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“新宿鮫”シリーズ最高の緊迫感で迫る最新第12作！

黒石 新宿鮫12
大沢在昌

地下ネットワーク「金石」の幹部が謎の殺人者 “ 黒石 ”に殺されると怯え、新宿署生活安全課の刑事・
鮫島は、公安の矢崎と幹部に会った。その数日後に別の幹部と思しき、頭を潰された遺体が発見され
た。過去10年間の類似した未解決殺人事件を検討した鮫島らは、知られざる大量殺人の可能性に戦
慄した⸺。どこまでも不気味な異形の殺人者 “ 黒石 ”と戦う鮫島。“ 新宿鮫 ”シリーズ最高の緊迫感
で迫る最新第12作！

16日発売（紙と同日）

4334915019
¥1800

多彩な和食が生まれた理由は日本列島の成り立ちにある!?

「美食地質学」
入門
和食と日本列島の素敵な関係

巽好幸
日本独自の食文化、和食。出汁や醤油、豆腐に豊かな海産物は欠かすことのできない食材だ。なぜこ
れらの食材は日本で育まれたのか。その理由は日本列島にある。例えば、昆布出汁。軟水でこそその
旨味を十分に引き出せるが、日本は活発な地殻運動により急峻な山地が形成されて川の流れが早くなり、
ミネラルが溶け込む時間が短いために軟水が多いのだ。そんな和食と日本列島の切っても切れない素
敵な関係をマグマ学者が丁寧に紐解く！

11日発売

4334046371
¥860

現代社会を支配している10の数式と、
それを活用して他の人々を出し抜く方法を解説

世界を支配する人々だけが
知っている10の方程式

成功と権力を手にする
ための数学講座

デイヴィッド・サンプター／千葉敏生［訳］
冷静に合理的な意思決定を下す、誰かのスキルを正確に測定する、人の影響力を査定する、市場での
優位をつねに握りつづける、YouTube に次に表示される動画を決める……この世界は、10の方程式
に従って動いている。そのしくみを理解し、活用できる人々の集団「TEN」だけが、世界を手中に収め
ることができるのだ。人気数学者が、普遍的で実用的な数式の基本とその応用法について、ユーモラ
スにかつわかりやすく解説。

4334962602
¥2090

9日発売（紙と同日）

ヤミ民泊で男が殺された。動き出す公安、
ヤクザ、北朝鮮、国際犯罪者、謎の美女――。

暗約領域 新宿鮫11
大沢在昌

薬物の取引現場を張り込んでいた新宿署生活安全課の刑事・鮫島は、男の銃殺死体を発見した。新
上司・阿坂景子は鮫島に、新人の矢崎隆男と組んでの捜査を命じる。男は何者で、なぜ殺されたの
か !? 一方で、鮫島と因縁のある国際的犯罪者・陸永昌や元公安刑事・香田に不審な動きが⸺。シ
リーズ最大のボリュームと壮大なスケール！ ラストまで一気読みの傑作長編！

24日発売（紙と同日）

4334794432
¥1250

かつて幸せな暮らしがあった彼女に、
いったい何があったのか

息をつめて
桂望実

都会の片隅でひっそりと暮らすひとりの女。何かから逃れるように、孤独で単調な日々を送る。パチンコ
景品交換所、連れ込み宿の清掃、惣菜店の裏方、訪問介護の現場。自宅や仕事を転々とする彼女にも、
かつて幸せな暮らしがあった。充実した日々は、ある違和感から少しずつ壊れていく。そして、ついにあ
る事件を発端に、彼女の人生は破滅する⸺。秘密を抱えた女が覚悟する、愛憎の果てにあるものとは。
衝撃の問題作。

25日発売（電子先行） 「Web2.0」との違いは？

Web3とは何か

4334914993
¥1600

ビッグ・ビジネスになるのか？ 社会への影響は？

NFT、
ブロックチェーン、
メタバース

岡嶋裕史

とは何かと言えば、
「巨大 IT 企業（ビッグテック）
の支配から個人が解放されたインフラ」で、
「Web3」
くらいが最大公約数的な説明だ
「要素技術としてブロックチェーン、なかでもNFT あたりを重視する」
と何が違うのか？ ビッグ・ビジネスになるのか？ 社会への影響は？ 「次世代
ろう。⸺「Web2.0」

『メタバースとは何か』の著者がどこよりもわかりやすく
のインターネット」
といわれる「Web3」について、
解説！

24日発売（紙と同日）

4334046398
¥960

データサイエンティストが情報工学の知識で日常の難題に挑む！

となりのアルゴリズム

自分で答えを出すための
データサイエンス思考

篠田裕之

膨大な量のデータを解析し、企業などにとって有用な知見を導き出す職業、データサイエンティスト。
データサイエンスで用いられる、様々な「アルゴリズム
（問題を解決するための処理手段）」の考え方を、
恋愛や仕事など、日常の難題と立ち向かうために使ってしまう、狂気のデータサイエンティストによる「ア
ルゴリズム入門」エッセイ。

4334953417
¥1500

FLASHデジタル写真集

東雲うみ プライベート観撮

東雲うみ／野澤亘伸［撮影］

圧巻の100cmバスト＆ヒップの二刀流グラドルとして活躍しつつ、プラモ女子としても活動し、
YouTubeのチャンネル登録者数70万人と幅広い層から人気の東雲うみ。撮られることの多い

11月1日

オリジナル
FLASH 写真集

彼女が、今回挑戦するのは、撮られるは撮られるでも“盗撮”風！ 「バストラインくっきりのニ

ット」
「白ランジェリーでのくつろぎシーン」
「下乳丸見え部屋着でストレッチ」
「入浴シーン」と、 ¥1500
4シチュエーションで魅せる、背徳感溢れた98ページ！

碧空のカノン 13

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］

「陸・海・空自衛隊合同コンサート」のため訪れた浜松で、音楽隊の専用バスが行方不明にな

ってしまう。その後、無事に戻ったバスに胸を撫で下ろすが、退官する同僚のために用意して

いたプレゼントが車内から消えていた！ 犯人捜しに躍起になる美樹をなだめる佳音だけど、
いつも頼れる上官・諸賀や、ケンカ友達・渡会の様子も、どこかおかしいことに気づき……!?

Loveless SEX Bear 完全版2【特典ペーパー付】
愛のない獣

霧嶋珠生

『Loveless SEX Bear ～愛のない獣～』第6～10話を収録した完全版！ はれて恋人になった
玄蔵と久士。愛し合う日々を送るなかで、徐々に獣人化していく自分を改めて自覚した玄蔵
は、久士を傷つけたくない一心で距離を置こうと決意する。一方で、玄蔵を狙う者達が動き出

して…。人間×獣人類のラブロマンス、感動の最終巻！

「ミタマもここに一緒に住まないか？」後天性Ωになった事実を受け入れた操は、護身のため

美しい九尾の狐の神様・ミタマと同棲することに⸺！ そして後天性Ωの精密検査に赴いた
帰途、操は K 舞伎町の同じく浮世離れした美形の神様・花園輔とその依り代の高校生・向坂
神様の化身×サラリーマンの FT オメガバース★

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］

「お見合いの席で初めて会った瞬間から好きだよ、遼介くん。早く俺だけのものになって」庶民

的なオメガのお坊ちゃま・遼介と、アルファ御曹司の旦那様・大貴との甘い新婚生活がいよい

よスタート⸺!! モヤモヤ解消で大学の友達にも結婚の事実をカミングアウトする遼介だ
が、完全に経験ゼロである“H をどうするか問題”が勃発して……!?

暗殺者ロシアンブルー Vol. 4
生命に至る者 2

コミック

¥200

11月4日

オリジナル
コミック

¥900

Renta! のみ
他書店12/2発売

［原作］
一宮思帆［漫画］／二久アカミ

オメガの俺が、政略結婚 !? 3

オリジナル

11月4日

神様のしっぽ 4

大輝と出会うが……!?

11月4日

粧妃［漫画］／葉月［原作］

【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！／ 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！ 京都屈指の名家の未亡人と新幹線のグリーン車で隣り合
わせてお近づきになったのは、美貌の弁護士で⸺!?

オリジナル
コミック

¥200

11月4日

Renta! のみ
他書店12/2発売

オリジナル
コミック

¥200

11月4日

Renta! のみ
他書店12/2発売

オリジナル
コミック

¥200

ハマデカ

完全版・上巻【番外編16P 収録】

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］

【
『ハマデカ』第1～5話＋描き下ろし番外編「俺と典史の日々」16ページ収録。大満足の完全

版・上巻 !!】神奈川県警みなとみらい臨港署に勤務する駒井健人はある夜、公園で襲われて

いたΩ男性を助ける。一輪の花を残して姿を消した男……。数日後、前代未聞の「新署長と

して赴任してきたΩのキャリア」こそが助けたΩ男性本人で⸺!? ワンコ系α巡査部長×ツ
ンデレ美人Ω署長が巻き起こす、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
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

完全版・上巻【番外編22P 収録】

【第1～5話＋描き下ろし番外編「とある日曜日の昼下がり」
「運命の始まり」合計22ページ収
録。大満足の完全版・上巻 !!】大企業・相沢グループの一人息子の花梨は、実はΩの大学三年

生。ある日突然、突発的な発情に襲われた花梨を助けてくれたのは、同じく大企業・東徳グル

ープの嫡男で若き専務・東徳 恭平⸺二次性別はα。発情に抗えず、一度だけ恭平とHした
花梨だったが、後日、恭平から突然告白されて……!?

バツイチ課長と恋する王子

完全版・上巻【番外編24P 収録】

鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

【第1～5話＋描き下ろし番外編「ずっと傍で」
「あなたに触れて生まれる獣」
「バースデープレゼ
ント」合計24ページ収録。大満足の完全版・上巻 !!】営業三課の課長・青野は『ハピネス製菓
の王子様』こと、できた部下の牧瀬を歳の離れた友人だと思っていた⸺その日までは。
「課

長が好きです。抱きたいって意味で」告白は流したいけれど牧瀬が離れるのは嫌で…。一途
なキラキラ系年下部下×不器用に逃げ惑うツンデレ上司 BL ♪

FLASHデジタル写真集

かおり #カノジョの素顔

かおり／矢西誠二［撮影］

InstagramやTikTok を中心に活動し、サロンモデルとしての顔ももつインフルエンサーのか

おり。
「素の私に近い表情が見せられました」と語る今回の作品のテーマは“彼女感”。ピンク
のワンピースで散歩したり、青い下着で部屋をうろうろしたりと、いつもは SNSでしか見れな

い彼女を身近に感じられる内容となっている。最大の見どころはブラジャーを外した“彼シャ

ツ”姿。まだグラビア歴は浅いが、今後の活躍が期待できる一冊だ。

形見

名残の飯

伊多波碧

隅田川縁の「橋場の渡し」近くにある一膳飯屋『しん』。母娘が営むこの店には今日も訳あり
な客たちが訪れる。才能を嫉妬され夫に子育てや家事を詰られる女職人、亡き妻の不貞を疑

う酒問屋の隠居、借金苦のために愛犬を処分した男……。そして今巻では、
『しん』に新しい

働き手が加わる。だが、その人物のせいで店は大騒動に巻き込まれる⸺。好評の時代シリ

ーズ、飛躍の第三弾。

展望塔のラプンツェル
宇佐美まこと

労働者相手の娯楽の街・多摩川市。この地の児童相談所に勤務する松本悠一は、市の「こど

も家庭支援センター」の前園志穂と連携して、問題のある家庭を訪問している。一方、フィリ

ピン人の母親を持つ海は、崩壊した家庭から逃げ出してきた那希沙とともに、倉庫街で座り
込んでいた幼児を拾い、面倒をみることにするが……。荒んだ街の子供たちに救いはあるの

か？

11月4日

Renta! のみ
他書店12/2発売

オリジナル
コミック

¥800

11月4日

Renta! のみ
他書店12/2発売

オリジナル
コミック

¥800

11月4日

Renta! のみ
他書店12/2発売

オリジナル
コミック

¥800

11月8日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334794416

¥650

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334794440

¥750

サイレント・ブルー
樋口明雄

蛇口をひねれば天然水！ そんな環境で暮らそうと秋津俊介は八ヶ岳南麓に移住した。病気

がちだった息子も元気になり、開業したレストランの経営も順調だったが、ある日突然、井戸

に異変が起こり、やがて水が出なくなってしまう。問題を解決しようと奔走するうち、秋津は

“水”という自然からの贈り物の本当の価値に気づく⸺。骨太の社会派エンタテインメント！

復讐の弾道 新装版
大藪春彦

やはり兄は謀殺されたのか！ 3年の刑期を終えて出所した元自衛官の羽山貴次は、服役中

に知った兄の死の真相を突き止める。東和自動車の部長だった兄は会社の不祥事の罪を着

せられ、自殺に見せかけて殺されたのだ。憎悪を燃やす羽山は、抜群の頭脳と肉体を武器に

仇敵を次々と葬ってゆく。出口なき復讐劇の末に彼を待つ運命とは？ 大藪文学不朽の傑作！

恋小袖 決定版

牙小次郎無頼剣（六） 和久田正明

とある家に踏み込んだ同心たちが、返り討ちにあい殺された。死んだ同心が残した書きつけ

には、去年の暮れから今年の春までに死んだ三軒の店の主の名前。これらの死に疑いを持っ

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334794459

¥850

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334794483

¥850

11月9日
同日発売
光文社文庫

たがために殺されたのではないか。逃げた下手人の行方を小次郎たちが調べ始めると⸺。 4334794505
非道を重ねた者たちには、夜来る鬼・牙小次郎の正義の刀が振り下ろされる！

老中成敗

闇御庭番（十） 早見俊

水野忠邦が推進し、鳥居耀三が担う印旛沼開拓の普請場で、印旛沼狒々なる怪物が役人を
殺したと江戸は大騒ぎに。開拓から手を引きたい沼津藩の仕業ではと疑いのかかる中、調べ

を行う闇御庭番菅沼外記は、三つ鱗の紋を着けた謎の軍団に襲撃される。水野、鳥居の企み

¥700

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334794513

と、沼津藩を巡る大きな陰謀に巻き込まれた外記は、闇御庭番として最後の成敗へと向かう。 ¥700
シリーズ完結。

五戒の櫻

其角忠臣蔵異聞

小杉健治

吉原の帰り、死体とおぼしきものを載せた大八車と偶然すれ違った宝井其角。付き添ってい

た浪人がいきなり斬りかかり、其角をかばったなじみの駕籠かきが殺されてしまう。弔いのた
めに、其角は下手人捜しを始めるが……。同じころ、浅野内匠頭による松の大廊下刃傷沙汰

で現場にいた茶坊主が行方知れずに……。俳諧師・其角の視点から忠臣蔵の闇と元禄を描

く。

愛憎 決定版

吉原裏同心（15） 佐伯泰英

富岡八幡の相撲見物で浮き立つ十一月。吉原で最近人気の中籬に脅し文が投げ込まれた。
相談を受けた用心棒の神守幹次郎らが調べ始めるが、その前に刺客・夜嵐の参次が現れる。
参次は花魁・薄墨太夫の前にも出没。そんな中、薄墨の禿・小花が勾引され、身代わりの左

吉にも魔の手が及ぶ。押し寄せる騒動に翻弄される幹次郎らを狙う刺客の驚きの正体と決
戦の行方は？

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334793517

¥650

11月9日
同日発売
光文社文庫

4334794122

¥700

11月9日

仇討 決定版

吉原裏同心（16） 佐伯泰英

年が明けた吉原で、客の懐中物や花魁の櫛笄が次々に盗まれる騒ぎが続いた。悪童たちの
仕業と、用心棒神守幹次郎と会所の面々は捕縛に当たるが、その背後に、さらに大きな勢力

の影がちらつく。吉原に触手を伸ばす勢力に、幹次郎の剛剣がうなり、新必殺武器の小出刃

が飛ぶ。そして新たに、廓内で仇討騒ぎが起こり、幹次郎らは悲しき運命の散る果し合いに立

ち会う。

おくりびとは名探偵

元祖まごころ葬儀社事件ファイル

天野頌子

渋井和馬は売れないミステリー作家。実家の葬儀社のアルバイトで食いつなぐ日々だ。そん

なある日、葬儀場のトイレで「お母さんを殺してしまった」という何者かの独り言を聞いてしま

う。その日は、地元きっての資産家で、ドケチで有名だった女性の通夜の予定だった。三人の

息子の誰かによる殺人 !? 和馬は、涙もろい僧侶の翠芳とともに真相解明に乗り出してゆく！

光文社文庫

4334794130

¥700

11月9日
光文社文庫

4334779514

¥600

11月9日

四十九夜のキセキ
天野頌子

「同じ本だ」。吉祥寺の図書館で働く里帆は、ブックカフェで素敵な声の男性からささやかれ

る。偶然、二人は同じ翻訳小説を手にしていたのだ。だが親しくなり始めてすぐ、彼がとんで
もないことを言いだす⸺「僕、もう死んでるんです」。自分は幽霊で、一緒に漫画を描いてい

た親友に憑依しているというのだが……。不思議で切なくて温かい、期限つきの恋の物語。

同日発売
光文社文庫

4334794467

¥650

11月9日

不可触領域
鳴海章

蔓延するSINコロナウイルス。地球的な気候変動で水没した東京。そして驚異的な身体能力

を持つ改造人間たち。大きく変貌してしまった世界で、かつて警察庁公安部特別班に所属し

ていた伊藤朱璃は、いまや「絶望島」と呼ばれている、房総半島だった一角へと潜入した。あ

る少年を探すために……。圧倒的なスケールと緻密な世界観で描く著者の新たな代表作！

希望難民

ピースボートと「承認の共同体」幻想

古市憲寿

コミュニティや居場所は若者や生きづらい人を救う万能薬なのか。世界平和や夢を掲げたク
ルーズ船・ピースボートに乗り込んだ東大院生による社会学的調査・分析の報告。夢や希望

を持ち乗り込んだはずの船内で繰り広げられる驚きの光景。それは日本社会の一部を誇張し

た縮図だった。若者の「貧しさ」と「寂しさ」への処方箋とされる「承認の共同体」の可能性と
限界を探る。古市憲寿のデビュー作が文庫で登場。解説と反論、本田由紀。
FLASHデジタル写真集

同日発売

光文社文庫

4334793851

¥800

11月9日
同日発売

未来ライブラリー

4334770630

¥900

出口亜梨沙 ある日、サキュバスが住みついた。 11月11日

出口亜梨沙／佐藤佑一［撮影］

巨乳すぎるリポーターでブレイクし、女優としても活躍する出口亜梨沙が、初のコスプレグラ

ビアで夢魔・サキュバスに。
「サキュバスの姿で中華屋さんに行ったときに、バス停に止まって

いたバスの乗客が全員見ていたので、私がサキュバスだと知られたかもしれません
（笑）」とノ

リノリで撮影に臨んだ出口。ヌーディーなシャワーシーン、ランジェリー、水着など……。ある
日、家に住みついてしまったセクシーなサキュバスが魅了する。

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

【電子版限定143ページ】FLASHデジタル写真集

雪平莉左／桑島智輝［撮影］

雪平莉左 極上チラリズム

“美人すぎるラウンドガール”として注目を集め、数々の雑誌の表紙はもちろん、バラエティ、競

馬、ゴルフなど、テレビでも大活躍中の雪平莉左。そんな彼女を今回は「チラリズム」をテー

マに撮り下ろし。真っ白な肌に映える黒水着やニットを脱いだあとの下着姿、緩めの T シャツ

からチラリと見える横乳。そして彼女も「初めての経験だった」と語るゴルフウェアから見える
下着。成長し続ける彼女の今が垣間見える圧巻の143ページ！

FLASHデジタル写真集

井上咲楽 美しすぎるMC

井上咲楽／中村和孝［撮影］

『新婚さんいらっしゃい！』のMC を務めるなど、バラエティ番組を中心に活躍中の井上咲楽。ト
レードマークの太眉を整え、大人の女性として美しさに磨きがかかる彼女の水着姿を撮り下

ろし。爽やかな白やオレンジ、パステルカラーの水着に加え、本人も「最近はカッコよく見られ

たいので、お気に入りです」と語る黒のワンピース水着など、合計4ポーズを収録。テレビじゃ
見られない彼女の魅力に気付くことのできる一作になっている。

不安型愛着スタイル

他人の顔色に支配される人々

岡田尊司

一般にも広く認識されるようになった愛着障害。中でも身近なのが、比較的軽度な愛着障害

である「愛着スタイル」だ。その中心を占める「不安型愛着スタイル」は、人の顔色や気持ち

11月15日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1600

11月15日
オリジナル
FLASH 写真集

¥800

11月16日
同日発売
光文社新書

への敏感さ、傷つきやすさ、安心感・自己肯定感の乏しさ等を特徴とする。男性の一割五分、 4334046355

女性の二割が該当すると推測され、理解と知識なしには職場や家庭で良好な関係を維持す

ることは難しい。豊富な事例を交え、対応の仕方や克服・治療法を詳述する。

広告の仕事

広告と社会、希望について

杉山恒太郎

広告は産業革命以降の大量生産・大量消費の申し子だ。大量生産・大量消費のエンジンとし

て長年その役割を果たしてきたが、量や規模の経済が明らかに終焉を迎えようとしている今、
その役目を終えようとしている。では、広告が終わったかというと僕はそうは思わない。⸺

¥840

11月16日
同日発売
光文社新書

4334046363

広告から“公告”へ。日本の広告界のレジェンドが、自らのクリエイティブを振り返りながら、 ¥880
広告の未来を熱く語る。山口周氏との対談を収録。解説・河尻亨一氏。

時を超える美術

「グローカル・アート」の旅

新見隆

亀山全吉、香月泰男、菅井汲、イサム・ノグチ、北大路魯山人、柳宗理、瀧口修造、掛井五郎、
柚木沙弥郎、石上純也、谷口吉生、F・L・ライト、コーネル、ガウディ、アールト、マッキントッシ

ュ、リートフェルト……etc. ローカル（地域、身近なもの）を大事にしながらグローバル（世界
のありかた）につながる⸺。そんな「グローカル」な精神を宿した美術作品や芸術家を、風
土に絡めて語った「芸術風土記」エッセイ。

FLASHデジタル写真集

原田珠々華 ただいま！

原田珠々華／高橋慶佑［撮影］

アイドルグループ「虹のコンキスタドール予科生」の原田珠々華が、初めての水着姿を見せる

デジタル写真集。ビーチで見せる白のビキニ、特技のギターをつま弾いたり、童心に帰ってブ

ランコで遊ぶビキニ姿、緑のワンピース水着姿など、初々しい水着姿は必見だ。
「自分にでき

ることは全部やろうと思い挑戦しました。私のグラビアがきっかけで虹コンに興味を持ってく
れる人が増えたらうれしい」という、決意のデジタル写真集だ。

11月16日
同日発売
光文社新書

433404638X

¥960

11月18日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

間宮さんはバトル展開を期待する 01
丙

皆川亮二先生、絶賛 !! 期待の超大型新人！ 高校生活初日、戦う女の子キャラが好きな稲
穂麦は、自己紹介でバトル漫画を読むことが趣味だと公言した目つきヤバ目の間宮真斗と意

気投合し、友達になった。しかし間宮さんは、じつは魔族と人間のハーフで……。次々と魔界

11月18日
同日発売
コミック

433498066X

からの刺客が襲いかかってくるのであった。期待の新鋭が描く圧倒的粉砕系バトルアクション、 ¥670
開幕！

世界にさよならのキスをして 1【単行本版】

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。ただ、お互いをいちばん愛している歳の差のある幼馴染のえつことアラメ。ふた

りはある出来事をきっかけに共に暮らし始める。けれど、新しい生活の「はじまり」は、思いも

11月18日
同日発売
コミック

4334980678

よらない「さよなら」を引き起こすことになって⸺。叙情の描き手、日々の杏のデビュー作。 ¥810

グッドナイト
折原一

都内に建つ「メゾン・ソレイユ」。平穏な名前とは裏腹に、このアパートには眠りに問題を抱

える住人ばかりが集まってくる。不眠症の息子を持て余す女性作家、新人賞受賞を渇望する
作家志望の男、絶大な人気を誇る覆面推理作家……。騙りの名手が仕掛ける、不眠と悪夢の

「グランドマンション」へようこそ。

ギフテッド
藤野恵美

国内トップの大学を卒業し一流企業に就職したものの退職、現在はフリーランスの翻訳者と

して慎ましく暮らす凛子。姪の莉緒は、読書と昆虫が大好きで論理的思考が得意だが、融通

が利かずコミュニケーションに難がある、危うい小学生だ。莉緒の中学受験に伴走すること

になった凛子は、周囲の期待にうまく応えられなった自分の半生を振り返る⸺。高い知能を
持つことは、神様からのギフト？ それとも試練？

地羊鬼の孤独
大島清昭

はじまりは中国妖怪を模倣した連続猟奇殺人事件だった。全裸遺体の入った棺が、市内で
次々に発見された。動機の見えない一連の殺人を繋ぐものは、現場に残された中国妖怪「地

羊鬼」の名前のみ。新米刑事・八木沢は、警部補・林原とコンビを組み、捜査を進めるが、事
件の全容はもはや人間の手に収まらないものになっていた⸺。密室、呪術、バラバラ殺人
……謎と怪異が溶け合う未知のホラーミステリー。

感染捜査 黄血島決戦
吉川英梨

人をゾンビ化するウイルスを殲滅するため、感染者を乗せた豪華客船クイーン・マム号が太

平洋の黄血島近海に沈められてから約1年半。QM 号を引き揚げ、残された最後の灰人（ゾン

ビ）を回収する極秘プロジェクトが始動。警視庁刑事部の天城由羽は、海保・SST（特殊警備
隊）の来栖光と黄血島へ。島で出会った潜水士・菊田吾郎は、長年交流のない由羽の父親だ

った。母との離婚後、父へのわだかまりを抱えたままの由羽は⸺。

11月24日
同日発売

四六判文芸書

4334914950

¥1700

11月24日
同日発売

四六判文芸書

4334914969

¥1800

11月24日
同日発売

四六判文芸書

4334914977

¥1800

11月24日
同日発売

四六判文芸書

4334915000

¥1750

11月24日

別れても相続人

寺門美和子・木野綾子／小川実［監修］／松本雄一［協力］
「養育権を手放したから息子は相続人じゃない」
「孫は元嫁に引き取られたから相続人じゃな

い」!? いえいえ、離婚しても血は脈々と繋がり、離婚後血族「別れても相続人」であり続ける

のです。離婚率約35％、増えるステップファミリー、2025年から迎える大争族時代、はびこる
後妻業＆養子業 etc. 全世代の誰もが“争族”当事者になりうる今、備えておきたい知識をケ

ーススタディでわかりやすく解説。一家に一冊、必携の相続入門書！

The Life

あなたという生命、人生と愛、そして宇宙

同日発売

ノンフィクション

4334953441

¥1600

11月24日

奥平亜美衣

あなたは、何者にもなる必要はなく、ただ、あなたでいるだけでいい。どんな日にも繰り返し
読んでほしい、読むだけで本当の自分を思い出すメッセージ集。著作累計90万部突破！ 人
気作家が新境地から綴った、すべての人の魂を優しく揺さぶる言葉たち。

同日発売

ノンフィクション

4334953360

¥2000

体を冷やせば健康になる

11月24日

水シャワーでミトコンドリアモードにスイッチON！ 寒さ刺激でミトコンドリアを活性化すれ

ノンフィクション

南雲吉則

ば免疫力が上がり病気を防ぎ、若返る！
「冷え性を治したければ、体を冷やしなさい」
「風邪予

防にも新型コロナ予防にも、必要なのは寒さ刺激」
「マルチビタミンの安易な服用が、がんを
増やす」……健康常識を覆し、著者が「自ら実践」している健康法をくまなく綴った一冊。いつ

までもイキイキと健康に美しく生きる方法。

GOOD NEIGHBORS JAMBOREE

ローカルの未来を照らすコミュニティ・フェスティバルの12年

坂口修一郎

鹿児島の森の中にある廃校で、12年間続いている小さなフェスティバル、グッドネイバーズ・
ジャンボリー。クロスカルチャーなこの祝祭は、2020年に規模を小さくするシフトチェンジを

決断。その後のコロナ禍でも途切れず開催を続ける。なぜ、GNJ は持続できるのか。地域住

民、来場者、実行委員……皆がゆるやかにつながり、フラットに楽しむ祝祭から見つける“場

づくり”のひとつの形。

僕という心理実験

うまくいかないのは、あなたのせいじゃない

同日発売

4334953409

¥1400

11月24日
同日発売

ノンフィクション

4334953425

¥2500

11月24日

妹尾武治

幸運と不運、成功と失敗。すべては事前に決まっている。だから、苦しむ必要はない。⸺前

著『未来は決まっており、自分の意志など存在しない。 心理学的決定論』を刊行し、読者の

同日発売

ノンフィクション

皆様の多くから「自由ではないからこそ、生きていられる」という声を多数頂いた。本書では、 4334953387
私が心理学的決定論を信じるに至った科学的な論拠ではない部分、個人的な考えを自由に
書いた。生い立ちなど個人的な背景についても少し書かせてもらった。

11月25日

ジャーロ No. 85
Giallo 編集部［編］

●最新長編全掲載（後編）
：澤村伊智

●対談：平山夢明×澤村伊智

●読み切り短編：青柳碧人、浅倉秋成、上野 歩、白井智之、似鳥 鶏

¥1620

●新連載：榊林 銘

●快調連作・連載陣：

大倉崇裕、大崎 梢、大山誠一郎、笠井 潔、西條奈加、坂木 司、竹本健治、長浦 京、額賀 澪、

オリジナル
ミステリ雑誌

樋口明雄、薬丸 岳、イクタケマコト ●20周年記念企画 「坂木 司デビュー20周年座談会」 ¥500

「『カッパ・ワン』20周年座談会

石持浅海×林 泰広×東川篤哉」

ジャーロ dash No. 85【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」始めました！ ミステリーを掘り

下げるエッセイ・評論、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！ 今号は澤村伊智の最新
長編・全編掲載の後編。期待の新星・榊林銘の長編連載もスタート！

翼とざして

アリスの国の不思議

山田正紀

人の心が孤島なら、あなたの心にどうやってたどり着けばいいのだろう⸺。日本と中国が
共に領有権を主張する孤島・鳥迷島。上陸を決行した七人の右翼青年たちを凄惨な連続殺
人事件が襲う。六人が死に、生き残ったのはたった一人。しかし、死んだはずのメンバーの死

体が、東京でまた発見される。では、島で死んだのは誰だったのか？ あの時、絶海の孤島で
は、一体何が起こっていたのだろうか？ 幻想的に綴られる傑作本格推理。

サイコトパス
山田正紀

謎の男から強引な手段で拘置所に呼び出された女子高生作家・新珠静香は、その囚人から
奇妙な依頼をされる。
「ぼくはバラバラ死体にされてしまいました。腕や足、頭がどこに行った

のか、それを探してほしいのです」。次々に起こる猟奇事件…これは現実なのか？ 幻想なの

か？ リアルとフィクションが複雑に交差する著者渾身のサイコスリラー。
「サイコトパス」の
意味に到達したとき、これまで見えていたすべての世界が崩壊する。

サイドオブパラダイス 6
有栖サリ

「ヴィンセント死ぬなよ。俺の分も生きろ」。ヴィンセントと共に実家を飛び出したルイス。逃

亡の最中、ヴィンセントはギャングを抜けると組織に宣言してきた事を明かす。二人が追手か

ら逃れるため隠れ家に選んだのは、死んだヴィンセントの恋人の部屋だった。かつての恋人

が残した日記を前に、過去の記憶が蘇る。過酷な戦場で始まり、失われたヴィンセントの恋と
は⸺。元軍人×御曹司の王道ラブロマンス。

終わるセカイの修学旅行【分冊版】13

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13話。

死にたがりだが腹は鳴る 8

あばたえくぼ

家を飛び出した歩が、迷わず向かった先は二人の秘密基地。そこには、膝を抱えた少年の姿

があった。少年を泣きながら抱きしめる歩。自分のために涙を流してくれる歩に、少年も特別

な感情を抱く。夜の公園、並んでラーメンを啜る歩と少年。一時の幸せを感じながら、少年は

「美味しいものを食べてから死にたい」と言った理由を歩に静かに話しはじめる。

11月25日
オリジナル
ミステリ雑誌

無料

11月25日
カッパ・ノベルス

4334076327

¥800

11月25日
四六判文芸書

4334924174

¥1700

11月25日
オリジナル
コミック

¥200

11月25日
オリジナル
コミック

¥50

11月25日
オリジナル
コミック

¥100

11月25日

大塚コンシェルジュ 21

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……!?
話。

第21

君なら君なら 完全版2【特典ペーパー付】

くるわ亜希

『君なら君なら』第6～11話を収録した完全版！ 凜弥への特別な気持ちが恋心であることを
自覚してしまった柚流。同じ肌の触れ合いでも今までどうしていたかわからないくらいの快感

を覚えてしまって―…。芝居でも息の合った姿を見せ始める柚流と凛弥だったが、二人の仲

を快く思っていない兄・吉太郎が邪魔をしてきて!? 渡された媚薬入りのお菓子を食べてしま

った二人は、弟子達や吉太郎の前で徐々に身体が昂ぶり始めて⸺…

煙たい話 10
林史也

お休みが被った日、武田と有田はお寿司屋さんを訪れる。好きなネタを食べながら近況を話

す二人。すると、会話は「子どもと大人の違い」へと発展。有田は以前ありすちゃんと留守番

した日を思い出しながら、ある“気づき”を武田に話す……。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。

ベリーメリーストロベリーラブリーヘブンリー 3
村上キャンプ

『あおぞらマルシェ』に久々に参加することになった白川。会場へ向かうと、まさかの隣にはラ
イバル・佐野が！
「優勝と準優勝が並んでたら面白いでしょ」とあえて隣り合わせにしたと、相

変わらずムカつく佐野。いつもごとく小競り合いをする羽目になった白川は、隙を見て逆襲し

オリジナル
コミック

¥100

11月25日
オリジナル
コミック

¥900

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥200

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

てやろう！ と思いつつも、なんでも楽しむ佐野に尊敬の気持ちを持つようになる。そんな中、 ¥200
ある出来事で佐野の意外な姿を白川は目撃してしまう……。

兄貴の世界は迷走する【分冊版】3
丙

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3話。

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥50

2番セカンド【分冊版】20
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20話。

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥100

世界にさよならのキスをして 14【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。アラメに

感情をぶつけた日からミキの家に身を寄せるえつこは自分のアラメへの気持ちの正体を考え
始める。これは恋愛感情なのか。考え迷ううちに初めて自分の中の偏見に気付いて⸺。

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 合本版1

さり

『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』第1、2話を収録した合本版！
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!?

バリタチリーマン雌化計画 合本版3
美人ちゃんに狙われた俺

左東ヨシタカ

『バリタチリーマン雌化計画～美人ちゃんに狙われた俺～』第5、6話を収録した合本版！ や

っとユキを抱ける…！ そう意気込む瀬名の気持ちに反し、瀬名のムスコはが無反応 !? す
ると、いつの間にか形勢逆転したユキが「僕以外の男ともう会わないでくれません？」独占欲
を露わにしながら迫ってきて…。

ウサミミヤンキー !! 1
俺の獲物に噛みつきたい

御茶漬わさび

ノウサギ獣人のまおりは草食獣なのに血の気が多く、肉食獣にも物怖じせずに突っかかると

恐れられる一匹狼。ある日、転入生のクロヒョウ獣人・灯桜と寮の同室になってしまい……。
素行が悪くマイペースな灯桜が気に食わないまおりだったが、あるきっかけで灯桜をキレさせ

てしまい!? 肉食獣の圧倒的な力で襲われ、喰われる!!と思ったら……突然、灯桜が発情し
始めて!?

両性α 合本版4

生意気キメラは逆らえない。

伊藤良

『両性α～生意気キメラは逆らえない。～』第7、8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…!!

最後までシたいんです！3
大嫌いなアイツの凄テクで失神 !?

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⸺。

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥150

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥350

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥350

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥200

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥350

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥200

11月25日

司書の秘密のぷっくり乳首 1
俺しか知らない淫靡な姿

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

コウサカ

司書の敏感な乳首を弄ると、いつも睨んでくる表情が淫靡に乱れて―…。陽キャの男子校生・
多木崎は図書室に行く度、皆に優しい司書・伊勢に何故か睨まれる。自分だけ睨まれるのに
は何か理由があるはず！ そう思った多木崎が伊勢に直接理由を聞きに行くと、伊勢の服の

隙間からチクバンが見え!? 図書準備室へ連れて行き、頑なに理由を言わない伊勢のチクバ

ンを無理矢理剥がすと、淫らに反応をする姿に理性が飛んでしまい―…!?

もみもみフィーバー 7

冷徹主任は R18マッサージでトロける

のの字

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⸺!?

FLASHデジタル写真集

岸明日香 PEACH

岸明日香／熊木優［撮影］

2022年、芸能界デビュー10周年を迎えたグラビアアイドルの岸明日香。アニバーサリー写真

集が重版出来するなど、根強い人気を誇る“甘いカラダ”を撮り下ろし。廃工場では、ボディラ

インが際立つ“黒ドレス”姿を披露、ボディスーツを身に纏い、床に横たわる静謐なカットは必

見だ。室内ではランジェリーカットやバスシーンも撮影し、ナチュラルな表情が満載となって

いる。瑞々しくて、柔らかい果実のような魅力を味わってほしい。

FLASHデジタル写真集

華村あすか New Mode 前編

華村あすか／松岡一哲［撮影］

2017年にデビューし、ドラマ『宮本から君へ』をはじめ多数の作品に出演する華村あすか。今

年4月にトレードマークの黒髪ロングヘアをバッサリ切った“心機一転”に迫る写真集。前編で
は、ソファで寝転ぶランジェリーカットやヒップラインが美しいボディスーツ姿を収録、彼女の
ヘルシーなカラダと素に近い表情を切り撮った。
「自分に自信が持てなかった時期」を乗り越

えた彼女の新たなヴィジュアルを、その目で。

FLASHデジタル写真集

華村あすか New Mode 後編

華村あすか／松岡一哲［撮影］

2017年にデビューし、ドラマ『宮本から君へ』をはじめ多数の作品に出演する華村あすか。今

年4月にトレードマークの黒髪ロングヘアをバッサリ切った“心機一転”に迫る写真集。後編で
は、短髪をなびかせる鮮烈な水着カットやボディラインを艶やかに際立たせる黒のボディスー

ツ姿を収録、磨き抜かれたカラダとクールな表情を切り撮った。
「自分に自信が持てなかった
時期」を乗り越えた彼女の新たなヴィジュアルを、その目で。
Platinum FLASHデジタル写真集

えなこ×伊織もえ×篠崎こころ もえなこころの誘惑

えなこ／伊織もえ、篠崎こころ、LUCKMAN［撮影］

日本最強のコスプレイヤー軍団・PP エンタープライズのえなこ、伊織もえ、篠崎こころの3人

が豪華競演！ 夏の日、広大なお屋敷で微笑む三姉妹と過ごす白昼夢のようなひととき。初

恋のような三姉妹との出会い、そして徐々にお屋敷の空気は妖しくなっていき……。爽やかな
水着姿、胸キュン浴衣、魅惑のランジェリーまで、“もえなこころ”三姉妹の魅力が凝縮された
完全保存版デジタル写真集！

オリジナル
コミック

¥200

11月25日

コミックシーモアのみ
他書店2023/1/6発売

オリジナル
コミック

¥200

11月29日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

11月29日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

11月29日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

Platinum FLASHデジタル写真集

えなこ／藤城貴則［撮影］

11月30日

えなこ エンドレスサマー

20022年「カバーガール大賞」では大賞ほか4冠を制覇した日本最強のコスプレイヤーにして

グラビアクイーン・えなこがお届けする常夏グラビア。誰もが魅惑されてしまう“えなこワール

ド”全開、カジュアル、スポーティー、セクシーと、これでもかと全編至高の水着姿をたっぷり
お届け！ 今、一番旬なグラビアクイーンの魅力をご堪能あれ！
Platinum FLASHデジタル写真集

つんこ×吉田早希 Adventure Girls

つんこ／吉田早希、鈴木ゴータ［撮影］

大のグラビア愛好家として知られる伊織もえが個性溢れるPP エンタープライズメンバーをプ

ロデュースしたグラビアがデジタル写真集に！ クールなビジュアルが圧倒的なコスプレイヤ
ー・つんこと“名峰吉田山”でお馴染みの鉄板王道グラドル・吉田早希が扮したのは、セクシー
な“女冒険家”！ 大自然の中でキュートでワイルドな魅力がフルスロットル。2人の美脚が際

立つワンピース水着がポイントです。
Platinum FLASHデジタル写真集

茉夏×篠原みなみ 秘密の銭湯女子会

茉夏／篠原みなみ、カノウリョウマ［撮影］

大のグラビア愛好家として知られる伊織もえが個性溢れるPP エンタープライズメンバーをプ

ロデュース！ 登場するのは主婦と人気コスプレイヤーの顔を併せ持つ茉夏と“あざといの申

し子”として、SNSで話題沸騰の篠原みなみ。
「銭湯で働く姉妹」をテーマに水着で風呂掃除

をしたり洗いっこしたり、サウナに入ったり……。お風呂のあとはお部屋ビールを片手に乾杯！
わちゃわちゃふざける2人の姿が眼福の一冊です。

Platinum FLASHデジタル写真集

宮本彩希×篠崎こころ FLOWERS

宮本彩希／篠崎こころ、高橋慶佑［撮影］

大のグラビア愛好家として知られる伊織もえが個性溢れるPP エンタープライズメンバーをプ

ロデュースしたグラビアがデジタル写真集に！ 暇を持て余した人妻に扮した宮本彩希と、大
学生に扮した篠崎こころが織りなす背徳的なストーリー。とある街で待ち合わせた二人は、仲
睦まじい様子でホテルへ……。ベッドで素肌を密着させ、さらには共に入浴まで!?
関係を結んでいく蜜月デートの一部始終を激写した70ページ！

Platinum FLASHデジタル写真集

伊織もえ／井田達也［撮影］

禁断の

伊織もえ もえらしさ。

大のグラビア愛好家として知られる伊織もえが自分自身のグラビアもセルフプロデュース！
衣装、撮影スタジオ、写真セレクトとすべてをこだわり抜き、お届けしたのは新境地となる「大
人の秘密の時間」。眼鏡姿から水着、ランジェリーまで、その圧倒的ボディを静謐な空間で上

品かつ大胆に切り取りました。これはもはや美の境地！ 誰もが「＃きゅるん」する珠玉デジ

タル写真集。

オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

11月30日
オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

