
出版社 作者 タイトル 変更前 変更後 掲載誌

ジャイブ 朝丘サキ 鬼嫁　（２） 5/1 10/1 ネクストF

講談社 武井宏之 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　（３５） 6/17 10/15

講談社 本島幸久 ダモクレスのゴルフ　（３） 7/14 10/15 COMIC BULL

講談社 秋月りす ＯＬ進化論　（４３） 7/20 2022/8/23 モーニング

講談社 細野不二彦 恋とゲバルト　（１） 7/21 11/22 コミックDAYS

小学館 後藤みさき その先はプライベートです　（４） 7/26 10/26 Betsucomi

一迅社 まな 朝焼けは黄金色 THE IDOLM＠STER　（５） 7/27 2022/1/27 月刊ComicREX

一迅社 まな 特装版　朝焼けは黄金色 THE IDOLM＠STER　（５） 7/27 2022/1/27

朝日新聞出版 兎屋まめ 妖の運び屋　（１） 8/6 10/7 Nemuki＋

講談社 秋月りす ＯＬ進化論　（４４） 8/23 11/19 モーニング

一迅社 アンソロジー ブルーアーカイブ　コミックアンソロジー　（２） 8/25 12/25

メディアワークス もちオーレ 悪いが私は百合じゃない　（３） 8/27 11/27 pixivコミック

小学館 山本サトシ ポケットモンスターSPECIAL　（６０） 8/27 10/28 小学四年生

大洋図書 稲荷家房之介 百日の薔薇　Ｍａｉｄｅｎ　Ｒｏｓｅ　（１） 9/1 2022/7 ihr HertZ

大洋図書 稲荷家房之介 百日の薔薇　Ｍａｉｄｅｎ　Ｒｏｓｅ　（２） 9/1 2022/7 ihr HertZ

小学館 浅田有皆 戦国BASARA 双極の幻　（２） 9/3 10/14
コミプレ－Comiplex

－

KADOKAWA KimSoHyun 復讐の皇后　（１） 9/3 11/5 comico

秋田書店 本田優貴 DESTRA －デストラ－　（３） 9/8 10/8
月刊少年チャンピ

オン

小学館 田島青 ホテル・インヒューマンズ　（１） 9/10 10/12 サンデーうぇぶり

小学館 オジロマコト 君は放課後インソムニア　（７） 9/10 10/29
週刊ビッグコミック

スピリッツ

小学館 小林ユミヲ にがくてあまい refrain　（４） 9/15 10/14 ふらっとヒーローズ

集英社 伊藤悠 オオカミライズ　（５） 9/17 10/19 ウルトラジャンプ

一迅社 ねこうめ すのはら荘の管理人さん　（７） 9/21 10/21
まんが4コマぱれっ

と

メディアファクト
リー

芹之由奈 ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚　（４） 9/21 10/22 ComicWalker

メディアファクト
リー

伊能高史 劇場版 ガールズ＆パンツァー Variante　（７） 9/22 10/21
月刊コミックフラッ

パー

角川書店 上地優歩 ハデスさまの無慈悲な婚姻　（２） 9/22 10/22 月刊ASUKA

2021/12/3  現在

◆コミック発売変更
※地域によってお届け日は変わりますのでご了承ください。
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小学館 小学館 TVアニメ『半妖の夜叉姫』公式ガイドブック 9/24 10/22

集英社 川端志季 僕のオリオン　（６） 9/24 10/25 YOU

小学館 梅澤麻里奈 これは愛で、恋じゃない　（８） 9/24 10/26 Sho－comi

小学館 京町妃紗 花嫁Ｒｅスタート　（２） 9/24 10/26 デラックスベツコミ

幻冬舎 揚立しの ご飯つくりすぎ子と完食系男子　（８） 9/24 11/24 デンシバーズ

一迅社 アンソロジー アークナイツ　コミックアンソロジー　（５） 9/25 11/25

祥伝社 カシオ ディレッタント　（１） 9/25 10/25 onBlue

祥伝社 カシオ ディレッタント　（２） 9/25 10/25 onBlue

角川書店 ときた洸一
新機動戦記ガンダムW
G－UNIT オペレーション・ガリアレスト　（５）

9/25 11/26 ガンダムエース

角川書店 Perico マジで付き合う15分前　（２） 9/25 11/26 Twitter

メディアワークス
バンダイナムコエ
ンターテインメント

シンデレラガールズ劇場 わいど☆　（４） 9/27 11/27

リイド社 八月薫 因習秘録　みだれまんだら　（２） 9/27 2022/1/27 コミック乱

小学館 中山ユキジ となりのトロル　（２） 9/29 10/29
コミプレ－Comiplex

－

小学館 押見修造 血の轍　（１２） 9/30 11/30
ビッグコミックスペリ

オール

秋田書店 板垣恵介 新装版　範馬刃牙　（１） 10/8 11/8

秋田書店 板垣恵介 新装版　範馬刃牙　（２） 10/8 11/8

新潮社 豊田悠 パパと親父のウチ呑み　（３） 10/8 11/9 月刊コミックバンチ

小学館 福井セイ かけあうつきひ　（２） 10/18 11/18 週刊少年サンデー

光文社 草壁エリザ 死ぬほど愛して　（１） 10/22 10/21

ふゅーじょんぷろ
だくと

アンソロジー ＢＡＢＹ　ｖｏｌ．４９ 10/22 10/29

オーバーラップ 木乃ひのき
ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生
活を満喫する　（２）

10/25 11/25 コミックガルド

メディアワークス アンソロジー おいしい異世界 ～異世界×グルメコミックアンソロジー～ 10/27 11/27

メディアワークス ぜっきょ 大人をだめにする看護師北野さん　（２） 10/27 12/25

講談社 若林稔弥 幸せカナコの殺し屋生活　（６） 10/29 11/8 ツイ4

小学館 鳥飼茜 サターンリターン　（６） 10/29 11/30
週刊ビッグコミック

スピリッツ

双葉社 ヱシカ/ショーゴ
ハズレスキル『ガチャ』で追放された俺は、わがまま幼馴染を
絶縁し覚醒する　（２）

10/29 11/30 がうがうモンスター
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竹書房 うみぼうず ちん×トレ オトコを極める（珍）トレーニング　（４） 10/29 12/23

小学館 にしだけんすけ ジャガーン　（１４） 10/29 12/28
週刊ビッグコミック

スピリッツ

リイド社 金風呂タロウ ＳＵＢＵＲＢＡＮ　ＨＥＬＬ　郊外地獄 10/29 2022/1/28

講談社 寺嶋裕二 ダイヤのＡ　ａｃｔ２　（２９） 11/17 12/17 週刊少年マガジン

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

 ヒマワリソウヤ 桃色新婚生活～旦那さまからは逃げられない～ 11/17 12/17

秋田書店 みずたまこと バウンサー　（１２） 11/18 12/20
別冊ヤングチャン

ピオン

講談社 森恒二 創世のタイガ　（９） 11/22 12/23 イブニング

少年画報社 小林拓己 朝食会　（３） 11/22 12/13 ヤングキングBULL

メディアファクト
リー

齋島ユウキ
無敵の万能要塞で快適スローライフをおくります
～フォートレスライフ～　（１）

11/22 12/22 ComicWalker

一迅社 アンソロジー 訳あり公爵の溺愛Ｈが甘すぎます…ッ！アンソロジー 11/25 12/25

小学館 手島ちあ おさななじみに恋したら　（１） 11/26 2022/2/24 Betsucomi

角川書店 えすのサカエ 七つの魔剣が支配する　（５） 11/26 12/25 月刊少年エース

角川書店 日野行望 女神寮の寮母くん。　（８） 11/26 12/25 月刊少年エース

小学館 しばの結花 シンデレラは６月に消えた 11/26 2022/2/25

メディアワークス 介錯 姫神の巫女　（３） 11/27 12/25 電撃マオウ

メディアワークス アンソロジー おいしい異世界 ～異世界×グルメコミックアンソロジー～ 11/27 12/25

メディアファクト
リー

名束くだん 殺戮の天使 Episode．0　（５） 11/27 12/27 月刊コミックジーン

実業之日本社 オオタガキフミ 京都と猫と、まだ見ぬ色と 12/2 2022/1/28

小学館 柴田ヨクサル ヒッツ　（３） 12/3 2022/1/5

海王社 四方月ろーど 特濃ミルクファーム 12/9 2022/4/8

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

麻生歩 見せかけの花嫁 12/9 12/10

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

秋乃ななみ クリスマスの誘惑 12/9 12/10

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

百瀬なつ 地下室の令嬢 12/9 12/10

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

牧あけみ 奇跡に満ちた一日 12/9 12/10

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

米谷たかね 恋はポーカーフェイスで 12/9 12/10

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

神谷和都 聖夜はボスと 12/9 12/10
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ハーパーコリン
ズ・ジャパン

雁えりか クリスマスは愛のとき 12/9 12/10

ワニマガジン社 位置原光Z 位置原光Ｚ作品集 12/15 2022/1/28

ふゅ～じょんぷろ
だくと

森世 白い朝に　（２） 12/17 2022/1/24

ふゅ～じょんぷろ
だくと

森世 限定版　白い朝に　（２）　小冊子付き 12/17 2022/1/24

メディアファクト
リー

一智和智 便利屋斎藤さん、異世界に行く　（６） 12/21 2022/1/28 ComicWalker

メディアファクト
リー

弐尉マルコ ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です！　（１７） 12/23 2022/1/21
月刊コミックアライ

ブ

スクウェア・エニッ
クス

昆布わかめ 最近雇ったメイドが怪しい　（５） 12/22 2022/2/22 ガンガンJOKER

講談社 リベンセイ えんまさんちのケルベロス　（３） 12/23 2022/8/23 モーニング

角川書店 士土幽太郎
一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強になっていた
～落第剣士の学院無双～　（３）

12/25 2022/1/26 ヤングエースUP

メディアワークス オギノサトシ 異世界最強の大魔王、転生し冒険者になる　（３） 12/25 2022/1/27 ComicWalker

メディアワークス メディアワークス 神様になった日　（２） 12/25 2022/1/27 電撃G's magazine

メディアワークス 種十号
艦隊これくしょん　－艦これ－　おねがい！鎮守府目安箱
（７）

12/25 2022/1/27 電撃マオウ

KADOKAWA
COMICBRIDGE編

集部
いらない男を捨てました 恋愛ショートアンソロジーコミック 12/25 2022/1/31

メディアファクト
リー

hagi 後宮に星は宿る　～金椛国春秋～　（３） 12/27 2022/1/27 月刊コミックジーン

小学館 アンソロジー 刀剣乱舞－ONLINE－アンソロジー　絆 延期未定 10/5

KADOKAWA 能一ニェ 神辺先生の当直ごはん　（１） 延期未定 12/8
COMIC BRIDGE

online

双葉社 白木とざくろ
神々の加護で生産革命～異世界の片隅でまったりスローラ
イフしてたら、なぜか多彩な人材が集まって最強国家　（１）

延期未定 12/28 がうがうモンスター

エンターブレイン 石田裕揮 ふろラン　（２） 延期未定 2022/1/15 ハルタ

メディアファクト
リー

ハミタ 目つき悪い子かわいい子　（１） 延期未定 2022/1/21

角川書店 絢瀬あとり
ただの屍のようだと言われて幾星霜、気づいたら最強のアン
デッドになってた　（１）

延期未定 2022/1/21 少年エースplus

一迅社 まな 朝焼けは黄金色 THE IDOLM＠STER　（４） 延期未定 2022/1/27 月刊ComicREX

講談社 木村大介 トシサン　～都市伝説特殊捜査本部第三課～　（２） 1/13 発売中止 コミックDAYS

大都社 上杉響士郎 深夜オフィスで勝手にリベンジ　（１） 1/25 延期未定

双葉社 もにつなのに
転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料理します
～お飾り王妃はマイペースに最強です～　（２）

4/15 延期未定 がうがうモンスター

メディアファクト
リー 柴嶺タカシ 黒のカミサマと白のアデプト　（３） 4/23 延期未定

月刊コミックアライ
ブ

講談社 一色まこと レディ・ロウと７日の森　　（１） 4/23 延期未定 モーニング
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メディアファクト
リー

稲空穂 アルネの事件簿　（４） 5/1 延期未定 月刊コミックジーン

リブレ 鳩川ぬこ ＧＵＩＮＥＡ　ＰＩＧ　ＲＯＯＭ　ＴＯＵＲ　（１） 5/20 延期未定 くろふねピクシブ

宙出版 アンソロジー
えっちな方言ギャルにオタク男子が囁かれちゃう
アンソロジー

6/24 延期未定

宙出版 アンソロジー 堅物風紀委員長とナイショでイチャラブするアンソロジー 7/26 延期未定

小学館 今澤まいこ ＶｅａｓＴ！！　－Ｐと野獣－　（１） 9/24 発売中止

小学館 今澤まいこ ＶｅａｓＴ！！　－Ｐと野獣－　（２） 9/24 発売中止

小学館 すずむし みんなに言えないことがある　（１） 9/24 延期未定 ベツフラ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 聖悠紀 超人ロック　憧憬 12/23 延期未定

メディアファクト
リー

えかきびと
数字で救う！　弱小国家　幸せになれる確率を求めよ。ただ
しあなたの過去は変わらないものとする　（５）

12/23 延期未定
月刊コミックアライ

ブ

メディアファクト
リー

Be－con ベイビー・ブルー・クラスター　（２） 12/23 延期未定
月刊コミックアライ

ブ
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