加えて、近所付き合
いにも悩まされる日々⸺。そんな折、山野辺藩留守居役の杉崎から、藩の顔となる新しい
菓子を考案してほしいという大きな仕事を命じられる。小萩の新妻ぶりも楽しいシリーズ第
九弾。

駅に泊まろう！　
コテージひらふの雪師走　豊田巧

みぞれ雨　
名残の飯　伊多波碧

あたらしい朝　
日本橋牡丹堂　菓子ばなし（九）　中島久枝

春先のある日、しおさい楽器店にカスタネットを買いにきた地元の漁師の娘ナツキ。事故で
指先に後遺症が残る彼女は、得意の手釣り漁ができず、生活にも困っているらしい。哲也のバ
ンド仲間で開業医の息子シナボンは、彼女のためウクレレを使ったリハビリを考える。音楽が
育んだ絆は、やがて温かい奇跡を生み出してゆく！　湘南の潮風のように爽やかな大人の青
春小説。

C　
しおさい楽器店ストーリー　喜多嶋隆

泪寿司を支えていた職人、寿一が急死した。大黒柱を失い味を落とした上に、火付けに遭っ
て見世が燃えてしまう。気落ちを隠せない主の小太郎だが、稲荷寿司の屋台で再出発を志す
ことに。見世は寿一の息子で大工をしながら手伝っていた寿助が引き継ぐのだが⸺。幾多
の苦難を力を合わせて乗り越え、たくましく生き抜く江戸の庶民の姿を描く好評シリーズ第四
弾。

本所寿司人情　
夢屋台なみだ通り（四）　倉阪鬼一郎

時は激動の戦国。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と天下人が現れては変わる時代に、北条家
の支族城主の息子として生まれた北条孫九郎。しかし、母が今際に本当の父の名を明かした
ことから、人生は波瀾に満ちたものに⸺。まっすぐに生きて、最後まで自分を貫き通した三
国一の美将・北条孫九郎の華々しくも哀しき生涯を、歴史小説の巧者である著者が存分に描
いた力作！

御
お

館
た て

の幻影　
北条孫九郎、いざ見参！　近衛龍春

4334793193

4334793215

4334793274

4334793282

4334793290

¥750

¥600

¥650

¥600

¥600

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

4334793142

¥700



いいかげん買いもののベテランになってもいい年齢にもかかわらず、相変わらず失敗が常に
つきまとい、買いものの奥深さを日々実感する著者。振り返ってみて、買いものが、マンガ家
であり、夫であり父であり、酒好きである自分の人生そのものと密接に絡み合っていることに
気付く。『ごめん買っちゃった』に続く「買いもの失敗成功日記」第2弾！

だって買っちゃった　
マンガ家の尽きない物欲　吉田戦車

『幼馴染の雄っぱいが好きすぎる～俺とあいつの10年計画～』第1～6話を収録した完全版！　
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。このことは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……!?

「望みはないってわかってるんです、それでも本気で好きになっちゃいました」スーパー受け様
とそのオモチャの恋の行方は……？　「お前がオモチャでよかった」と言われ、改めて自分は
オモチャでしかないんだと落ち込む渡会は、自分の前任者がEDでクビにされたことを思い出
し、タたなくなってしまう。焦って家を飛び出した渡会に桐生は……？　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最終話★

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 完全版
俺とあいつの10年計画　宮沢ゆら

スーパー受け様のオモチャとして飼われています 5　
有頂天のぼる

『君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。』第1～5話を収録した完全版！　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、抗う猛流のモノを無理やり扱きお尻を
解す。すると、いい表情を見せる猛流に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！

「もうこうやって歌うことなんてないと思ってた」。御曹司のルイスは、ギャングの幹部になった
ヴィンセントと再会。ずっと捜していたと言われ心が動くルイス。しかし、ヴィンセントとのキス
を兄フィリップに見られ、その日から兄に避けられてしまう。やはり心のままに生きてはいけ
ないんだと塞ぎ込むルイスだったが、そこへヴィンセントが現れる。彼がルイスの手を取り、向
かった先は──？　元軍人×御曹司の王道ラブロマンス。

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。   完全版 【特典ペーパー付】

靴川

サイドオブパラダイス 3　
有栖サリ

〈秘密〉それは幻想怪奇と推理小説を産み出す源泉。今回のテーマは、私たちの最も身近な
存在です。それは……秘密⸺。おそらく、私たちの誰にとっても、ひとつや、ふたつは、密か
に持っているものでしょう。誰もが知っている〈秘密〉の味。だからこそ、〈秘密〉をめぐる物語
は、魅力的です。あらゆるジャンルを超えた《異形コレクション》という秘密の隠れ家で語られ
る極上の物語。心ゆくまでご堪能ください。（編集序文より）

秘密　
異形コレクションLI　井上雅彦［監修］

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

4334792081

4334788041

¥1000

¥850

¥800

¥800

¥200

¥200

光文社文庫

知恵の森文庫

コミック

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル



一年前の梅雨のある日、武田は雨宿りしていた有田に遭遇する。その隣には一匹の猫が。
どうやら雨の中で弱る姿が心配で軒下に運んだものの、有田も動けなくなってしまったらし
い。そんな有田に武田が「助けないの」と問いかけたことで、高校卒業以来会うことのなか
った二人の関係が静かに動き始める。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⸺。自分達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 4　
林史也

『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。誰よりも分かり合える。そう思いあっていたふ
たりの歩幅は、ある夜を境に次第にズレ始めて⸺。

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15話。

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8話。

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⸺!?

世界にさよならのキスをして 8 【特典ペーパー付】　
日々の杏

2番セカンド 【分冊版】15　
小木ハム

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】8　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

もみもみフィーバー 4　
冷徹主任はR18マッサージでトロける　のの字

やっと掴んだドラマの主演は嫌いな年下の人気俳優とのW 主演だった⸺!?　芸歴は長い
がイマイチ輝けない俳優の実は、同じ事務所の後輩で人気俳優・藤崎遥とドラマの主演に選
ばれる。コンプレックスを刺激され一方的に遥のことが嫌いな実だったが、遥もW 主演は不
満そうで……。ところが同居をきっかけに遥に尊敬されていることがわかり、これまでの態度
とは一変、好き好きオーラ全開で迫ってきて⸺!?

バックステージでは君のもの 1　
嫌いな人気俳優と演技じゃない恋　伊藤さよ
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日テレジェニック2014の前田美里が、デビュー10周年写真集で最大露出！　電子版の特典で
は、本人が選んだ77枚の未公開カットを放出。全182ページの大ボリュームに！　本作は「恋
人と過ごす日常」をテーマに撮影されており、本人の自宅も初公開。東京や横浜の街並みで
のデートシーンでは、デビュー当時から変わらない小動物的な愛らしさが。ホテルのシーンで
は驚くほどムーディーに。

『魔進戦隊キラメイジャー』への出演で大ブレイク。朝ドラ『ちむどんどん』や情報番組『ポップ
UP！』に出演するなど、子供から大人まで幅広い世代に愛される工藤美桜。初夏の日差しを
浴びながら、笑顔がはじける爽やかな水着姿を披露。またプロポーションを活かしたパンツ
スタイルから息を呑む入浴シーンまで8衣装を披露し、肌の艶感を最大限に引き出した。「自
分でも成長したなって思います（笑）」と、本人太鼓判の111ページ。

�日本一変態水着が似合うFカップお嬢様�の春名美波がOバック下着でお色気ムンムンのグ
ラビアに挑戦！　20歳になるまで門限は21時だったという彼女が挑んだ撮影のテーマは「ホ
テルで密会したパパ活相手が変態だったら」。真っ赤なOバック下着や、全身網タイツを身に
まとい濃厚なフェロモンを放出する。「全身網タイツや首輪など今まで挑戦した事がない衣
装に挑戦しています。私と2人でホテルにいる気分になって楽しんで下さい」

アイドルグループ「Peel the Apple」の黒髪清楚美女。高校卒業直前に撮影された�最後の制
服�とフレッシュな水着姿を収めた貴重な1冊。高校時代の一番の思い出は、野球部のマネー
ジャーをしたことだという元気ハツラツな黒嵜。海辺で見せたブレザー制服姿は青春感が溢
れている。春満開という言葉がふさわしい桜色の水着では、スレンダーな美スタイルがきらめ
く。顔や体に桜柄のシールを貼り、茶目っ気たっぷりな表情も見せた。

アイドルグループ「Peel the Apple」の黒髪スレンダー美女。高校卒業後、最初に撮影された
写真を収めた1冊だ。全4種類の水着とともに、青春の延長戦が始まる。サーフボードを片手
に「海に行こうよ！」と元気な水着姿を披露する。黄色い水着に着替えて窓際でゆったりした
り、赤い水着姿で切なさを見せるシーンも。美ボディを強調したワンピース水着のカットでは、
ブランコに乗りアクティブな姿を見せる。

コスプレイヤー、女優、そしてファッション誌『bis』モデルとしても活躍する桃月なしこの初め
てのフォトスタイルブック。プライベート感溢れるナチュラルなランジェリーシューティングを始
め、メイクやヘアアレンジなどのビューティ、私服を紹介。さらに自宅を初公開するなど「もう
何も隠すことはない。私という存在のすべてをこの一冊にさらけ出しました」と語るほど、今
の桃月なしこのすべてが詰まっている一冊。

【電子版限定86ページ増】 前田美里1st 写真集　♯カレのカメラロール
前田美里／矢西誠二［撮影］

【電子版限定111ページ増】 FLASHデジタル写真集　工藤美桜　初夏の艶
工藤美桜／佐藤佑一［撮影］

FLASHデジタル写真集　春名美波　O バックの女神
春名美波／中山雅文［撮影］

FLASHデジタル写真集　黒嵜菜々子　最後の制服
黒嵜菜々子／矢西誠二［撮影］

FLASHデジタル写真集　黒嵜菜々子　青春の続き
黒嵜菜々子／矢西誠二［撮影］

桃月なしこ　フォトスタイルブック　PEACHY
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