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御家人同士の抗争から浮かび上がる鎌倉幕府草創期の政治史

鎌倉幕府抗争史
御家人間抗争の二十七年

細川重男
源頼朝亡き後、誕生したばかりの鎌倉幕府は異常ともいえる内紛と流血、果ては将軍までもが非業の
最期を遂げる時代を迎える。その質実剛健のイメージとは裏腹に、なぜ「鎌倉武士」たちは仲間うちで
殺し合いを繰り返したのか。北条時政、北条義時、梶原景時、和田義盛、比企能員……御家人同士
の抗争劇から浮かび上がる鎌倉時代初期の政治史と、武士たちのリアルな生き様を活写する決定版。

20日発売（紙と同日）

4334046193
¥940

先輩、
ここにいてもいいですか。台湾で異例のベストセラー！

向日性植物

李屏瑤／李琴峰［訳］
台北の女子高に入学した「私」は、先輩の小游と惹かれ合い付き合うが、小游には元恋人・小莫がいた。
台湾大学に合格した小游と小莫はアパートで同居を始め、一年後、
「私」も台湾大学に合格するが、二
人とは距離を取る。卒業後、小游と小莫は渡米し大学院へ。数年後、小莫から「心臓の手術をするた
め帰国する」
と台北で働く
「私」に連絡が……今を生きる少女たちの揺れ動く青春の日々を、繊細かつ
誠実に描き出した傑作。

13日発売（紙と同日）

4334914780
¥1800

ハリウッドで映画化！ 世界を震撼させるジャパンホラーの傑作

203号室 新装版
加門七海

「ここには、何かがいる……」大学に受かり、念願の一人暮らしを始めた沖村清美が選んだアパートの
一室は、どこかがおかしかった。絶えずつきまとう腐臭、部屋に残る得体の知れない足跡……。次々と
起こる怪異が、清美をじわりじわりと追いつめていく。著者自身の実体験も盛り込まれたリアルすぎる恐怖。
読み出したら止まらない、戦慄のノンストップ・ホラー！

4334793886
¥600

13日発売（紙と同日）

独り舞

芥川賞作家・李琴峰のデビュー作！

李琴峰

インメー

小学生の頃、想いを寄せていた同級生が亡くなった。迎梅は死への思いに囚われながら、レズビアンで
ある疎外感に苛まれて生きていた。高校時代の淡い恋、そして癒えない傷。日本に渡り、名を変え、異な
る言語を使う彼女を苦しめ続けるものとは何なのか⸺。第60回群像新人文学賞優秀作にして、芥川
龍之介賞受賞作家・李琴峰のデビュー作。

12日発売（紙と同日）

4334793843
¥600

SF、ジェンダー、多様性、親子関係。常に先を行くその表現。魅力と活躍の軌跡を辿る

萩尾望都がいる

長山靖生

『ポーの一族』
『トーマの心臓』
『11人いる！』
『イグアナの娘』…1949年生まれの萩尾望都。革新的な
少女漫画家の中で常に筆頭に挙げられ、時代の先端で新たな表現を切り拓いてきた。美しく繊細な少
年少女の描き手であると共に SF 作家であり、ジェンダー、多様性、親子関係等について理想を更新さ
せ続けた表現者だ。作品の鑑賞と活躍の軌跡、また小松左京や橋本治を始め「誰がどう論評してきたか」
を通し魅力を存分に伝える。

22日発売

4334046207
¥980

5人の横綱から金星を奪った稀代の業師が土俵人生を語り尽くす

けっぱれ相撲道〔安美錦自伝〕
安治川竜児

たび重なる怪我と戦い、土俵に上がり続けた22年。関取在位117場所は歴代1位。5人の横綱から金
星を奪い、
「稀代の業師」
「土俵際の魔術師」
として名を馳せた津軽のじょっぱり。土俵を愛し、土俵に
愛された男の唯一無二の相撲道。引退相撲で「私の相撲人生は、好きになった相撲を好きなだけやれ
た。本当に幸せでした」
と、自らの相撲人生を締めくくった元関脇・安美錦が、その生き様を語り尽くし
た⸺。

13日発売（紙と同日）

4334953077
¥980

斬新な画風と発言で大衆を魅了しつづけた岡本太郎、不滅のベストセラー

今日の芸術 新装版

時代を創造するものは誰か

岡本太郎

「今日の芸術は、うまくあってはいけない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない。」
―斬新な画風と発言で大衆を魅了し続けた岡本太郎。1954年の底本刊行当時、本書は人々に大
きな衝撃を与え、ベストセラーとなった。彼が伝えようとしたこととは何なのか？ 「伝説」の名著は、時
を超え、いつの時代にも新鮮な感動を呼び起こす。

4334793118
¥650

碧空のカノン 9

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］

高校の吹奏楽部で出会った渡会と佳音。どんくさくてぼんやりしているけれど、サックスの腕

前はぴかいち⸺渡会はそんな佳音のことが気になって仕方がなかった。航空中央音楽隊で
再会し、佳音が呼び込むトラブルに振り回されながらも、彼女への想いを自覚する渡会。そん
な渡会の気持ちは周囲に筒抜けで、なぜか協力態勢が敷かれてしまい……！ 鈍感娘・佳音

に、渡会の想いは届くのか !?

江戸川西口あやかしクリニック 5【特典ペーパー付】
永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

あやかしの始祖との親和性が高かったり、クリニックの看板の文字が読めたりと、生粋の人間

（!?）のはずなのに自分の正体がわからなくなる亜月は、退職を撤回して「あやかしクリニッ
ク」で勤務を続けることに。だけど住まいのアパートには怪しげなあやかしが出入りするよ

うになり、テンゴたちのアドバイスに従いクリニックの2階にある寮へと移り住む。そこで知っ
たのは、人間たちと混ざって暮らすあやかしたちの苦労で……。

ハマデカ 10

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］

「全部…あなたの仕業だったんですね」電話越しに署長の異変に気づいた健人。駆けつけた

深夜の警察署内でようやく真犯人と対峙、署長救出を果たす⸺!! 強制的発情に心身とも

に苦しむ署長は、ついに健人を受け入れて……。
「番になるためのセックスをします。いいで

すね？」ワンコ系アルファ巡査部長×オメガのキャリア署長の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 10
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

「なんでこんなことになってしまったんだろう……」幼なじみの晴との一件でも力になってく
れた恭平から「俺と番になってくれ」と言われて嬉しかった花梨。なのに、オメガとしての夢

との板挟みがこじれて喧嘩別れしてしまう。急に体調を崩してしまった花梨だが、その原因
は例の強制発情薬摂取後のあの夜のせい⸺!?
「僕、……妊娠したみたいだ」

バツイチ課長と恋する王子 10
最低で最高な夜 SIDE 臨

鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

「3年も片思いしてたし、今さら数時間好きな人を待つぐらい楽しい」イブの夜、雪の中で恋人

を待っていた牧瀬臨。
「お前とこうやって一緒にいられる理由になるなら、クリスマスも悪く
ないな」恥ずかしがりながらもようやく言葉にしてくれた青野課長。甘い聖夜は終わらない

⸺!!

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 ♪

すべては音が知っている 8
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

「音が鳴らないと…まだ不安？」秀葉高校文化祭のメインイベント・パートナー当てクイズにみ
ごと完全優勝した閃と寛哉。自分の気持ちを正直に寛哉に伝えたら音が戻ると思っていた閃

は、ガッカリはしたけれど……。
「オレの気持ちは間違ってないと思うから、大丈夫」二人の音

がまた鳴るためには一つ条件があって⸺!?

7月1日

オリジナル
コミック

¥200

7月1日

オリジナル
コミック

¥200

7月1日

Renta! のみ
他書店8/5発売

オリジナル
コミック

¥200

7月1日

Renta! のみ
他書店8/5発売

オリジナル
コミック

¥200

7月1日

Renta! のみ
他書店8/5発売

オリジナル
コミック

¥200

7月1日

Renta! のみ
他書店8/5発売

オリジナル
コミック

¥200

Platinum FLASHデジタル写真集

菊地姫奈／coto［撮影］

菊地姫奈 虚構に恋するプリンセス

2020年『ミス週刊少年マガジン』を15歳で受賞し、一躍グラビアファンからの話題を集めた菊

地姫奈。現役 JK のマンガ大好きな夢見女子が見せる、妄想炸裂シチュエーションはいままで

の彼女になかった新たな表情満載。濡れセーラー服 & 水着、
くつろぎお部屋モード、学ラン水
着など、全4シチュエーションを大ボリュームの90ページでお届け！

FLASHデジタル写真集

斎藤愛莉と一週間過ごしてみたら

斎藤愛莉／カノウリョウマ［撮影］

「2022年のゴールデンルーキー」と噂される俳優・斎藤愛莉。デジタル写真集で彼女の1週間

を再現。ギターを弾き、料理をし、ストレッチに夢中になる。大好きな猫になりきるコスプレも。
最後は長湯が習慣だというお風呂。グラビアでも注目の斎藤に肉薄。

FLASHデジタル写真集

ミス FLASH2022（笹岡郁未、大塚杏奈、missha） 新世代

笹岡郁未、大塚杏奈、missha ／木村哲夫［撮影］

審査項目が多岐にわたり、史上稀にみる混戦となった「ミスFLASH2022」選考オーディショ

ン。熾烈な戦いを制したのは、ゲーム実況が人気でユーチューバーとしての顔も持つ笹岡郁

未、ダンス講師として100人以上を教えた経験のある大塚杏奈、現役看護学生の missha と

いう個性豊かな3人。グランプリになった喜びから、宮古島でおこなわれたロケでも大はしゃ
ぎ。元気あふれる表情とポージングで魅力を発揮する令和の新顔に注目！

FLASHデジタル写真集

ミス FLASH2022 笹岡郁未

笹岡郁未／木村哲夫［撮影］

ミスFLASH2022グランプリ。黙っていたらクール系、でも人を笑わせることが大好き。オー
ディションでも、全身タイツの配信などでファンを驚かせた。宮古島ロケでは、はじける笑顔

で王道グラドルの存在感を見せつけた。コロナ禍の中で始めた『ウイニングイレブン』
（サッ
カーゲーム）を中心とした実況動画も人気でユーチューバーとしても活躍中。
「目指すは朝

ドラ女優。グラビアを頑張りながら、一歩ずつ夢に向かって進みたいです」

FLASHデジタル写真集

ミス FLASH2022 大塚杏奈

大塚杏奈／木村哲夫［撮影］

ミスFLASH2022グランプリ。3歳からクラシックバレエを始め、ダンサーとして働いていたこ
とも、ダンス講師として100人以上を教えた経験もある大塚杏奈。新たな挑戦として「ミス
FLASH2022」選考オーディションに参加、マシュマロボディと元気な配信でファンを惹きつ

けグランプリに輝いた。宮古島ロケではアクティブなポージングを連発し、バレエやダンスで
培った180度開脚も披露。スイーツを頬張るかわいい表情にも癒やされる！

FLASHデジタル写真集

ミス FLASH2022 missha

missha ／木村哲夫［撮影］

ミスFLASH2022グランプリ。現役看護学生のまま「ミスFLASH2022」選考オーディションに

参加し、多くのファンに癒やしを与えた。バストサイズを公開測定するなど、迫力満点の H カ

ップを生かした配信も功を奏してグランプリを獲得！ 宮古島ロケでは元気な表情だけでな

く、落ち着いた大人の女性らしさでも魅せている。
「もちもちのボディで皆さんに癒しとドキ
ドキをお届けしたいです。グラビア界のナイチンゲールになりたいです！」

7月1日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月1日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

FLASHデジタル写真集

7月5日

大槻りこ 朝陽と…

大槻りこ／前康輔［撮影］

アイドルグループ「衛星とカラテア」の大槻りこ。
「理想のアイドル像は常に笑顔でいること」と
いう彼女の、笑顔全開のデジタル写真集。水着以外に純白ランジェリーにも挑戦。天性のス

タイルの良さをいかした一冊だ。

FLASH デジタル写真集

FLASH 写真集

¥1200

やなぎばころん もえころん

やなぎばころん／清田大介［撮影］

フェティッシュランジェリー編

�あまつまりな�のマネージャーとしても有名で、彼女を後ろから支えつつ自らもモデルとして

活動するコスプレイヤーのやなぎばころん。キュートなルックスとむっちりとした柔肌のギャッ

プが魅力の彼女を撮り下ろし。作中の美尻は必見！ まるで拘束されているかのようなデザ
インのセクシーなランジェリー2種類に身を包む、フェティッシュな作品となっている。

牟田口廉也とインパール作戦
日本陸軍「無責任の総和」を問う

オリジナル

関口高史

約三万人の死者を出した、悪名高いインパール作戦。この敗け戦を指揮した陸軍中将・牟田

口廉也はそれまで、
「常勝将軍」と呼ばれていた⸺。作戦はどのような経緯で実行され、な
ぜ失敗に至ったのか。
「牟田口＝悪」という単純な図式では理解できない、意思決定の構造

がそこにはある。軍事史研究家が牟田口の生涯を追い、作戦の意思決定プロセスを川上か

ら川下まで俯瞰することでインパール作戦の真の姿を明らかにする。

検証 内閣法制局の近現代史
倉山満

内閣法制局は、とらえどころのない役所です。名前を知っている人の多くも実態はよくわかっ

ていない。圧倒的多数の人は名前すら知らない。そんな内閣法制局が財務省や首相官邸を
抑え込む謎の力を持っている。
（中略）内閣法制局はあの財務省をも凌ぐ、別格の存在として

7月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥800

7月12日
同日発売
光文社新書

4334046169

¥1080

7月12日
同日発売
光文社新書

4334046177

君臨する謎の最強官庁なのです。
（
「あとがき」より）
ロングセラー『検証 財務省の近現代史』 ¥880

『検証

検察庁の近現代史』に次ぐ三部作完結編。

エベレストの空
上田優紀

「世界の頂」と呼ばれ、多くの人の心を惹きつけるエベレスト。登頂までの道のりは険しく、極
寒のキャンプ生活に命が削られるデスゾーンなど、試練ばかりが待ち受ける……と思っては

いないだろうか。もちろん、この厳しさはかの山の一面ではある。しかし、標高8000m からの
夜明けや緑豊かな麓の街道など、挑戦者だけに見せる穏やかな一面もある。そんな表情豊

かなエベレストの全貌をネイチャーフォトグラファーが鮮やかに描き出す。

枕絵 決定版

吉原裏同心（7） 佐伯泰英

七月、足田甚吉の祝言話が持ち上がり、玉菊灯籠で吉原が華やぐ季節、からくり提灯の職人

が殺された。職人が隠し持っていた危な絵が、幹次郎らを意外な下手人へと導く。そんな中、
吉原会所頭取の四郎兵衛から、幹次郎は陸奥白河への御用旅を命じられる。松平定信の側

室・お香を連れ帰る密命を帯びた道中、妖しい女六十六部の一団が襲い、さらに凄腕の刺客

が現る！

7月12日
同日発売
光文社新書

4334046185

¥1400

7月13日
同日発売
光文社文庫

4334793363

¥700

炎上 決定版

吉原裏同心（8） 佐伯泰英

吉原裏同心・幹次郎の前に、人喰い猿を連れた三人の武芸者が現れる。男たちは廓に乗り込

み、遊女を殺し金銭を奪う悪行に及ぶ。必死の探索を続ける幹次郎らを嘲笑うかのように巧
みに逃亡する男たち。その裏で糸を引くのは、大きな企みを持つある勢力だった。江戸を騒

乱に陥れる陰謀を阻止すべく動く幹次郎ら。そして運命の一夜、吉原が最大の悲劇に見舞わ
れる！

サンズイ
笹本稜平

汚職（サンズイ）事件担当の警視庁捜査二課刑事・園崎省吾は、ある大物政治家のあっせん収
賄容疑を追っていた。事件の鍵を握る海千山千の秘書・大久保から、彼の元に情報提供の申

し出が。だが、約束はすっぽかされ、その間に妻と息子が何者かに轢き逃げされる！ さらに
園崎に殺人未遂の容疑がかけられて⸺。園崎と彼を支える仲間たちは巨悪に逆襲できるの

か !?

神を喰らう者たち
新堂冬樹

マフィオソの首領ジョンビーノからその座を奪って14年。マイケルはイタリア政財界を牛耳る
実業家となっていた。彼に父と家族を殺されたガルシアが、復讐のためシチリアに潜伏してい

るとの噂もあるのだが。二人の因縁に巻き込まれたフリーライターの長瀬は、彼らを殺すた
めだけに生きてきた女暗殺者サリヤと出会う⸺。
「悪の華」シリーズ、衝撃の完結編！
し ん お ん

乾ルカ
城石明音は先天性の心疾患を患っていた。8歳の時に悪化し、両親は米国での心臓移植手術

を決断する。募金活動により1億5千万円という莫大な費用を集め、明音は一命を取り留めた

が、帰国した明音を待っていたのは、幸福だけではなかった。恨み、嫉妬、同情、愛情、様々な

思いを抱えた人々が明音の人生を動かしていく。そして⸺。骨太の社会派エンターテインメ

凜の弦音
り ん

つ る

同日発売
光文社文庫

4334793371

¥700

7月13日
同日発売
光文社文庫

4334793800

¥850

7月13日
同日発売
光文社文庫

4334793827

¥1100

7月13日

心音

ント！

7月13日

ね

我孫子武丸
弓道一筋の高校一年生・篠崎凜は引退した恩師の家で起きた殺人事件を解決に導いたのを

きっかけに、
「天才弓道美少女」として世間からもてはやされるように。身の回りで起こるちょ

っとした事件に巻き込まれるたび、凜は葛藤しながらも真摯に向き合っていく。弓道に、友情
に⸺ひたむきに挑み、成長していく爽やかさ満点の青春ミステリー！

とりあえずの殺人 新装版
赤川次郎

母は大泥棒、次男が弁護士で、長女が詐欺師、末っ子の三男が警察官の早川一家。長男で

ある克巳は凄腕の殺し屋だが、ある日、女子大生に仕事の�現場�を見られてしまい⸺。そ

して一家はアパレル会社の社長をめぐる連続殺人に巻き込まれていく！ 果たして家族の絆
で事件を解決できるのか !? ファンから根強い人気を誇る早川一家シリーズ第三弾！

同日発売
光文社文庫

4334793835

¥700

7月13日
同日発売
光文社文庫

433479386X

¥700

7月13日
同日発売
光文社文庫

4334793878

¥750

7月13日

女はいつも四十雀
し じ ゅ う か ら

林真理子

女の四十代は、子育ても仕事も社交もおしゃれもとなると、本当に忙しくて大変だ。だが「楽

しく有意義な四十代を迎えれば、その延長としての五十代がやってくる」。
（
「はじめに」
） そ
う、女の人生、勝負はいつも四十から。ここでの積み重ねが、その後の人生を豊穣にする。10
年以上にわたって「STORY」の巻頭を飾る人気エッセイ、平成最後の5年分収載。

思い出トルソー

針の魔法で心のホコロビ直します

引きこもり気味の日壁エレナは、裁縫師だった祖母の縁で北千住にある仕立屋『テーラー・ラ

ンタナ』を手伝うことになった。オーナー・悠木智広のホスト時代の客だった双子の姉妹から、
亡き伯母のウエディングドレスをリメイクして欲しいと依頼されたのだが、二人の好みは見事

にバラバラで……。エレナは祖母譲りの技術で依頼人の思いに応えられるのか !?

趙紫陽 極秘回想録（上） 天安門事件「大弾圧」の舞台裏

趙紫陽、バオ・プー、ルネー・チアン、アディ・イグナシアス／河野純治［訳］
1989年、北京市内では民主化を求める市民がデモを繰り返していた。李鵬首相ら守旧派が
戒厳令布告を求める一方、民主派の趙紫陽総書記はそれを拒否し、市民との直接対話を試

みる。だが政府は趙を意思決定の場から外して武力制圧に乗り出し、結果多くの死者が出る

ことに（天安門事件）。趙紫陽は追放され、2005年に亡くなるまで16年も自宅に軟禁される
が、その間彼は事件の経緯や自らの思いを多くのテープに秘かに録音していた。

趙紫陽 極秘回想録（下） 天安門事件「大弾圧」の舞台裏

趙紫陽、バオ・プー、ルネー・チアン、アディ・イグナシアス／河野純治［訳］
毛沢東時代以来の自給自足経済を改め、人民公社を解体するなど、農村改革で頭角を現し

た趙紫陽。胡耀邦総書記のもとで首相として経済の舵取りにあたり、のちに総書記となるが、
自由化や民主化に傾く趙紫陽や胡耀邦に対し、守旧派はあの手この手で改革の妨害を試み

る。そして悲劇が起こるのだった。80年代の中国の要人たちの理想と思想、そして生々しい
人間関係や感情までをつぶさに語り伝える、世紀の「遺言」。
（解説・日暮高則）

NOW & THEN
藤代冥砂

「初めての子を授かった友人夫婦に、何か心からのプレゼントができないものか。そう考えた
あの時こそが、この本のはじまりだった。産前に2人のポートレイト、産後に3人の定点観測の

ようなポートレイト」
「それは言い尽くすならば、ある幸せの形である」SNSで産前産後のモデ
ルを募集し、全国でとらえた家族の肖像。写真家で作家、小説家の藤代冥砂が目撃した�幸

FLASHデジタル写真集

やなぎばころん もえころん

やなぎばころん／清田大介［撮影］

創作コスプレ編

�あまつまりな�のマネージャーとしても有名で、自らもモデルとして活動するコスプレイヤー

のやなぎばころん。少女のようなキュートなルックスとむっちりとした柔肌のギャップが魅力。
創作コスプレ2本立ての写真集。前半はキュートな猫ちゃんに扮したころんちゃんが戯れな

がら様々な表情やポーズを魅せる。後半は羊姿で透けたドレス姿から覗く美脚と美尻を披
露。セクシー＆フェティッシュなビジュアル満載となっている。

光文社文庫

4334793908

¥650

7月13日

貴水玲

せ�と�家族のカタチ�。幸福感一杯のギフトになる写真集。

同日発売

同日発売

キャラクター文庫

4334793916

¥650

7月13日
同日発売

未来ライブラリー

4334770576

¥1000

7月13日
同日発売

未来ライブラリー

4334770584

¥1000

7月14日
同日発売

ノンフィクション

4334953182

¥2000

7月19日

オリジナル
FLASH 写真集

¥800

5A73

詠坂雄二
地下鉄に轢かれ、男が死んだ。この事件で、関連性不明の不審死は4件目だ。共通項は身
体に残された「暃」の字。それは、存在しないにも拘わらず、パソコン等では表示されるJIS

コード「5A73」の文字、幽霊文字だった。刑事たちは、事件の手掛かりを探り、
「暃」の解読

にも腐心する。しかし、その最中に5人目の死者が……。事件はどこまで広がるのか。そもそ
も、この文字は一体何なんだ？ 物語を疑い続ける異端の新たな傑作。

その殺人、本格ミステリに仕立てます。
片岡翔
おとふけぶう

音更風゛
は、ミステリ作家の一家にメイドとして就職した。だが一族は不仲で、兄妹間で殺人計

画さえ持ち上がる始末。これを止めるべく、風゛
は計画を請け負った男・豺に接触し、彼と「殺
人偽装計画」を練るのだが、なんと予想外の人物が殺されてしまい……。死者を出さない�殺
人計画� VS. 孤島のクローズドサークル。胸躍るノンストップ・本格ミステリ！

7月20日
同日発売

四六判文芸書

4334914748

¥2000

7月20日
同日発売

四六判文芸書

4334914756

¥1750

或るアメリカ銃の謎

7月20日

弾幕の迷宮、追憶の悪魔⸺エラリー・クイーンに捧ぐ柄刀一版�国名シリーズ�最新刊。カメ

四六判文芸書

柄刀一

ラマン南美希風と法医学者エリザベス・キッドリッジは愛知県のアメリカ領事私邸で起きた謎
だらけの射殺事件に巻き込まれる。さらに、琵琶湖のクローズドサークルで発生した二ヶ所

同時の殺人事件は、かつてない危険な要素に満ちていた。珍しく感情を露わに事件に挑む名
探偵・美希風……悲劇の連鎖を食い止める人知を超えた大胆な仮説とは !?

嫌われ者の矜持
新堂冬樹

芸能界の暗部にも遠慮なく切り込んでいき、驚異的な持久力で�ターゲット�を決して逃さな

い写真週刊誌「スラッシュ」の編集者・立浪慎吾。人気タレント達のスキャンダルを暴き続ける

目的は、因縁のある芸能界のドンを倒すことにあった。協力者も現れるが、本当の味方かど

うかわからない。立浪は、真実を掴みとって目的を果たすことができるのか⸺。

だから、あなたは愛されないの。

野寄覚令

SNS で大人気！ 元高級風俗嬢、家庭崩壊、一家離散を経た現役毒舌尼のぶっとび説法 !!

「自分の内面を好きになってもらうには、どうしたらいいですか？」⇒相手は中身もちゃんと
見てると思います。その上で惚れられてないだけです／「好きな人に�友だちとか妹って感じ

がする�と言われました」⇒それは、生理的に無理→ヤレません、ということです。……本気で
幸せになってもらいたいから、回答はちょっと辛口です。

平成とロックと吉田建の弁明
吉田建、斎藤由多加

「ロックでやんちゃな建さんの音楽人生ここにあり！」 篠原ともえ⸺ベースとは？ バンド
ブームとは？ 音楽とは？ そして男の色気とは？ 稀代のベーシストと天才ゲームクリエー
ターが縦横無尽に語り合う。

同日発売

4334914764

¥2000

7月20日
同日発売

四六判文芸書

4334914772

¥1700

7月20日
同日発売

ノンフィクション

4334953204

¥1200

7月20日
同日発売

ノンフィクション

4334953158

¥1400

秘録 齋藤次郎

最後の大物官僚と戦後経済史

7月20日

倉重篤郎

齋藤次郎⸺。かつて小沢一郎と組み、増税による「財政再建」という、経済・財政政策とし

ての保守本流路線に賭けた筋金入りのエリート官僚がいた。齋藤は二度勝負した。大蔵事
務次官時代の1994年には、細川護熙連立政権を使って国民福祉税の導入を試み、退官後

の2007年には、読売新聞主筆の渡邉恒雄を巻き込み、自民、民主両党の大連立構想を梃に

ドイツ型の増税を目指した。毎日新聞の元政治部長による伝記的ノンフィクション。

ネガティブ感情向き合い練習帳

イライラ、モヤモヤ、自己否定感がみるみる消えていく

吉武大輔

ネガティブ感情は、あなたを振り回したり、まどわせたりするものではなく、あなたが望む人生

を生きるための力。あなたがもし感情を持ちづらかったり、逆に感情的になりすぎてしまった

りするとしたら、それは感情の扱い方を知らないだけです。ネガティブ感情こそが、大きなチャ
ンスになる。独自のリーディング手法で1万人以上を成功に導いてきたいま注目の著者が初
めて明かす、
「感情の秘密」のすべて。

BOYS IN LOVE
恋する男たち

内藤ルネ

今や世界共通言語となった「Kawaii」。この�カワイイ�文化は昭和30年代、内藤ルネという
一人のクリエーターによって生み出された。本名 ･ 内藤功（いさお）。少年期には自身が性的

マイノリティであることに気づき、カワイイの�もう一方�で、その感性はゲイ雑誌『薔薇族』の

表紙イラストで花開く。明るく健康的な表紙絵をはじめ、苦悩や葛藤など心の内を表出させ

たスケッチなど⸺�恋する男たち�だけをまとめた初の作品集。

人生おろおろ
比呂美の万事 OK

伊藤比呂美

浮気、恋愛、DV、セックスレス、舅姑＆嫁婿問題、介護、パワハラ上司……などなど、生きてい

る限りつきまとうさまざまな悩み事。著者が回答者を務める「人生相談」に寄せられた中か

同時期発売

ノンフィクション

4334953212

¥1500

7月20日
同日発売

ノンフィクション

4334953174

¥1400

7月21日
同日発売

ノンフィクション

4334953190

¥2600

7月22日
光文社文庫

ら、お悩み解消への示唆に富んだ問答を選りすぐる。相談者に寄り添い、ときには突き放し、 4334793231

しかしあくまで温かい著者の回答は、悩める人の心に明かりをともす。

ぶたぶたのお引っ越し
矢崎存美

リタイア後、田舎に移住したいという夫と考えが合わず悩む成実の前に、移住アドバイザーと

して登場したのは⸺（
「あこがれの人」
）。家賃の安い「告知事項あり物件」に引っ越すこと

¥600

7月22日
光文社文庫

になった詠斗は、挨拶に訪れた隣の部屋で、衝撃の出会いを果たす⸺（
「告知事項あり」
）。 4334792928

お引っ越しによる、出会いと別れ。その節目に、不思議なぬいぐるみと出会ったら。心震える
3編を収録。

浅見家四重想 須美ちゃんは名探偵 !?
浅見光彦シリーズ番外

内田康夫財団事務局

浮かない顔の雅人の様子が気になり吉田須美子が訊ねると、賞をとったクラスメイトの俳句

が、盗作かもしれないと言う。件の句を聞いた浅見光彦の「松尾芭蕉だっけ？」という言葉を

たよりに図書館に調べに行くと、ページを折られた痕跡のある芭蕉の本が⸺！
（
「雅な悩み

ごと」
） 浅見家の面々がちょっと困った時に頼りになる須美ちゃん。みんなの笑顔を取り戻

します！

¥500

7月22日
光文社文庫

4334793576

¥700

7月22日

十七歳

小林紀晴
ニューヨークで15年ぶりに友人と再会したカメラマンの守屋は、生まれ育った長野県の諏訪

で過ごした高校三年生の一年間を思い出す。想いを寄せていた宮坂木綿子の病。東京へ出

たものの目的を見つけられない先輩の姿。そして自分自身の曖昧な未来……。カメラマンと

して活躍する著者が、誰もが経験する若さゆえの甘くて苦い日々を描いた青春小説。

光文社文庫

4334793584

¥700

7月22日

香り立つ金箔

はたご雪月花（三） 有馬美季子

文化三年弥生、江戸を大火が襲う。浅草の旅籠〈雪月花〉
の女将・里緒は、懇意の南町奉行所
定町廻り同心・山川隼人の要請もあり、炊き出しに協力することになった。一方、雪月花の仲

居・お栄は、客の力士二人と金色の偽髑髏騒動に出くわす。その後、若い女が殺される事件が

光文社文庫

4334793673

続発。里緒と隼人が辿りついた怪事件の真相とは……。｢ 雪月花 ｣ シリーズ、充実の第三弾。 ¥600

7月22日

ジゴクラク
森巣博

赤坂の非合法賭場。博奕を生業とする「わたし」は、バカラの魔力に取り憑かれた美少女、舞

ちゃんと知り合う。毎夜10万円を溶かし続けた彼女の負けは、1000万円に達した。少女を「喰
い」まくったのは「わたし」だったのだ。舞ちゃんの体を張った願いから、二人は共同戦線を張

ることになる。乾坤一擲の大勝負が始まった⸺。 賭博の真髄を突く警句の数々。史上最
強のギャンブル小説！

ドストエフスキー／亀山郁夫［訳］
主人公のアルカージーは、とつぜん変身した姿を読者の前に現す。高級レストラン通い、超一

流のテーラーによる最新モードの服装、お抱え御者、そして連日のルーレット賭博。ひたすら

放蕩に身をゆだねる日々を送るアルカージーの身にいったい何が？ 「ロスチャイルドになる
夢」はどこに？ かつて父を愛した謎の女性との虚々実々のかけひきが繰り広げられ、ついに
彼はある企てを実行しようと決断する。

専門医のアドバイスで「健康な腸」を取り戻そう

433473894X

¥600

7月22日

未成年2

「排便力」をつけて便秘を治す本

光文社文庫

松生恒夫

食生活の欧米化にともない、若い女性のほか高齢者にも増えている便秘。市販の下剤に頼

り過ぎると、ますます症状を悪化させてしまう危険もあります。便秘の解消に何より大切な
のは、本来の腸の働きを取り戻し、自然な「排便力」をつけること。消化器系の専門医で「便

秘外来」開設のさきがけでもある著者が、腸を整える食事法や、薬との付き合い方を解説し

ます。今日から始めて、
「毎朝スッキリ！」できる幸せを手にしましょう。

腸はぜったい冷やすな！
松生恒夫

すべてのがんの中で大腸がんの死亡者数は、女性で1位、男性で3位であり、女性は11人に1
人、男性は13人に1人が、一生のどこかで大腸がんに罹患しています。その原因のひとつが腸

の冷えと便秘で、これらを解消する食＆生活習慣を、5万人以上の大腸内視鏡検査を行ってき

た専門医の著者がアドバイス。腸が元気に動き出す食材、オリーブオイルを取り入れた「地中
海式和食」など、簡単に続けられる�快腸�ライフスタイルを提案します。

古典新訳文庫

4334754635

¥930

7月22日
知恵の森文庫

4334787010

¥600

7月22日
知恵の森文庫

4334787355

¥650

7月22日

見た目は腸が決める
松生恒夫

便秘外来の専門医で、5万人以上の大腸内視鏡検査を行ってきた著者が、豊富なエビデンス

をもとに、誰でも�見た目�が若返る快腸テクニックを伝授します。食事や日常のちょっとした

習慣に取り入れるだけで、腸内細菌叢（腸内フローラ）の構成バランスが整い、�排便力�がア

ップ。お通じがよくなることでぽっこりお腹や吹き出物が解消し、
「脳腸相関」によってメンタ
ルにも好影響を及ぼし、表情まで明るくなります。

【電子版限定119ページ】FLASHデジタル写真集

鈴木優香／小塚毅之［撮影］

鈴木優香 ずっと前から

関西コレクションに出演が決定した人気 Fカップアイドル・鈴木優香。そんな彼女を「フェチ＆
ポップ」をテーマに撮影。爽やかなシャツとスカートの衣装の下から覗く清楚かつ大胆な白下

着を披露する。また、ハイレグぎみのワンピース水着を着用した際には、水着を脱ぎ、ぬいぐる

みで胸元を隠す大胆なカットも楽しめる。
「ぬいぐるみで隠すのは、やってみたい内容だった

から嬉しいです」と語る本人大満足の119ページ！

FLASHデジタル写真集

鈴木優香 触ってみる？

鈴木優香／小塚毅之［撮影］

関西コレクションに出演する人気 Fカップアイドル・鈴木優香。そんな彼女をさまざまなフェチ

をテーマに撮影。刺激的な水色のチューブトップ水着を着用し、シースルーの靴下で遊ぶ姿

や飴玉を舐める口元にフォーカスしたカット。緩い赤のタンクトップ姿では、元気よく動くたび
にFカップの胸が見え隠れするなど、露出度も高い仕上がりに。
「キュートな内容の撮影は今

までなかったので、可愛い私をぜひ見てください！」
FLASHデジタル写真集 R

恋渕ももな Mカップ元公務員のヘアヌード

恋渕ももな／小井上たろう［撮影］

今年2月、秋田県から上京して半年でFLASHグラビアデビューを飾り、大反響となった恋渕も

もな。M カップという規格外のバストだけでなく、秋田美人らしい端正な顔立ちと白い肌、そ

して元地方公務員という肩書も話題となった。そんな彼女がまさかのヘアヌードに。白い肌
に映える色素の薄いきれいなバストトップは、秋田の厳冬期、銀世界に凛と咲く椿の花を彷彿

とさせる。恥じらう仕草もキュートな1stデジタル写真集。

ジャーロ No. 83
Giallo 編集部［編］

●読み切り短編：浅倉秋成、方丈貴恵 ●新人賞作家・受賞第一作特集！
：麻加 朋、大谷 睦、
白木健嗣

●快調連作・連載陣！：青柳碧人、大倉崇裕、折原 一、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、古野まほろ、薬丸 岳、イクタケマコト ●新

連載！：新保博久⇔法月綸太郎 往復書簡「死体置場で待ち合わせ」 ●「アフタートーク 著
者×担当編集者」呉 勝浩

ジャーロ dash No. 83【無料版】
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」。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、読み切り短編の小説も、冒頭部分を試し読み OK！ 今号は浅倉秋成、方丈
貴恵の読み切り短編、そして新保博久×法月綸太郎の往復書簡が新連載！

知恵の森文庫

433478805X

¥700

7月26日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

7月26日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

7月29日

オリジナル
ミステリ雑誌

¥500

7月29日

オリジナル
ミステリ雑誌

無料

Loveless SEX Bear 合本版4
愛のない獣

霧嶋珠生

『Loveless SEX Bear ～愛のない獣～』第8～10話を収録した合本版！ 何者かに攫われて
しまった玄蔵。そのことを知った久士の脳裏に浮かんだのは、玄蔵の番であり弟でもある隼
人だったが…。一方、見知らぬ場所で目を覚ました玄蔵は、自分を襲おうとしている相手・隼

人が番だと気付き本能が暴走 !! この人と番いたいという想いに支配され !? 『人間×獣人
類』の濃厚ラブストーリー・合本版、感動の最終巻 !!

サイドオブパラダイス 4
有栖サリ

「俺たちとルイスのいる世界は違う」。ギャング幹部のヴィンセントと共に視察のためフロリダ
を訪れた、ホテル王の御曹司・ルイスは、NYでの暮らしから離れた彼のとのふたりだけの時

7月29日

オリジナル
コミック

¥550

7月29日

オリジナル
コミック

間に胸を高鳴らせる。一方、浮かない顔のヴィンセントはルイスと共に生きてゆくために、ボス

に決別を告げるが……二人の未来への思いとは裏腹に、背後には不穏な影が忍び寄る―。 ¥200
元軍人×御曹司の王道ラブロマンス。

煙たい話 6
林史也

「一緒に住まない？」という武田からの唐突な提案。そのわけを聞くと「有田と会えなくなると
つまらないから」だという。自分の気持ちに率直に従う武田に対して、どうしても誰かに説明

できる「正しい理由」を求めてしまう有田。悩み続けた先で有田が出した答えは……。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。

世界にさよならのキスをして 10【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。変わ

らないと思っていた関係が形を変え始めたとき、アラメはえつこと過ごした幼い日のことを思
い出す。一方、えつこは突然の変化を受け入れられないでいて⸺。

2番セカンド【分冊版】17
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17話。

2番セカンド【分冊版】18
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18話。

7月29日

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥200

7月29日

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥150

7月29日

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥100

7月29日

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥100

7月29日

終わるセカイの修学旅行【分冊版】10

コミックシーモアのみ
他書店9/2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10話。

『君なら君なら』第8、9話を収録した合本版！ 舞台上から転落し右足を骨折した柚流。病院
のベッドに横たわる柚流の耳に「もう元通りには動かせないんじゃ…」という看護師たちの話
が聞こえてきて!? その言葉に衝撃を受けた柚流は咄嗟に病院を飛び出して歌舞伎座へ向

かう。舞台の上で悲愴に浸っていると柚流の目の前に突然、凛弥が現れて―…。

『バリタチリーマン雌化計画 合本版～美人ちゃんに狙われた俺～』第3、4話を収録した合本

版！ ユキに調教されたぷっくり乳首を同僚に見られ !? どうにかその場を誤魔化し、呑みに
行くことにした瀬名だったが突然目の前にユキが現れて!? しかも、同僚に嫉妬し瀬名への
独占欲を爆発させるユキ。でも、この異様な執着には何やら理由があるらしく……？

冷徹主任は R18マッサージでトロける

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、
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⸺!?

コミック

¥350

オリジナル
コミック

¥200

7月29日

バックステージでは君のもの 2

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

伊藤さよ
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⸺!?

大嫌いなアイツの凄テクで失神 !?

オリジナル

7月29日

のの字

やっと摑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⸺!?

¥350

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

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
実はおじさん好きのセクハラマッサージ師で!?

コミック

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

左東ヨシタカ

もみもみフィーバー 5

オリジナル

7月29日

バリタチリーマン雌化計画 合本版2

最後までシたいんです！1

¥50

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

くるわ亜希

嫌いな人気俳優と演技じゃない恋

コミック

7月29日

君なら君なら 合本版4

美人ちゃんに狙われた俺

オリジナル

桜んぼ

「俺のテク試してみるか？」社内でいがみ合っていた同僚の手で何度もイかされ……。細かい
事が苦手な営業部の蓮と仕事は出来るがとにかく細かい経理部の門倉は、同期だけど犬猿

の仲。そんな蓮は、とにかくモテるイケメンなのに実は EDで。この秘密だけは……と思って

いたのに門倉にバレ!? すると「俺はテクが凄すぎて困ってる」と門倉が言い出し!? 『不器
用な正論男×鈍感な純情イケメン』1回のお試しHで関係は大きく変わり⸺。

オリジナル
コミック

¥200

7月29日

コミックシーモアのみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥200

