
　

発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価

8/6 実録　田中角栄(上）　 大下英治 907 8/11 水底の棘　法医昆虫学捜査官　 川瀬七緒 未定 8/29 夫婦善哉　決定版　 織田作之助 594 8/2 ひと夏のシンデレラ　 リン・グレアム/藤村華奈美670

8/6 実録　田中角栄(下）　 大下英治 907 8/11 燔祭の丘　建築探偵桜井京介の事件簿　 篠田真由美 未定 8/29 本当はひどかった昔の日本　古典文学で知るしたたかな日本大塚ひかり 562 8/2 黒い瞳の誘拐者　 アンジェラ・ウェルズ/古澤　紅670

8/6 週末ちょっとディープな台湾旅　 下川裕治/阿部稔哉 756 8/11 唐玄宗紀　 小前　亮 未定 8/29 ポエムに万歳！　 小田嶋隆 529 8/2 カリブ海の嵐　 メアリー・ライアンズ/平　敦子670

8/6 〔新版〕中東戦争全史　 山崎雅弘 799 8/11 お父さんと伊藤さん　 中澤日菜子 未定 8/29 手のひらの音符　 藤岡陽子 680 8/2 炎と燃えた夏　 ミランダ・リー/小長光弘美670

8/6 からゆきさん　異国に売られた少女たち 森崎和江 691 8/11 戦国スナイパー　壊れた歴史を修復せよ篇　 柳内たくみ 未定 8/29 日本の決断　 櫻井よしこ 637 8/2 私にはあなただけ　 サラ・モーガン/高浜真奈美670

8/6 世界一周飲み歩き　 イシコ 756 8/11 霊感検定　 織守きょうや 未定 8/29 十津川警部　時効なき殺人　 西村京太郎 562 8/2 裸足のアフロディテ　 ノーラ・ロバーツ/中川礼子720

8/6 ダンシング・ウィズ・トムキャット(2）　 夏見正隆 670 8/11 歌わない笛　 内田康夫 未定 8/29 広域指定　 安東能明 594 8/11 愛の使者のために　 エマ・ダーシー/藤峰みちか540

8/11 尾木ママの子どもの気持ちが「わかる」すごいコツ　尾木直樹 未定 8/29 地震と独身　 酒井順子 680 8/11 嫉　妬　 シャーロット・ラム/林　真澄540

8/9 熟年セックスのリアル　（仮） 加藤文果 756 8/11 峠越え　 伊東　潤 未定 8/29 十年交差点　（仮） 中田永一/白河三兎 637 8/11 忘れかけた想い　 ダイアナ・パーマー/松村和紀子720

8/9 ポケット図解　ヤクザ式　ビジネスに勝つ心理術事典　向谷匡史 741 8/11 渦巻く回廊の鎮魂曲　霊媒探偵アーネスト　 風森章羽 未定 8/29 死神もたまには間違えるものです　 榎田ユウリ 680 8/11 金色のアドニスの花嫁　 ジョアンナ・リンジー/旦　紀子960

8/11 ドント・ストップ・ザ・ダンス　 柴田よしき 未定 8/29 向日葵ちゃん追跡する　 友井　羊 594 8/11 紅の眠り　 Ｊ・Ｔ・エリソン/矢沢聖子960

8/18 旅　愁(上）　 横光利一 未定 8/11 さらばスペインの日日(上）　 ●坂　剛 未定 8/29 天久鷹央の事件カルテ　（仮） 知念実希人 未定 8/11 壁の花の願いごと　 ジェニファー・マクイストン/琴葉かいら1000

8/18 キーツ詩集　 キーツ/中村健二 未定 8/11 さらばスペインの日日(下）　 ●坂　剛 未定 8/29 バリ３探偵圏内ちゃん(3）　（仮） 七尾与史 未定 8/11 あの夏を忘れない　 リンダ・ハワード/ダイアナ・パーマー890

8/18 人間と実存　 九鬼周造 未定 8/11 二度泣いた少女　警視庁犯罪被害者支援課(3）　堂場瞬一 未定 8/29 アリバイ・アイク　 リング・ラードナー/加島祥造767 8/18 夏の翳り　 ジョイス・メイナード/中井京子972

8/18 言語起源論　 ルソー/増田　真 未定 8/11 忍者烈伝ノ続　 稲葉博一 未定 8/29 わが心の川　 ジェイムズ・ディキー/酒本雅之767 8/18 通い猫アルフィーのはつ恋　 レイチェル・ウェルズ/中西和美972

8/18 物語を生きる　 河合隼雄/河合俊雄 未定 8/11 戦国BASARA３　石田三成の章／徳川家康の章　カジヨウコ/タタツシンイチ未定 8/18 殺人遺伝子　ギルティ　 ソフィー・ジョーダン/藤峰みちか972

8/18 丸山眞男回顧談(下）　 松沢弘陽/植手通有 未定 8/11 ●莱＜新装版＞　 今野　敏 未定 8/26 イジワルな先輩に溺愛されて。　（仮） ま　　は 540

8/18 石原吉郎セレクション　 柴崎　聰 未定 8/11 武家屋敷の殺人　 小島正樹 未定 8/26 ＊いいかげん俺を好きになれよ＊　 青山そらら 540 8/2 夢をかなえる「老後の学び術」　（仮） 保坂　隆 605

8/11 万能鑑定士Ｑの最終巻　ムンクの〈叫び〉　 松岡圭祐 未定 8/26 はつ恋～ずっと、君だけ～　 善生茉由佳 540 8/2 しみことトモヱ(2）　（仮） simico 842

下 新説ミッドウェー海戦　 中村秀樹 929 8/11 錠前破り、銀太　 田牧大和 未定 8/26 キミ色スカイ　 空　　色 540 8/2 面白くて眠れなくなる理科　（仮） 左巻健男 670

下 ラバウル獣医戦記　 大森常良 810 8/11 殺人出産　 村田沙耶香 未定 8/26 鏡怪潜～キョウカイセン～　 ウェルザード 540 8/2 本物の「大人」になるヒント　（仮） 曽野綾子 670

下 海軍学卒士官28人の戦争　 吉田俊雄 907 8/11 赤ヘル1975　 重松　清 未定 8/9 美味しい恋の作り方。　 小春りん 680 8/2 「宗教」で読み解く世界史の謎　（仮） 武光　誠 691

下 海軍戦闘機隊列伝　 横山　保 929 8/11 闇に香る嘘　 下村敦史 未定 8/9 となりの専務さん　 降川みつ 680 8/2 マザー・テレサ　愛の贈り物　（仮） 五十嵐薫 691

8/11 大江戸妖怪かわら版(6）　 香月日輪 未定 8/9 政略結婚ですが愛されてます。　 惣領莉沙 680 8/2 中学社会科クロスワードドリル　（仮） クリエイティブ・スイート756

8/10 あきらめられぬ想いに　 モライア・デンスリー/草鹿佐恵子957 8/11 我が愛する詩人の伝記　 室生犀星 1620 8/9 そして、蝶は絡め取られる　 滝井みらん 680 8/2 ドナルド・トランプ　世界を革命する96の言葉　（仮）桑原晃弥 626

8/26 奇跡の書の守り人　 グレン・クーパー/出水　純1018 8/11 星に願いを　 庄野潤三 1728 8/9 冷徹上司の恋愛ルール　 宇佐木 680 8/11 文蔵　2016.9　 「文蔵」編集部 670

8/11 天界と地獄　 スウェーデンボルグ/鈴木大拙2376 8/29 ねえ、彼に伝えて　（仮） 苑水真茅 648

上 井伊直政　（仮） 野中信二 886 8/19 真田と「忍者」　 加来耕三 未定 8/29 リトライ　（仮） 櫻いいよ 648 8/5 帰るには遠すぎて　新装版　 赤川次郎 640

8/19 サムライと愚か者　暗闘オリンパス事件　 山口義正 未定 8/5 僕たちの戦争　新装版　 荻原　浩 850

8/26 世界の名作を読む　 工藤庸子/池内　紀 未定 8/19 思考のレッスン　発想の原点はどこにあるのか　竹内　薫/茂木健一郎未定 中 脳も体も冴えわたる　１分仮眠法　 坪田　聡 702 8/5 十八の夏　新装版　 光原百合 680

8/26 増補版　江戸の悪霊祓い師　 高田　衛 未定 8/19 小沢一郎　淋しき家族の肖像　 松田賢弥 未定 中 オードリー・ヘップバーンの言葉　なぜあの女性（ひと）には気品があるのか山口路子 702 8/5 方舟は冬の国へ　 西澤保彦 770

8/26 はじめて読む数学の歴史(1）　 上垣　渉 未定 8/19 貧乏大名“やりくり”物語　たった五千石！　名門・喜連川藩の奮闘　山下昌也 未定 中 老いのシンプルひとり暮らし　 阿部絢子 702 8/5 俺は駄目じゃない　 山本甲士 760

8/26 ホンモノの日本語を話していますか？　 金田一春彦 未定 8/11 今昔物語集　本朝世俗●(下）　全現代語訳 武石彰夫 未定 中 実話ホラー　不眠の旅宿　 安曇潤平 702 8/5 てのひらに爆弾を　 黒武　洋 730

8/26 正義のセ(1）　 阿川佐和子 未定 8/11 鶴屋南北　かぶきが生んだ無教養の表現主義　郡司正勝 未定 8/5 松本清張ジャンル別作品集(2）　捕物帖 松本清張 690

8/26 ハリー・オーガスト　15回の人生　 クレア・ノース 未定 8/11 滑稽の研究　 田河水泡 未定 8/5 闇斬り二天の用心棒　 中村朋臣 734 8/5 京都寺町三条のホームズ(5）　シャーロキアンの宴と春の嵐望月麻衣 680

8/26 ひとりぼっちの吹奏楽部　（仮） 初野　晴 未定 8/11 ベルギー大使の見た戦前日本　バッソンピエール回想録　アルベール・ド・バッソンピエール/磯見辰典未定 8/5 血の季節　 小泉喜美子 713 8/5 あの日の花火を君ともう一度見るために　 麻沢　奏 630

8/26 サクラダリセット　1．猫と幽霊と月曜日の革命 河野　裕 未定 8/11 関東大震災　消防・医療・ボランティアから検証する　鈴木　淳 未定 8/5 異世界居酒屋「のぶ」　 蝉川夏哉 702 8/5 人妻の祭典　（仮） 葉月奏太 690

8/26 校閲ガール　 宮木あや子 未定 8/18 レディ・ヴィクトリア　新米メイドローズの秘密　 篠田真由美 778 8/5 君にさよならを言わない(2）　 七月隆文 594 8/5 契　り　 藍川　京/草凪　優 690

8/26 悪いものが、来ませんように　 ●沢　央 未定 8/18 トランプソルジャーズ　 森川智喜/平沢下戸 810 8/5 響け！ユーフォニアムシリーズ　立華高校マーチングバンドへようこそ　前編　武田綾乃 713 8/5 神隠し　 鳥羽　亮 660

8/26 スリーパー　 楡　周平 未定 8/18 笑顔なんてどうでもいいから　（仮） にかいどう青 745 8/5 麦雨の刺客　（仮） 鈴木英治 710

8/26 渡り辻番人情帖(1）　 吉田雄亮 未定 8/11 素人手記　とろける人妻たち～ナイショの不倫快感告白　（仮）愛の体験編集部 691 8/5 魚の目に水見えず　 誉田龍一 650

8/26 井伊直虎(1）　女にこそあれ次郎法師 梓澤　要 未定 8/10 雨のなまえ　 窪　美澄 未定 8/22 平山夢明恐怖全集　「超」怖い話編(1）　（仮） 平山夢明 713 8/5 バイ貝　 町田　康 580

8/26 偽文士日碌　 筒井康隆 未定 8/10 まつりのあと　（仮） 花房観音 未定 8/22 平山夢明恐怖全集　「超」怖い話編(2）　（仮） 平山夢明 713 8/5 石原莞爾　マッカーサーが一番恐れた日本人　 早瀬利之 600

8/26 あやしい探検隊　済州島乱入　 椎名　誠 未定 8/10 魔軍襲来　 田中芳樹 未定 8/30 恐怖箱　呪い屋敷　（仮） 鈴堂雲雀 702 8/5 ＢＡＲレモン・ハート　想いの色を纏うカクテルの巻古谷三敏（ファミリー企画）570

8/26 疫　神(1）　 川崎草志 未定 8/10 風の殺意、おわら風の盆　 西村京太郎 未定 8/30 実話蒐集録　漆黒怪談　（仮） 黒　史郎 702

8/26 神様の裏の顔(1）　 藤崎　翔 未定 8/10 三毛猫ホームズの狂死曲　新装版　 赤川次郎 未定 8/30 怪談手帖　怨言　（仮） 徳光正行 702 8/26 未　定　公家武者　松平信平(14) 佐々木裕一 700

8/26 マツリカ・マハリタ　 相沢沙呼 未定 8/10 殉職　姐御刑事　（仮） 南　英男 未定 9/1 シャーロット・ホームズの冒険　女子高生探偵の憂鬱(上）　（仮）ブリタニー・カヴァッラーロ/入間　眞756 8/26 未　定　剣客大名　柳生俊平(4) 麻倉一矢 700

8/26 ドールズ　最終章　夜の誘い(1）　 高橋克彦 未定 8/10 花　火　ショートショートセレクション（仮）(1) 江坂　遊 未定 9/1 シャーロット・ホームズの冒険　女子高生探偵の憂鬱(下）　（仮）ブリタニー・カヴァッラーロ/入間　眞756 8/26 未　定　北町影同心(3) 沖田正午 700

8/26 ジャングル・ブック(2）　 キプリング/山田　蘭 未定 8/10 天魔の裁き　 小杉健治 未定 8/11 愛のバカンスをもう一度　（仮） マヤ・バンクス/若菜もこ1080 8/26 人妻好き　（仮） 日下　忠 710

8/26 ＧＩＶＥＲ(1）　復讐の代行者 日野　草 未定 8/10 宵しぐれ　 藤原緋沙子 未定 8/26 神田性生活商会　（仮） 橘　真児 710

8/26 遺跡発掘師は笑わない(5）　 桑原水菜 未定 8/10 刺客、江戸城に消ゆ　 風野真知雄 未定 8/9 呑めば、都　居酒屋の東京 マイク・モラスキー 1026 8/20 ザ・ブラット　（原題） リンゼイ・サンズ/田辺千幸967

8/26 棟居刑事の情熱(1）　 森村誠一 未定 8/10 鷹の爪　 井川香四郎 未定 8/9 キッドのもと　 浅草キッド 821 8/20 ハード・アズ・イット・ゲッツ　（原題） ローラ・ケイ/米山裕子1028

8/26 乱　用　 上田秀人 未定 8/10 海の絆　（仮） 倉阪鬼一郎 未定 8/9 将棋観戦記コレクション　 後藤元気 1620 8/30 怖い話　（仮） テレビ局 670

8/26 世界のたね(上）　 アイリック・ニュート/猪苗代英徳未定 8/10 狐武者　 岡本綺堂 未定 8/9 風山房風呂焚き唄　 山田風太郎 1026

8/26 世界のたね(下）　 アイリック・ニュート/猪苗代英徳未定 8/10 婚　姻　（仮） ●堂　魁 未定 8/9 文庫本を狙え！　 坪内祐三 1080 8/24 隣人 〔母娘ｖｓ.ナース〕　（仮） 小日向諒 未定

8/26 SNOOPY COMIC ALL COLOR 50’s　 チャールズ・M・シュルツ/谷川俊太郎未定 8/10 忘れ物が届きます　 大崎　梢 未定 8/9 気功入門　 天野泰司 734 8/24 人妻奴隷市場　（仮） 御前零士 未定

8/26 幽落町おばけ駄菓子屋(7）　 蒼月海里 未定 8/10 ロレンザッチョ　 ミュッセ/渡辺守章 未定 8/9 複素解析(1）　変数解析関数 笠原乾吉 1404 8/24 五人の未亡人　（仮） 神瀬知巳 未定

8/11 １週間で美人に魅せる女の磨き方　 ワタナベ薫 未定 8/10 「他人の目」問題　 水島広子 未定 8/9 日本陸軍と中国　「支那通」にみる夢と蹉跌 戸部良一 1296 8/24 彼女の母、彼女の妹は僕の奴隷　（仮） 藤崎　玲 未定

8/11 歴史が面白くなる　東大のディープな日本史〔近世・近代編〕　相澤　理 未定 8/10 田中角栄伝説　 佐高　信 未定 8/9 議論の技を学ぶ論法集　 香西秀信 1080 8/24 三人の熟女教師　（仮） 早瀬真人 未定

8/11 シブすぎ技術に男泣き！　 見ル野栄司 未定 8/9 責任と判断　 ハンナ・アレント/ジェローム・コーン1728 8/24 淫鎖　熟母と女教師とメイド　（仮） 川俣龍司 未定

8/11 最高の運命を引き寄せる習慣　 はづき虹映 未定 8/6 世直し若さま　松平小五郎(3）　 天沢　彰 702 8/9 社会学の考え方　〔第２版〕 ジグムント・バウマン/ティム・メイ1512 8/11 〔完全版〕 淫猟夢　（仮） 綺羅　光 未定

8/11 大人のための読書の全技術　 齋藤　孝 未定 8/6 長屋の若殿　余一郎音聞き帳　（仮） 藤村与一郎 702 8/11 〔プレミアム版〕 美臀三姉妹と脱獄囚　（仮） 御堂　乱 未定

8/11 叱るより聞くでうまくいく　子どもの心のコーチング　和久田ミカ 未定 8/6 若殿はつらいよ(2）　 鳴海　丈 702 8/20 北の街物語　 内田康夫 691

8/11 トヨタの上司(1）　 OJTソリューションズ 未定 8/6 中国侵略大戦　（仮） 高貫布士 1000 8/20 リターン　 矢月秀作 756 8/6 狂　化　 二宮敦人 691

8/13 皿の上の聖騎士〈パラディン〉(2）　 三浦勇雄/屡　　那 未定 8/20 田舎の島で霊養暮らし　（仮） 乍永十子 702 8/20 夏目漱石の妻　（仮） 植松三十里 691 8/6 深く、濃い闇の中に沈んでいる　 前川　裕 605

8/13 ロイドのカルテ　（仮） サイトウケンジ/さとうけいいち未定 8/20 下戸は勘定に入れません　 西澤保彦 691 8/6 身代金　闇刑事 南　英男 842

8/13 食せよ我が心と異形は言う(2）　 縹けいか/WYX2 未定 上 ＤＶシェルターの女たち　 朝倉洋子 669 8/20 ゆら心霊相談所　消えた恩師とさまよう影 九条菜月 691 8/6 闇のコーディネーター　死の臓器（仮） 麻野　涼 778

8/13 撃鉄の心臓　 てにをは/大槍葦人 未定 上 戦国武将の大誤解　 丸茂潤吉 700 8/20 新版  イスラームとアメリカ　 山内昌之 864 8/6 蠅魔王君臨！　新・天空の女王蜂（仮）(4) 夏見正隆 972

8/13 ゴースト・ギャロップ　―蒼空の幽霊機― 富永浩史/おぐち 未定 8/20 ルネサンスの歴史(上）　黄金世紀のイタリア Ｉ・モンタネッリ/Ｒ・ジェルヴァーゾ864 8/6 新編　日本中国戦争　怒濤の世紀　第八部　台湾PKF発動　森　　詠 972

8/26 奇人の頭を叩いてみれば(2）　 花　　子 未定 上 ゆるやかな生き方　 五木寛之 650 8/20 ルネサンスの歴史(下）　反宗教改革のイタリア Ｉ・モンタネッリ/Ｒ・ジェルヴァーゾ1080 8/6 種のキモチ　 山田悠介 648

8/26 ワケあり生徒会！ＮＥＸＴ(9）　 春川こばと 未定 上 桃太郎姫　もんなか紋三捕物帳 井川香四郎 670 8/6 バカの人　その傾向と対策（仮） 和田秀樹 648

8/26 365日　（仮） ゆーり 未定 上 ビタースイートワルツ　Bittersweet Waltz 小路幸也 690 8/13 北京から来た男(上）　 ヘニング・マンケル/柳沢由実子1231

8/26 放課後恋愛相談部！　いつもの場所で待ってるよ。 あいみ 未定 上 十津川警部捜査行　北国の愛、北国の死　 西村京太郎 650 8/13 北京から来た男(下）　 ヘニング・マンケル/柳沢由実子1231 8/5 聖域侵犯　 濱　嘉之 724

8/26 天国からの交換日記　～君がくれた奇跡の11ヵ月～ 美　　嘉 未定 上 裏捜査　 南　英男 700 8/13 怪盗紳士モンモランシー　 エレナー・アップデール/杉田七重907 8/5 柳に風　新・酔いどれ小籐次(5) 佐伯泰英 713

8/26 七日間の幽霊、八日目の彼女　 五十嵐雄策 未定 上 淫ら歯医者　 睦月影郎 640 8/22 幻の屋敷　キャンピオン氏の事件簿(2) マージェリー・アリンガム/猪俣美江子994 8/5 永い言い訳　 西川美和 724

8/26 お仕事ガール！　～時子さんとおたふくな人々～（仮）朝戸　夜 未定 上 秘剣二天双龍剣　走れ、半兵衛（仮）(2) 森　　詠 640 8/22 いつもが消えた日　お蔦さんの神楽坂日記 西條奈加 864 8/5 ミッドナイト・バス　 伊吹有喜 950

8/26 御霊セラピスト印旛相模　（仮） 浅生　楽 未定 上 顔のない肖像画　 連城三紀彦 670 8/22 叫びの館(上）　 ジェイムズ・Ｆ・デイヴィッド/公手成幸1188 8/5 水軍遙かなり(上）　 加藤　廣 810

8/26 湯屋の怪異とカラクリ奇譚　 会川いち 未定 上 はだかのパン屋さん　 三角ともえ 640 8/22 叫びの館(下）　 ジェイムズ・Ｆ・デイヴィッド/公手成幸1188 8/5 水軍遙かなり(下）　 加藤　廣 810

8/26 神様の御用人(6）　 浅葉なつ 未定 9/1 ささやく真実　（仮） ヘレン・マクロイ/駒月雅子1058 8/5 静かな炎天　 若竹七海 778

8/26 上倉家のあやかし同居人　～見習い鍵守とふしぎの蔵のつくも神～梅谷　百 未定 8/20 天切り松闇がたり(5）　ライムライト 浅田次郎 未定 9/1 星読島に星は流れた　 久住四季 842 8/5 小さな異邦人　 連城三紀彦 929

8/26 下北沢ヌックラ堂　～ワケあり古着に囲まれて～枕木みる太 未定 8/20 嗤う名医　 久坂部羊 未定 9/1 少女地獄　夢野久作傑作集 夢野久作 1058 8/5 てらさふ　 朝倉かすみ 929

8/26 小料理屋「とりい」のカミサマ探偵　～一言主コトハの事件簿～（仮）佐原菜月 未定 8/20 新版　生きるヒント(1）　自分を発見するための12のレッスン五木寛之 未定 9/1 うそつきの娘　妖怪の子預かります(2) 廣嶋玲子 799 8/5 侠飯（おとこめし）(3）　怒涛の賄い篇 福澤徹三 702

8/20 銀河鉄道の彼方に　 高橋源一郎 未定 8/22 霧に橋を架ける　 キジ・ジョンスン/三角和代1145 8/5 ●の葉抄　只野真葛ものがたり 永井路子 875

8/10 リストランテ アモーレ　 井上荒野 未定 8/20 真田十勇士(3）　ああ！　輝け真田六連銭 柴田錬三郎 未定 8/5 燦（さん）(8）　鷹の刃 あさのあつこ 616

8/10 アメ横仁侠食堂　（仮） 福澤徹三 未定 8/20 沖縄を変えた男　――栽弘義 高校野球に捧げた生涯松永多佳倫 未定 8/6 弾丸を噛め　 和久田正明 691 8/5 歌川国芳猫づくし　 風野真知雄 767

8/10 金曜日の本屋　（仮） 名取佐和子 未定 8/20 田中角栄回想録　 早坂茂三 未定 8/6 藤十郎駆ける　 早見　俊 691 8/5 夕涼み　 藤井邦夫 767

8/10 闘う女　 小手鞠るい 未定 8/20 谷川俊太郎詩選集(4）　 谷川俊太郎 未定 8/6 遺言状　 稲葉　稔 680 8/5 人情そこつ長屋　 井川香四郎 767

8/10 サイドキック　（仮） 矢月秀作 未定 8/20 夫婦で行く意外とおいしいイギリス　 清水義範 未定 8/6 極道転生　 五條　瑛 691 8/5 破落戸（ごろつき）　あくじゃれ瓢六捕物帖 諸田玲子 799

8/10 監　督　（仮） 須藤靖貴 未定 8/20 弾丸スタントヒーローズ！　 美奈川護 未定 8/6 番付屋小平太　 鷹井　伶 680 8/5 白露の恋　更紗屋おりん雛形帖 篠　綾子 853

8/10 あきない世傳　金と銀(2）　（仮） 髙田　郁 未定 8/20 家康の母　お大　 植松三十里 未定 8/6 熱海・湯河原殺人事件　 西村京太郎 745 8/5 辞書になった男　ケンボー先生と山田先生 佐々木健一 864

8/10 なでしこ日和　着物始末暦(7）　 中島　要 未定 8/20 明智小五郎事件簿(4）　「猟奇の果」 江戸川乱歩 未定 8/6 帰らずの海　 馳　星周 778 8/5 パンダを自宅で飼う方法　珍獣ペット化シミュレーション白輪剛史 724

8/10 立場茶屋おりき(25）　 今井絵美子 未定 8/20 花埋み　 渡辺淳一 未定 8/6 青嵐薫風　 福原俊彦 691 8/5 すごい駅！　秘境駅、絶景駅、消えた駅 横見浩彦/牛山隆信 929

8/10 千住宿情け橋(3）　 吉田雄亮       未定 8/20 ザ・サン(上）　罪の息子（仮） ジョー・ネスボ/戸田裕之未定 8/6 去り際のアーチ　 本城雅人 745 8/5 ガール・セヴン　 ハンナ・ジェイミスン/高山真由美1069

8/20 ザ・サン(下）　罪の息子（仮） ジョー・ネスボ/戸田裕之未定 8/6 蒼い乱刃　 牧　秀彦 680 8/5 ハウルの動く城　 スタジオジブリ/文春文庫1080

8/5 脳を最高に活かせる人の朝時間　 茂木健一郎 691 8/20 ルイス・キャロル　 ルイス・キャロル/鴻巣友季子未定 8/6 女神ＯＬの秘蜜　 睦月影郎 680 8/5 漱石の漢詩　 和田利男 1415

8/5 スタッキング可能　 松田青子 594 8/20 時をかける眼鏡　王の覚悟と女神の狗（いぬ）　 椹野道流/南野ましろ未定 8/6 イッタイゼンタイ　 吉田篤弘 864 8/5 悪としての世界史　 三木　亘 1426

8/5 ブラウン監獄の四季　 井上ひさし 842 8/20 鍵屋甘味処改(4）　夏色子猫と和菓子乙女 梨　　沙/ねぎしきょうこ未定 8/6 史　記(3）　独裁の虚実 司馬遷/丸山松幸 1350

8/5 愛と痛み　死刑をめぐって 辺見　庸 691 8/20 バスケの神様　揉めない部活のはじめ方　 木崎菜菜恵/水野美波未定 8/6 世界史　暴君大事典　 島崎　晋 842 8/18 六星占術による土星人の運命（平成29年版）　 細木数子 630

8/5 旅芸人のいた風景　遍歴・流浪・渡世 沖浦和光 799 8/20 幕末舞妓、なみ香の秘密　 奈波はるか/柴田純与未定 8/6 ＧＨＱ焚書図書開封(6）　日米開戦前夜 西尾幹二 1026 8/18 六星占術による金星人の運命（平成29年版）　 細木数子 630

8/5 クリュセの魚　 東　浩紀 778 8/20 二度目の恋に落ちるとき　罪つくりな公爵夫人　 エロイザ・ジェームズ /喜須海　理子未定 8/18 六星占術による火星人の運命（平成29年版）　 細木数子 630

8/5 被差別文学全集　 塩見鮮一郎 778 8/4 気がつけば被告？　イライラ社会の法律トラブル　山田　薫 810 8/18 六星占術による天王星人の運命（平成29年版）　細木数子 630

8/5 ヘリオガバルス　あるいは戴冠せるアナーキストアントナン・アルトー/鈴木創士864 8/6 シャット　アイ　 ベリンダ・バウアー/満園真木896 8/4 サイゼリヤ　おいしいから売れるのではない　売れているのがおいしい料理だ　正垣泰彦 864 8/18 六星占術による木星人の運命（平成29年版）　 細木数子 630

8/6 ウォールデン　森の生活(上）　 ヘンリー・Ｄ・ソロー/今泉吉晴918 8/18 六星占術による水星人の運命（平成29年版）　 細木数子 630

8/6 平　成　 青山繁晴 未定 8/6 ウォールデン　森の生活(下）　 ヘンリー・Ｄ・ソロー/今泉吉晴918 8/5 死の鳥　 ハーラン・エリスン/伊藤典夫1080 8/18 六星占術による霊合星人の運命（平成29年版）　細木数子 630

8/6 レーン　ランナー(3）　 あさのあつこ 未定 8/6 世界中で迷子になって　 角田光代 659 8/24 黒い炎の幻影　 ペーター・グリーゼ＆Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/小津　薫691 8/18 平成29年版　あなたの運命『開運の箱』　 細木数子 4410

8/6 弱いつながり　検索ワードを探す旅　 東　浩紀 未定 8/6 ドラゴン・オプション　 中原清一郎 961 8/24 女帝の名のもとに(上）　ファースト・コンタクト マイケル・Ｒ・ヒックス/中村仁美950

8/6 妖しい関係　 阿刀田高 未定 8/6 黒　幕　 伊藤博敏 724 8/24 女帝の名のもとに(下）　ファースト・コンタクト マイケル・Ｒ・ヒックス/中村仁美950 上 今ごはん、昔ごはん　 松井今朝子 648

8/6 地図を破って行ってやれ！　 石田ゆうすけ 未定 8/6 禅と食　 枡野俊明 626 8/5 豹頭王の来訪　 五代ゆう/天狼プロダクション734 上 東京放浪　 小野寺史宜 734

8/6 孤高のメス　死の淵からの声　 大鐘稔彦 未定 8/6 せいせいするほど、愛してる　 豊田美加/北川みゆき616 8/5 カリスト ―開戦前夜―　航空宇宙軍史・完全版(1)谷　甲州 1296 上 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ(上）　 あさのあつこ 713

8/6 五条路地裏ジャスミン荘の伝言板　 柏井　壽 未定 8/6 きみと選ぶ道　 ニコラス・スパークス/雨沢　泰896 8/24 子どもたちは狼のように吠える(2）　 地本草子 864 上 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ(中）　 あさのあつこ 713

8/6 のうだま　やる気の秘密　 上大岡トメ/池谷裕二未定 8/24 ニルヤの島　 柴田勝家 864 上 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ(下）　 あさのあつこ 713

8/6 のうだま(2）　記憶力が年齢とともに衰えるなんてウソ！上大岡トメ/池谷裕二未定 8/11 未　定　風烈廻り与力（仮）(35) 小杉健治 未定 8/5 蛇の書　 ジェシカ・コーンウェル/宇佐川晶子1123

8/6 坊主失格　 小池龍之介 未定 8/11 未　定　風烈廻り与力（仮）(36) 小杉健治 未定 8/5 飛行士たちの話〔新訳版〕　 ロアルド・ダール/田口俊樹929 8/19 小麦オフダイエット　 松村圭子 734

8/6 廉恥　警視庁強行犯係・●口顕　 今野　敏 未定 8/11 スレーテッド　（仮） テリ・テリー/竹内美紀未定 8/24 バッド・カントリー　 Ｃ・Ｂ・マッケンジー/熊谷千寿1080 8/19 未　定　 未　　定 未定

8/6 仮面同窓会　 雫井脩介 未定 8/24 ラスト・ウェイ・アウト　 フェデリコ・アシャット/村岡直子1296 8/22 横浜サンドリヨン　クリーニングマイスターの事件簿　（仮）森山あけみ/loundraw 680

8/6 土漠の花　 月村了衛 未定 8/10 みるみる相手をクギ付けにする　雑談のネタ本　話題の達人倶楽部 918 8/5 響きの科学　名曲の秘密から絶対音感まで ジョン・パウエル/小野木明恵864 8/22 万国菓子舗　お気に召すまま(2）　（仮） 溝口智子/げ　　み 680

8/6 なくし物をお探しの方は、二番線へ　鉄道員・夏目壮太の奮闘　二宮敦人 未定 8/10 〔ポケット最新版〕 農薬・添加物はわが家で落とせた　増尾　清 918 8/5 駆け込み寺の男 ―玄秀盛―　 佐々涼子 756

8/6 ビビリ　 EXILE　HIRO 未定 8/30 眠れないほど面白い「ユダヤの陰謀」　 並木伸一郎 637

8/6 女という生きもの　 益田ミリ 未定 8/6 いつもテンパってしまう人の気持ち切り替え術　 バルバラ・ベルクハン/瀬野文教756 8/9 魔法がとける前に公爵と　 オリヴィア・ドレイク/水野麗子972 8/30 感情的になる人　ならない人　 リチャード・デビッドソン/シャロン・ベグリー648

8/6 山女日記　 湊かなえ 未定 8/6 完本　天気待ち　監督　黒澤明とともに 野上照代 1188 8/9 コクと深みの名推理(14）　眠れる森の美女にコーヒーをクレオ・コイル/小川敏子1188 8/30 眠れないほどおもしろい人間心理24時　 清田予紀 637

8/6 寄る年波には平泳ぎ　 群ようこ 未定 8/6 横浜富貴楼お倉　明治の政治を動かした女 鳥居　民 1058 8/20 「しつこい怒り」が消える本　 石原加受子 637

8/6 ギフテッド　 山田宗樹 未定 8/6 日本1852　ペリー遠征計画の基礎資料 チャールズ・マックファーレン/渡辺惣樹1058 8/3 誰からも大切にされる女性の話し方　 野口　敏 未定 8/20 一流の人の自己アピールの技術　 櫻井秀樹 637

8/6 剣客春秋親子草　襲撃者　 鳥羽　亮 未定 8/6 昭和二十年(12）　木戸幸一の選択 鳥居　民 1620 8/3 園児のトリセツ　 まきりえこ 未定 8/20 上杉鷹山　「奇跡」の経営　 鈴村　進 637

8/3 ジ・アイ・オブ・ヘブン(上）　 クライブ・カッスラー 未定 8/20 世界が読み継ぐ！　「日本の名著」　 「ニッポン再発見」●楽部637

8/11 もう一度、優しいキスをして　 高岡みる 670 8/2 上島さんの思い出晩ごはん　（仮） miobott 702 8/3 ジ・アイ・オブ・ヘブン(下）　 クライブ・カッスラー 未定 8/20 日常食、これだけは変えなさい！　 若杉友子 637

8/2 身の毛もよだつ話を聞いてみないか？　～心霊家族の日常的憂鬱～（仮）山本十号 778 8/3 ハイキャッスル屋敷の死　 レオ・ブルース 未定

8/3 幸運の星の守り人(2）　 ノーラ・ロバーツ 未定 8/20 手塚治虫映画エッセイ集成　 手塚治虫 972
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マイナビ出版

三笠書房

原書房

扶桑社

草思社

青春出版社

日本経済新聞出版社

小学館

幻冬舎 早川書房

三交社 ＴＯブックス

コスミック出版

中央公論新社

文芸社

彩図社

実業之日本社

東京創元社

双葉社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 大和書房

宝島社

二見書房

筑摩書房

イースト・プレス

ベストセラーズ

潮書房光人社

フランス書院

オークラ出版

学陽書房

竹書房

光文社

河出書房新社

文藝春秋

IMAIBOOKS 文庫新刊案内 2016年8月

新潮社講談社朝日新聞出版 ハーパーコリンズ・ジャパン

祥伝社

岩波書店

スターツ出版

ＰＨＰ研究所

ポプラ社

集英社

角川春樹事務所

徳間書店



発売日 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価

8/2 彼女の護衛騎士　（仮） 秋野真珠 691 8/13 （仮）花嫁のやんごとなき事情(12）　（仮） 夕鷺かのう/山下ナナオ未定 8/27 幻の公達　六男坊と陰陽師　（仮） 深山くのえ/ねぎしきょうこ未定

8/2 愛しのサボテン王子さま　（仮） 八巻にのは 691 8/13 なりゆき斎王の入内(8）　（仮） 小田菜摘/凪かすみ 未定 8/27 レディマリアーヌ　（仮） 宇津田晴/高星麻子 未定

8/13 猜疑王の契約王妃(3）　（仮） 乙川れい/三浦ひらく 未定 8/27 幽霊伯爵　（仮） 宮野美嘉/増田メグミ 未定

8/22 折れた聖剣と帝冠の剣姫(3）　 川口　士/八坂ミナト 689 8/27 未定鬼へ啼く月へ笑う　（仮） 蒼暮波緒/アオイ冬子 未定

8/13 あんさんぶるスターズ！　歌声よ天まで届け 日日日/HappyElements未定

8/22 毒草王子と臆病姫　（仮） 滝上よしき/三浦ひらく 669 8/13 闇の皇太子(5）　 金沢有倖/伊藤明十 未定 8/11 恋という字はどう書くの　 鳩村衣杏/亜樹良のりかず713

8/22 目隠し姫　（仮） 紫月恵里/凪かすみ 689 8/11 シッポも好き？～博士の夢見る子猫～　（仮） 真崎ひかる/小椋ムク 713

8/8 パパとスイーツな子育て　 伊郷ルウ/カワイチハル未定

9/1 セカンドトリップと私の７人の夫達について　 ひのと/ロ　　ジ 700 8/8 玄武の花嫁～黒帝の婚姻～　 秋山みち花/石田　要 未定 8/11 人外ネゴシエーター(2）　 麻城ゆう/道原かつみ 778

9/1 ずっと君を待っていた　 水月　青/芦原モカ 700 8/8 馨る花嫁、無垢なる誓い　 義月粧子/すがはら竜未定

8/11 ひつじの鍵　 一穂ミチ/山田２丁目 670

8/13 Ｓ級御曹司たちがゆく、異世界契約支配者生活《ルーラーズ・ライフ》　明月千里/蔓木鋼音 659 8/30 美術館の騎士(　）　（仮） 夏森　涼/マニャコ 未定 8/11 遠回りする恋心　 月村　奎/真生るいす 670

8/13 伊達エルフ政宗(2）　 森田季節/光姫満太郎648 8/30 元竜騎士マデリーンの挑戦(　）　（仮） 佐々原史緒/ぎん太 未定 8/11 恋の傷あと　 安西リカ/高久尚子 670

8/13 デボネア・リアル・エステート(2）　お給仕をする傭兵と、健気に笑う兎姫（プリンセス）。山貝エビス/柴乃櫂人 648 8/30 だからお兄ちゃんと呼ぶなって！　（仮） 桐山なると/あなぽん 未定

8/13 ウォーエルフ・オンライン(2）　 長物　守/U35 648 8/30 Ｆａｒｅｗｅｌｌ，ｏｕｒｓ　夏の僕らは瞬きもできない場所へ都乃河勇人/樋上いたる未定 8/11 還　流　 エデン・ウィンターズ/高山しのぶ972

8/13 ファントムアーム(2）　～運命の奪回者～ 天乃聖樹/奈津ナツナ 648 8/30 Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　Ｗｏｒｌｄ　―召喚士として活動中―(2) ながワサビ64/橘　由宇未定

8/13 聖剣使いの禁呪詠唱＜ワールドブレイク＞(17）　あわむら赤光/refeia 659 8/30 千年戦争アイギス　月下の花嫁(6) ひびき遊/加藤いつわ 未定 8/9 ｋｉｓｓ　ｏｎｃｅ　ａｇａｉｎ　 桜　朱里 691

8/13 最強喰いのダークヒーロー(2）　 望　公太/へいろー 659 8/30 魔王殺しのダンジョン・ツアー　（仮） 月本　一/こぞう 未定 8/9 黒豹注意報(3）　～純情OLタンポポの成長～ 京みやこ 691

8/24 ニャンと素敵な恋魔法　 榛名　悠/一夜人見 700 8/22 軍オタが魔法世界に転生したら、現代兵器で軍隊ハーレムを作っちゃいました！？(8）　明鏡シスイ/硯 未定 8/9 ナチュラルキス新婚編(1）　 風 691

8/24 はじめて男子の非常識な恋愛　 葵居ゆゆ/宝井さき 680 8/22 いづれ神話の放課後戦争(4）　―魔眼の王と哀神剣舞― なめこ印/よう太 未定 8/9 恋をするなら　 清水春乃 691

8/22 セブンキャストのひきこもり魔術王(2）　 岬かつみ/mmu 未定

8/26 素直になれないマリッジロード　 髙月まつり/龍　胡伯 680 8/22 おまえをオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ！(15）　大学生編 村上　凛/あなぽん 未定 8/13 異界の魔術士(6）　 ヘロー天気 691

8/26 家出お嬢様のメイド生活　 水島　忍/SHABON 700 8/22 対魔導学園35試験小隊Another Mission(2）　 柳実冬貴/切　　符 未定 8/13 赤ちゃん竜のお世話係に任命されました(1）　 草野瀬津璃 691

8/22 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(1）　 恵比須清司/ぎん太郎未定 8/13 魔界王立幼稚園ひまわり組(2）　 まりの 691

8/26 セイヴァーズ＝ガーデン(1）　～Age of grounD～十本スイ/「理想郷」Project778 8/22 極めたRPG世界なので、兵器設計スキルで即英雄です(1）　玉響結良/ひなた睦月未定

8/26 三つの塔の物語(2）　 赤雪トナ/藤ちょこ 724 8/13 白の皇国物語(10）　 白沢戌亥 659

8/26 聖樹の国の禁呪使い(7）　 篠崎　芳/〆鯖コハダ 745 8/13 鎌倉おやつ処の死に神(2）　 谷崎　泉/宝井理人 未定 8/13 ワールドトークＲＰＧ！(4）　 しろやぎ 659

8/26 灰と幻想のグリムガル(9）　 十文字青/白井鋭利 702 8/13 きみの分解パラドックス(1）　 井上悠宇/456 未定 8/13 反逆の勇者と道具袋(1）　 大沢雅紀 659

8/26 魔法使いと僕　 十文字青/細居美恵子702 8/13 僕はまた、君にさよならの数を見る(1）　 霧友正規/カスヤナガト未定

8/13 被害者探偵(1）　その美貌、僕の推理に役立ててみないか？愁堂れな/菅野　文 未定 8/23 聖爵の新妻は離婚しません！　（仮） 藍杜　雫/ウエハラ蜂 691

8/29 鴉天狗の婚礼　（仮） 洸/小　　禄 670 8/23 炎と月光の騎士の求愛　（仮） みかづき紅月/ことね壱花691

8/29 淫　紋　（仮） 和泉　桂/笠井あゆみ 710 下 貞操観念が逆転して童貞女子がエッチに飢えた学園　黒名ユウ/鬼丸ゆる 721

下 ハーレムアバンギャルド　（仮） 竹内けん/猫伊　光 721 8/29 そんなあなたが大好きです　（仮） 音理　雄/榊　空也 616

8/26 魔法剣姫最強の学園だから、魔力ゼロの俺には支配できない……と思った（？）　（仮）刈野ミカタ/あゆま紗由未定 8/29 未　定　 洸/嵩梨ナオト 616

8/26 ギルド〈白き盾〉の夜明譚(3）　 方波見咲/白井秀実 未定 下 調教豪華客船　女子大生陵辱クルーズ　 羽沢向一/asagiri 770

8/26 天牢都市〈セフィロト〉(2）　 秋月煌介/ぴょん吉 未定 8/4 未　定　 橘　志摩/海老原由里 626

8/26 ざるそば（かわいい）(2）　 つちせ八十八/憂姫はぐれ未定 8/20 狡い男(上）　 成瀬かの/花小蒔朔衣734 8/18 Ｓ系貴公子のお気に入り　 夜織もか/池上紗京 421

8/26 緋弾のアリア(23）　 赤松中学/こぶいち 未定 8/20 白蛇恋慕記　 水原とほる/コウキ。 648 8/18 未　定　 北山すずな/坂本あきら421

8/26 魔弾の王と戦姫〈ヴァナディース〉(15）　 川口　士/片桐雛太 未定 8/20 野獣なボスに誘惑されてます　 野原　滋/麻々原絵里依680

8/26 ミカグラ学園組曲(8）　 Last Note./明　　菜 未定 8/20 猫耳のお嫁様　 高峰あいす/のあ子 648 8/31 時空魔法で異世界と地球を行ったり来たり(1）　 か　　つ/わだつみ 690

8/26 今日から俺はロリのヒモ！　（仮） 暁　　雪/へんりいだ 未定 8/31 チート魔術で運命をねじ伏せる(3）　 月夜　涙/夜ノみつき 650

8/4 薔薇の迷宮　～秘密のキスをアトリエで～　 花衣沙久羅/友風子 未定 8/31 異世界召喚は二度目です(3）　 岸本和葉/40　原 630

8/2 異世界詐欺師のなんちゃって経営術(2）　 宮地拓海/ファルまろ 未定 8/4 戦女神の婚礼　 沙藤　菫/すがはら竜 未定 8/31 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～(5）　 美　　紅/U35 630

8/2 新妹魔王の契約者SWEET！　 八薙玉造/上栖綴人 未定 8/4 夢守りの姫巫女　暁の竜は緋色　 後藤リウ/かわく 未定

8/2 君の名は。(1）　Another Side：Earthbound 加納新太/新海　誠 未定 8/4 イブの林檎～マルム　マルム　エスト～　欧州妖異譚(13）　篠原美季/かわい千草未定 8/24 宮廷愛人　 かわい恋/笠井あゆみ 710

8/2 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う(1）　昼　　熊/加藤いつわ 未定 8/24 花の匣　～桜花舞う月夜の契り～　 牧山とも/周防佑未 710

8/3 マクロスΔ(1）　アル・シャハルの少女 小太刀右京/はぐり 670

8/2 少年陰陽師　いつか命の終わる日が 結城光流/伊東七つ生未定 8/18 アキバタリアン　千の屍、夏、終わりの＃　 浜崎達也/稲船敬二（コンセプト）未定 8/11 乙女の騎士道　～ロマンティックな玉の輿～　 ゆりの菜櫻/坂本あきら710

8/2 オリヴィアと薔薇狩りの剣(2）　騎士は心に想いを隠して天川栄人/高星麻子 未定

8/2 春天繚乱(3）　雪月花の君と春暁の夢 九月　文/雲屋ゆきお 未定 8/19 花嫁王子は略奪される　（仮） 雛宮さゆら/虎井シグマ734 8/25 未　定　 沢城利穂/吉崎ヤスミ 670

8/2 階段坂の魔法使い(3）　恋で射止めた水曜日 糸森　環/山下ナナオ 未定 8/19 孕ませの神剣～碧眼の閨事～　 高月紅葉/青藤キイ 734

8/2 ショコラと魔法使い(1）　 長岡マキ子/め　　ろ 未定 中 Ｍｙ妹　魔女の林檎　（仮） わかつきひかる/みやま零未定

8/2 王女フェリの幸せな試練(1）　 時田とおる/深山キリ 未定 8/26 雨が降ったら抱きしめて　（仮） 白石まと/みずきたつ 690 中 キメ恋！　高嶺の華と幼なじみがキマった理由　（仮）橘　ぱん/桂井よしあき未定

8/26 正しい不純異性交遊のススメ　（仮） 七福さゆり/蔦森えん 690 中 転生後奴隷王国　（仮） 鷹羽シン/まぐろ帝國 未定

8/2 モブは王子に攻略されました。　 天野かづき/陸裕千景子未定 中 エッチなご主人様はいけないと思います　（仮） 青橋由高/ぢたま某 未定

8/2 タクミくんシリーズ　完全版(6）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定 8/19 未　定　 伊郷ルウ/明神　翼 690

8/2 お稲荷さま、居候中　 雨月夜道/三池ろむこ 未定 8/19 囚われた砂の天使　 上原ありあ/有馬かつみ690 8/11 泥　舟　 宮緒　葵/minato.Bob 未定

8/2 パパのしあわせごはん　 川琴ゆい華/みろくことこ未定

8/4 草食系彼氏がとんだ策士だなんて聞いてない　 里崎　雅/鈴倉　温 700 中 壁の花に強制結婚の刑！　（仮） 柚原テイル/田中　琳 未定

8/30 カゲロウデイズ(7）　（仮） じん（自然の敵P）/し　　づ未定 8/4 ケダモノ彼氏に捕食されました　 嘉月　葵/由貴海里 700 中 旦那さまは王室審問官　（仮） 青砥あか/坂本あきら 未定

中 お兄様と公爵令嬢の悩ましい新婚生活　（仮） 藍杜　雫/もぎたて林檎未定

8/2 ピンククローバー　（仮） 斎王ことり/コトハ 未定 8/30 鬱金の暁闇(28）　 前田珠子/小島　榊 583

8/2 豪華列車のハネムーン　（仮） ゆりの菜櫻/Ciel 未定 8/30 炎の蜃気楼昭和編　悲願橋ブルース　 桑原水菜/高嶋上総 616 上 お見合いから溺愛！　イケメンストーカー社長の求婚石田　累/篁　ふみ 未定

8/30 骸骨騎士団の、王女に捧げる過剰な忠愛　 藍川竜樹/三浦ひらく 648 上 マイスウィートウェディング　（仮） 佐木ささめ/緒田涼歌 未定

8/11 バッカーノ！1935-Ｄ　Luckstreet Boys 成田良悟/エナミカツミ未定 上 偽装婚約、はじめました。オネエな社長の極甘ウェディングプラン！？　（仮）麻生ミカリ/北沢きょう 未定

8/11 ステージ・オブ・ザ・グラウンド　 蒼山サグ/ひのた 未定 8/26 Ｒ.Ｏ.Ｄ(12）　 倉田英之/スタジオオルフェ未定

8/11 エロマンガ先生(7）　アニメで始まる同棲生活 伏見つかさ/かんざきひろ未定 8/26 異世界Ｃマート繁盛記(4）　 新木　伸/あるや 未定 8/13 サヨナラ・リアル　 朝丘　戻/問 710

8/11 ソードアート・オンライン(18）　アリシゼーション・ラスティング川原　礫/abec 未定 8/26 僕らはリア充なのでオタクな過去などありません（大嘘）　（仮）北國ばらっど/村上ゆいち未定 8/13 虎王は花嫁を淫らに啼かす　 淡路　水/北沢きょう 670

8/11 新約　とある魔術の禁書目録(16）　 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 8/26 クオリディア・コード　（仮） 渡　　航（Speakeasy）/松　　竜未定

8/11 ラスボスでも出来る！　アパートから始める世界征服　犬川陽介/籠　　目 未定 8/26 魔法学園の管理人～最強勇者だった俺の美少女コーチングライフ～　原　雷火/米白　粕 未定 8/19 美男高校地球防衛部ＬＯＶＥ！ＮＯＶＥＬ！(3）　 高橋ナツコ/馬谷くらり 702

8/11 ゼロから始める魔法の書(7）―詠月の魔女―(下)虎走かける/しずまよしのり未定 8/26 私たち殺し屋です、本当です、嘘じゃありません、信じてください。　兎月竜之介/ハル犬 未定 8/19 救わなきゃダメですか？　異世界(4）　 青山　有/ニリツ 702

8/11 Ｂａｂｅｌ　―異世界禁呪と緑の少女― 古宮九時/森沢晴行 未定 8/26 俺の家が魔力スポットだった件(2）　～住んでいるだけで世界最強～あまうい白一/鍋島テツヒロ未定 8/19 ブルー・ブラック・プラネット　（仮） わかつきひかる/紅　　緒702

8/11 このたび、勇者はモン娘をアイドルへ導くことになりました　哀　　歌/冬馬来彩 未定

8/11 かみさまドクター　―怪医イサナさんの症例報告―西塔　鼎/人　　米 未定 8/20 時をかける眼鏡　王の覚悟と女神の狗（いぬ）　 椹野道流/南野ましろ 未定 8/2 高１ですが異世界で城主はじめました(9）　 鏡　裕之/ごばん 669

8/11 俺を好きなのはお前だけかよ(3）　 駱　　駝/ブリキ 未定 8/20 鍵屋甘味処改(4）　夏色子猫と和菓子乙女 梨　　沙/ねぎしきょうこ未定 8/2 六畳間の侵略者！？(23）　 健　　速/ポ　　コ 669

8/11 転職アサシンさん、闇ギルドへようこそ！　 真代屋秀晃/nauribon 未定 8/20 バスケの神様　揉めない部活のはじめ方　 木崎菜菜恵/水野美波未定 8/2 世界最強は家族と仲良く出稼ぎ中！(3）　 空埜一樹/和武はざの 669

8/20 幕末舞妓、なみ香の秘密　 奈波はるか/柴田純与未定 8/2 戦うパン屋と機械じかけの看板娘(5）　 SOW/ザ　　ザ 669

8/22 Ｒｏｃｋ’ｎ　Ｒｏｌｅ(3）　ヴァンパイア・ゲームエンド ベーテ・有理・黒崎/グループSNE未定 8/2 造られしイノチとキレイな世界　 緋月　薙/ふーみ 669

8/19 偽る神のスナイパー(2）　 水野　昴/まごまご 未定 8/2 押しかけ軍師と獅子の戦乙女　 在原竹広/黒獅子 669

8/13 皿の上の聖騎士〈パラディン〉(2）　 三浦勇雄/屡　　那 未定 8/19 コップクラフト  DRAGNET MIRAGE RELOADED(6）　賀東招二/村田蓮爾 未定 8/2 自宅警備員は社会の奴隷になりました。　 繕　　衣/kakao 669

8/13 ロイドのカルテ　（仮） サイトウケンジ/さとうけいいち未定 8/19 されど罪人は竜と踊る(18）　どこかで、誰かの歌が浅井ラボ/ざいん 未定

8/13 食せよ我が心と異形は言う(2）　 縹けいか/WYX2 未定 8/19 ふぉーくーるあふたー(3）　 水沢　夢/bun150 未定 中 騎士王の花嫁　（仮） 真山きよは/すがはらりゅう691

8/13 撃鉄の心臓　 てにをは/大槍葦人 未定 8/19 勇者と勇者と勇者と勇者(3）　 川岸殴魚/すまき俊悟 未定

8/13 ゴースト・ギャロップ　―蒼空の幽霊機― 富永浩史/おぐち 未定
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