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8/8 恋の法廷式　 北尾トロ 691 8/10 さいとう市立さいとう高校野球部(上）　 あさのあつこ 未定 8/30 乙女の家　 朝倉かすみ 810 8/2 孔雀宮のロマンス　 ヴァイオレット・ウィンズピア/安引まゆみ670

8/8 ウエストウイング　 津村記久子 907 8/10 さいとう市立さいとう高校野球部(下）　 あさのあつこ 未定 8/30 カエルの楽園　 百田尚樹 562 8/2 天使のくちづけ　 ヘレン・ビアンチン/古城裕子670

8/8 おばあさん　 獅子文六 907 8/10 おまめごとの島　 中澤日菜子 未定 8/30 機巧のイヴ　 乾　緑郎 724 8/2 情事という名の罰　 ジェイン・Ａ・クレンツ/高山　恵670

8/8 信　子　 獅子文六 756 8/10 身代わりの空(上）警視庁犯罪被害者支援課(4) 堂場瞬一 未定 8/30 螺旋の手術室　 知念実希人 767 8/2 シチリアでもう一度　 サラ・モーガン/西江璃子670

8/8 青の騎士ベルゼルガ物語　『Ｋ’』　 はままさのり 799 8/10 身代わりの空(下）警視庁犯罪被害者支援課(4) 堂場瞬一 未定 8/30 水葬の迷宮　警視庁特捜７ 麻見和史 724 8/2 追　憶　 サラ・クレイヴン/長沢由美670

8/8 青の騎士ベルゼルガ物語　絶叫の騎士　 はままさのり 972 8/10 ラン迷宮　二階堂蘭子探偵集　 二階堂黎人 未定 8/30 よしもと血風録　吉本興業社長・大﨑洋物語 常松裕明 767 8/2 ナポリから来た恋人　 リン・グレアム/藤村華奈美670

8/10 星空を願った狼の　薬屋探偵怪奇譚　 高里椎奈 未定 8/30 老老戦記　 清水義範 562 8/11 ラベルは“妻”　 キャサリン・ジョージ/久坂　翠540

8/11 性の体験告白　モモとザクロ サンケイスポーツ文化報道部810 8/10 献灯使　 多和田葉子 未定 8/30 天草四郎の犯罪　 西村京太郎 529 8/11 シチリアからの誘惑者　 ミシェル・リード/水間　朋540

8/11 人生を変えた忘れられない犬の話　 日本動物愛護協会 720 8/10 新装版　ローズガーデン　 桐野夏生 未定 8/30 愛なんて嘘　 白石一文 724 8/11 季節巡りて(上）　 キャスリーン・Ｅ・ウッディウィス/琴葉かいら870

8/10 大江戸妖怪かわら版(7）　大江戸散歩 香月日輪 未定 8/30 変見自在　サンデルよ、「正義」を教えよう　 髙山正之 529 8/11 季節巡りて(下）　 キャスリーン・Ｅ・ウッディウィス/琴葉かいら870

8/19 ヨーロッパの昔話　その形と本質 マックス・リュティ/小澤俊夫未定 8/10 道徳の時間　 呉　勝浩 未定 8/30 階段島シリーズ(5）　（仮） 河野　裕 未定 8/11 恋人はドアの向こうに　 ローリー・フォスター/兒嶋みなこ980

8/19 芥川竜之介紀行文集　 山田俊治 未定 8/10 硝子の探偵と消えた白バイ　 小島正樹 未定 8/30 勿忘草　特殊犯対策官室防犯二係（仮） 古野まほろ 未定 8/11 この夏、恋に落ちて　 ダイアナ・パーマー/伊坂奈々900

8/19 荒涼館(2）　 ディケンズ/佐々木徹未定 8/10 名探偵傑作短編集　御手洗潔編　 島田荘司 未定 8/30 ヴァチカン図書館の奇譚コレクション　（仮） 篠原美季 594

8/19 プレヴェール詩集　 プレヴェール/小笠原豊樹未定 8/10 名探偵傑作短編集　法月綸太郎編　 法月綸太郎 未定 8/30 オークブリッジ邸の笑わない貴婦人(3）　（仮） 太田紫織 724 8/2 地政学で考える日本の未来　中国の覇権戦略に立ち向かう櫻井よしこ 842

8/19 アイヒマン調書　ホロコーストを可能にした男 ヨッヘン・フォン・ラング/小俣和一郎未定 8/10 名探偵傑作短編集　火村英生編　 有栖川有栖 未定 8/30 ねじの回転　 ヘンリー・ジェイムズ/小川高義497 8/2 死を笑う―うさぎとまさると生と死と　（仮） 佐藤　優/中村うさぎ691

8/19 花のようなひと　 佐藤正午/牛尾　篤未定 8/10 廃校先生　 浜口倫太郎 未定 8/30 アメリカン・ウォー(上）　 オマル・エル・アッカド/黒原敏行637 8/2 すっきり、ていねいに暮らすこと　（仮） 渡辺有子 691

8/10 浜村渚の計算ノート　８さつめ　 青柳碧人 未定 8/30 アメリカン・ウォー(下）　 オマル・エル・アッカド/黒原敏行637 8/2 夫の終い方、妻の終い方　（仮） 中村メイコ 691

下 日本陸軍の大砲　 高橋　昇 832 8/10 逆島達雄と進駐官養成高校の決闘編(2）　 石田衣良 未定 8/2 世界史を創った15の道　（仮） 日本博学倶楽部 734

下 四人の連合艦隊司令長官　 吉田俊雄 961 8/10 ８月15日に吹く風　 松岡圭祐 未定 8/10 日本人が知らない　世界地図の大疑問100　 話題の達人●楽部 756 8/2 イヤな自分とサヨナラする方法　 小池龍之介 691

下 特攻隊員語録　 北影雄幸 929 8/10 カルマ真仙教事件(中）　 濱　嘉之 未定 8/10 図説　迷宮の日本史　 歴史の謎研究会 918 8/2 面白くて眠れなくなる数学　（仮） 桜井　進 670

下 海軍水上機隊　 高木清次郎 950 8/10 ルパンの娘　 横関　大 未定 8/2 愛と祈りで子どもは育つ　（仮） 渡辺和子 691

下 満州　安寧飯店〈新装版〉　 岡田和裕 994 8/10 橇・豚群・渦巻ける烏の群　（仮） 黒島伝治 1404 8/9 50歳からの「お金の不安」がなくなる本　 横山光昭 702 8/9 本所おけら長屋(9）　 畠山健二 670

8/10 ヘンリー・ジェイムズ傑作選　 ヘンリー・ジェイムズ/行方昭夫1944 8/9 フランス人は10着しか服を持たない(2）　 ジェニファー・Ｌ・スコット/神崎朗子702 8/11 文蔵　2017.9　 「文蔵」編集部 670

8/10 危険な夜のキャスティング　 ザラ・コックス/多田桃子1132 8/18 三人の二代目(上）　 堺屋太一/鈴木成一デザイン室未定 8/9 知的文章術　 外山滋比古 702

8/10 ハイランドの復讐　 リリーブラックウッド/松木りか子895 8/18 三人の二代目(下）　 堺屋太一/鈴木成一デザイン室未定 8/9 正直に語る100の講義　 森　博嗣 702 8/3 ザ・ギフティッド　 大川　翔 800

8/18 時代小説で旅する東海道五十三次　 岡村直樹 未定 8/9 バンドやろうぜ　 佐藤青南 734 8/3 Ｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｐａｒａｄｉｓｅ　（仮） リサ・マリー・ライス 994

8/26 よくわかる祝詞読本　 瓜生　中 未定 8/18 「死ぬのが怖い」とはどういうことか　 前野隆司 未定

8/26 落語ことば・事柄辞典　江戸時代を読む 榎本滋民/京須偕充未定 8/10 新しい中世　相互依存の世界システム　 田中明彦 未定 8/5 お狐さまは甘いものがお好き　 柏　てん 702 8/8 南十字星＜新装版＞　 赤川次郎 710

8/26 東洋的な見方　 鈴木大拙 未定 8/10 儒教　怨念と復讐の宗教　 浅野裕一 未定 8/5 陽気な死体は、ぼくの知らない空を見ていた　 田中静人 680 8/8 月●楽園　 朱川湊人 690

8/26 聖書物語　 木崎さと子 未定 8/10 道元「宝慶記」　全訳注　 大谷哲夫 未定 8/5 ホテル・カリフォルニアの殺人　 村上　暢 734 8/8 ＬＩＦＥ　 本城雅人 700

8/26 西東三鬼全句集　 西東三鬼 未定 8/10 十二世紀のルネサンス　ヨーロッパの目覚め　 チャールズ・ホーマー・ハスキンズ/別宮貞徳未定 8/5 僕が殺された未来　 春畑行成 691 8/8 星星の火　 福田和代 730

8/26 虹色の童話　 宇佐美まこと 未定 8/10 言語学者が語る漢字文明論　 田中克彦 未定 8/28 響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部、波乱の第二楽章(前）　武田綾乃 680 8/8 海色の壜　 田丸雅智 630

8/26 宿場鬼(2）　（仮） 菊地秀行 未定 8/10 小説　仮面ライダーゴースト　～未来への記憶～　福田　卓郎/石ノ森章太郎670 8/8 ババチャリの神様　 皆藤黒助 630

8/26 月華の神剣　●長動乱　 牧　秀彦 未定 8/22 蓮見律子の推理交響曲　比翼のバルカローレ　 杉井　光 713 8/17 新感染　ファイナル・エクスプレス　 チャン・ソンミ/藤原友代756 8/8 あやかし屋台なごみ亭(3）　金曜の夜は神さまの憩い（仮）篠宮あすか 630

8/26 孤狼の血　 柚月裕子 未定 8/22 百鬼一歌　 瀬川貴次 713 8/22 三人の嫁　（仮） 霧原一輝 691 8/8 見つめてイカせて　（仮） 睦月影郎 630

8/26 ダークタワー　Ⅵ　スザンナの歌(上 ) スティーヴン・キング/風間賢二未定 8/22 魔法使いの願いごと　 友井　羊 680 8/25 ＫＡＩＪＵ黙示録　（仮） エリック・Ｓ・ブラウン1080 8/8 人妻ざんまい　（仮） 乃坂　希 650

8/26 ダークタワー　Ⅵ　スザンナの歌(下) スティーヴン・キング/風間賢二未定 8/22 奇跡の還る場所　霊媒探偵アーネスト　 風森章羽/雪広うたこ745 8/29 夜這い刑事　（仮） 結城武彦 691 8/8 彩　り　 藍川　京/草凪　優 680

8/26 西郷隆盛　(4）　（仮） 海音寺潮五郎 未定 8/30 「超」怖い話　鬼門　（仮） 渡部正和 702 8/8 源九郎の涙　 鳥羽　亮 640

8/26 櫻子さんの足下には死体が埋まっている(12）　 太田紫織/鉄　　雄 未定 8/9 晴れたらいいね　 藤岡陽子 未定 8/30 奇想怪談　（仮） 丸山政也 702 8/8 禊　川　（仮） 今井絵美子 660

8/26 ご主人様のいうとおり(1）　（仮） 高里椎奈 未定 8/9 インデックス　 誉田哲也 未定 8/30 怪談手帖　恐厄　（仮） 徳光正行 702 8/8 刀　傷　（仮） 小杉健治 680

8/26 失踪人特捜部　忘れられた少女たち（仮） サラ・ブレーデル/河井直子未定 8/9 せつないいきもの　牧場智久の雑役 竹本健治 未定 9/1 レイズ・ザ・ゴリアテ　巨大石油タンカーを引き揚げろ！　（仮）ショーン・コリダン/水野　涼972 8/8 金の鮪　（仮） 国　　光 670

8/26 ベイビー、グッドモーニング　 河野　裕 未定 8/9 利　権　ＣＩＲＯ　内閣情報調査室（仮）(3) 浜田文人 未定 9/1 猫ＳＦ傑作選　（仮） シオドア・スタージョン/中村　融972 8/8 もうひとつの浅草キッド　 ビートきよし 700

8/26 厭世マニュアル　 阿川せんり 未定 8/9 残業税　マルザ殺人事件　（仮） 小前　亮 未定 8/8 したたりの人妻　（仮） 杜山のずく 713 8/8 東南アジア全鉄道制覇の旅　タイ・ミャンマー編　（仮）下川裕治 640

8/26 人間の顔は食べづらい　 白井智之 未定 8/9 組長刑事　修羅　（仮） 南　英男 未定 8/17 素人の禁断体験　恥ずかしい肉宴　（仮） 投稿告白編集部 540

8/26 敗者の告白　弁護士睦木怜の事件簿（仮） 深木章子 未定 8/9 亡者の家　新装版　 福澤徹三 未定 8/11 あなたに恋した10の理由　（仮） ジュリア・クイン/村山美雪1080 8/26 剣客大名　柳生俊平(7）　 麻倉一矢 700

8/26 推理作家の日常　（仮） 日本推理作家協会未定 8/9 わたしの茶の間　新装版　 沢村貞子 未定 8/26 北町影同心(6）　 沖田正午 700

8/26 スタープレイヤー　 恒川光太郎 未定 8/9 三成の不思議なる条々　 岩井三四二 未定 8/8 新編　後藤田正晴　異色官僚政治家の軌跡 保阪正康 1296 8/26 時雨橋あじさい亭(3）　 森真沙子 700

8/26 11月のジュリエット　 乾　ルカ 未定 8/9 花　野　 藤原緋沙子 未定 8/8 高峰秀子の捨てられない荷物　 斎藤明美 907 8/26 熟れ熟れ人妻　（仮） 睦月影郎 750

8/26 入り婿侍商い帖　大目付御用之一 千野隆司/浅野隆広未定 8/9 雨宿り　 宮本紀子 未定 8/8 笛を吹く若者がいる　素晴らしきテクの世界 宮沢章夫 842 8/26 熟女の喘ぎ　（仮） 館　淳一 750

8/26 オトコのカラダはキモチいい　 二村ヒトシ/岡田　育未定 8/9 幽霊譚　大江戸木戸番始末（仮）(5) 喜安幸夫 未定 8/8 バナナ　 獅子文六 950 8/19 ウェン・オール・ザ・ガールズ・ハヴ・ゴーン　（原題）ジェイン・アン・クレンツ/安藤由紀子967

8/26 幻　夏　 太田　愛 未定 8/9 花魁殺し　人情同心　神鳴り源蔵（仮） 小杉健治 未定 8/8 にっぽん洋食物語大全　 小菅桂子 1026 8/19 ヴァーチュー・フォールズ　（原題） クリスティーナ・ドット/出雲さち1399

8/26 果断の春　沼里藩留守居役忠勤控（仮） 鈴木英治 未定 8/9 上　意　鬼役（仮）(22) 坂岡　真 未定 8/8 ビブリアコミック傑作選　 山田英生 842 9/1 答えられそうで答えられない語源　（仮） 出口宗和 691

8/26 ドＳ探偵　穴井戸栄子　セーラー服とシャーロキエンヌ古野まほろ/九条キヨ未定 8/9 ニノ橋　柳亭　 神吉拓郎 未定 8/8 藤原定家全歌集(上）　 久保田淳 1944 8/11 ジュニアアイドル　淫らな体験　（仮） 高村マルス 741

8/26 算盤侍・天久保祐太●(1）　（仮） 幡　大介 未定 8/9 西郷隆盛　 一色次郎 未定 8/8 藤原定家全歌集(下）　 久保田淳 1836 8/11 兄嫁の秘蜜　（仮） 綾野　馨 741

8/26 棟居刑事の推理　 森村誠一 未定 8/9 ヒューマン・コメディ　 サローヤン/小川敏子未定 8/8 図説　和菓子の歴史　 青木直己 1296 8/11 淫ら妻　禁断の出会い　（仮） 素人投稿編集部 741

8/26 エイリアン：コヴェナント　 アラン・ディーン・フォスター/富永和子未定 8/9 誰でもすぐできる催眠術の教科書　 林　貞年 未定 8/8 ムッソリーニ　イタリア人の物語 ロマノ・ヴルピッタ 1512

8/26 男をこじらせる前に　 湯山玲子 未定 8/9 日本史は逆から学べ　 河合　敦 未定 8/8 アイヌ歳時記　二風谷のくらしと心 萱野　茂 1080 8/24 理性崩壊　兄嫁と姪姉妹　（仮） 一柳和也 未定

8/26 幻想の未来　 筒井康隆 未定 8/8 増補　「海洋国家」日本の戦後史　 宮城大蔵 1188 8/24 四人の喪服未亡人　（仮） 小鳥遊葵 未定

8/26 私の大阪八景　 田辺聖子 未定 中 あやかし小町(4）　大江戸怪異事件帳　王子の狐 鳴海　丈 700 8/24 台風の夜　母と二人の姉　（仮） 但馬庸太 未定

8/26 英傑の日本史　●摩烈士軍団編　 井沢元彦 未定 8/23 無の夜　 永瀬隼介 864 8/24 女系家族 〔妻の母、妻の妹〕　（仮） 香坂燈也 未定

8/26 華舞鬼町おばけ写真館　祖父のカメラとほかほかおにぎり蒼月海里/六七質 未定 中 人の心を操る技術　 桜井直也 700 8/23 御免状始末〈新装版〉　闕所物奉行　裏帳合(1) 上田秀人 734 8/24 三人の女教師 〔同棲授業〕　（仮） 本城山羊 未定

8/26 百二十歳の少女　古美術商・柊ニーナ 大石　圭 未定 8/23 マレーの感傷　金子光晴初期紀行拾遺（仮） 金子光晴 886 8/24 人妻奴隷画壇　（仮） 冬木弦堂 未定

8/11 知らなきゃよかった　まさか！の雑学500　 雑学総研 未定 8/11 ご褒美は甘い蜜の味　 桜瀬ひな 680 8/23 数えずの井戸　 京極夏彦 972 8/11 人妻性姦マッサージ　（仮） 御前零士 未定

8/11 ＤａｉＧｏメンタリズム　誰とでも心を通わせることができる７つの心理法則メンタリスト DaiGo/眉村神也未定 8/23 殺さずにはいられない　小泉喜美子傑作短篇集 小泉喜美子 691 8/11 野獣学園　（仮） 巽飛呂彦 未定

8/11 吉本せい　お笑い帝国を築いた女 青山　誠 未定 上 彩菊あやかし算法帖　 青柳碧人 670 8/23 天狗変　新装版 鈴木英治 691

8/14 ひきこもり作家と同居します。　 谷崎　泉/高野　苺 未定 上 四次元の花嫁　 赤川次郎 600 8/23 テミスの求刑　 大門剛明 691 8/7 凶　殺　死神幻十郎 黒崎裕一郎 821

8/14 エール！！　栄冠は君に輝く 石原ひな子/ユ　　ホ未定 上 悪徳探偵　忖度したいの　 安達　瑶 640 8/23 言わなければよかったのに日記　 深沢七郎 950 8/7 暴き屋稼業(2）　 南　英男 799

8/14 社畜の品格　 古木和真/alma 未定 上 探偵ファミリーズ　 天祢　涼 700 8/23 完本　麿赤兒自伝　憂き世　戯れて候ふ 麿　赤兒 972 8/7 春風街道　ものぐさ右近人情剣 鳴海　丈 821

8/14 とどけるひと　～別れの手紙の郵便屋さん～ 半田　畔/中村至宏未定 上 爆裂火口　東京・上高地殺人ルート　 梓林太郎 780 8/23 台所重宝記　 村井弦斎/村井米子800 8/7 餓鬼岳殺人山行　 梓林太郎 778

8/14 消えていく君の言葉を探してる。　 霧友正規/カスヤナガト未定 上 歴女美人探偵アルキメデス　大河伝説殺人紀行 鯨統一郎 700 8/23 われ敗れたり　コンピュータ棋戦のすべてを語る 米長邦雄 864 8/7 はるか青春　70年代クロニクル 森　　詠 842

8/14 黎明国花伝　曙光の双姫 喜咲冬子/伊藤明十未定 上 歯科女探偵　（仮） 七尾与史 740 8/23 トーキョー・レコード(上）　軍国日本特派員日記 オットー・D・トリシャス/鈴木廣之1242 8/7 暴走弁護士(2）　 麻野　涼 842

8/26 支配者(下）　 映画館 未定 上 十津川警部　八月十四日夜の殺人　 西村京太郎 640 8/23 トーキョー・レコード(下）　軍国日本特派員日記 オットー・D・トリシャス/鈴木廣之1242

8/26 君色片想い　（仮） AKuBiy 未定 上 特命警部　札束　 南　英男 720 8/23 五つの証言　 トーマス・マン/渡辺一夫864 8/5 風味のカメラ日和　 柴田よしき 734

8/26 桜　龍　孤独の龍編(上) 美　　那 未定 上 遠野魔斬剣　走れ、半兵衛(4) 森　　詠 670 8/5 脳科学は人格を変えられるか？　 エレーヌ・フォックス/森内　薫1037

8/26 絶対城先輩の妖怪学講座(10）　 峰守ひろかず 未定 上 文豪エロティカル　 芥川龍之介/谷崎潤一郎640 8/14 エディンヌの末裔　（仮） 羽角　曜 未定 8/5 船参宮　新・酔いどれ小籐次(9) 佐伯泰英 778

8/26 彼女は五月の水辺に沈む　（仮） 入間人間 未定 8/14 文豪妖怪名作選　 東　雅夫 未定 8/5 幻　肢　 島田荘司 1037

8/26 刑事と怪物―ヴィクトリア朝エンブリオ―　 佐野しなの 未定 8/23 岳飛伝(10）　天雷の章 北方謙三 未定 8/22 忘却のパズル　 アリス・ラプラント/玉木　亨未定 8/5 雪の香り　 塩田武士 961

8/26 神様の御用人(7）　 浅葉なつ 未定 8/23 桃のひこばえ　御薬園同心　水上草介 梶よう子 未定 8/22 名探偵・森江春策　 芦辺　拓 未定 8/5 風の盆幻想　 内田康夫 724

8/26 キネマ探偵カレイドミステリー　～再演奇縁のアンコール～斜線堂有紀/スカイエマ未定 8/23 泣き虫チエ子さん　旅情編 益田ミリ 未定 8/22 花野に眠る　秋葉図書館の四季 森谷明子 未定 8/5 繁栄の昭和　 筒井康隆 778

8/26 美の奇人たち　～森之宮芸大前アパートの攻防～美奈川護 未定 8/23 安楽病棟　 帚木●生 未定 9/1 月明かりの男　（仮） ヘレン・マクロイ/駒月雅子未定 8/5 注文の多い美術館　 門井慶喜 929

8/26 アリクイのいんぼう　家守とミルクセーキと三文じゃない判鳩見すた 未定 8/23 夜は満ちる　 小池真理子 未定 9/1 捕　食　 美輪和音 未定 8/5 エデンの果ての家　 桂　望実 821

8/26 閻魔大王のレストラン　 つるみ犬丸 未定 8/23 銀河鉄道の彼方に　 高橋源一郎 未定 9/1 お人好しの放課後　御出学園帰宅部の冒険 阿藤　玲 未定 8/5 未　定　 藤井邦夫 1080

8/23 早雲立志伝　 海道龍一朗 未定 9/1 わたしの本当の子どもたち　 ジョー・ウォルトン/茂木　健未定 8/5 未　定　 井川香四郎 886

8/10 きみは嘘つき（アンソロジー）　（仮） アンソロジー 未定 8/23 どうしようもないのに、好き　 内田洋子 未定 8/5 幽霊候補生〈新装版〉　 赤川次郎 713

8/10 ブロッケンの悪魔　南アルプス山岳救助隊Ｋ－９　 樋口明雄 未定 8/23 短編伝説　めぐりあい　 集英社文庫編集部未定 8/4 県警出動　黒いオルフェの呪い 麻野　涼 756 8/5 肝っ玉かあさん〈新装版〉　 平岩弓枝 691

8/10 台所のラジオ　 吉田篤弘 未定 8/23 カツ丼わしづかみ食いの法則　ナマコのからえばり椎名　誠 未定 8/4 沽券状　 稲葉　稔 680 8/5 鬼平犯科帳　決定版(16）　 池波正太郎 778

8/10 金曜日の本屋さん  秋とポタージュ　 名取佐和子 未定 8/23 文芸のための理系読書術　 齋藤　孝 未定 8/4 御堂筋殺人事件　〈新装版〉 内田康夫 680 8/5 鬼平犯科帳　決定版(17）　特別長篇　鬼火 池波正太郎 842

8/10 ライオンズ、1958。　 平岡陽明 未定 8/23 国土交通省国士政策局幽冥推進課　 竹林七草 未定 8/4 諸国を駆けろ　 倉阪鬼一郎 680 8/5 走る？　 東山彰良/中田永一810

8/10 あきない世傳　金と銀(4）　（仮） 髙田　郁 未定 8/23 文明の衝突(上）　 サミュエル・ハンチントン/鈴木主税未定 8/4 赤い密約　＜新装版＞ 今野　敏 691 8/5 猫大好き　 東海林さだお 680

8/10 着物始末暦(9）　（仮） 中島　要 未定 8/23 文明の衝突(下）　 サミュエル・ハンチントン/鈴木主税未定 8/4 無人駅と殺人と戦争　 西村京太郎 713 8/5 挫折した政党政治　 御厨　貴 745

8/23 宝石商リチャード氏の謎鑑定(5）　（仮） 辻村七子/雪広うたこ未定 8/4 二年半待て　 新津きよみ 691 8/5 オレがマリオ　 俵　万智 691

8/5 93番目のキミ　 山田悠介 670 8/23 キャスター探偵(2）　（仮） 愁堂れな/梨とりこ 未定 8/4 影の探偵　〈新装版〉 藤田宜永 756 8/5 完本　家族喰い　尼崎連続変死事件の真相 小野一光 961

8/5 この世のメドレー　 町田　康 821 8/23 家政婦ですがなにか？　蔵元和泉家のお手伝い日誌　高山ちあき/ねぎしきょうこ未定 8/4 淫ら病棟の秘蜜　 睦月影郎 680 8/5 内村鑑三　 新保祐司 1512

8/5 美しの神の伝え　 萩尾望都 972 8/23 探偵日誌は未来を記す　 希多美咲/あさらいしき未定 8/4 怪盗流れ星　 和久田正明 691

8/5 妖櫻記(上）　 皆川博子 1404 8/4 京都・近江路殺人事件　 梓林太郎 734 8/22 六星占術による土星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/5 妖櫻記(下）　 皆川博子 1404 8/9 親　友　 川端康成 626 8/4 小説「聖書」　使徒行伝(下) ウォルター・ワンゲリン/仲村明子1134 8/22 六星占術による金星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/5 我が心は石にあらず　 高橋和巳 1296 8/9 夏の情婦　 佐藤正午 648 8/22 六星占術による火星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/5 バビロンの架空園　 澁澤龍● 950 8/9 隠し目付服部半蔵「遠国御用組」始末(2）　イスパニアの陰謀安芸宗一郎 702 8/4 昨日までの世界(上）　文明の源流と人類の未来 ジャレド・ダイアモンド/倉骨　彰1080 8/22 六星占術による天王星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/5 こころのおとぎ話　（仮） 河合隼雄 691 8/9 レクリエイターズ(上）　 豊田美加/広江礼威551 8/4 昨日までの世界(下）　文明の源流と人類の未来 ジャレド・ダイアモンド/倉骨　彰1080 8/22 六星占術による木星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/5 いきどまり鉄道の旅　 北尾トロ 821 8/9 二度目の夏、二度と会えない君　 赤城大空 724 8/4 すぐれたリーダーに学ぶ言葉の力 　 齋藤　孝 864 8/22 六星占術による水星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/9 ワイプアウト　 はらだみずき 670 8/4 「なぜか売れる」の公式　 理央　周 756 8/22 六星占術による霊合星人の運命（平成30年版）　 細木数子 630

8/5 日本の「運命」について語ろう　 浅田次郎 未定 8/9 旅するノラ猫　 嵐山光三郎/浅生ハルミン583 8/22 平成30年版　あなたの運命『開運の箱』　 細木数子 4410

8/5 アイネクライネナハトムジーク　 伊坂幸太郎 未定 上 ポルレイターとの決別　 クルト・マール＆ウィリアム・フォルツ/増田久美子713

8/5 孤高のメス　完結篇　命ある限り　 大鐘稔彦 未定 8/10 陰謀の天皇金貨　 加治将一 778 上 三惑星の探求　 コードウェイナー・スミス/伊藤典夫＆酒井昭伸1296 8/5 さぎ師たちの空　 那須正幹 713

8/5 雨の狩人(上）　 大沢在昌 未定 8/10 分水嶺　 笹本稜平 未定 下 無限アルマダ　 Ｋ・Ｈ・シェール＆クラーク・ダールトン/嶋田洋一713 8/5 ジェーン・スー　相談は踊る　 TBSラジオ「ジェーン・スー　相談は踊る」691

8/5 雨の狩人(下）　 大沢在昌 未定 8/10 和　僑　 楡　周平 未定 下 テラニア　 クリスチャン・モンティロン/長谷川圭756 8/5 片付きません！　 牧村　泉 778

8/5 夜また夜の深い夜　 桐野夏生 未定 8/10 遠き潮騒　風の市兵衛（仮）(19) ●堂　魁 未定 下 ウィッチャー(1）　エルフの血脈 アンドレイ・サプコフスキ/川野靖子＆天沼春樹1015 8/5 ずっと名古屋　（仮） 吉川トリコ 778

8/5 ボクはキミの宝物　史上最低の夏休み　 木下半太 未定 8/10 架け橋　風の市兵衛（仮）(20) ●堂　魁 未定 下 ウィッチャー(2）　侮りの刻 アンドレイ・サプコフスキ/川野靖子1015

8/5 いま、死んでもいいように　執着を手放す38の智慧　小池龍之介 未定 8/10 第二の脳のつくり方　（仮） 辻　秀一 未定 上 ヤキトリ(1）　一銭五厘の軌道降下 カルロ・ゼン 799 8/26 初めてでもおいしく作れる絶品サラダ　 市瀬悦子 799

8/5 感じる科学　 さくら剛 未定 8/10 元気の源　五体の散歩　（仮） 外山滋比古 未定 上 日本ＳＦ傑作選　筒井康隆　マグロマル／トラブル　日下三蔵 1512 8/26 スッキリ 落ちついた暮らし 68のヒント　（仮） 金子由紀子 799

8/5 新版　お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方　知的人生設計のすすめ　橘　　玲 未定 下 公正的戦闘規範　 藤井太洋 864 8/23 花屋「ゆめゆめ」で花香る思い出を　（仮） 網乃　肌 699

8/5 持たない幸福論　 pha 未定 8/11 肉食系御曹司の餌食になりました　（仮） 藍里まめ 680 下 暗殺者の特務(上）　 マーク・グリーニー/伏見威蕃1015 8/23 神様のごちそう　（仮） 石田　空 699

8/5 世界の果てで、僕は見た　 長沼　毅 未定 8/11 大嫌いだから、そばにいて　（仮） 伊月ジュイ 680 下 暗殺者の特務(下）　 マーク・グリーニー/伏見威蕃1015

8/5 森は知っている　 吉田修一 未定 8/11 不慣れなドレスに偽りのベール　（仮） 紅カオル 680 上 ハティの最期の舞台　 ミンディ・メヒア/坂本あおい1058 8/29 輝いている人の「目力」の法則　 日比野佐和子 680

8/5 サーカスナイト　 よしもとばなな 未定 8/11 副社長とふたり暮らし＝愛育される日々　（仮） 葉月りゅう 680 上 わたしの外のわたし　 アン・モーガン/熊井ひろ美1058 8/29 クイズ王が集めた「雑学」の本　 西沢泰生 680

8/5 いいことしか起きない30のルール　 時任千佳 未定 8/11 王道ヒーローには興味ありません　（仮） 田崎くるみ 680 下 シンパサイザー(上）　 ヴィエット・タン・ヌウィン/上岡伸雄864 8/29 伊勢の陰陽師が教える３日で開運体質になれる本　一宮寿山 680

8/11 わたくし、実家に帰らせていただきます！お飾りの王太子妃　（仮）灯　　乃 680 下 シンパサイザー(下）　 ヴィエット・タン・ヌウィン/上岡伸雄864 8/22 禅的老い方　 境野勝悟 680

8/8 近親相姦母と息子　（仮） 白書編集部 702 8/11 そろそろ愛し合いましょう　（仮） 惣領莉沙 680 上 ＣＩＡの秘密戦争　 マーク・マゼッティ/小谷　賢＆池田美紀972 8/22 伝説の気づかい　 重太みゆき 680

8/8 大江戸燃ゆ　（仮） 早瀬詠一郎 680 下 子育ての大誤解(上）　 ジュディス・リッチ・ハリス/石田理恵864 8/22 「カタカナ発音の英語」で日本を紹介する本　 高窪雅基 680

8/8 天才若さま　菊之介　（仮） 藤村与一郎 680 8/2 結論で読む幸福論　いつか見たしあわせ 勢古浩爾 756 下 子育ての大誤解(下）　 ジュディス・リッチ・ハリス/石田理恵864 8/22 知っているようで知らない「法則」のトリセツ　 水野俊哉 680

8/8 淫望の街　（仮） 牧村　僚 713 8/2 「野球」誕生　 小関順二 821 8/22 小さな自分で一生を終わるな！　 ウエイン・Ｗ・ダイアー/渡部昇一680

8/8 強敵　番外警視(2）　（仮） 南　英男 713 8/2 新訳　ヒトラーとは何か　 セバスチャン・ハフナー/瀬野文教950 8/10 夜霧につつまれて二人　 メレディス・デュラン/白木智子1037

8/22 江戸春画　奔放なる性愛芸術(1）　 吉崎淳二 1058 8/2 最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか　 セバスチャン・Ｒ・チャイルズ/高橋健次1296 8/10 求婚はある日突然に　 ヴィヴィアン・ロレット/岸川由美864 8/22 スネア　 高橋まこと 972

8/10 スープ専門店　(3）　かぼちゃスープと収穫祭の男 コニー・アーチャー/羽田詩津子1026
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8/4 爺様の遺言書　 秋野真珠/ひたき 670 8/14 異世界に召喚されてハケンの聖女になりました　 乙川れい/萩原　凛未定 8/2 炎の蜃気楼昭和編　涅槃月ブルース　 桑原水菜/高嶋上総626

8/4 悪魔と恋のおまじない　 荷　　鴣/DUO BRAND.691 8/14 恋衣花草紙　～白蓮の姫の物語～ 小田菜摘/宵マチ 未定 8/2 天都宮帝室の然々な事情　二五六番目の皇女、天降りて大きな瓜と小さな恋を育てること　我鳥彩子/深山キリ648

8/2 厄災王女と不運を愛する騎士の二律背反　 藍川竜樹/成瀬あけの637

中 伊達エルフ政宗(4）　 森田季節/光姫満太郎659 8/14 幻想風紀委員会　物語のゆがみ、取り締まります。高里椎奈/ヤスダスズヒト未定

中 ニューゲームにチートはいらない！　 三木なずな/なたーしゃ670 8/14 私がヒロインだけど、その役は譲ります　 増田みりん/朝日川日和未定 8/26 黒騎士さんは働きたくない(3）　 雨木シュウスケ/伍　　長未定

中 ダブルワールド・オーバークロス　（仮） 山和　平/伊藤宗一648 8/14 腐女子な妹ですみません(2）　 九重木春/カワハラ恋未定 8/26 セーブ＆ロードのできる宿屋さん(4）　～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

中 レーゼンシア帝国繁栄紀(2）　 七条　剛/ゆきさん 659 8/26 召喚されすぎた最強勇者の再召喚　 菊池九五/カグユヅ未定

中 くじ引き特賞：無双ハーレム権(6）　 三木なずな/瑠奈璃亜659 8/31 ガールズシンフォニー　～少女交響詩～ 深見　真/真奈乃マナマナ未定 8/26 輪廻世界の英雄譚　（仮） 空埜一樹/桑島黎音未定

中 我が驍勇にふるえよ天地(5）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身680 8/31 詩葉さんは別ノ詩を詠みはじめる　 樫田レオ/サイトー未定 8/26 骨の髄まで異世界をしゃぶるのが鈴木なのよー！！　望月充っ/すーぱーぞんび未定

8/31 異世界建国記　 通りすがりの村人/屡　　那未定

8/24 ダブル・バディ～愛欲の絆～　 真宮藍璃/鳥海よう子690 8/31 マメシバ頼りの魔獣使役者ライフ(2）　 鳥村居子/ときち 未定 8/23 夢から現れた幻のあなた　 テッサ・デア/芦原夕貴未定

8/24 スイーツ男子の恋愛事情　 水島　忍/一夜人見680 8/31 千年戦争アイギス　白の帝国編(3) むらさきゆきや/七原冬雪未定

8/31 キミは一人じゃないじゃん、と僕の中の一人が言った　比嘉智康/はっとりみつる未定 8/19 異世界修学旅行(6）　 岡本タクヤ/しらび未定

8/26 Ｏｃｃｕｌｔｉｃ；Ｎｉｎｅ(3）　―オカルティック・ナイン― 志倉千代丸/pako 778 8/31 魔王城のシェフ(2）　伝説の魔神バーガーで制する美食の宴水城水城/artumph未定 8/19 俺、ツインテールになります。(13）　 水沢　夢/春日　歩未定

8/26 そして黄昏の終末世界＜トワイライト＞(2）　 ●●臥命/夕　　薙745 8/31 紅蓮の護法枢機卿　 嬉野秋彦/新堂アラタ未定 8/19 青春絶対つぶすマンな俺に救いはいらない。(2）　境田吉孝/U35 未定

8/26 灰かぶりの賢者(2）　聖女の願い 夏月　涼/ともぞ 745 8/19 忘却のアイズオルガン　（仮） 宮野美嘉/薫る石 未定

8/26 黒の召喚士(5）　 迷井豆腐/黒　　銀778 8/21 バトルガール　ハイスクール　PART.２　Deep-Connect八奈川景晶/コロプラ未定 8/19 マイダスタッチ(3）　 ますもとたくや/人　　米未定

8/21 甘城ブリリアントパーク(9）　 賀東招二/なかじまゆか未定 8/19 友人キャラは大変ですか？(3）　 伊達　康/紅　　緒 未定

8/29 旭光に抱かれて眠れ　 水原とほる/Ciel 778 8/21 デート・ア・バレット(2）　デート・ア・ライブ　フラグメント東出祐一郎/橘　公司未定

8/29 初恋相手は神様旦那様　（仮） 葵居ゆゆ/小　　禄 680 8/21 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！？(11）　明鏡シスイ/硯 未定 8/10 愛の才能　 火崎　勇/陵クミコ 745

8/21 いづれ神話の放課後戦争〈ラグナロク〉(7）　（仮） なめこ印/よう太 未定 8/10 微熱の花　（仮） 安西リカ/梨とりこ 713

8/26 弱小アイドルグループだけど、百合営業はじめました！　「……ところで百合ってなんですか？」扇　智史 未定 8/21 クラスのギャルとゲーム実況　part.２　 琴平　稜/ぺらぐら未定 8/10 傭兵メイドのＭＩＰ　 鹿嶋アクタ/ヒノアキミツ745

8/26 崖っぷちから始める世界寿命の延ばし方(3）　 秋月煌介/水鏡まみず未定 8/21 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(4）　 恵比須清司/ぎん太郎未定

8/26 落ちてきた龍王と滅びゆく魔女の国(12）　 舞阪　洸/よう太 未定 8/21 最強パーティは残念ラブコメで全滅する！？　恋愛至上の冒険生活鏡　　遊/おにぎりくん未定 8/11 片恋の病　 久我有加/イシノアヤ670

8/26 ファビュラス・バトルロワイヤル　 瑞智士記/むつみまさと未定 8/21 デスゲームから始めるＭＭＯスローライフ(3）　キャンプin美少女NPCだらけの島草薙アキ/庄名泉石未定 8/11 この恋、受難につき　 椿姫せいら/猫野まりこ670

8/26 魔技科の剣士と召喚魔王〈ヴァシレウス〉(14）　 三原みつき/CHuN未定 8/21 ロクでなし魔術講師と禁忌教典(9）　 羊太郎/三嶋くろね未定

8/26 境域のアルスマグナ(3）　無貌の魔眼（仮） 絵戸太郎/パルプピロシ未定 8/21 ちょっとゲームで学園の覇権とってくる　 うれま庄司/おーじ茶未定 8/8 秘書課のオキテ　 石田　累 691

8/26 世界最強の人見知りと魔物が消えそうな黄昏迷宮(2）　葉村　哲/鳴瀬ひろふみ未定 8/21 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい(3）　合田拍子/nauribon未定 8/8 トップスターのノーマルな恋人　 神埼たわ 691

8/26 底辺剣士は神獣〈むすめ〉と暮らす(3）　家族みんなで親探し！番棚　葵/米白　粕未定 8/21 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？(3）　井中だちま/飯田ぽち。未定 8/8 いじわるに癒やして　 小日向江麻 691

8/26 巨大勇者、異世界に降り立つ　 ひびき遊/イセ川ヤスタカ未定

8/26 自称Fランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点に君臨するそうですよ？(2）　三河ごーすと/ねこめたる未定 下 性感淫魔エステ(2）　種付けリフレはじめました 高岡智空/草上　明721 8/11 異世界取り違え王妃　 小田マキ 691

8/26 緋弾のアリア(26）　 赤松中学/こぶいち未定 8/11 剣の求婚(1）　 天都しずる 691

8/26 チアーズ！　 赤松中学/こぶいち未定 8/19 危うきたくらみ　 愁堂れな/角田　緑648 8/11 シャドウ・ガール(2）　 文野さと 691

8/26 巻き込まれ異世界召喚記(2）　 結城ヒロ/hatsuko 未定 8/19 真昼の月(2）　 いおかいつき/亀井高秀864

8/19 はじめての恋わずらい　 間之あまの/カワイチハル648 8/11 魔拳のデイドリーマー(1）　 西　和尚 659

8/2 この素晴らしい世界に祝福を！(12）　女騎士のララバイ暁なつめ/三嶋くろね未定 8/19 最高の恋人の見つけ方　 高岡ミズミ/金ひかる680 8/11 スピリット・マイグレーション(6）　 ヘロー天気 659

8/2 魔導ＧＰＸウィザード・フォーミュラ(2）　 竹井10日/魔太郎 未定 8/19 猫耳デカは懐かない。　 金坂理衣子/駒城ミチヲ680 8/11 セブンスブレイブ(4）　チート？ＮＯ！もっといいモノさ！乃塚一翔 659

8/2 あの愚か者にも脚光を！　この素晴らしい世界に祝福を！エクストラ　素晴らしきかな、名脇役昼　　熊/暁なつめ未定

8/2 パンツあたためますか？　 石山雄規/bun150 未定 8/4 美しき獣の愛に囚われて　 北條三日月/幸村佳苗745 8/31 蛇王さまは休暇中　 小桜けい 691

8/2 クラウは食べることにした　 藤井論理/たかやKi未定 8/4 ＬＯＳＥＲ　犯罪心理学者の不埒な執着　 鏡コノエ/石原　理 未定 8/31 氷　愛　 雪村亜輝 691

8/2 死にたがりビバップ　―Ｔａｋｅ　Ｔｈｅ　Ｃｕｒｒｙ　Ｔｒａｉｎ！―うさぎやすぽん/前屋　進未定 8/4 幻獣王の心臓　常闇を照らす光　 氷川一歩/沖麻実也680

8/2 打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？　大根　仁/岩井俊二未定 8/4 龍の狂愛、Ｄｒ．の策略　 樹生かなめ/奈良千春未定 8/22 人質王女が国王様といちゃらぶ溺愛婚ですか！？　（仮）粟生　慧/ゴゴちゃん756

8/4 女王は花婿を買う　 火崎　勇/白崎小夜745

8/2 重装令嬢モアネット　鎧から抜け出した花嫁 さ　　き/増田メグミ未定 8/28 未　定　 洸/榊　空也 648

8/2 厨病激発ボーイ(5）　 藤並みなと/れるりり(Kitty creators)未定 8/3 アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者(18）　 榊　一郎/ゆーげん未定 8/28 玉の輿ご用意しました(2）　（仮） 栗城　偲/高緒　拾648

8/2 自称魔王にさらわれました　聖属性の私がいないと勇者が病んじゃうって、それホントですか？真弓りの/山下ナナオ未定 8/3 あのねこのまちあのねこのまち　 紫野一歩/旅　　空未定

8/2 嘘恋シーズン　＃天王寺学園男子寮のヒミツ あさば深雪/美麻りん未定 8/3 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術(8）　 むらさきゆきや/鶴崎貴大未定 8/31 結界師への転生(1）　 片岡直太郎/加藤いつわ640

8/3 ビューティフル・ソウル　――終わる世界に響く唄――　坂上秋成/ニリツ 未定 8/31 必勝ダンジョン運営方法(7）　 雪だるま/ファルまろ670

8/2 もふもふ保育園とうさぎの花嫁　 水瀬結月/鈴倉　温未定 8/31 モンスターのご主人様(10）　 日暮眠都/ナ　　ポ 670

8/2 狐王と花咲ける恋妻　 塩山オーロラ/榊　空也未定 8/21 第三王子は発光ブツにつき、直視注意！！　（仮）山田桐子/三月リヒト689 8/31 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。(2）　しょぼんぬ/姐　　川630

8/2 快楽島　～淫神の贄～ 西野　花/笠井あゆみ未定 8/21 婚約破棄られ悪役令嬢は流浪の王の寵愛を求む　（仮）空飛ぶひよこ/泉渼てーぬ689 8/31 再臨勇者の復讐譚～勇者やめて元魔王と組みます～(4）　羽咲うさぎ/しらこみそ630

8/2 富士見二丁目交響楽団　ベストアルバム(1）　 秋月こお/後藤　星未定 8/31 時空魔法で異世界と地球を行ったり来たり(3）　 か　　つ/DSマイル 690

9/1 身代わりの薔薇は褐色の狼に愛でられる(4）　 白ヶ音雪/DUO BRAND.700

8/2 激コワ社長がご主人様になったら、イチャイチャちゅっちゅが凄いのですがっ！　草野　來/DUO BRAND.未定 中 おいでよ！　水龍敬ランド　ビッチとスケベなパレードデイ　（仮）上原りょう/水龍　敬未定

8/2 絶対無敵のエスコート！（ちょっと変態だけど、スパダリです）　斉河　燈/藤浪まり未定 8/22 パパは極道！　ベイビーギャング(1）　（仮） 藍川せりか/旭　　炬702 中 催眠性指導　（仮） 巽飛呂彦/愛上　陸未定

8/22 旦那様は犬神(1）　（仮） かみそう都芭/鈴倉　温702 中 エロから始めるふたごエルフメイドとの生活　（仮）青橋由高/やんよ 未定

8/11 数字で救う！　弱小国家　電卓で戦争する方法を求めよ。ただし敵は剣と火薬で武装しているものとする。長田信織/紅　　緒未定

8/11 迷宮料理人ナギの冒険(2）　～消えた13区と新たなるレシピ～ゆうきりん/TAKTO未定 8/21 月の満ちる頃　（仮） 佐倉井シオ/まつだいお734 中 お暇をいただいたハズですが！　（仮） 柚原テイル/SHABON未定

8/11 キラプリおじさんと幼女先輩(2）　 岩沢　藍/Mika Pikazo未定 8/21 異世界で保父さんになったら獣人王から求愛されてしまった件　（仮）雛宮さゆら/潤　　子756 中 王子さまは懐妊指導官！？　 しみず水都/北沢きょう未定

8/11 ゼロから始める魔法の書(10）―ゼロの傭兵―(下)虎走かける/しずまよしのり未定 中 オオカミ王と赤ずきん　（仮） 眉山さくら/池上紗京未定

8/11 賭博師は祈らない(2）　（仮） 周藤　蓮/ニリツ 未定 8/11 花屋の倅と寺息子　柄沢悟と滝峰村の逢魔時　 葛来奈都/藤村ゆかこ778

8/11 なれる！ＳＥ(16）　２年目でわかる？ＳＥ入門 夏海公司/Ixy 未定 上 恋獣。　パーフェクト弁護士に愛されまくりの毎日　麻生ミカリ/アオイ冬子未定

8/11 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(5）　その名は『ぶーぶー』鎌池和馬/真　　早未定 8/26 さえない後輩がイケメン御曹司だった件について　（仮）御堂志生/SHABON690 上 年の差恋愛！　おじさまに迫ったらオトナの本気を見せられました　春日部みこと/村崎らむ未定

8/11 勇者のセガレ(2）　 和ヶ原聡司/029 未定 8/26 お見合いだって絶対寵愛　（仮） 斎王ことり/七里　慧700 上 絶倫執事　お嬢様にみだらなことお教えします 希彗まゆ/早瀬あきら未定

8/11 霊感少女は箱の中(2）　 甲田学人/ふゆの春秋未定

8/11 魔法科高校の劣等生(23）　（仮） 佐島　勤/石田可奈未定 8/19 未　定　 妃川　螢/みずかねりょう700 8/14 ルームメイトの溺愛レッスン　 切江真琴/篠崎マイ670

8/11 俺を好きなのはお前だけかよ(6）　 駱　　駝/ブリキ 未定 8/14 ご主人様の結婚事情　 森本あき/明神　翼650

8/11 青の聖騎士伝説(2）　LAMENTATION OF THE EVIL SORCERER深沢美潮/米田仁士未定 8/5 あぶない御曹司がぐいぐい迫ってきます！？　 橘　柚葉/春が野かおる700

8/5 太めな君のままでいて　愛され系ぽっちゃり女子の恋事情倉多　楽/Ｕ子王子690 8/18 白いしっぽと私の日常　（仮） クロサキリク/切　　符702

8/21 ドラゴンスレイヤーズ(3）　―神ならざる者に捧ぐ鎮魂歌―北沢　慶/グループSNE未定

8/21 導かれし田舎者たち　 河端ジュン一/高田慎一郎未定 8/24 Ｌｏｖｅ　Ｌｏｖｅ　Ｈｉｐ　～壁尻の彼氏～　 西野　花/MAM☆RU669 8/2 アイテムチートな奴隷ハーレム建国記(5）　 猫又ぬこ/奈津ナツナ669

8/24 キューピッドだって恋をする　 伊勢原ささら/梨とりこ669 8/2 新宿コネクティブ(2）　 内堀優一/ギンカ 669

8/17 ワールドエネミー(2）　不死者の王と王殺しの獣 細音　啓/ふゆの春秋未定 8/2 最強魔法師の隠遁計画(3）　 イズシロ/ミユキルリア669

8/17 美人上司とダンジョンに潜るのは残業ですか？　 七菜なな/にぃと 未定 8/11 仔ウサギちゃんいらっしゃい　 真下咲良/水綺鏡夜730 8/2 桜色のレプリカ(1）　 翅田大介/町村こもり669

8/11 不器用な侯爵と溺愛の方程式　 すずね凜/北沢きょう741 8/2 桜色のレプリカ(2）　 翅田大介/町村こもり669

8/8 大好き同士　 野原　滋/八千代ハル未定

8/25 仮面夫婦の蜜月　（仮） 真山きよは/森原八鹿670
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