
ISBN gateauコミックス　＜雑誌扱い＞
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

7484-1 あなたの世界で終わりたい ¥647 あおの なち B6

7496-4 あの子に優しい世界がいい ¥647 あおの なち B6

7757-6 テオ-THEO- ¥680 あおの なち B6

7894-8 ギャングの飼い方 ¥680 秋久 テオ B6

7546-6 ナイトミルクヘッズ ¥680 秋吉 しま B6

7962-4 ナイトミルクアソート ¥680 秋吉 しま B6

2103-6 ナイトミルクヘブン ¥680 秋吉 しま B6

7122-2 ひとりじめボーイフレンド ¥657 ありい めめこ B6

7178-9 ひとりじめマイヒーロー ¥657 ありい めめこ B6

7261-8 ひとりじめマイヒーロー 2 ¥657 ありい めめこ B6

7307-3 ひとりじめマイヒーロー 3 ¥647 ありい めめこ B6

7408-7 ひとりじめマイヒーロー 4 ¥647 ありい めめこ B6

7524-4 ひとりじめマイヒーロー 5巻　 ¥680 ありい めめこ B6

7699-9 ひとりじめマイヒーロー 6巻 ¥680 ありい めめこ B6

7778-1 ひとりじめマイヒーロー 7巻 ¥680 ありい めめこ B6

7887-0 ひとりじめマイヒーロー 8巻 ¥680 ありい めめこ B6

7888-7 ひとりじめマイヒーロー 8巻　特装版 ¥980 ありい めめこ B6

7970-9 ひとりじめマイヒーロー 9巻 ¥680 ありい めめこ B6

7971-6 ひとりじめマイヒーロー 9巻　特装版 ¥980 ありい めめこ B6

2122-7 ひとりじめマイヒーロー 10巻 ¥680 ありい めめこ B6

2123-4 ひとりじめマイヒーロー 10巻　特装版 ¥1,500 ありい めめこ B6

2233-0 ひとりじめマイヒーロー 11巻 ¥680 ありい めめこ B6

2234-7 ひとりじめマイヒーロー 11巻　特装版 ¥1,500 ありい めめこ B6

2272-9 先生、我慢できません 限定版 ¥890 Arinco B6

7925-9 りある≠げえむ√H ¥700 上原 あり B6

2094-7 ヤバいやつに好かれた話 ¥690 転 はくと B6

2187-6 その耳触らせてください ¥690 海灯火 B6

2238-5 プレイアフターコール ¥680 オオタコ マメ B6

7614-2 アホエロ ¥680 重い実 B6

7984-6 アホエロ 社会人編 限定版 ¥890 重い実 B6

7906-8 愛しのXLサイズ ¥690 重い実 B6

2088-6 愛しのXLサイズ・続 限定版 ¥890 重い実 B6

2259-0 愛しのXLサイズ・続々 限定版 ¥890 重い実 B6

2185-2 三代目同士、喫茶と酒屋の幼なじみ 限定版 ¥890 重い実 B6

2121-0 Ωの兄は暴かれたい ¥690 かむ B6

2212-5 息をひそめて、恋を 上 ¥680 かむ B6

2213-2 息をひそめて、恋を 下 ¥680 かむ B6

7809-2 グッバイ･ハーレキン　特装版 ¥980 楔 ケリ B6

2283-5 ウブな不良は今日も××でとかされる ¥680 家目 やこ B6

2134-0 王子様はひめくんと付き合いたい ¥690 GO毛力 B6

2073-2 恋の実況配信はじめました ¥690 さかもと 麻乃 B6

2133-3 お金ありきの関係ですが ¥690 櫻井 ナナコ B6

7762-0 純情エスケイプ ¥680 沢本 そじ B6

7959-4 メビウスストリップ ¥690 沢本 そじ B6

2211-8 ぜったい、後悔させませんから！ ¥690 さん太ろ B6

7642-5 ヤクザ教師とハメられ王子 ¥890 シギ乃 B6

7864-1 ヤクザ教師とハメられ王子2 ¥690 シギ乃 B6

7978-5 ヤクザ教師とハメられ王子3 ¥690 シギ乃 B6

2203-3 ヤクザ教師とハメられ王子4 ¥680 シギ乃 B6

7746-0 ダーリン、いいかげんにしやがれ ¥680 鈴丸 みんた B6

7633-3 くじらの御仕立さん ¥680 灼 B6

7362-2 相生結び ¥647 灼 B6

7499-5 相生結び・続 ¥680 灼 B6

7854-2 あおに鳴く ¥680 灼 B6

7880-1 あおに鳴く・続 ¥700 灼 B6

2149-4 ハレとモノノケ 上 ¥700 灼 B6

2150-0 ハレとモノノケ 下 ¥690 灼 B6

2293-4 デリヘル呼んだらヒモが来た ¥670 ジョーコ B6 新刊

2260-6 メランコリックスパイラル ¥700 SILVA B6

2210-1 俺の幼馴染はメンドくさい ¥680 シヲザキ シヲ B6

ご担当者名：
貴店印 ㈱一迅社　〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-13　京王新宿追分ビル5階

受注専用FAX：０４８-７２８-５７０３
販売部 TEL：０３-５３１２-６１５０

ご担当者名：



ISBN gateauコミックス　＜雑誌扱い＞
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

2261-3 ドSな裏アカ男子くん ¥680 すめし B6

7985-3 今夜、君と眠りたい ¥680 滝端 B6

2225-5 ライトオブマイライフ ¥700 滝端：漫画　水壬 楓子：原案 B6

7592-3 壁穴ヘブンホール ¥680 中川 リィナ B6

7719-4 壁穴マネーホール ¥680 中川 リィナ B6

7860-3 壁穴ゴシップスター 初回限定版 ¥880 中川 リィナ B6

7977-8 ハプニングバーで逢いましょう ¥680 中川 リィナ B6

2236-1 クランクアップラバーキュー ¥700 二条 めも B6

7650-0 最大音量で、 ¥680 灰田 ナナコ B6

7737-8 僕を悪い子にして ¥680 灰田 ナナコ B6

7915-0 僕を悪い子にして2 ¥690 灰田 ナナコ B6

7933-4 サンシャイン・ラブシック ¥700 灰田 ナナコ B6

2169-2 理想的恋愛の条件　特装版 ¥900 灰田 ナナコ B6

7723-1 ごめんしたって許さない ¥680 博士 B6

7884-9 エロ漫画家とアシくん ¥680 博士 B6

7997-6 生贄のお勤めは、 ¥690 博士 B6

2178-4 ライオン如きの国から 限定版 ¥890 博士 B6

7304-2 ひねくれチェイサー ¥647 ぱんこ。 B6

7403-2 もっと！ひねくれチェイサー ¥647 ぱんこ。 B6

7572-5 もっと！ひねくれチェイサー (2) ¥680 ぱんこ。 B6

7758-3 もっと！ひねくれチェイサー (3) ¥680 ぱんこ。 B6

2112-8 もっと！ひねくれチェイサー (4) ¥690 ぱんこ。 B6

7356-1 ナンバーコール ¥647 古矢 渚 B6

7492-6 群青のすべて ¥680 古矢 渚 B6

7744-6 君は夏のなか ¥680 古矢 渚 B6

7961-7 君と夏のなか 限定版 ¥900 古矢 渚 B6

7765-1 プレイルーム108 ¥680 ぺそ太郎 B6

2284-2 フロムヘブンヘブン ¥700 ほど B6

7945-7 モノクロリミット ¥690 まいね B6

7731-6 僕らの恋と青春のすべて ¥680 まいね：漫画　　cocoaball：原案 B6

7908-2 僕らの恋と青春のすべて　同級生の僕ら ¥690 海灯火：漫画　　cocoaball：原案 B6

7909-9 僕らの恋と青春のすべて　同級生の僕ら 特装版 ¥1,500 海灯火：漫画　　cocoaball：原案 B6

2247-7 僕らの恋と青春のすべて 保健室の僕ら ¥680 ザエン：漫画　cocoaball：原案 B6

2248-4 僕らの恋と青春のすべて 保健室の僕ら 特装版 ¥1,500 ザエン：漫画　cocoaball：原案 B6

7620-3 傷だらけの箱庭 ¥680 まさき 茉生 B6

7736-1 マイ・リトル・ヴァンパイア ¥680 まさき 茉生 B6

7905-1 優しいパンツの脱がせ方 ¥690 まさき 茉生 B6

7996-9 恋するヒプノティックセラピー 限定版 ¥890 まさき 茉生 B6

2235-4 キスで溶かしたそのあとに 限定版 ¥900 まさき 茉生 B6

2204-0 初恋とは似て非なるもの ¥680 松田 とらいち B6

7702-6 SMごっこ ¥680 三井 椿 B6

2271-2 今日も猫様はかわいい ¥700 水稀 たま B6

7618-0 オールナイトロング ¥680 ムノ B6

7932-7 センセイと愛犬 ¥690 やすだ しのぐ：漫画　　堀川 ごぼこ：原作 B6

2237-8 ヤリチンによるトラウマ克服××× ¥680 ゆずしを B6

7856-6 キミの食べごろ ¥680 依子 B6

2090-9 シュガードッグライフ ¥690 依子 B6

7782-8 きぐるみくん ¥680 ん村 B6

7943-3 待ち狐と人の子 ¥690 ん村 B6

2095-4 オンラインゲーム仲間とサシオフしたら職場の鬼上司が来た ¥990 ん村 B6

2224-8 金髪お坊ちゃまと日本人執事 ¥580 ん村 B6

ISBN TLレーベル創刊！　ＬＯＶＥＢＩＴＥＳコミックス　＜書籍扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

2139-5 その警察官、ときどき野獣！（1） ¥690 虎井 シグマ B6

2155-5 その警察官、ときどき野獣！（2） ¥690 虎井 シグマ B6

2206-4 その警察官、ときどき野獣！（3） ¥690 虎井 シグマ B6

2275-0 その警察官、ときどき野獣！（4） ¥690 虎井 シグマ B6 新刊

2140-1 明治ラブショップ（1） ¥690 蓮城 はに B6

2220-0 明治ラブショップ（2） ¥690 蓮城 はに B6

2141-8 上司とエッチしたら挿れ替わっちゃった!?（1） ¥690 明治 みちる B6

2176-0 上司とエッチしたら挿れ替わっちゃった!?（2） ¥690 明治 みちる B6

2142-5 ヤンキー弁護士はインテリ俺様系！ ¥690 ゆうき 飛鳥 B6

2250-7 お願いしなきゃイカせてやんない（1） ¥690 ゆずしを B6

2256-9 お願いしなきゃイカせてやんない（2） ¥690 ゆずしを B6

2257-6 お願いしなきゃイカせてやんない（3） ¥690 ゆずしを B6

2251-4 悪役令嬢は一途に溺愛されて ¥690 ゆずしを B6

2279-8 二人の婚約者に溺愛されて（1） ¥690 弓槻 みあ：著者　青井 千寿：原作 B6 新刊

2280-4 二人の婚約者に溺愛されて（2） ¥690 弓槻 みあ：著者　青井 千寿：原作 B6 新刊

ISBN TLアンソロジー　＜雑誌扱い＞

1717-6 野獣と評判の王太子殿下に娶られました…アンソロジー ¥790 アンソロジー B6

1728-2 絶倫従属は箱入り令嬢を鳴かせたい。アンソロジー ¥790 アンソロジー B6

ご担当者名：
貴店印 ㈱一迅社　〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-13　京王新宿追分ビル5階

受注専用FAX：０４８-７２８-５７０３
販売部 TEL：０３-５３１２-６１５０

ご担当者名：


