
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

3/8 パンダ通　 黒柳徹子/岩合光昭1021 3/27 俺だけみてなよ。～隠れオオカミの甘い秘密～　（仮）＊メル＊ 540 上 自由民の基地　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆ホルスト・ホフマン/増田久美子713

3/8 辛抱強いバカになれ　 稲盛和夫/山中伸弥691 3/16 黎明に起つ　 伊東　潤 未定 3/27 俺の言うこと聞けよ。　 青山そらら 540 下 虎の王者キサイマン　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/シドラ房子713

3/8 杉下右京のアリバイ　 碇　卯人 778 3/16 僕の光輝く世界　 山本　弘 未定 3/27 涙　空(上）　 白いゆき 540 下 終わりなき戦火　老人と宇宙(6）　 ジョン・スコルジー/内田昌之1080

3/8 悪　医　 久坂部羊 799 3/16 森繁久彌からビートたけしまで　誰も書けなかった「笑芸論」　高田文夫 未定 3/27 涙　空(下）　 白いゆき 540 下 風の名前(1）　 パトリック・ロスファス/山形浩生799

3/8 男爵の秘偵　 真堂　樹 734 3/16 家族はつらいよ(2）　（仮） 小路幸也/山田洋次未定 3/27 ブラック書き下ろし　（仮） なぁな 540 下 宇宙軍士官学校　―幕間―　 鷹見一幸 821

3/16 ともにがんばりましょう　 塩田武士 未定 3/11 逆境シンデレラ～ガラスの靴では走れない　（仮）あさぎ千夜春 680 下 屈折する星屑　 江波光則 907

3/9 おんな寝捕物帖　（仮） 睦月影郎 972 3/16 誉れ高き勇敢なブルーよ　 本城雅人 未定 3/11 素敵な政略結婚～キスはケンカの後で～　（仮）高田ちさき 680 下 プロメテウス・トラップ　 福田和代 864

3/9 限度があるでしょ　（仮） 橘　真児 778 3/16 神の時空　鎌倉の地龍　 高田崇史 未定 3/11 難攻不落な彼の罪つくりなキス　（仮） 紅カオル 680 下 砂漠のサアル　血の復讐 半沢隆実 864

3/9 花鳥籠　（仮） 深志美由紀 799 3/16 東京藝大物語　 茂木健一郎 未定 3/11 プレジデント・センセーション～臨時秘書は今日も巻き込まれてます～　（仮）佳月弥生 680 上 Ｔ２　トレインスポッティング(上）　 アーヴィン・ウェルシュ/池田真紀子950

3/16 堕ちたエリート　奈落の花　 安達　瑶 未定 3/11 わがままＬＯＶＥＲＳ～恋するエゴイスト～　（仮）pinori 680 上 Ｔ２　トレインスポッティング(下）　 アーヴィン・ウェルシュ/池田真紀子950

3/17 船　出(下）　 ヴァージニア・ウルフ/川西　進未定 3/16 野球部ひとり　 朝倉宏景 未定 3/29 星の涙　 三月のパンタシア648 上 死を告げられた女　 イングリッド・デジュール/竹若理衣1080

3/17 新撰讃美歌　 植村正久/奥野昌綱未定 3/16 議員探偵・漆原翔太郎　セシューズ・ハイ　天祢　涼 未定 3/29 神様の願いごと　 沖田　円 648 上 紳士と猟犬　インド総督の探偵たち Ｍ・Ｊ・カーター/高山真由美972

3/17 徳川制度　補遺 加藤　貴 未定 3/16 将棋殺人事件　 竹本健治 未定 3/29 放課後図書室　 麻沢　奏 648 下 冬の灯台が語るとき　 ヨハン・テオリン/三角和代1080

3/17 重力と恩寵　 シモーヌ・ヴェイユ/冨原眞弓未定 3/16 三人姉妹殺人事件　三姉妹探偵団(24）　赤川次郎 未定 3/27 全力片想い　 田崎くるみ 648 上 哲学のきほん　七日間の特別講義 ゲルハルト・エルンスト/岡本朋子864

3/17 自由の秩序　リベラリズムの法哲学講義井上達夫 未定 3/16 ファンム・アレース(4）　 香月日輪 未定 3/27 366日、君をずっと想うから。　（仮） SELEN 648 上 チューリングの大聖堂(上）　コンピュータの創造とデジタル世界の到来ジョージ・ダイソン/吉田三知世864

3/17 「萬世一系」の研究(上）　 奥平康弘 未定 3/16 きなりの雲　 石田　千 未定 上 チューリングの大聖堂(下）　コンピュータの創造とデジタル世界の到来ジョージ・ダイソン/吉田三知世864

3/17 「萬世一系」の研究(下）　 奥平康弘 未定 3/16 灰色の密命(上）1919年三部作(2) ロバート・ゴダード/北田絵里子未定 3/16 50歳からの音読入門　 齋藤　孝 702

3/17 口訳万葉集(上）　 折口信夫 未定 3/16 灰色の密命(下）1919年三部作　(2) ロバート・ゴダード/北田絵里子未定 3/16 ますますキレイになる人　どんどんブサイクになる人　豊川月乃 702 3/2 一ペニーの花嫁　 アン・ハンプソン/須賀孝子670

3/16 五覚堂の殺人　～Ｂｕｒｎｉｎｇ　Ｓｈｉｐ～　周木　律 未定 3/16 耳ひっぱり　 藤本　靖 734 3/2 愛しすぎて…　 シャロン・ケンドリック/岡　聖子670

3/31 リベリアス・ディザイアー　　（原題） ジュリー・ガ―ウッド/細田利江子972 3/16 女系の総督　 藤田宜永 未定 3/16 古書カフェすみれ屋と悩める書店員　 里見　蘭 734 3/2 嘘つき天使　 アン・メイザー/木須見薫670

3/16 室町耽美抄　花鏡　 海道龍一朗 未定 3/2 片思いの日々　 ベティ・ニールズ/村山汎子670

下 日本陸軍の秘められた兵器　 高橋　昇 810 3/16 チマチマ記　 長野まゆみ 未定 3/6 縁見屋の娘　 三好昌子 702 3/2 かなわぬ恋　 ダイアナ・パーマー/長田乃莉子720

下 特攻戦艦「大和」　 吉田俊雄 821 3/6 警視庁「女性犯罪」捜査班　警部補・原麻希　氷血　吉川英梨 637 3/2 ぼうやはキューピッド　 レベッカ・ウインターズ/寺田ちせ670

下 なぜ陸海軍は共同して戦えなかったのか　藤井非三四 864 3/10 建築文学名作選　 講談社文芸文庫/青木　淳未定 3/6 僕はもう憑かれたよ　 七尾与史   626 3/11 見せかけの結婚　 ミシェル・リード/槙　由子540

下 勇者の海(上）　 森　史朗 994 3/10 笙野頼子転居小説集　（仮） 笙野頼子 1944 3/6 神奈川県警外事課　クルス機関　 柏木伸介 691 3/11 硝子の初恋　 ヴィクトリア・グレン/白帆純子540

3/6 異世界居酒屋「のぶ」三杯目　 蝉川夏哉 702 3/11 伯爵がいざなう破滅のキス　 ローラ・リー・ガーク/清水由貴子980

3/10 夜明けのささやき　 マヤ・バンクス/市ノ瀬美麗957 3/10 小林秀雄対話集　 小林秀雄 1404 3/6 きみがすべてを忘れる前に　 喜多　南 680 3/11 悪魔公爵と鳥かごの乙女　 ロレイン・ヒース/琴葉かいら1000

3/27 最後の乗客　 マネル・ロウレイロ/高岡　香957 3/6 美女と野獣　 佐野　晶 670 3/11 あなたの愛を待ちわびて　 ローリー・フォスター/西江璃子980

3/17 田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」　渡邉　格 未定 3/6 読むだけですっきりわかる世界地理　後藤武士 648 3/11 さよなら片思い　 キャンディス・キャンプ/鹿沼まさみ810

3/17 「オルグ」の鬼　労働組合は誰のためのものか　二宮　誠 未定

3/27 マルクスを再読する　主要著作の現代的意義的場昭弘 未定 3/11 キングコング　髑髏島の巨神　（仮） ティム・レボン/有澤真庭875 3/2 ３時間で頭が論理的になる本　 出口　汪 691

3/27 ゼロからわかる虚数　 深川和久 未定 3/11 再発見　日本の哲学　石原莞爾――愛と最終戦争　藤村安芸子 未定 3/17 素人手記　ほしがる人妻たち～初めての快感体験告白　（仮）愛の体験編集部691 3/2 歴史「不思議」物語　（仮） 井沢元彦 842

3/27 日本の地霊(ゲニウス・ロキ)　 鈴木博之 未定 3/11 アルキビアデス　クレイトポン　 プラトン/三嶋輝夫未定 3/24 クウォトアンの生贄　覚醒兵士アレックス・ハンター(上）　（仮）グレッグ・ベック/入間　眞756 3/2 「貧乏老後」に泣かないためのお金の新常識　（仮）横山光昭 691

3/27 日本中世に何が起きたか(1）　都市と宗教と「資本主義」網野善彦 未定 3/11 統合失調症あるいは精神分裂病　精神医学の虚実　計見一雄 未定 3/24 クウォトアンの生贄　覚醒兵士アレックス・ハンター(下）　（仮）グレッグ・ベック/入間　眞756 3/2 東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方　（仮）上田正仁 691

3/27 古代研究(4）民俗学篇(4) 折口信夫 未定 3/11 『老子』　その思想を読み尽くす　 池田知久 未定 3/28 蜜会　濡れる未亡人　＜新装版＞　（仮）葉月奏太 691 3/2 （最新版）「プチ・ストレス」にさよならする本　（仮）保坂　隆 648

3/27 フランス料理の歴史(1）　 ジャン・ピエール・プーラン/エドモン・ネランク未定 3/11 江戸の春画　 白倉敬彦/●　惟雄未定 3/30 恐怖実話　狂葬　（仮） 渋川紀秀 702 3/2 「任那」から読み解く古代史　（仮） 大平　裕 799

3/27 日本料理のコツ(1）　 杉田浩一/比護和子未定 3/11 新版　雨月物語　全訳注　 青木正次 未定 3/30 恐怖箱　死縁奇縁　（仮） 橘　百花 702 3/2 課長の時間術　（仮） 田中和彦 691

3/30 琉球の恐い話　（仮） 小原　猛 702 3/2 40歳から病気にならない人の習慣　（仮）満尾　正 691

3/27 少年と少女と正しさを巡る物語　サクラダリセット(7)河野　裕 未定 3/22 レディ・ヴィクトリア　ロンドン日本人村事件　篠田真由美 778 3/7 ふしだら新生活　（仮） 北條拓人 713 3/2 石田三成　 徳永真一郎 864

3/27 つれづれノート(31）　（仮） 銀色夏生 未定 3/22 大正箱娘　怪人カシオペイヤ　 紅玉いづき 745 3/22 となりの半熟妻　（仮） 庵乃音人 713 3/2 世界の名画謎解きガイド　歴史篇　（仮）日本博学●楽部756

3/27 許されざる花嫁　花嫁シリーズ 赤川次郎 未定 3/22 夜の瞳　霊媒探偵アーネスト　 風森章羽/雪広うたこ745 3/22 Ｌａｒｇｏ　―ラルゴ―　（仮） 西條六花/秋月イバラ756 3/9 海の絆　（仮） 秋月達郎 994

3/27 殺人へのミニ・トリップ　 西村京太郎 未定 3/22 社内恋愛禁止　～あなたと秘密のランジェリー～　（仮）深雪まゆ/駒城ミチヲ756 3/9 ひこばえに咲く　（仮） 玉岡かおる 864

3/27 新八犬伝　起 Toru Ishiyama未定 3/10 信州・奥多摩殺人ライン　 深谷忠記 未定 3/9 鯖猫長屋ふしぎ草紙　二の巻　（仮） 田牧大和 842

3/27 新八犬伝　承 Toru Ishiyama未定 3/10 旅立ちぬ　 佐伯泰英 未定 3/9 その他の外国語　 黒田龍之助 950 3/9 ジンリキシャングリラ　 山本幸久 799

3/27 池上彰の「経済学」講義　歴史編　戦後70年 世界経済の歩み池上　彰 未定 3/10 不自由な絆　 朝比奈あすか未定 3/9 ぼくの東京全集　 小沢信男 1512 3/9 いつか来た町　 東　直子 734

3/27 池上彰の「経済学」講義　ニュース編　覇権をめぐりお金が武器に池上　彰 未定 3/10 京都松原　テ・鉄輪　（仮） 入江敦彦 未定 3/9 教科書で読む名作　伊豆の踊子・禽獣ほか　川端康成 691 3/16 文蔵　2017.4　 「文蔵」編集部670

3/27 らんぼう　新装版 大沢在昌 未定 3/10 ユタが愛した探偵　 内田康夫 未定 3/9 教科書で読む名作　セメント●の中の手紙ほかプロレタリア文学　葉山嘉樹 799

3/27 群青のとき(1）　 今井絵美子 未定 3/10 組長刑事（デカ）　 南　英男 未定 3/9 悪党どものお楽しみ　 パーシヴァル・ワイルド/巴　妙子972 3/3 アイランド・オブ・グラス　 ノーラ・ロバーツ未定

3/27 入り婿侍商い帖(9）出仕秘命(3) 千野隆司/浅野隆広未定 3/10 乱歩の猟奇　江戸川乱歩セレクション 江戸川乱歩 未定 3/9 自由な自分になる本　増補版　 服部みれい 886

3/27 浅草の月　渡り●番人情帖(2) 吉田雄亮 未定 3/10 新廃線紀行　 嵐山光三郎 未定 3/9 ライツ・オン！　明治灯台プロジェクト 土橋章宏 756 3/17 十津川警部　愛憎の街東京　 西村京太郎 730

3/27 ただいまが、聞こえない　（仮） 坂井希久子 未定 3/10 夜叉萬同心　冬かげろう　 ●堂　魁 未定 3/9 ブコウスキーの酔いどれ紀行　 チャールズ・ブコウスキー/中川五郎907 3/17 トラップ　 相場英雄 600

3/27 カブキブ！(6）　 榎田ユウリ 未定 3/10 雪見船　 藤原緋沙子 未定 3/9 ウルトラ怪獣幻画館　 実相寺昭雄 972 3/17 むすびや　 穂高　明 600

3/27 ご主人様のいうとおり(1）　（仮） 高里椎奈 未定 3/10 春宵の恋　（仮） 喜安幸夫 未定 3/9 組織の限界　 ケネス・Ｊ・アロー/村上泰亮1080 3/17 髑髏城の七人　 中島かずき 720

3/27 人間とは何か(1）　 マーク・トウェイン/大久保博未定 3/10 ぬり壁のむすめ　ふたたび　（仮） 霜島けい 未定 3/9 頼山陽とその時代(上）　 中村真一郎 1512 3/17 あやかし屋台なごみ亭(2）　金曜の夜は風のお祭り篠宮あすか 630

3/27 山人として生きる　８歳で山に入り、100歳で天命を全うした伝説の猟師の智慧志田忠儀 未定 3/10 隠密旗本　（仮） 福原俊彦 未定 3/9 頼山陽とその時代(下）　 中村真一郎 1620 3/17 神様の診療所　 竹村優希 630

3/27 紅の五星　冷たい狂犬 渡辺裕之 未定 3/10 芭蕉庵捕物帳　 新宮正春 未定 3/9 増補　十字軍の思想　 山内　進 1080 3/17 本日、職業選択の自由が奪われました　（仮）秦本幸弥 650

3/27 横浜元町コレクターズ・カフェ(1）　（仮）柳瀬みちる 未定 3/10 絶　叫　 葉真中顕 未定 3/9 カント入門講義　超越論的観念論のロジック冨田恭彦 1296 3/17 女臭の弄獄　 睦月影郎 630

3/27 ＰＴＡグランパ！　 中澤日菜子 未定 3/10 馬と少年　 Ｃ・Ｓ・ルイス/土屋京子未定 3/9 北欧の神話　 山室　静 1080 3/17 欲望広告代理店　 沢里裕二 690

3/27 ゴースト・イン・ザ・シェル　攻殻機動隊ジョナサン・ハーマン未定 3/10 人生の短さについて　 セネカ/中澤　務未定 3/17 やっこらせ　 風野真知雄 620

3/10 不動産屋玲子の「クレーマー事件簿」　三浦　展 未定 3/23 痛みかたみ妬み　小泉喜美子傑作短篇集小泉喜美子 799 3/17 黒頭巾の夜　（仮） 鈴木英治 720

3/27 ホーンテッド・キャンパス(11）　 ●木理宇/ヤマウチシズ未定 3/10 日ハム栗山英樹のリーダーシップ　 児玉光雄 未定 3/23 国のない男　 カート・ヴォネガット/金原瑞人778 3/17 追跡者　 藤井邦夫 670

3/23 バン・マリーへの手紙　 堀江敏幸 799 3/17 浪人奉行(1）　（仮） 稲葉　稔 670

3/16 世界一わかりやすい　やりなおし中学英語　関　正生 未定 中 ３秒で即採用！　「超」実践プレゼン資料作成術　天野暢子 799 3/23 マインド・クァンチャ　The Mind Quencher森　博嗣 799 3/17 旗本金融道(4）　（仮） 経塚丸雄 640

3/16 美女と野獣　本物の愛を手に入れるフロムの言葉　ウォルト・ディズニー・ジャパン/鈴木　晶未定 中 クッキングピープル　ちび　 たけだみりこ 734 3/23 獄の極(上）　 矢月秀作 670 3/17 うちのお寺の総本山　 拓人社 660

3/16 新装版　ココ・シャネルという生き方　 山口路子 未定 3/23 獄の極(下）　 矢月秀作 670 3/17 納得させる話力　 土田晃之 610

3/18 岳飛伝(5）　紅星の章 北方謙三 未定 3/23 グレイス　 萩　耿介 821

3/16 勇者は、奴隷の君は笑え、と言った(1）　内堀優一/エナミカツミ未定 3/18 フェイバリット・ワン　 林真理子 未定 3/23 おらんだ忍者・医師了潤　御役目は影働き浮穴みみ 886 3/25 剣客相談人(19）　 森　　詠 700

3/16 悪の組織の求人広告(2）　 喜友名トト/虎　　龍未定 3/18 雨の降る日は学校に行かない　 相沢沙呼 未定 3/23 恋衣　とはずがたり　 奥山景布子 734 3/25 居眠り同心　影御用(22）　 早見　俊 700

3/16 異端なる尋問官の事件調書　ｆｉｌｅ．01　虐殺と誘惑の少女永野水貴/リウイチ未定 3/18 それは経費で落とそう　 吉村達也 未定 3/23 よすが横丁修理店　迷子の持ち主、お探しします及川早月 691 3/25 時雨橋あじさい亭(2）　 森真沙子 700

3/16 ジャバウォック(2）　～真田冥忍帖～ 友野　詳/吟 未定 3/18 世の中それほど不公平じゃない　浅田次郎　最初で最後の人生相談浅田次郎 未定 3/23 悪と往生　 山折哲雄 907 4/1 改訂版　哲学的な何か、あと科学とか　（仮）飲　　茶 756

3/18 夢のなかの魚屋の地図　 井上荒野 未定 3/23 還暦シェアハウス　 泉　麻人　 583 3/25 人妻部　童貞社員研修　（仮） 橘　真児 750

3/27 ｔｗｏ(下）　 映画館 未定 3/18 江戸前　通の歳時記　 池波正太郎 未定 3/23 逆転！　マネー戦略家族　 松村美香 778 3/25 生保レディ　契約してください　（仮） 霧原一輝 750

3/27 レンズの向こうのキミと世界(1）　（仮） あいみ 未定 3/18 へるん先生の汽車紀行　小泉八雲と不思議の日本芦原　伸 未定 3/23 持統天皇と藤原不比等　 土橋　寛 756 3/18 スライトリー・シェイディー　（原題） アマンダ・クイック/安藤由紀子1132

3/27 プレイオブカラー　（仮） 秋野　史 未定 3/18 『青鞜』の冒険　女が集まって雑誌をつくるということ森まゆみ 未定 3/23 地球連邦の興亡(4）　さらば地球の旗よ佐藤大輔 886 3/18 ノー・ワン・ノウズ　（原題） Ｊ・Ｔ・エリソン/水川　玲1132

3/18 別れの挨拶　 丸谷才一 未定 3/23 幕末・戊辰戦争　 金子常規 1080 4/1 自分に「ダメ出し」をしてしまうあなたへ　（仮）和田由里子 670

3/27 明治あやかし新聞(1）　怠惰な記者の裏稼業さとみ桜 未定 3/18 辻番奮闘記　危急　 上田秀人 未定 3/23 キルワーカー　警視庁組対特捜Ｋ 鈴峯紅也 670 3/11 妹は聖少女　（仮） 諸積直人 741

3/27 ひきこもりの弟だった(1）　 葦舟ナツ 未定 3/18 フェーストエンジン　 未須本有生 未定 3/23 組織の不条理　日本軍の失敗に学ぶ 菊澤研宗 未定 3/11 妻たちの初めての体験　（仮） 性実話研究会741

3/27 僕の町のいたずら好きなチビ妖怪たち(1）　翡翠ヒスイ 未定 3/18 明智小五郎事件簿(11）　「妖怪博士」「暗黒星」江戸川乱歩 未定 3/23 水滸伝　虚構のなかの史実 宮崎市定 907

3/27 繰り返されるタイムリープの果てに、きみの瞳に映る人は(1）　青葉優一 未定 3/18 君と100回目の恋　 大島里美 未定 3/11 潜る女　アナザーフェイス(8) 堂場瞬一 832

3/27 博多豚骨ラーメンズ(6）　 木崎ちあき 未定 3/18 鎌倉香房メモリーズ(5）　 阿部暁子/げ　　み未定 3/13 ルート66(上）　 キャロル・オコンネル/務台夏子1058 3/11 テミスの剣　 中山七里 821

3/27 オーダーは探偵に(8）　 近江泉美 未定 3/18 君と星の話をしよう 降織天文館とオリオン座の少年　相川　真/志村貴子未定 3/13 ルート66(下）　 キャロル・オコンネル/務台夏子1058 3/11 ともえ　 諸田玲子 799

3/27 ハッピー・レボリューション(1）　 星奏なつめ 未定 3/18 おやつカフェでひとやすみ　 瀬王みかる/しのとうこ未定 3/13 書店猫ハムレットの休日　 アリ・ブランドン/越智　睦1296 3/11 勁草の人　中山素平　 高杉　良 842

3/27 一年前の君に、一年後の君と。(1）　 相原あきら 未定 3/18 中目黒リバーエッジハウス　（仮） 岩本　薫/じゃのめ未定 3/13 回想のぬいぐるみ警部　 西澤保彦 778 3/11 男ともだち　 千早　茜 799

3/13 魔導の福音　 佐藤さくら 1037 3/11 夜の署長　 安東能明 734

3/16 秋霜　ブラディ・ドール(4）　 北方謙三 未定 3/8 あした世界が、　 柴崎竜人 659 3/22 ブラウン神父の知恵 〔新版〕　 Ｇ・Ｋ・チェスタトン/中村保男799 3/11 薫風鯉幟　酔いどれ小籐次　決定版(10)佐伯泰英 778

3/16 幻想古書店で珈琲を(4）　（仮） 蒼月海里 未定 3/8 その手をにぎりたい　 柚木麻子 616 3/22 コードネーム・ヴェリティ　 エリザベス・ウェイン/吉澤康子1296 3/11 狼虎の剣　 鳥羽　亮 702

3/16 茶碗継ぎの恋　編集者 風見菜緒の推理　鏑木　蓮 未定 3/8 スープの国のお姫様　 樋口直哉 745 3/22 花嫁首　眠狂四郎ミステリ傑作選 柴田錬三郎/末國善巳1404 3/11 春秋の檻　獄医立花登手控え 藤沢周平 778

3/16 綺良のさくら　 今井絵美子 未定 3/8 テレビ玉手箱　立役者たちの告白　 サライ編集部 529 3/22 ぼくが死んだ日　 キャンデス・フレミング/三辺律子972 3/11 風雪の檻　獄医立花登手控え 藤沢周平 778

3/16 恋文　ゆめ姫事件帖　 和田はつ子 未定 3/8 付添い屋・六平太　天狗の巻　おりき　金子成人 648 3/22 エリシア　（仮） ブライアン・ラムレイ/夏来健次1188 3/11 鬼平犯科帳　決定版(6）　 池波正太郎 713

3/16 つわもの長屋　十三人の刺客　 新美　健 未定 3/8 追　憶　 青島　武 540 3/13 アフターパーティ(上）　（仮） ダリル・グレゴリイ/小野田和子972 3/11 鬼平犯科帳　決定版(7）　 池波正太郎 713

3/8 突然ですが、明日結婚します　 豊田美加/宮園いづみ616 3/13 アフターパーティ(下）　（仮） ダリル・グレゴリイ/小野田和子972 3/11 あのひとたちの背中　 重松　清 929

3/4 あなたを奪うの。　 窪　美澄/彩瀬まる626 3/8 ＳＩＮＧ　 澁谷正子 680 3/11 私を通りすぎた政治家たち　 佐々淳行 788

3/4 国ゆたかにして義を忘れ　 井上ひさし/つかこうへい691 3/28 アイアムアヒーロー　ＴＨＥ　ＮＯＶＥＬ　朝井リョウ/中山七里702 3/4 クレオパトラの葬列　〈新装版〉 赤川次郎 680 3/11 悪魔の勉強術　年収一千万稼ぐ大人になるために佐藤　優 702

3/4 私が語り伝えたかったこと　 河合隼雄 734 3/4 伊庭八郎　凍土に奔る　 秋山香乃 756 3/11 ためない心の整理術　 岸本葉子 691

3/4 皇室の祭祀と生きて　内掌典57年の日高々谷朝子 907 3/16 陰謀の天皇金貨　 加治将一 未定 3/4 背　水　 麻倉一矢 691 3/11 漢和辞典的に申しますと。　 円満字二郎 832

3/4 恋する原発　 高橋源一郎 896 3/16 ＰＯ　警視庁組対部第三課・片桐美波　深町秋生 未定 3/4 グリーン・グリーン　 あさのあつこ 734 3/11 人生に大切なことはみんなテレビに教わった　戸部田誠（てれびのスキマ）875

3/4 みだら英泉　 皆川博子 799 3/16 黎明の笛　陸自特殊部隊“竹島”奪還　数多久遠 未定 3/4 僕の殺人　 太田忠司 713 3/11 時限紙幣　 ロジャー・ホッブズ/田口俊樹1156

3/4 見たのは誰だ　 大下宇陀児 864 3/16 悪党　警視庁組対部分室　 南　英男 未定 3/4 さよなら人妻　 草凪　優 691 3/11 東京の下町＜新装版＞　 吉村　昭/永田　力832

3/4 デカメロン(上）　 ボッカッチョ/平川祐弘1080 3/16 ホームズ連盟の事件簿　 北原尚彦 未定 3/4 虎の尾　 今野　敏 745

3/4 植物はそこまで知っている　感覚に満ちた世界に生きる植物たちダニエル・チャモヴィッツ/矢野真千子842 3/16 友よ　便り屋お葉日月抄(10）　 今井絵美子 未定 3/4 正倉院の闇　 鈴木英治 713 3/18 白熱講義！日本国憲法改正　 小林　節 740

3/16 火喰鳥　羽州ぼろ鳶組　 今村翔吾 未定 3/4 ブラックチェイン　 鈴峯紅也 724 3/18 私とプロ野球　 野村克也 740

3/16 有頂天家族　二代目の帰朝　 森見登美彦 未定 3/16 完本密命(21）　相克　陸奥巴波 佐伯泰英 未定 3/4 水中少女　 堀川アサコ 691

3/16 相撲ガールズ　 鹿目けい子 未定 3/16 齋藤孝のざっくり！西洋哲学　 齋藤　孝 未定 3/4 報復遊戯　 南　英男 713 3/4 新しい単位　 世界単位認定協会648

3/16 へたれ探偵 観察日記　たちあがれ、大仏　椙本孝思 未定 3/4 警察庁広域機動隊　 六道　慧 691 3/4 東京老舗ごはん　 森まゆみ 670

3/16 町奉行内与力奮闘記(4）　連環の罠 上田秀人 未定 3/30 磁極反転の日　 伊与原新 961 3/4 臨時特急「京都号」殺人事件　 西村京太郎 734 3/4 光と闇の旅人(3）　決戦のとき（仮） あさのあつこ 605

3/30 「働き方」の教科書　「無敵の50代」になるための仕事と人生の基本出口治明 594 3/4 小説「聖書」　旧約篇(下) ウォルター・ワンゲリン/仲村明子1026 3/4 ことづて屋　寄りそう人　 濱野京子 691

3/17 大江戸巨魂侍(12）　大坂城の幽女 鳴海　丈 700 3/30 たけしの面白科学者図鑑　人間が一番の神秘だ！　ビートたけし/関野吉春562 3/4 英国幻視の少年たち(4）　ウォール・オブ・チューン深沢　仁 691

3/17 突撃ビューティフル　 ヒキタクニオ 720 3/30 私家本　椿説弓張月　 平岩弓枝 594 3/4 あなたの人生は「選ばなかったこと」で決まる　（仮）竹内健蔵 918 3/4 水沢文具店　あなただけの物語おつくりします安澄加奈 691

3/30 猟師の肉は腐らない　 小泉武夫 680 3/4 80人の物語で学ぶ働く意味生きる意味　川村真二 864

3/8 閻魔帳　（仮） 和久田正明 680 3/30 新潮ことばの扉　教科書で出会った古文・漢文一〇〇　有馬義貴/木下　優680 3/20 ツアープランはサスペンス　（仮） 桔梗　楓/マキヒロチ699

3/8 暴れ宰相　徳川綱重(2）　 鷹井　伶 702 3/30 野山の生き物　ポケット図鑑　 久保田修 724 3/24 三人の未亡人兄嫁　（仮） 鏡　龍樹 未定

3/8 最強の相棒　ひねくれ浪人と腰抜け若様　（仮）飯野笙子 702 3/30 恋するディズニー　別れるディズニー　堀井憲一郎 529 3/24 混浴熟女　（仮） 小鳥遊葵 未定 3/29 封印された古代史の謎　 並木伸一郎 648

3/8 用心棒無名剣(2）　 いずみ光 680 3/30 仙丹の契り　僕僕先生　 仁木英之 724 3/24 制服狩り　（仮） 冬木弦堂 未定 3/29 眠れないほど面白い京都　 中根　一 648

3/8 日本北朝鮮戦争　（仮） 子竜　螢 1000 3/30 すべてはあの謎にむかって　 川上未映子 未定 3/24 訪問調教　（仮） 御前零士 未定 3/29 「プチプラ」で誰よりおしゃれに見せる30のルール　早川瑠里子 648

3/18 神様の弟子　～チビ龍の子育て～　 加賀見彰 702 3/30 かくも水深き不在　 竹本健治 594 3/24 熟女がいる六つの風景　（仮） 青橋由高 未定 3/22 “しくじり”から学ぶ世界史　 宇山卓栄 648

3/30 ケーキ王子の名推理(2）　 七月隆文 562 3/24 奴隷の島　（仮） 多久間太 未定 3/22 孔子　人間、どこまで大きくなれるか　渋沢栄一/竹内　均648

中 社会人として大切なことはすべてリッツ・カールトンで学んだ　清水健一郎 680 3/30 シマイチ古道具商　 蓮見恭子 637 3/22 すぐに書ける！　「頭のいい文章」のコツ　高橋俊一 648

中 開国から終戦まで　日本近代史の大誤解　夏池優一 680 3/30 チャップリン自伝　若き日々 チャールズ・チャップリン/中里京子724 3/16 フクシノヒト　こちら福祉課保護係　 先崎綜一/役所てつや626 3/22 入社１年目のエクセル仕事術　 中山真敬 648

3/30 機密奪還(上）　 マーク・グリーニー/田村源二853 3/22 服を８割減らして、おしゃれになる方法　葉山莉江 648

3/11 毎週木曜日　 柚木あい 680 3/30 機密奪還(下）　 マーク・グリーニー/田村源二810 3/9 募る想いは花束にして　 エリザベス・ホイト/白木智子1037

3/9 壁の花のひめやかな恋　 アナ・ベネット/小林由果1080 3/18 手塚治虫シナリオ集成　1981－1989　手塚治虫 972

3/14 心訳　般若心経　 枡野俊明 756 3/10 子どもの心に届く「いい言葉」が見つかる本　名言発掘委員会961 3/9 スープ専門店(2）　招かれざる客には冷たいスープをコニー・アーチャー/羽田詩津子929

3/10 仕事ができて夢もかなう勉強の法則　臼井由妃 756 3/9 秘密のお料理代行(2）　真冬のマカロニチーズは大問題！ジュリア・バックレ/上條ひろみ929
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3/2 愛されないから愛してる！　（仮） 水月　青/みずきたつ691 3/16 勇者は、奴隷の君は笑え、と言った(1）　内堀優一/エナミカツミ未定 3/2  鬱金の暁闇(30）　 前田珠子/小島　榊583

3/2 期間限定のご主人様　（仮） 飯塚まこと/ひのもといちこ691 3/16 悪の組織の求人広告(2）　 喜友名トト/虎　　龍未定 3/2 後宮幻華伝 奇奇怪怪なる花嫁は謎めく機巧を踊らす　はるおかりの/由利子659

3/16 異端なる尋問官の事件調書　ｆｉｌｅ．01　虐殺と誘惑の少女永野水貴/リウイチ未定 3/2 聖女が魔を抱く童話 葡萄の聖女の料理帖　長尾彩子/宵マチ637

3/18 人　魚　（仮） 中原一也/小山田あみ734 3/16 ジャバウォック(2）　～真田冥忍帖～友野　詳/吟 未定 3/2 飛べない鍵姫と解けない飛行士 その箱、開けるべからず　山本　瑤/カズアキ616

3/20 侍女ですが恋されなければ窮地です(2）　（仮）倉下　青/椎名咲月689 3/16 花冠の王国の花嫌い姫(4）　縁を結ぶゼラニウム長月　遥/ま　　ち未定 3/25 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム(2）　新木　伸/卵の黄身未定

3/20 転生乙女は恋なんかしない～三角関係ご遠慮します！！～　小野上明夜/松本テマリ669 3/16 ケダモノと王女の不本意なキス(1）　松村亜紀/山田シロ未定 3/25 セーブ＆ロードのできる宿屋さん(3）　～カンスト転生者が宿屋で新人育成を始めたようです～稲荷　竜/加藤いつわ未定

3/20 鳥かごの大神官と侯爵令嬢　 佐槻奏多/増田メグミ689 3/16 残念公主の仙カツ事情(1）　完璧家令と後宮で○○生活始めます！チサトアキラ/三浦ひらく未定 3/25 棘道の英獣譚　 野々上大三郎/えいひ未定

3/25 ホテル ギガントキャッスルへようこそ　SOW/桜木　蓮 未定

4/1 月刊　人外妄想図鑑　〔巨人族〕(2）　ひよこマッチ/白崎小夜700 3/16 ディバインゲート(1）　Ｏｐｅｎ　ｙｏｕｒ　Ｇａｔｅ佐々木禎子/ガンホー・オンライン・エンターテイメント未定

4/1 今更です！！　 し　　き/すがはらりゅう700 3/16 アルスマグナ　The Beginning～コンスタンティンを捜せ！～(1）　石倉リサ/上原朋子未定 3/18 異世界修学旅行(5）　 岡本タクヤ/しらび未定

3/16 ミコシバさん(1）　柴犬のお嫁さんになりました。（仮）結都せと/ぽぽるちゃ未定 3/18 俺、ツインテールになります。ＥＸ　 水沢　夢/春日　歩未定

中 最強喰いのダークヒーロー(3）　 望　公太/へいろー659 3/16 闇の皇太子(7）　番外編集 金沢有倖/伊藤明十未定 3/18 七星のスバル(5）　 田尾典丈/ぶーた未定

中 中古でも恋がしたい！(9）　 田尾典丈/ReDrop648 3/18 ストライクフォール(2）　 長谷敏司/筑波マサヒロ未定

中 中古でも恋がしたい！(9）　ドラマCD付き限定特装版田尾典丈/ReDrop2376 3/8 皇子と刀剣の花嫁　 秋山みち花/Ciel未定 3/18 ふぉーくーるあふたー(4）　 水沢　夢/bun150未定

中 リリエールと祈りの国　 白石定規/あずーる670 3/8 偽りの花嫁と真実の恋　 月東　湊/森原八鹿未定 3/18 僕の地味な人生がクズ兄貴のせいでエロコメディになっている。(2）　赤月カケヤ/成沢　空未定

中 地球丸ごと異世界転生(2）　～最弱のスライムを召喚してしまったモンスタートレーナーのオレが、その子といっしょに最強を目指す～kt60/〆鯖コハダ648 3/18 勇者に期待した僕がバカでした(3）　ハマカズシ/Ixy 未定

中 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　ファミリアクロニクル　episodeリュー　大森藤ノ/ニリツ 648 3/31 千年戦争アイギス　白の帝国編(2) むらさきゆきや/七原冬雪未定

中 ギャンブル・ウィッチ・キングダム(2）　菱川さかく/夕　　薙680 3/31 賢者の孫(6）　（仮） 吉岡　剛/菊池政治未定 3/11 あの日の君と、今日の僕　 久我有加/左京亜也670

3/31 グランブルーファンタジー(7）　 はせがわみやび/Cygames未定 3/11 家政夫とパパ　 栗城　偲/Ciel 670

3/24 敏腕秘書の不埒な教育　 森崎結月/一越Ａ区690 3/31 愛原そよぎのなやみごと(1）　 雪瀬ひうろ/籠　　目未定

3/31 小説版めがみめぐり(1）　（仮） 櫂末高彰/箕星太朗未定 3/14 異世界コンビニ(3）　 榎木ユウ 691

3/27 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント(5）　ネコ光一/Nardack778

3/27 灰かぶりの賢者(1）　アーカイドの剣聖夏月　涼/ともぞ 702 3/20 編集さんとＪＫ作家の正しいつきあい方(1）　あさのハジメ/6U☆未定 3/7 胸騒ぎのオフィス　 日向唯稀 691

3/27 灰と幻想のグリムガル(10）　 十文字青/白井鋭利745 3/20 食べるだけでレベルアップ！(1）　～駄女神といっしょに異世界無双～kt60/ち　　り 未定 3/7 甘くてキケンな主従関係　 三季貴夜 691

3/20 異世界取材記(1）　～ライトノベルができるまで～田口仙年堂/東　　西未定 3/7 君のために僕がいる(2）　 井上美珠 691

3/29 紳士と野蛮　（仮） 高遠琉加/Ciel 710 3/20 デート・ア・バレット(1）　デート・ア・ライブ フラグメント東出祐一郎/橘　公司未定

3/29 淫魔に操を奪われました　 森本あき/榊　空也670 3/20 ＲＥ；ＳＥＴ〉学園シミュレーション(1）　１万4327度目のボクは、１度目のキミに恋をする。土橋真二郎/竹岡美穂未定 3/14 運命の乙女は狂王に奪われる　 木野美森 691

3/29 未　定　 伊郷ルウ/水名瀬雅良670 3/20 真・天地無用！魎皇鬼外伝　天地無用！ＧＸＰ(15）　簾座連合編梶島正樹/AIC 未定 3/14 軽い気持ちで替え玉になったらとんでもない夫がついてきた。(2）　奏多悠香 691

3/14 異世界でカフェを開店しました。(1）　甘沢林檎 691

3/27 巻き込まれ異世界召喚記(1）　 結城ヒロ/hatsuko未定 下 天使と悪魔の禁忌な黙示録　 竹内けん/ダイアル721

3/27 クソゲー・オンライン（仮）(3）　「このクソゲーが現実だと私だけが知っている」 つちせ八十八/に　　ろ未定 3/14 ルーントルーパーズ(2）　自衛隊漂流戦記浜松春日 659

3/27 落ちてきた龍王と滅びゆく魔女の国(11）　舞阪　洸/よう太未定 3/16 花待つ君に捧ぐ愛　 和泉　桂/yoco 648 3/14 左遷も悪くない(5）　 霧島まるは 659

3/27 ぼくたちのリメイク(1）　十年前に戻ってクリエイターになろう！木緒なち/えれっと未定 3/16 巫女神楽の夜の契り　 水原とほる/街子マドカ680 3/14 俺と蛙さんの異世界放浪記(4）　 くずもち 659

3/27 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活(12）　長月達平/大塚真一郎未定 3/16 アクアブルーに恋は濡れて　 四ノ宮慶/高城たくみ713

3/27 ワールドエンドアトラクション(1）　 つくも三太/ハル犬未定 3/16 パパの彼氏はポリスマン　 玄上八絹/陵クミコ713 3/22 Ｌａｒｇｏ　―ラルゴ―　（仮） 西條六花/秋月イバラ756

3/27 境域のアルスマグナ(2）　盾の死神と博士の絡新婦絵戸太郎/パルプピロシ未定 3/16 喫茶男子と子守りと甘い恋　 松幸かほ/亀井高秀648 3/22 社内恋愛禁止　～あなたと秘密のランジェリー～　（仮）深雪まゆ/駒城ミチヲ756

3/27 突然ですが、お兄ちゃんと結婚しますっ！(1）　そうか、布団なら敷いてあるぞ。塀流通留/ねぶそく未定 3/16 湯けむり子連れ甘恋日和　 榛名　悠/石田　要648

3/27 アンチスキル・ゲーミフィケーション(2）　不機嫌なエルフはグリフィンと飛ぶ夢を見る土橋真二郎/天川さっこ未定 3/16 甘くて純粋、少し悪党　 雪代鞠絵/高星麻子648 3/27 この恋、革命系。　 田知花千夏/三池ろむこ616

3/27 この異世界は俺のもの！(1）　～他の転生勇者は必ず俺が追い返す！～伊藤ヒロ/荻pote未定 3/16 赫蜥蜴の閨　 沙野風結子/奈良千春713 3/27 人魚姫の真珠　 華藤えれな/北沢きょう616

3/27 魔導少女に転生した俺の双剣が有能すぎる(2）　岩波　零/Gilse 未定 3/27 恋は乱される　（仮） 栗城　偲/高緒　拾616

3/27 今日から俺はロリのヒモ！(3）　 暁　　雪/へんりいだ未定 3/3 薔薇の乙女は秘密の扉を開ける　 花夜　光/梨とりこ未定

3/27 14歳とイラストレーター(2）　 むらさきゆきや/溝口ケージ未定 3/3 幻獣王の心臓　四界を統べる瞳　 氷川一歩/沖麻実也未定 3/31 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。(1）　しょぼんぬ/姐　　川670

3/27 三千世界の英雄王〈レイズナー〉(3）　女帝と剣帝壱日千次/おりょう未定 3/3 華姫は二度愛される　 北條三日月/KRN未定 3/31 ギルドのチートな受付嬢(5）　 夏にコタツ/三弥カズトモ640

3/27 聖剣転生してギャルと…！？(2）　 落合祐輔/あなぽん未定 3/3 万華鏡位相～Ｄｅｖｉｌ’ｓ　Ｓｃｏｐｅ～　欧州妖異譚(15）　篠原美季/かわい千草未定 3/31 必勝ダンジョン運営方法(6）　 雪だるま/ファルまろ700

3/31 再臨勇者の復讐譚～勇者やめて元魔王と組みます～(3）　羽咲うさぎ/しらこみそ630

3/2 異世界詐欺師のなんちゃって経営術(4）　宮地拓海/ファルまろ未定 3/3 マクロスΔ(2）　ウインダミア空中騎士団小太刀右京 未定 3/31 物理さんで無双してたらモテモテになりました(8）　kt60/cccpo 670

3/2 サークルクラッシャーのあの娘、ぼくが既読スルー決めたらどんな顔するだろう(2）　秀　　章/R_りんご未定 3/3 ドラどら王子の花嫁選び　 愛坂タカト/よ　　ん未定 3/24 悪い男には裏がある　 海野　幸/小椋ムク669

3/2 滅びゆく世界を救うために必要な俺以外の主人公の数を求めよ(2）　みかみてれん/森倉　円未定 3/3 誉められて神軍(2）　富士帝国への道竹井10日/CUTEG702 3/24 スケスケ☆ヒーロー　 淡路　水/三池ろむこ669

3/2 縛りプレイ英雄記(1）　奇跡の起きない聖女様語部マサユキ/ぎうにう未定 3/3 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術(7）　むらさきゆきや/鶴崎貴大未定

3/2 ひとくいマンイーター(2）　 大澤めぐみ/U35未定 3/3 正しい異能の教育者　ワケあり異能少女たちは最強の俺と卒業を目指す　朱月十話/葉山えいし未定 3/11 絢爛たる愛人契約　～年上公爵様の愛しのバレリーナ～　春木彩花/DUO BRAND.741

3/2 サイバーアーツ(1）　真紅の虚獣 瀬尾つかさ/ヤッペン未定 4/1 カタリカタルは謀略師　 神野オキナ 713

3/2 ウィザーディング・ゲーム(1）　 岬かつみ/彩　　樹未定 4/1 白翼のポラリス　 阿部藍樹/やすも未定 中 嫌な顔されながら子づくりさせてもらいたい　（仮）上原りょう/40原未定

4/1 ＣＨＡＯＳ；ＣＨＩＬＤ　―Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓ　Ｒｅｖｉｖｅ―　梅原英司/MAGES.702 中 亡国の剣姫と忘国の魔王　（仮） わかつきひかる/つかこ未定

3/2 厨病激発ボーイ(4）　 藤並みなと/れるりり(Kitty creators)未定 4/1 想世のイシュタル　 曽我部浩人/めろん22未定 中 思った以上に透視能力　（仮） アナルカン/MtU未定

3/2 一華後宮料理帖　第三品　 三川みり/凪かすみ未定

3/2 重装令嬢モアネット(1）　 さ　　き/増田メグミ未定 3/18 ハーフ社長は黒バラの騎士　～姪っ子モデル騒動記！～　ゆみみゆ/ケイト702 3/11 秘蜜の褥　 あさひ木葉/小路龍流未定

3/18 王子ともっと子育て　～ベビーシッターシンデレラ物語～(2）　（仮）墨谷佐和/秋山こいと702

3/2 異世界の王に溺愛されています　 佐倉　温/こうじま奈月未定 中 俺様な国王と内気な王女様　（仮） 蒼磨　奏/蔦森えん未定

3/2 一角獣は楽園にまどろむ　～ドラゴンギルド～(4)鴇　六連/沖麻実也未定 3/22 仁義なき嫁　乱雲編　 高月紅葉/高峰　顕756 中 皇帝陛下の執着の花嫁　（仮） 桜舘ゆう/山田パン未定

3/2 狼伯爵のごちそう花嫁　 浅見茉莉/金ひかる未定 3/22 腹黒アルファと運命のつがい　 ゆりの菜櫻/アヒル森下756 中 総督閣下の絶対寵愛　（仮） せらひなこ/やすだしのぐ未定

3/2 シークと踊り子　（仮） 伊織みな/えとう綺羅未定 3/11 花屋の倅と寺息子　高爪統吾と心霊スポット　●来奈都/藤村ゆかこ778 上 過激な溺愛　弁護士（♀）と極道カレシ　（仮）槇原まき/田中　琳未定

上 オジサマ社長の甘い檻　（仮） 佐木ささめ/城之内寧々未定

3/11 テイルズ オブ ベルセリア(上）　 山本カズヨシ/バンダイナムコエンターテインメント未定 3/27 騎士姫の純愛日記　（仮） 白石まと/ことね壱花690 上 身代わり社長　（仮） 御堂志生/辰巳　仁未定

3/27 竜王の強引求婚溺愛譚　（仮） すずね凜/ウエハラ蜂690

3/11 オリンポスの郵便ポスト(1）　 藻野多摩夫/いぬまち未定 3/27 年下王子の溺愛策略　（仮） 小出みき/氷堂れん690 3/14 あめと星の降るところ―朝丘　戻　Complete Book―(1）　（仮）朝丘　戻/テクノサマタ800

3/11 賭博師は祈らない(1）　 周藤　蓮/ニリツ未定 3/14 春と秋とソラの色―朝丘　戻　Complete Book―(2）　（仮）朝丘　戻/yoco 800

3/11 キラプリおじさんと幼女先輩(1）　 岩沢　藍/Mika Pikazo未定 3/17 侯爵様と身分違いの恋は運命を越えて　～秘密の令嬢への一途な愛～（仮）早瀬響子/上原た壱659

3/11 縫い上げ！　脱がして？　着せかえる！！(1）　彼女が高校デビューに失敗して引きこもりと化したので、俺が青春をコーディネートすることに。うわみくるま/かれい未定 3/17 騎士団長と『仮』王宮生活！？　～ロイヤル・ファミリー～立花実咲/えとう綺羅700 3/18 銀色のスナイパー　 名もなき多肉/赤井てら702

3/11 最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点(4）　その名は『ぶーぶー』鎌池和馬/真　　早未定 3/17 聖獣さまのなすがまま！　（仮） 深森ゆうか/瀧　順子700

3/11 ガンゲイル・オンライン(6）　―ワン・サマー・デイ―時雨沢恵一/川原　礫未定 3/2 六畳間の侵略者！？(25）　 健　　速/ポコ 669

3/11 天使の３Ｐ！×９　 蒼山サグ/てぃんくる未定 3/4 妄想女子はお隣に住むドＳな上司に抱かれたい　玉紀　直/Ｕ子王子700 3/2 アイテムチートな奴隷ハーレム建国記(4）　猫又ぬこ/奈津ナツナ669

3/11 スティール！！(1）　最凶の人造魔術士と最強の魔術回収屋桜咲　良/狐　　印未定 3/2 最強魔法師の隠遁計画(1）　 イズシロ/ミユキルリア669

3/11 終奏のリフレイン(1）　 物草純平/藤ちょこ未定 3/11 裏切者　 小塚佳哉/サマミヤアカザ670 3/2 ギャルスレイヤーだけどギャルしかいない世界に来たからギャルサーの王子になることにした　白乃友/nec●mi669

3/11 狼と羊皮紙(2）　 支倉凍砂/文倉　十未定 3/11 かわいいお風呂屋さん　 小鳥屋りと子/八千代ハル713

3/11 こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌(1）　峰守ひろかず/三上　延未定 中 これって運命？　一途な征服王の過激な寵愛　すずね凛/田中　琳702

3/27 未　定　 井上ハルヲ/笠井　あゆみ670

3/20 オルタンシア・サーガ(1）　―蒼の騎士団―和智正喜/セガゲームス／f4samurai未定
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ダッシュエックス文庫

ぽにきゃんＢＯＯＫＳ　ライトノベルシリーズ

チュールキス文庫

乙蜜ミルキィ文庫

ショコラ文庫

オパール文庫

ガブリエラ文庫

ロイヤルキス文庫

レジーナ文庫

二次元ドリーム文庫

講談社ラノベ文庫

ハニー文庫

美少女文庫

アルファライト文庫

幻冬舎ルチル文庫

蜜夢文庫

キャラ文庫

講談社Ｘ文庫ホワイトハート

モンスター文庫

角川スニーカー文庫

角川ルビー文庫

ジュエル文庫 ＳＫＹＨＩＧＨ文庫

ＨＪ文庫

電撃ゲーム文庫

電撃文庫

セシル文庫

ティアラ文庫

ラルーナ文庫

ドラゴンブック

プラチナ文庫

ダリア文庫

ＬｉＬｉＫ（リリ）文庫

一迅社文庫アイリス

ＧＡ文庫

プリズム文庫

オーバーラップ文庫

ガッシュ文庫

ＭＦ文庫Ｊ


