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男と男の感情が静かに滾りうねり合う。江戸の闇を追う超人気シリーズ最新作！

乱鴉の空
あさのあつこ

暗殺者の過去を捨て小間物問屋の主となった遠野屋清之介。傍若無人で切れ者の同心、木暮信次
郎。二人の男の張り詰めた対峙を見守る老練な岡っ引、伊佐治。累計100万部を突破した「弥勒」シ
リーズ最新作となる今作では、捕り方に追われ、ある朝忽然と消えた信次郎の謎を追う。いったいどこへ？
いったい何が？ 次々と見つかる火傷の痕をもつ死体の意味は？ 江戸に蔓延る果てない闇を追い、
男と男の感情が静かに熱くうねり合う。

24日発売（紙と同日）

4334914810
¥1700

耳の良い探偵。すべての音が手掛かりになる――二度読み必至の令和の誘拐劇

録音された誘拐
阿津川辰海

彼女は誰より耳が良い。すべての音が手掛かりになる⸺大野探偵事務所の所長・大野糺が誘拐さ
れた !?

耳が良いのがとりえの助手・山口美々香は様々な手掛かりから、微妙な違和感を聞き逃さず

真実に迫るが、その裏には15年前のある事件の影があった。誘拐犯 VS. 探偵たちの息詰まる攻防、
二転三転する真相の行方は……。新世代本格ミステリーの旗手が描く、二度読み必至の令和の誘拐
劇。この真相は、たぶん、あなたには聞こえない。

24日発売（紙と同日）

4334914799
¥1900

一日一冊以上のペースで爆読する、若手屈指の本読み作家の偏愛ミステリーガイド

阿津川辰海 読書日記

かくしてミステリー作家は語る
〈新鋭奮闘編〉

阿津川辰海
大好物のミステリーを食べて、こんなに大きくなりました⸺アガサ・クリスティー、綾辻行人、エイドリ
アン・マッキンティ、伊坂幸太郎、ジェフリー・ディーヴァー、都筑道夫、D・M・ディヴァイン、法月綸太郎、
ヘニング・マンケル、山田正紀……など総勢362名、1,018作品。一日一冊以上のペースで爆読する
若手屈指の本読み作家が大好きな作家＆作品を存分に語り尽くした偏愛ミステリーガイド。この熱量
と文字量、
どうかしてるぜ。

4334953255
¥1900

24日発売（紙と同日）

韓流ドラマファン必読、驚天動地のミステリアス・コメディ！

おばあさんが帰ってきた

キム・ボム／米津篤八［訳］

病気で死んだことになっていて、家族も口にしなかったおばあさんが、突然巨額の資産を持って帰って
きた !?

優秀な妹と違い、恋に破れ、仕事にあぶれ、
くすぶる僕は、おばあさんも“ 家族 ”なのだから仲

良くしようとするが、一族はみんな“ 超・大金 ”を巡って右往左往するだけ。そしておばあさんの驚愕の
半生が明らかに。家族は絆を取り戻せるか？ “ 笑い”のち“ 涙 ”の家族間戦争！ 韓流ドラマ『やっ
てきた！ ファミリー』原作。

4334914829
¥1700

24日発売（紙と同日） 「水曜どうでしょう」カメラ担当 D の嬉野雅道さんがおくる日常エッセイ！

ロケの手応えゼロだった
「水曜どう
思い出リゾート／【別冊付録】
でしょう」
の新作はなぜおもしろかったのか

嬉野雅道

「水曜どうでしょう」カメラ担当ディレクターの嬉野雅道さんによる日常エッセイ。日々の幸福を掬い上げ
る内容に、読めばあなたの心も楽になる……かもしれません！ 付録には光文社新書をオマージュした
特別冊子も収録。2020年に放送された番組の新作は、出演者の4人全員がロケにまったく手応えを感
じていなかったのに、なぜおもしろくなったのか。その謎に探りながら、
「水曜どうでしょう」の本質にも迫る！

18日発売（紙と同日）

4334953239
¥2160

ミックスルーツ、
バンド時代、友人たち、福祉への志、人気 DJ、
そして政治の道へ

誰も書かなかった 玉城デニーの青春
もう一つの沖縄戦後史

藤井誠二
玉城デニーは、まさに戦後の沖縄の申し子である⸺。故・翁長雄志前知事の遺志を引き継ぐ沖縄県
知事・玉城デニー。彼が歩んできた道を辿ることは、沖縄と日本の未来を見つめる旅でもある。ミックス
ルーツ、バンド時代、友人たち、福祉への志、人気 DJ、そして政治の道へ⸺。沖縄と東京で半移住
生活を送るノンフィクション作家が記録した、
「語り」
と
「心」の物語。

10日発売（紙と同日）

4334953220
¥1600

電子限定カラー版 !! 「異星間バディ」のわちゃめちゃロードムービー !

終わるセカイの修学旅行 01

studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］
電子限定カラー版 !!

新宿も渋谷も秋葉原も池袋もセカイは全部、廃墟。文明が滅び廃墟となった日

本の観光地を、やたら女子高生文化に詳しい火星人・メイと、リアル女子高生・さつきの2人は旅する。
かつて人々で賑わい心を動かされた、その景色と名残を求めて⸺。1人よりも2人が楽しい、ハイテン
ション・ロードムービー !!

4334980627
¥720

碧空のカノン 10

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］

航空中央音楽隊の創立五十周年を記念する演奏会が近づき、練習に熱が入る佳音たち。そ

んな佳音に、男性隊員たちから緊急の相談が入る。話を聞いてみると、佳音の女性内務班の

同室者となった新人のフルート奏者が、女人禁制の男性内務班に何度も入り込んでいるとい

うもの。本人に聞いても言葉を濁されてしまった佳音は、仲間と共に事情を探るけど……!?

江戸川西口あやかしクリニック 6【特典ペーパー付】
永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

クリニックの寮に引っ越し、ようやく落ち着いて仕事に取り組むことができるようになった亜

月は、月末の恒例となっている医療費の請求明細（レセプト）に頭を悩ませていた。そんな亜

月の前に、感染性医療廃棄物の産廃業者が集団で営業に訪れる。ただの事務員なのに、イ

ケメン理事長のタケルから「事務長」として紹介されてしまい、各社から豪華な接待を受け

ることになってしまう。

8月5日

オリジナル
コミック

¥200

8月5日

オリジナル
コミック

¥200

目嚢―めぶくろ―

8月5日

怪談作家の鹿角南は、従妹の嫁ぎ先、菊池家の古い土蔵で見つかった『目嚢』という古文書

光文社文庫

加門七海

を預かる。そこに記された怪談に興味をひかれ、菊池家の歴史を調べようとする南だが、まる

で誰かが邪魔するように、指が切れ、虫が湧き、一人暮らしの部屋に異変が起こり始める。迫

433474821X

りくる怪異は、止まることなく続いていく……。名手が描く、背筋が凍る傑作長編ホラー小説。 ¥500
Platinum FLASHデジタル写真集

池本しおり ずっと一緒だよ。

池本しおり／細居幸次郎［撮影］

身長150センチのミニマムな身長にグラマラスなボディ＝「ミニグラ」でグラビア界を賑わす池

本しおり。アイドルグループ「テラス×テラス」でも活躍中の彼女と行く甘酸っぱい小旅行。山

間の温泉宿でも浴衣姿や水着、夕方の湖畔に佇む姿⸺。どこかセンチメンタルな感情を揺

さぶる彼女の笑顔と、ドキリとさせられる水着姿をたっぷりと収録した完全保存版デジタル写
真集。

夢で会いましょう

完全版【番外編17P 収録】

一宮思帆［漫画］／佐東周［原作］

【
『夢で会いましょう』全5話＋描き下ろし番外編「夜の猫」17ページ収録。大満足の完全版 !!】

「他人の夢に入り込む」という不思議な性質を持つ藤巻 充。ある日入り込んだ夢の中で、自

分が夢の主にフェラチオさせられていて⸺!? 人懐っこい後輩に、仕事のできるイケメン上
司……。夢の主はいったい誰⸺!?

すべては音が知っている 9
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

「葛西家の一員として閃くんにも出てほしいんだ」パートナー当てクイズ優勝により、晴れて

近藤家も公認の仲となった閃と寛哉。デートで出かけた葛西家のファッションブランドビルで、
寛哉が元モデルと知った閃だったが、寛哉の兄から一族のファッションショーへの出演をオフ

ァーされる。一方、照と音が鳴った榊原から突然、閃に呼び出しが⸺!?

8月5日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

8月5日

Renta! のみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥800

8月5日

Renta! のみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥200

恋するバンビと絶対君主な主さま 6
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

姦通罪の発覚により、ハレムを解散した虎の聖獣王ティグリス。その寵愛を一身に受ける鹿の

少年ルーの元へ、元・第一側妾ナミルの侍女が訪ねてくる。
「姿を消したナミルさまたちを探す

のを手伝っていただけませんか？」聖獣王の侍者としての矜持から、頼みを引き受けたルー。
だがそれは奸計だった。ルーを拉致した犯人は⸺まさかあの人……!?

神様のしっぽ 1

［原作］
一宮思帆［漫画］／二久アカミ

「俺の指に逆らうなよ」初めて会ったはずの常人離れした美しい男から、なぜ目がそらせない…？
眠っている間に奇妙な世界に迷い込んでしまった元ヤンのベータ・黒崎操。人ならざるもの

に襲われている時に神様に助けられ、その神様の依り代となってしまう。そして操の身体に
異変が⸺!?

神様の化身×サラリーマンの濃厚ファンタジー・オメガバース★

芦辺拓

脇役俳優の私は、プロデューサーの頼みで、幼少期に出会った�おじさん�を題材に舞台を手

掛けることに。彼が何者だったのかを調べ始めると、所有品と思しき古いトランクが見つかっ

た。そこから、おじさんがとある怪事件に関与していたと判明し⸺。私が辿り着くのは家族
の歴史か、自身の出生の秘密か。人生の意味を問う、異色の幻想譚。

死屍の導
し

し

しるべ

警視庁特命捜査対策室九係

渡辺裕之

特命捜査対策室九係の岩城哲孝が財務省職員の刺殺死体を発見した！ 遺体の刺創に不審

を覚えた岩城たち九係は、類似した事件の記録を見つける。調べを進めると、二つの事件の
被害者が北海道へ旅行していたことが分かった。現地へ飛び、被害者の足跡を追う岩城に外
事課から横やりが。いったいなぜ !?

Renta! のみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥200

8月5日

Renta! のみ
他書店9/2発売

オリジナル
コミック

¥200

8月9日

おじさんのトランク
幻燈小劇場

8月5日

新メンバーを加えた九係が大きな事件に挑む第三弾！

腸詰小僧 曽根圭介短編集

曽根圭介

社会復帰したシリアルキラー�腸詰小僧�の独占インタビューに成功した西嶋の元を被害者の

父が訪れ、本人に会わせろと迫る。一方、警察官をしている弟が浮気相手を妊娠させてしま

ったと泣きついてきた。追い詰められていく西嶋は……。
（表題作） ジコチューな小悪人た
ちが、あっけらかんと起こす事件。まさかのどんでん返しに舌を巻くミステリー傑作集！

女童
め の わらわ

赤松利市
大西浩平は精神を病んだ15歳の娘・恵子と二人暮らしを始めた。部屋から出られない恵子

につきっきり、仕事も放り出しての父子密着生活は、平穏で幸せな時間でもあった。しかし、
恵子への欲望が見え隠れする主治医、ヒステリックな恵子の母親、浩平の愛人など、周囲の
人々との関わりが、二人の前途に不穏な影を落としていく⸺。衝撃作『ボダ子』の前日譚 !!

同日発売
光文社文庫

4334793967

¥650

8月9日

同日発売
光文社文庫

4334793975

¥650

8月9日

同日発売
光文社文庫

4334793983

¥700

8月9日

同日発売
光文社文庫

4334793991

¥650

ちびねこ亭の思い出ごはん
たび猫とあの日の唐揚げ

高橋由太

書店員の颯太に初めての恋人ができた。やさしくてきれいで聡明で、目が不自由なことなど

なんでもなかった。勇気を出してのプロポーズ。だが、期待していた答えは返ってこなかった。

8月9日

同日発売
光文社文庫

そして、帰り道で事故に遭った彼女はそのまま亡くなってしまう。無気力に日々を送る颯太に、 4334794009
彼女の職場の後輩が「死んだ人に会える」店を教えてくれる。好評シリーズ第五弾。

死のある風景 増補版
鬼貫警部事件簿

鮎川哲也

嫁ぐ日を間近に控えて失踪し、無惨な死体となって発見された二人の若い女性。会社勤めの

真佐子は阿蘇山の噴火口に身を投げ、看護師の鶴子は金沢の内灘海岸で銃弾を受けて死ん

でいた。幸福の頂点にあった二人を襲った悲劇の裏には一体何が？ そして多摩の山中で三
人目の犠牲者が！ 幾重にも錯綜する謎を解き明かし、難攻不落のアリバイに挑む鬼貫警部

と丹那刑事 !!

神奈川宿 雷屋
いかずち

や

中島要

お実乃が奉公する神奈川宿の茶屋・雷屋は、二階でもぐりの旅籠もやっていて宿賃は割高。客

もわけありで癖の強い連中ばかりで、お実乃はしょっちゅう振り回されている。ある日、それま

で元気そうにしていた客の老婆が、突然、夕餉のあとで謎の死を遂げる。厄介事を嫌い、
「病
死だ」と言い張る主人の仁八に不信感を抱いたお実乃は、真相をさぐろうとするが……。

黄泉知らず 決定版
よ

み

牙小次郎無頼剣（三） 和久田正明

罪人として引っ立てられていく女の目に、小次郎は強い衝撃を受けた。その訴える目に突き
動かされ調べてみると、金貸しの婆さんを殺した嫌疑がかけられているという。現場から立ち
去る女を見たという証言もあり、罪は明白に思えたが、取り調べは難航していた⸺。纏屋に
間借りする浪人・牙小次郎。道理の通らない悪行は、この男が見逃さない！

果し合い
若鷹武芸帖

岡本さとる

将軍家斉に武を誇る番方の武芸の腕を調べよと命じられた公儀武芸帖編纂所頭取の新宮鷹

之介。四番勝負を終え、仕合も鷹之介の圧勝となる。と、改めて五番目の勝負を命じられた

のだが、その相手はなぜか鷹之介の右腕・水軒三右衛門。そして、鷹之介に知らされた父・孫
右衛門の死の真相。周囲は暗澹となる。果たして、勝負の結末は⸺。涙と笑いと震える感
動が待つシリーズ最終巻！

仮宅 決定版

吉原裏同心（9） 佐伯泰英

虚栄と粋と張りを競い合う吉原が炎上、仮宅商いを余儀なくされた師走。遊女・花蕾が行方

を断った。その後、他の妓楼からも次々と遊女たちが姿を消す。楼主たちが騒然とする中、花
蕾が何者かに攫われたことが明らかになる。廓の用心棒・神守幹次郎は、会所の男衆や身代

わりの左吉とともに必死の探索の末、幕閣より閑職に追われた直参旗本の屋敷を突き止める

が……。

¥600

8月9日

同日発売
光文社文庫

4334794033

¥1000

8月9日

同日発売
光文社文庫

4334794041

¥650

8月9日

同日発売
光文社文庫

433479405X

¥700

8月9日

同日発売
光文社文庫

4334794068

¥650

8月9日

同日発売
光文社文庫

433479338X

¥700

8月9日

沽券 決定版

吉原裏同心（10） 佐伯泰英

天明八年の正月、吉原にある引手茶屋の沽券が次々売り渡される事態が発生。吉原乗っ取り

を懸念する会所の面々と神守幹次郎は、店を売り姿を消した茶屋夫婦の行方を追うことに。

同日発売
光文社文庫

やがて幹次郎たちは、巨漢の武芸者を引き連れ、沽券を買い集める黒幕の年寄りに辿り着く。 4334793398
吉原乗っ取りを策する真の狙いは何か？ 敵を追い、決戦は真鶴の海、船戦へと持ち込まれ

る！

ソビエト帝国の崩壊
瀕死のクマが世界であがく

小室直樹

1980年8月、本書は小室直樹氏のデビュー作として刊行され、40万部超のベストセラーとな

った。小室氏は一躍時代の寵児となり、様々なメディアで言論活動を行うようになる。91年、
予言通りにソ連は崩壊する。なぜ小室氏だけにこのような分析が可能だったのか？ 予言の
背後にある理論はどういうものだったのか？ 今でも色あせない学問的価値を持つ名著を復
刊。伝説の「小室ゼミ」出身である橋爪大三郎氏推薦・解説。

ありえない138億年史

宇宙誕生と私たちを結ぶビッグヒストリー

ウォルター・アルバレス／山田美明［訳］

人間世界の背後には物理学と化学があるが、これらの学問は、この世界がどうして生まれた

かについて、ほとんど何も教えてくれない。同じ物理学や化学の世界から別の世界が生まれ

る可能性もあったのに、なぜ今の世界が生まれたのか？ これを理解するには、宇宙誕生か

ら現在までの通史⸺「ビッグヒストリー」の考え方が必要だ。自然科学と人文・社会科学を
横断する驚きの歴史を地球科学者が明らかにする。鎌田浩毅氏推薦・解説。

アルハンブラ物語

W・アーヴィング／齊藤昇［訳］
神秘的な秘宝伝説、恋の巡礼者となった王子の伝説、三人の美しい王女たちの悲恋物語、異

教徒との友情、そして武勇伝……。アメリカ公使館員として訪れたアルハンブラ宮殿の美しさ

に魅了された作家アーヴィングが、かつての住人、ムーアの王族の栄光と悲嘆の歴史に彩ら
れた宮殿に纏わる伝承とスケッチ風の紀行をもとに紡いだ壮大な歴史ロマン。異国情緒あふ
れる物語は、発表以来、ヨーロッパに一大ブームを巻き起こした。

田舎医者／断食芸人／流刑地で

カフカ／丘沢静也［訳］

光文社古典新訳文庫では『変身／掟の前で 他2編』、
『訴訟』につづく3冊目となるカフカの
傑作短編集です。今回収録したのは、カフカが生前に自信をもって世に送り出した短編など8

作。いわば、�カフカ本人のお墨付き�ともいえる作品です。ユニークかつ不思議な、じつにカ

フカらしい作品ばかり。表題の3作のほかに、
「ボイラーマン」
（既訳では「火夫」
）、問題作「歌
姫ヨゼフィーネ、またはハツカネズミ族」も収録しました。

FLASHデジタル写真集

鎌田紘子 めくりぱんつ

鎌田紘子／清田大介［撮影］

カフェバー「and merry.」経営など実業家としても大活躍中のグラビアアイドルの鎌田紘子。
SNSでの投稿で話題を集めた「めくりぱんつ」が見どころのデジタル写真集が初登場！ 見え

ちゃいそうなギリギリのフェチショットに思わずドキドキ。彼女感あふれる妄想を掻き立てるシ
チュエーションや、抜群のプロポーションが魅せるシャワールームでの透明感あふれる美肌は
必見。

¥700

8月9日

同日発売

未来ライブラリー

4334770592

¥760

8月9日

同日発売

未来ライブラリー

4334770606

¥1100

8月12日
古典新訳文庫

4334754643

¥1560

8月12日
古典新訳文庫

4334754651

¥820

8月12日

オリジナル
FLASH 写真集

¥800

いままで起きたこと、これから起きること。

「周期」で読み解く世界の未来

高城剛

社会の姿は変われど人間の本質は変わらない。同じことを繰り返し、それが社会の循環をも

たらしている。人間だけでなく万物に周期が存在する。様々な分野の専門家がサイクルの存

在を指摘しており、これからの10年、あらゆる分野で大きなサイクルの転換点が重なるタイミ

ングとなる。時代の大波を知り、示唆される危機にどう立ち向かうか。2030年代、長い冬を
抜けた後に来る春の世界とは。サバイブするためのヒントを共有する。

IoTと日本のアーキテクチャー戦略
柴田友厚

日本の産業競争力を左右する鍵は、アーキテクチャーとCPS（サイバーフィジカル・システム）

にある⸺。いま、なぜアーキテクチャー戦略と、中でもコアとなるモジュール化の概念が重

要なのか？ トヨタ、ダイキン、コマツ……世界で成功している企業から学べることは何か？
2つの重要なキーワードから、今後の日本企業が採るべき道を探る。

会話を哲学する。

コミュニケーションとマニピュレーション

三木那由他

私たちは会話を通じて何を伝え、何を企んでいるのか。あるいは相手の心理や行動にどんな

影響を及ぼそうとしているのか。気鋭の言語哲学者が、
『ONE PIECE』や『鋼の錬金術師』な

どの人気のフィクション作品を題材に、
「会話」という営みを徹底分析！ コミュニケーション

とマニピュレーションという二つの観点から、会話という行為の魅力と、その実態をわかりや

すく解き明かす。

昭和の東京郊外 住宅開発秘史
三浦展

昭和30年（1955年）。もはや戦後ではなくなった日本で、住宅難にあえぐ人々は自らの土地

を、住宅を求めた。開発バブルの中で怪しげな業者も跳梁跋扈。悲喜こもごもの人間ドラマ

8月18日
同日発売
光文社新書

4334046061

¥860

8月18日
同日発売
光文社新書

4334046215

¥880

8月18日
同日発売
光文社新書

4334046223

¥920

8月18日
同日発売
光文社新書

が繰り広げられたが、それも70年近く経った今では忘れられかけている。
「マンションポエム」 4334046231

を彷彿とさせる当時の不動産チラシ140枚をもとに首都圏各所の「夢の跡地」をたずね、新た
な未来を想像する。ありそうでなかった郊外研究がここに。

農家はもっと減っていい
農業の「常識」はウソだらけ

久松達央

「農家」の8割が売上500万円以下という残念な事実／赤字農業をなぜ続けるのか／農地転

用という農家の「不都合な真実」／消費者が鮮度の落ちる野菜を食べさせられている理由

―第一線の農業者である著者が、農業にまつわる古い「常識」を一刀両断。忖度なしの具

体的でロジカルな提言で、読者の認識をアップデートし、農業の本当の知的興奮へといざな

う。大淘汰時代の小さくて強い農業とは？

ロスト・ドッグ

酒本歩

あなたはペットの命に、いくら払えますか？⸺愛犬が心臓病になった。手術費用は200万

円。ペットショップでは売れ残った犬が鳴き、セレブが集う動物病院では、名医の診察を待つ
行列ができている。そんなある日、山中で人間の遺体が発見された。周囲には無数の犬の骨

が散乱し、まるで遺体を見守るようだった……。動物医療の在り方を問う長編ミステリ！

¥960

8月18日
同日発売
光文社新書

433404624X

¥1040

8月24日
同日発売

四六判文芸書

4334914802

¥1900

100歳で現役！

女性曲師の波瀾万丈人生

玉川祐子／杉江松恋［書き手］

14歳で奉公に出され、浪曲師に憧れ17歳で上京・入門、18歳で初舞台。巡業生活、子どもの

死、夫のDV・離婚、53歳で再婚・死別、2022年満100歳に……。2022年10月に100歳になる
現役の女性曲師が、自らの激動の人生と浪曲の魅力を語り尽くす。その元気の秘訣はいった

いどこに？ 個人視点の昭和・平成史としても読める一冊。

僕は「脱北 YouTuber」
北朝鮮から命がけで日本に来た男

キム・ヨセフ

2009年1月、約1万 km の命がけの道のりを辿り、僕はようやく自由を手にしたのだ⸺北朝

鮮での過酷な23年間の生活に耐えかね、豆満江を渡り中国経由でベトナムを越え、カンボジ

アの韓国大使館から韓国へ。自由への道のりは果てしなく遠い。でも、男は諦めなかった。日

本在住の脱北者が語る唯一無二のライフヒストリー。人生で困難にぶち当たったときにどう
立ち向かうか、壮絶な体験から紡がれる言葉に思わず胸が熱くなる！

当確師 十二歳の革命
真山仁

当確師・聖達磨の元に、総理大臣をその座から引きずり下ろすため、選挙区で落として欲しい

というとんでもない依頼が。総理には選挙区内の湖に、日米共同で研究所を作ろうとしてい

るという噂があった。
「里山を守って欲しい」と少年に詰め寄られた総理は失言から窮地に陥
る。この少年ならば選挙に勝てるが、もちろん少年に被選挙権はない⸺。人気シリーズ第2
弾 !!

SCIS 最先端科学犯罪捜査班［SS］I

中村啓

「犯人は�透明人間だ�」⸺姿なき追跡者に若い女性が襲われる事件が多発し、いずれも被
害者はそう口にした。小比類巻祐一警視正率いる警視庁の最先端科学捜査班 SCIS は捜査

を始めるが、その一方で、SCIS に関わる人物に悲劇が降りかかっていた。哀しみを堪え辿り
着いた真相とは⸺。テレビドラマ化された SCIS シリーズ、待望の「第2シーズン」開幕！

結婚の味

よりみち酒場 灯火亭

石川渓月

灯火亭で働き始めて間もなく3年。城亜海は紅茶専門店を営む坂本との結婚を控え、灯火亭

を旅立つことになった。その後は坂本の店を一緒に盛り立てていくつもりだ。結婚の喜びを
感じつつも、店主のユウさんとの別れに寂しさと不安を隠し切れない亜海。そこに思いがけ
ない事件が起きて⸺（表題作）。心づくしの季節の料理と人情に心温まる好評シリーズ第4

弾。

はい、総務部クリニック課です。
藤山素心

入社7年目の松久奏己は、地味に目立たぬように仕事をしてきたはずだった。しかし、社長肝

いりの新部署へ異動になり、変わり者でイケメンな医師、森琉吾と、チャラ系ホスト顔の薬剤

8月24日
同日発売

ノンフィクション

4334953247

¥1500

8月24日
同日発売

ノンフィクション

4334953263

¥1200

8月26日
光文社文庫

4334793665

¥650

8月26日
光文社文庫

433479369X

¥750

8月26日
光文社文庫

4334793738

¥650

8月26日
光文社文庫

師、眞田昇磨と働くことに！ 異動初日から緊張の連続でいつもの困った症状が現れる⸺。 4334793746
会社での困りごと対処法や、体調不良へのお役立ち情報も満載の、ちょっと元気になれる物
語！

¥700

夜来る鬼 決定版
牙小次郎無頼剣

和久田正明

いずこからか現れた浪人を、江戸唯一の纏屋の女将・小夏は離れに住まわせることにした。
不思議な存在感を放つこの男から、生活費として千両もの大金を預かり、番頭たちも思案顔
だ。そんな折、馴染みの小間物屋の女中が死んだとの知らせが入る。⸺謎めいた浪人・牙

小次郎が、その剣の強さで罪なき者の嘆きを背負い、悪を成敗する！ 人気シリーズ刊行スタ

ート！

桜子姫 決定版

牙小次郎無頼剣（二） 和久田正明

牙小次郎は今上天皇の外祖父を父に持つ雲上人だが、江戸の纏屋に間借りし、一浪人として
暮らしている。ある日、古道具屋で美しい誰ケ袖屏風を手に入れるも、元の持ち主が返して欲

8月26日
光文社文庫

4334793762

¥700

8月26日
光文社文庫

しいとやってきた。仔細を聞いた小次郎が快く返してやると、再度持ち主が訪ねてきて⸺。 4334793940
不条理な力に流されそうになる人々を助けたい。道理をただす、牙小次郎の刀が唸る！

坂ノ上茜1st 写真集 あかねいろ

【電子版86ページ増】

坂ノ上茜／矢西誠二［撮影］

「町中華で飲ろうぜ」ほかで人気の女優・坂ノ上茜。2021年2月に発行した1st 写真集の電子

書籍化にあたり、本人セレクトを含む86ページを追加。最初で最後の水着姿やランジェリー

ショットも収録。故郷・熊本で、実家や通っていた高校など、ルーツをたどった旅の模様を撮

影、素に戻った顔が見られる。新体操で培った健康的なスタイルに、自然にあふれる笑顔な

ど、魅力が満載だ。

煙たい話 7
林史也

「どうして放っといたんです」。夏休み目前、学年主任に生徒と一緒に怒られているのは武田 !?
どうやら校則を破った生徒を注意しなかったよう。職員室に戻っても説教は終わらず、
「校則

を守らせるのは社会の理不尽に耐える練習」だと学年主任は話す。ただ、武田はどうにも腑

¥700

8月26日
写真集

4334902634

¥2700

8月26日

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

オリジナル
コミック

に落ちないようで……。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⸺。 ¥200
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 11【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。
「変わっ

ている」と言われ続けたふたりの関係だが、それでもお互いだけは分かりあっていた……は
ずだった。突然のアラメの変化に戸惑うえつこは、ついに自分の感情をアラメにぶつける。

2番セカンド【分冊版】19
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19話。

8月26日

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

オリジナル
コミック

¥150

8月26日

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

オリジナル
コミック

¥100

8月26日

グレイト トレイラーズ【分冊版】8

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

宮川輝

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8話。

『君なら君なら』第10、11話を収録した合本版！ 突然凛弥から本当の思いを告げられた柚

流。気持ちが通じ合ったのに、離れなければいけない現実に胸を打たれる二人。そんな中、
柚流は京月屋の跡継ぎになるべく兄と決戦の舞台に向けある秘策を用意しており…、一方凛
弥も柚流と一緒に居続ける為、�ある人�に会いに行き⸺!? 梨園で繰り広げられる幼馴染

ラブロマンス、遂に堂々の完結 !!

もみもみフィーバー 合本版2

冷徹主任は R18マッサージでトロける

前回のマッサージで下半身を触られ勃ってしまった雀野。もう下半身はダメだと思い、上半

身のなら問題ないだろうと考えマッサージを受けることにした雀野だったが、上半身のマッサ

ージは後ろから乳首を弄られ !? ねちっこい揉み方に、またもや雀野の局部が勃ってしまい！

さらに、加賀知がソコに触れてきて!?

俺の平穏な日常が金髪ヤンキーの恋人（仮）に乱されてます 2

さり

嘘から始まる恋の行方は……。人

に意見を合わせ周りから浮かないよう過ごすシンヤは、友達に促され断れずラブレターを出

すことに。返事を聞く為、約束した場所で待っていると、そこに現れたのはいつも傷だらけで
喧嘩ばかりしていると噂のヤンキー・マヒルで!?

コミック

¥350

8月26日

のの字

「いいぜ、付き合ってやっても」苦手なアイツが恋人に !?

オリジナル

コミックシーモアのみ
他書店10/7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3、4話を収録した合本版！

怯えるシンヤにマヒルが話かけてきて……

しかもマヒルはシンヤが出したはずのラブレターを持っており⸺!?

秘匿のΩは運命を殺す 1

靴川

αばかりの名門学園に入学後、Ωと発覚した暮田は抑制剤を過剰摂取しながらもΩを隠す
日々。薬の副作用で体調が悪い所をイケメンで人気者の犬飼先輩に助けられ、先輩の甘い良

い匂いに惹かれてしまう。それから先輩と一緒に過ごすようになり、距離が縮まったと思った

が先輩の口から出た一言が暮田に衝撃を与え……。
『トラウマ持ちのカースト上位α×αにし
がみつく劣等生Ω』選択を間違い、遠回りをしつつも答えを探し求める物語。

やなぎばころん もえころん サイバー競泳水着編

やなぎばころん／清田大介［撮影］

�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。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。ピタッとした

フィット感がボディラインを強調するTバックタイプの競泳水着と、ランジェリーのような大胆

なデザインのスイムウェアが見どころの1冊。妖艶なライトに照らされた水着や肌のフェティッ

シュな質感、表情は必見！

¥150

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

くるわ亜希

FLASHデジタル写真集

コミック

8月26日

君なら君なら 合本版5

ほどけた糸を結びなおして

オリジナル

オリジナル
コミック

¥350

8月26日

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

オリジナル
コミック

¥200

8月26日

コミックシーモアのみ
他書店10/7発売

オリジナル
コミック

¥200

8月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥800

FLASHデジタル写真集

萩田帆風 ほのかに、恋心

萩田帆風／栗山秀作［撮影］

アイドルグループ「SUPER GiRLS」の5期生・萩田帆風を海岸の街でさわやかに撮り下ろす。3
年前に初グラビアを撮られたときと同じカメラマンの前で、自然な表情で伸びやかな水着姿

を見せる彼女から目が離せない。ビキニでビーチを走ったり、温泉に入ったり。グループ加入
1周年を迎え、ますます成長する萩田の魅力があふれる。

FLASHデジタル写真集
102cm バスト編

桜井木穂 育乳成功

桜井木穂／ Takeo Dec.［撮影］

バスト100cmI カップ＆北海道出身で�豪雪バスト�と呼ばれる桜井木穂。しかしダイエットで

体脂肪を8% 減らし、バストが90cm に萎んでしまうことに。そこで�100cmバスト奪還計画�

を提案し、バストアップのカリスマと育乳に励んだ。見事12cm 成長し、102cmの自己最高記

録を樹立。バストマッサージを自ら実演するスペシャルグラビアを掲載。同時発売の「Vハイ

レグ解禁編」も合わせて、生まれ変わった美ボディをコンプリート！

FLASHデジタル写真集
V ハイレグ解禁編

桜井木穂 育乳成功

桜井木穂／ Takeo Dec.［撮影］

バスト100cm の Iカップ、北海道出身ということで�豪雪バスト�と呼ばれる桜井木穂。しかし

ダイエットにより体脂肪を8% 減らし、バストが90cm に萎んでしまう。そこで�100cm バスト
奪還計画�を提案し、バストアップのカリスマと育乳に励み、見事12cm 成長！ 102cm の自

己最高記録を記念し、今までNGとしていた「Vハイレグ」に初挑戦！ 同時発売の「102cmバ

スト編」もチェックして、生まれ変わった美ボディをコンプリート！
【電子版限定111ページ】FLASHデジタル写真集

神部美咲／岡本武志［撮影］

神部美咲 ここだけの話 Vol. 1

競馬番組『馬好王国』でレギュラー MCを務め、芸能界イチのウマ娘として知られる神部美咲。
約2年ぶりとなった今回のグラビアでは、8キロの減量に成功したというスレンダーボディを披

露。番組やSNSでたびたび話題になる美脚はもちろん、ヘルシーな下着姿や大胆にブラホッ

クを外したカットにも挑戦。
「28歳になりますし、下着っぽい衣装やセクシーなシーンにも挑
戦しました」と振り返る本人大満足のカットを111ページで堪能できる。

【電子版限定100ページ】FLASHデジタル写真集

神部美咲／岡本武志［撮影］

神部美咲 ここだけの話 Vol. 2

競馬番組『馬好王国』でレギュラー MCを務め、芸能界イチのウマ娘として知られる神部美咲。
約2年のグラビアであり、8キロ減ダイエットに成功し、スレンダーボディで最大露出を披露。ブ

ラを外し、大胆に背中を露出したカットやサラブレッド顔負けの美脚、ハイレグ水着での美ヒ

ップなど、見どころ満点の内容。
「『バラエティとのギャップにびっくりした！』って、多くの方に
言っていただきました。ぜひ皆さん見てください！」

8月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

8月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

8月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

8月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1600

8月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

