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19日発売（紙と同日） 元不動産投資家の老女が元キャバ嬢に指南する、節約、投資、女の誇り

原田ひ香
埼玉県の大家族で育った日村天使は、生活保護を受け自堕落な生活を送ってきた。大家族ファミリー
としてテレビにも出ていたが、16歳で家を出て、大宮のキャバクラ「マヤカシ」に勤める。そこでビルの
オーナー綾小路光子と知り合った。数年後、訳あり老人が長逗留する古びたビジネスホテルにひっそり
と暮らす光子と再会する。天使は、投資家だという光子の指南で、極貧人生から抜け出そうと、生きる
ノウハウを学ぶことになるが……。

老人ホテル
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19日発売（紙と同日）

死後、我々はどうなるのか。この本を読み終えた時、あなたの人生が変わる

ついに還暦――自分時間を楽しむレシピ＆エッセイ集
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田坂広志

麻木久仁子

死後、我々はどうなるのか。「肉親」と再会できるのか。「前世の記憶」「輪廻転生」は、全くの迷信なの
か。なぜ、「死者との交信」が起こるのか。「幽霊」や「地縛霊」という現象の正体は何か。我々の「未来」
と「運命」は、すでに決まっているのか。なぜ、無数の人々が「神」や「仏」を信じてきたのか。なぜ、「最
先端の科学の知見」と「最古の宗教の直観」が一致するのか⸺。この本を読み終えたとき、あなたの
人生が変わる。

「ついにここまできてしまったか！」⸺還暦を迎え、老化する心身、変化する家族のカタチ……不調や
不安はあるけれど、逆にいえば誰に気兼ねしなくていい、プチぜいたくも手抜きも自由にできる！ 体がだ
るいとき、胃が重いとき、気持ちがふさいだとき、さあ何を食べましょう？　毎日自分を観察し、おいしく
食べることで、体と心は上向きます。60歳女性のリアルな日常と、自分時間をポジティブに楽しむための
レシピ＆エッセイ集。

最先端量子科学が示す新たな仮説

還暦からのごきげん食卓スタイル

死は存在しない

おひとりさま薬膳
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イム・ソルア／古川綾子［訳］

谷村志穂

偽装転入し進学率の高いチョンミン洞の中学校に通うカンイ、リーダー格のソヨン、貧民街に住むアラ
ム。3人は家出を企てソウルに辿り着く。しかし、路上生活は厳しく疲弊した少女たちは家に戻る。やが
て、人を貶めるソヨンの態度に3人の関係は壊れ、いじめは暴力にエスカレート。やり場のない感情が
暴走し⸺格差、搾取など大人の加虐に晒されてきた少女たちは、最善を望んで最悪をたぐり寄せる。
韓国発、壮絶なる青春群像。

満たされなくていいんだ。そんな想いの中で、出会ったり別れたりするのが、きっとこれから生きていくと
いうこと。日本と韓国のふたつの家族。その時どうしても子を欲しいと願い、切なる思いで飛びついた医
療があった。衝撃的な結末に心が震え涙があふれる著者最高傑作！これは誰にも起きる物語。

陳君とはスタバで勉強をする。給料は自分が払うと言い、高価な服飾品自慢など金銭でマウントを取り
たがる彼。陳家は裕福だが、複雑な事情があった。「帰る家がなくなった彼」／男尊女卑の強い家庭の
ジャスミンは、兄との差別に悩んでいる。親の関心を引くため、常に親の望む道を歩んできたが。「受け
継がないもの」／過熱する学歴社会に翻弄される親と子。教育の意味と本質を問いかける、台湾で大き
な話題を呼んだベストセラー小説
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ソウルの路上に飛び出した少女たち。待ち受けていたのは、さらなる悪夢だった

その時どうしても子を欲しいと願い、切なる思いで飛びついた医療があった
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最善の人生

過怠

苛烈な家庭教育、歪んだ親子関係の実態を描く衝撃の家族小説

子供はあなたの所有物じゃない
呉暁楽／木内貴子［訳］

14日発売

ファラデー／渡辺政隆［訳］

ロウソクが見せる物理現象について学ぶことが、自然科学に入門するための、もっとも入りやすい最良
の入り口だ。イギリスの科学者ファラデーが少年少女を相手に行った連続講義録。ロウソクの種類、
製法、燃える仕組みから、燃えるときに起こる物理 ·化学現象までを、さまざまな角度からやさしく解説
する。原著出版から160年以上経たいまでも、ノーベル賞受賞者ほか世界中で読み継がれてきた不朽
の名著。

世界のすべては、一本のロウソクで語りうる。科学の楽しさと奥深さを教えてくれる不朽の名著

ロウソクの科学



奇妙な世界で妖に襲われ無我夢中で、常人離れした美しい九尾の狐の神様・ミタマの依り代
になってしまった操。ミタマは近くの由緒ある神社の神様で、この地域一帯の守り神であるこ
とを知る。「お前はΩになったんだ…操」“お清め”の性行為後、ミタマにそう告げられた操
は⸺!?　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★

大学3年生にして周囲に流され政略結婚してしまった、庶民的なオメガのお坊ちゃま・遼介。ア
ルファ御曹司の旦那様・大貴とのタワマン新婚生活は、束縛も干渉も身体的接触も一切ない
味気ないもので毎日モヤモヤしていたけれど……。「君にはもっと俺のことだけ見てほしい」
ある晩、まどろんでいる遼介に無関心だったはずの大貴がいきなりキスしてきて……!?

【インテリ幹部ヤクザ・各務×美形の殺し屋・流夏のミステリBLシリーズ新章！／ Renta! 殿堂
入り『華闇の褥』の粧妃先生最新作】上流階級の闇に潜む悪事……。正義の裁きを下せるの
は元軍人の「美しき死神」ただ一人！　心臓移植を控えた子どもを巡って、とっくに離縁した
はずの京都屈指の名家の元・姑から差し止めの電話が来て⸺!?

神様のしっぽ 3　
一宮思帆［漫画］／二久アカミ［原作］

オメガの俺が、政略結婚 !? 2　
アルファの旦那様と、あまあま新婚生活中！　市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

暗殺者ロシアンブルー Vol. 3
生命に至る者 1　粧妃［漫画］／葉月［原作］

近藤家公認の仲となり、初めて寛哉の家にお泊りした閃。交際1カ月半につき近藤家家訓の
キス以上が解禁、寛哉の手で絶頂を迎えて愛情を確かめ合う二人。でも、初めて目にした寛
哉のアレのデカさに閃は大混乱……!?（ちなみに照と榊原が一足先にデキているのは閃には
内緒☆）そしていよいよ葛西一族ブランドのファッションショー本番当日で⸺!?

すべては音が知っている 10
御萩もち［漫画］／十月凪［［原作］

「陸 · 海 · 空自衛隊合同コンサート」のため、浜松を訪れた航空自衛隊中央音楽隊一行。今
回の演奏を最後に、退官する同僚へのサプライズを計画していた佳音たちだったが、プレゼン
トを隠しておいた音楽隊専用のバスが駐車場から行方不明になってしまう。慌てる佳音たち
だったが、いつの間にか戻っていたバスに安心したのも束の間、用意したプレゼントが車内か
ら消えていて……!?

テンゴたちと知り合ってから、人間なのにあやかしのハーフやクォーターと間違われてばかり
の亜月。しかし八咫烏の八田は、亜月はあやかしではなく、あやかしとの親和性が高い存在
だと告げる。似たような感覚を持つ人間が沖縄の石垣で医者をしていることを知り、事務員
なのになぜか「研修」という名目で会いに行くが、訪れた診療所で研修医と間違われてしま
い……!?

碧空のカノン 12　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 7 【特典ペーパー付】

永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］
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女性二人を殺したとして逮捕された小野宮楠生。逮捕後「誰を殺そうと俺の自由だろ」と開
き直る供述をし、身柄送検時には報道陣にピースサインをして大騒動となった。この「小野宮
楠生を救う会」から依頼され弁護を引き受けることになった宮原貴子は、小野宮と接してい
るうちに独特の違和感を覚える。違和感の根源は何か、そして、小野宮は女性二人を殺した
真犯人なのか⸺。総毛立つラストが待つ傑作！

未知の寄生虫、サトゥルヌス・リーチ⸺不老虫が日本に入ってきた!?　農林水産省の酒井恭
平は、対策のためアメリカから招聘したジャカランダ・マクアダムスのサポートを命じられる。
不老虫は三人の女性に寄生した状態で秋葉原に潜伏しているのだという。酒井はジャカラン
ダと、彼女の相棒であるスナドリネコのビオとともに不老虫を見つけ、処分することができる
のか!?

戊辰戦争終結から五年。開拓が進む北海道各地で共和国騎兵隊を名乗る盗賊が跋扈し始め
る。頭領の兵頭俊作は榎本武楊の下、新政府軍と戦った士官。彼の戦いは終わっていなかっ
たのだ。討伐隊に送り込まれたのは元幕臣の矢島従太郎だった。兵頭と矢島は五稜郭で理
想郷「共和国」を夢見てともに戦った同志。敵として相対することになった二人を待つ壮絶な
運命とは？　『武揚伝』に連なる長編歴史活劇！

屑の結晶
まさきとしか

不
ふ
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ろ う

虫
ちゅう

石持浅海

北辰群盗録
佐々木譲

寵愛する鹿の少年ルーを拉致した犯人は、元・第一側妾ナミルに家族を人質に取られて脅さ
れていた……!?　ナミルの魔の手からルーを救出するため、グランディー渓谷へ急行する虎
の聖獣王ティグリスと盟友グランディー国王。異世界へと繋がる次元の裂け目にルーを追放
する計画が頓挫したナミルは激怒して虎に変身、ルーに襲いかかり⸺!?

「次にくるマンガ大賞2022」ノミネート！　高校卒業以来、一度も会うことのなかった武田と有
田。ある雨の日に一匹の猫を拾ったことから、二人の関係は変わり始める。恋愛感情とは違
う。一緒に暮らす理由もない。でも、君の隣は心地がいい。そんな気持ちに向き合い、二人が
出した答えとは⸺。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。

モデルとしてデビューし、レースクイーンとしても人気を博す益田アンナ。「ミスFLASH2021」
の第15代グランプリに輝き、「歴代一番の美貌」と評される彼女を撮り下ろし！　大胆な黒の
Tバックをはじめ、3種類のランジェリー衣装とビキニ水着を身にまとった。大阪出身の彼女
らしい“人懐っこい親近感”とオトナっぽい表情が満載、美しすぎるくびれとバストに見惚れよ
う！

恋するバンビと絶対君主な主さま 7
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

煙たい話 1【単行本版】
林史也

FLASHデジタル写真集　益田アンナ　魅惑のカラダ
益田アンナ／岩松喜平［撮影］
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大学2年の松岡えみるは単位取得の条件として社会学部一人気のない上庭ゼミに入り、学
生相談室の補助をすることに。そこへやって来たのは家族、友人関係のトラブルを抱えた学
生たちだった。社会学の知識で彼らにアドバイスを贈る上庭に、えみるも次第に心を動かさ
れ⸺。コミュ障で根暗の社会心理学講師×お人よしで責任感の強い女子大生コンビがお
悩み解決に導く！

浮世絵師の残月斎南天は、髑髏に肉付けをして復顔するという珍しい技を持っている。腕を
見込んで、池で上がった骨がまたも持ち込まれた。ところが、復顔した舎利こうべと一緒に、
南天は行方をくらましてしまう。不可解な蒸発に、牙小次郎も一緒に探し始めるのだが⸺。
人は人の心を持ってこそ人として生きる。小次郎の刀はその正義を守るため、悪を断つ！

泉岳寺門前町の木戸番・杢之助は、曰くありげな夜逃げの女・お洽を助ける。後日お洽は亭
主殺しの咎で捕われ、同時に捕まった二人の男とともに江戸に護送されることに。護送の一
行が門前町に投宿する夜、謎の刺客が跋扈し、咎人たちが逃げ出した。役人たちの混乱のせ
いで町は蜂の巣をつついたような大騒ぎに。杢之助は不運のお洽らを助けるべく、影始末に
乗り出す。

シャガクに訊け！
大石大

緋の孔雀　決定版
牙小次郎無頼剣（五）　和久田正明

門前町大変
新・木戸番影始末（四）　喜安幸夫

1944年の満州。馬賊の城塞に関東軍の偵察機が単独で突っ込んできた。パイロットは絶世
の美女、吉永紅子。子供たちを救出しにやって来たという彼女に、冷徹な首領・黄尚炎たちは
呆れる。馬賊の首領と関東軍将校を翻弄する、無茶で破天荒な紅子⸺。そして暗躍する金
塊を狙う輩たち。紅子を軸に、欲望渦巻くサスペンスフルな冒険譚が今、開幕する！

紅子
北原真理

北穂高岳の山頂直下でシングルマザーの門島由紀恵が殺害された！　松本署の道原伝吉が
捜査を始めると、由紀恵の元夫が勤め先の料理屋を辞め失踪したことが判明。事件との関連
を疑う道原は二人の故郷・小倉へ飛ぶ。聞き込みを進めるうち、由紀恵の祖父と父もそれぞ
れ不審死を遂げていることが分かった。三世代続いた奇禍の根はどこに!?　人気シリーズ最
新作！

小倉・関門海峡殺人事件
梓林太郎

函館で有名な岩倉家の美人三姉妹。その三女が行方不明になった。海岸で見つかった遺留
品のそばに落ちていたのは、血糊のついた鷹のブロンズ像。凶器と思われたこの置き物は、
姉妹の家に飾られていた物だったのだが……。手がかりが得られないまま事件は新たな展
開を見せ、捜査は更に行き詰まってしまう。驚愕の結末を迎える、本格ミステリの傑作！
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平石貴樹
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『福島美少女図鑑』でデビューし、最近では『雪女と蟹を食う』『高良くんと天城くん』に出演す
るなど、女優として活動の幅を広げる坂口風詩。“南国リゾート”をテーマにした今回の撮影で
は、色鮮やかな6種類の衣装に身を包み、プールやベッドで身も心も解放した姿を披露。「感
情を表現するのが得意」という彼女は、シチュエーションに応じて表情を自由自在にチェンジ。
女優業で培った表現力をグラビアでも存分に発揮してくれた。

FLASHデジタル写真集　坂口風詩　また恋をした
坂口風詩／熊木優［撮影］

アイドルグループ「まねきケチャ」に6月に加入した新メンバー・森ふう花の初めてのデジタル
写真集。「猫の恩返し」をテーマに、正看護師免許を持ち前職はナースという大型ルーキー
が、初の水着姿を披露する。黄色いビキニでプール遊び、白の水着では水鉄砲を手に大はし
ゃぎ。和室ではちょっとしっとり。初々しい姿は必見だ。

FLASHデジタル写真集　森ふう花　おんがえし。
森ふう花／カノウリョウマ［撮影］

都会で暮らす私は、育ての親であるおじの召使いから、故郷での異常事態について知らされ
る。祖母に取り入った居候が口八丁を弄して家庭の権力をほしいままにしているというのだ。
彼と対決すべくかの地に向かうが、癖のある客人や親戚たちの思惑にも翻弄され、予想外の
展開に……。

ステパンチコヴォ村とその住人たち　
ドストエフスキー／高橋知之［訳］

かつて花魁を務め、今は切見世に落ちた女郎の白川が斬殺された。吉原会所の用心棒、神
守幹次郎らの調べにより、哀しき過去の因縁が明らかになる。一方、江戸の経済を司る札差
筆頭行司の座を狙う新興札差・香取屋武七との闘いは吉原をも脅かしていた。香取屋の背後
に死んだはずの田沼意次の影が見え隠れする中、一派との戦いに決着をつけるべく幹次郎が
動き出す。

シュート決定率やリーグ戦での勝敗数といった統計から、パスやフォーメーションの幾何学に
いたるまで、サッカーは数学的要素に溢れるスポーツだ。それらの要素を最新手法で追跡・
分析すると、驚くべきパターンが見えてくる。一流選手や強豪チームの動き、名監督の戦略や
采配は「数学的に正しい」のだ。勝ち点はなぜ3なのかといったトリビア、ブックメーカー（賭
け屋）に勝つ方法なども考察。あなたの「サッカー観」が変わる一冊。

決着　決定版
吉原裏同心（14）　佐伯泰英

サッカーマティクス　数学が解明する強豪チーム「勝利の方程式」
デイヴィッド・サンプター／千葉敏生［訳］

神守幹次郎・汀女夫婦は、札差の伊勢亀半右衛門から薄墨太夫との川遊びに誘われるが、
それを機に新興札差・香取屋武七の魔手が忍び寄る。江戸の経済を牛耳る札差筆頭行司の
座を巡り、半右衛門と暗闘を繰り広げる武七の背後には失脚した田沼意次一派の影があっ
た。次々と襲いくる敵！　蔵前と吉原、二つの町が今、大いなる陰謀に巻き込まれようとして
いた⸺。

布石　決定版
吉原裏同心（13）　佐伯泰英

10月12日

10月14日

10月14日

10月18日

4334770622

4334754678

¥1240

¥1290

¥1500

¥1500

未来ライブラリー

古典新訳文庫

FLASH 写真集

FLASH 写真集

同日発売

オリジナル

オリジナル

10月12日

10月12日

4334794106

4334794114

¥700

¥700

光文社文庫

光文社文庫

同日発売

同日発売



スペイン人魔術師とフィリピン人祈祷師の孫で「魔女」としてTV などで活躍中の叶ここによる
おうち風水。まずは生年月日でタイプを鑑定。基本性格などを解説した上、あなただけのラ
ッキーカラーや、幸運になる部屋づくりをお教えします。家族関係、仕事、恋愛、様々な悩み
に特化したインテリアがわかるので、すぐに悩みにアプローチできます。後半では、引っ越す
人必見！　の部屋選びを教えます。方位や間取りで運気がぐるりと動く！

天宝占術で人生変わる！　自己肯定感もアップ！　

魔女が教える　マイルームインテリア風水　叶ここ

世界のトップサッカーリーグの一つ、イタリア・セリエAのインテルで1度、ボローニャで2度優
勝を果たした名将は、ある日、家族もろとも忽然と姿を消す。歴史、人種法、そしてホロコー
ストという名の“悲劇の風”が、彼を連れ去ってしまったのだ。さらに恐ろしいことに、その事
実は70年間忘却されていた⸺。一人のサッカージャーナリストが、地道かつ丹念な調査で、
彼と家族の足取りを追い、歴史の闇と真実を白日の下に晒す。

セリエA 発アウシュヴィッツ行き　
悲運の優勝監督の物語　マッテオ・マラーニ／小川光生［訳］

「都市か、地方か」という二項対立の図式で語られがちな日本の地方問題。本書では複雑で多
様であいまいな地方の姿を、10のテーマで「自分ごと」目線で考えていく。だれかの語る「都
市か、地方か」の議論ではなく、自分なりのローカルな暮らしへの思考へ⸺。第18回大佛
次郎論壇賞を受賞後、福島県いわき市を拠点に、ますます活躍の場を広げる著者の思考と実
践の記録。

新地方論　
都市と地方の間で考える　小松理虔

4334953352

¥1450

ノンフィクション

10月19日

同日発売

世界中で愛されるピアノという楽器。日本には、いつ、どのように伝わったのか。日本で初め
てピアノが製造されたのはいつか。中村紘子、内田光子、フジコ・ヘミングから舘野泉、小山
実稚恵、辻井伸行、上原彩子、藤田真央、牛田智大、角野隼斗、反田恭平、小林愛美まで―
―。わが国のピアニストたちが歩んできた軌跡を辿りながら、今日、私たちが目にしている「日
本の新しいピアニスト像」までを射程に入れて考察。

日本のピアニスト　
その軌跡と現在地　本間ひろむ

訪日外国人99％減⸺。観光業はコロナ禍で最大の被害を受けた産業と言っても過言では
ないだろう。休廃業に迫られた企業や、仕事を続けられなくなった個人が続出した。インバウ
ンド受け入れの本格的な再開が見込まれる中、「爆買い」などで沸いた頃とは一変した状況
でどう稼ぐのか。人気エリアの偏在や観光公害など、コロナ以前からの問題は解決されるの
か。DXやSDGsといったビジネスの潮流が与える影響とは。

観光立国・日本　
ポストコロナ時代の戦略　箱谷真司

多宗派、分裂、統合、栄枯盛衰…結局、アメリカって、どんな国 !?　「福音派って何だろう。日
本にそんなものは存在しない。宗教『右派』って何だろう。宗教に『右派』があるというのがわ
からない。…よってトランプ大統領がなぜ登場したのかわからない。要するにアメリカがわか
らないということだ。そこでこの本を書くことにした」（「はじめに」より）。植民地時代から現
在を丁寧に辿り、解きほぐす。社会学の泰斗による決定版！

アメリカの教会　
「キリスト教国家」の歴史と本質　橋爪大三郎

10月19日

10月19日

10月19日

10月19日

10月19日

4334046312

4334046320

4334046339

4334046347

4334962599

¥1100

¥840

¥840

¥960

¥1620

光文社新書

光文社新書

光文社新書

光文社新書

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



霊長類最強グラドルとして人気を博し、週刊 FLASH の「染まるシリーズ」で復帰した染谷有
香が、完全新撮で初のヘアヌード写真集をリリース。舞台は沖縄。無人島、廃墟、ラブホテル、
歓楽街などで撮影された。紙版の160Pに56Pを追加した大ボリュームの“熱作”だ。「ヌード
は最終地点としてとらえられがちなので、この決断をするには大きな葛藤がありました。でも、
この作品を見て『これは終わりではなく始まりだ』と思えました」

【電子版56ページ増】　染谷有香写真集　This is the beginning
染谷有香／ND CHOW［撮影］

『女性自身』にて連載中の人気コミック。『金田一少年の事件簿』をはじめとする数々のヒット
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“ラブ×サスペンス”第4巻。主人公・神城澪は、一連の殺人の犯人である夫・
真人に誘い出され、結婚1周年の旅行に出発。“真の目的”を果たそうと画策する真人と、何
も知らない澪が繰り広げる緊迫の展開をお楽しみください。

死ぬほど愛して 4　
天樹征丸［原作］／草壁エリザ［漫画］

二つの世界がゆるやかに溶け合う、色彩豊かなショート・ストーリー。ウェブ漫画サイトCOMIC
熱帯で発表し、著者のTwitterでも反響を呼んだ「夜と鉛筆」、「墨と道行」といった連載作品
に加え、描き下ろしの2編を加えた12編を収録。心の奥底にひそむ、暖かな記憶がよみがえ
る、圧巻のフルカラー＆セリフなし連作短編集。

そことかしこ 1　
長田結花

10月25日

4334808492

4334902774

¥700

¥3000

写真集

盗難騒ぎにストーカー、突き落とし……人気漫画家のスタジオではトラブルが続出！　なぜか
ハラスメント男ものさばっていて、事態は大混乱。新米アシスタントは解決に奔走するが、そ
れは自分の才能と向き合うことに似ていた⸺。夢を叶えるためには、夢見がちじゃいられな
い。戦う女性に贈る、爽快ミステリ！

女の敵には向かない職業　
水生大海

孤島にある「桜瀬女子高校」は今夜、伝統ある「卒業夜祭」を迎えていた。だが校長と政府
以外、この儀式の壮絶な真実を知らない。卒業生のうち選ばれた7人だけが今夜、世界を救う

「侵略者」となる事実を。何も知らぬまま神と対峙させられる7人の少女らは、今夜を、世界
を生き残ることができるのか？　総伏線主義の正統派ロジック本格、至極の最終章。

侵略少女　
EXIL girls　古野まほろ

幼い頃から肌荒れを克服し、今では「お肌がキレイ」「色白ですね」と言われるほどの美肌の持
ち主となった著者が、独自のスキンケア理論「インテリジェンススキンケア」をシェア！ SNSで
一大ブームを巻き起こし、多くのフォロワーから感動のBefore&After 写真が送られ続けてい
る「ベビーオイル洗顔」、「スキンケア設計」、「3STEP 保湿法」、「毛穴バランスリセット法」が、
生涯美肌をお約束します！

一生モノの人生スキンケア　
mimi

4334953379

4334914896

4334914918

4334980651

¥1500

¥1800

¥2600

¥1100

ノンフィクション

四六判文芸書

四六判文芸書

コミック

10月19日

10月19日

10月19日

10月19日

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

コミック

同日発売

10月25日
LINEマンガのみ

他書店発売日未定



『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。ある日から住人と気まずい仲になってしまったユキ。なんとかし
たいけど、自分の本当の気持ちを伝えるのは難しくて……。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 8　
松ノひろし

授かった赤子を喪って半月。周囲の労りもあり、律は気落ちしながらも上絵の仕事に励んで
いた。そんなとき舞い込んだ着物の依頼は、「らいの鳥」を描いてほしいというもの。珍しい
意匠に悩む律の周辺に、かつてその似面を描いた大泥棒・晃矢の影が見え隠れして⸺。若
おかみとして、職人として、成長していく律の生きざまを濃やかに描く人気シリーズ第八弾！

アイドルグループ「ネオンレイン」のメンバーで、Iカップのスタイルを誇るパ・K・パクチーのデ
ジタル写真集。本人にとって初挑戦という、大胆な変形水着でパクチーの魅力に迫る。また
白いビキニでも、わがまなまなボディが全開に輝く。シャワーで遊ぶあどけない表情から、黒
の水着を着た大人っぽい姿まで、様々なパクチーが堪能できる1冊。

告ぐ雷鳥　
上絵師　律の似面絵帖　知野みさき

FLASHデジタル写真集　パ・K・パクチー　I がすべてさ
パ・K・パクチー／飯酒盃智明［撮影］

北海道出身で製菓衛生師の国家資格を持ち、パティシエとして勤務している星乃莉子の初グ
ラビアにして初ヌードを収めた一冊。「体を見られることが好きなんです」という彼女がパティ
シエの衣装を脱ぎ捨て一糸纏わぬ姿を披露した。撮影ではケーキ作りに挑戦し、さすがの腕
前を披露。そのほかにも青空の下でバストトップを露わにしたり、誘惑するような網タイツ衣
装を着用したりと、見どころ満載の大ボリューム128Pとなっている。

【電子版限定128ページ】FLASHデジタル写真集 R　星乃莉子　現役パティシエ、まる裸
星乃莉子／鈴木ゴータ［撮影］

将軍家毒味役の矢背蔵人介は御用之間に呼び出しを受ける。毒味役の裏で暗殺御用を引き
受けてきたが、指令役の小姓組番頭・橘右近の死後、遠ざかっていたその部屋にいた人物か
ら、なんと御役御免を言い渡される。家督を養子の卯三郎に引き継ぎ、新たな役目を引き受
けた蔵人介は、新たなる江戸城内の陰謀に巻き込まれてしまう⸺。超人気シリーズ、待望
の第三十二弾。

継承　
鬼役（三十二）　坂岡真

10月28日

10月28日

10月28日

10月28日

4334793525

4334793487

¥600

¥650

¥1500

¥100

光文社文庫

光文社文庫

FLASH 写真集

コミック

『宇宙戦隊キュウレンジャー』のヒロインとして女優デビューし、その後『仮面ライダーベイル』
『オールドルーキー』など、数々のドラマに出演している大久保桜子。「レトロな雰囲気がとて

も気に入りました」と語る洋館風のホテルで、イメージを覆す妖艶なグラビアに挑戦した。白
肌とのコントラストが映える、背中と胸元がざっくり開いた黒のドレス姿をはじめ、ベッドでの
ブラの肩紐外し、濡れシャツなど見どころ満載の100P。

FLASHデジタル写真集　大久保桜子　艶やかに、夏。
大久保桜子／岡本武志［撮影］

10月25日

10月25日

¥1500

¥1500

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



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12話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】12　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

いつもの夕方、龍さんに店番を頼まれた有田の前に現れたのは、思いもよらない“お客さん”
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⸺。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 9　
林史也

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第20
話。

大塚コンシェルジュ 20　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第19
話。

大塚コンシェルジュ 19　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

檜垣永人は失踪した義兄・蒼太郎の代わりに、檜垣家の跡取りとして名門私立の千手學園に
放り込まれることに。転校初日、寄宿舎で学年長の来崎慧と出会った永人だが、永人が別の
部屋に移動した一瞬の間に慧の姿を消えてしまっていた。生霊がさまようと噂される寄宿舎
で起きた事件の真実とは !?　光文社キャラクター文庫の人気作のコミカライズ。第3話「幽霊
少年 (3)」収録。

千手學園少年探偵團 3　
ふじい葛西［漫画］／金子ユミ［原作］

¥100

¥100

¥100

¥50

10月28日

10月28日

10月28日

10月28日

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

¥200

コミック

オリジナル

10月28日
コミックシーモアのみ

他書店12/2発売

歩が少年と会っていた事を知った父は激怒し、少年の家へと怒鳴り込む。罵りあう父と少年
の母。必死に止めようとする歩に、父は「うるさい！」と手を上げてしまう。それを見た少年の
行動に歩は言葉を失う⸺。歩と少年は、お互いにとって心の内を話せる唯一の仲。今、その
関係が大人たちによって引き裂かれようとしている。

死にたがりだが腹は鳴る 7
あばたえくぼ

10月28日

¥100

コミック

オリジナル



「いいぜ、付き合ってやっても」苦手なアイツが恋人に!?　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!?　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⸺!?

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 3　
さり

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。

秘匿のΩは運命を殺す 2　
ほどけた糸を結びなおして　靴川

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12話。

御広敷用人 大奥記録 【分冊版】12　
かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

繊細すぎる兄（公務員）が熟考の末、世間に対して突きつけた結論とは……？　行きすぎた兄
の思想を強メンタルな妹が理詰めと拳で救う、兄妹ショート・コメディ、第2話。

兄貴の世界は迷走する 【分冊版】2　
丙

『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
が家出をしたことをきっかけにふたりは互いに距離を置くことにする。一方、ミキは自分とえ
つこの間の「秘密」と秘めた思いをアラメに話すことを決意して⸺。

世界にさよならのキスをして 13 【特典ペーパー付】　
日々の杏
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「さてはホレちゃったんだね？」ムカつくライバル・佐野（さの）のケーキを食べて以来、すっかり
その虜になってしまった白川（しらかわ）。しかもケーキの味だけでなく、佐野本人のことも気
になってたまらない。さらに佐野から「今いちばん気になる人」と言われて!?　ドキドキが止
まらない中、毎日ちょっかいをかけてきた佐野が急に現れなくなり……。来なくなって良かっ
たはずなのに、なぜか足は佐野の元へ向かって……！

ベリーメリーストロベリーラブリーヘブンリー 2　
村上キャンプ
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αばかりが活躍する芸能界で、αとして成功するため奮闘する若手俳優・朱羽也は、定期健診
で自分がΩに後天してしまっていたことが発覚する。Ω性が世間にバレてしまったら…と警戒
していたが、不意の事故で自分を慕う後輩α・大翔に発情期を見られてしまう。初めての発情
期で熱く滾る身体に戸惑う朱羽也だったが、大翔の大きな手が昂る朱羽也のモノを包んでく
れて…快感でうなされるままに「ナカまで触って」とねだってしまい⸺

トップ・シークレット 1　
後天性Ω、大きな後輩αくんに迫られてます　北ヶ丘アド

バディBL ×特殊能力×発情セックス。刑事の辰臣は捜査の為に、物体に触れると残留思念
を読み取ることができる特殊能力を持つ“サイコメトリスト”の瑠偉と組むことになる。初対面
から「あんたのアソコ立派そうだね」とからかってくるような瑠偉だったが、彼の〈能力〉は本物
で…。犯人逮捕の局面で瑠偉の力を借りると、瑠偉は赤らんだ顔で欲情しきっていて…彼に
は過剰に能力を使うと発情してしまうという厄介な体質があって⸺!?

発情サイコメトリ 1　
くるわ亜希
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瀬名は顔のおかげで、バリタチ人生を謳歌していた。でも、ちゃんと一人と付き合いたいのに
ワンナイトの相手ばかりでガッカリ……。そんなある日、行きつけのゲイバーで飲んでいたら、
超絶美人のユキに声をかけられ！　好みすぎてなんとか抱きたい！　なんなら付き合いたい！　
そう思っていたのに……ホテルでユキに組み敷かれイかされ !?　ちょっと待て！　俺がネコと
か聞いてない！　攻めポジをめぐりリベンジに燃える瀬名は⸺!?

バリタチリーマン雌化計画 6
美人ちゃんに狙われた俺　左東ヨシタカ
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