
 
ISBN ZERO‐SUMコミックス補充注文書 １　＜雑誌扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

ゼロサムハピネスシリーズ（ノベル原作コミカライズ）
3338-1 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…1巻 ¥640 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック 　山口 悟：原作 B6

3394-7 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…2巻 ¥640 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック 　山口 悟：原作 B6

3429-6 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に 転生してしまった…3巻 ¥640 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック 　山口 悟：原作 B6

3430-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に 転生してしまった…3巻　特装版 ¥920 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック 　山口 悟：原作 B6

3464-7 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…4巻 ¥640 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック  山口 悟：原作 B6

3513-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…5巻 ¥640 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック  山口 悟：原作 B6

3514-9 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…5巻　特装版 ¥920 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック  山口 悟：原作 B6

3576-7 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…6巻 ¥640 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック  山口 悟：原作 B6

3653-5 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…7巻 ¥645 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック  山口 悟：原作 B6

3654-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…7巻　特装版 ¥3,636 ひだか なみ：キャラクター原案・コミック  山口 悟：原作 B6

3515-6 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 絶体絶命！破滅寸前編　1巻 ¥640 nishi：コミック  山口 悟：原作　ひだか なみ：キャラクター原案 B6

3577-4 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 絶体絶命！破滅寸前編　2巻 ¥640 nishi：コミック  山口 悟：原作　ひだか なみ：キャラクター原案 B6

3632-0 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 絶体絶命！破滅寸前編　3巻 ¥645 nishi：コミック  山口 悟：原作　ひだか なみ：キャラクター原案 B6

2099-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… コミックアンソロジー ¥700 アンソロジー B6

2269-9 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… コミックアンソロジー VOL.2 ¥700 アンソロジー B6

2129-6 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… GIRLS PATCH ¥780 アンソロジー B6

3672-6 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…公式アンソロジーコミック～スウィートメモリーズ～ ¥782 アンソロジー B6 新刊

3432-6 虫かぶり姫　1巻 ¥640 喜久田 ゆい：コミック　由唯：原作　椎名 咲月：キャラクター原案 B6

3466-1 虫かぶり姫　2巻 ¥640 喜久田 ゆい：コミック　由唯：原作　椎名 咲月：キャラクター原案 B6

3504-0 虫かぶり姫　3巻 ¥640 喜久田 ゆい：コミック　由唯：原作　椎名 咲月：キャラクター原案 B6

3564-4 虫かぶり姫　4巻 ¥640 喜久田 ゆい：コミック　由唯：原作　椎名 咲月：キャラクター原案 B6

3611-5 虫かぶり姫　5巻 ¥645 喜久田 ゆい：コミック　由唯：原作　椎名 咲月：キャラクター原案 B6

3567-5 虫かぶり姫　公式コミックアンソロジー～君は僕の宝物～ ¥780 アンソロジー B6

3428-9 マリエル・クララックの婚約　1巻 ¥640 アラスカぱん：コミック　桃春花：原作　まろ：キャラクター原案 B6

3480-7 マリエル・クララックの婚約　2巻 ¥640 アラスカぱん：コミック　桃春花：原作　まろ：キャラクター原案 B6

3527-9 マリエル・クララックの婚約　3巻 ¥640 アラスカぱん：コミック　桃春花：原作　まろ：キャラクター原案 B6

3584-2 マリエル・クララックの婚約　4巻 ¥640 アラスカぱん：コミック　桃春花：原作　まろ：キャラクター原案 B6

3659-7 マリエル・クララックの婚約　5巻 ¥636 アラスカぱん：コミック　桃春花：原作　まろ：キャラクター原案 B6

3492-0 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～　1巻 ¥640 おの 秋人：コミック　文庫 妖：原作　なま：キャラクター原案 B6

3541-5 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～　2巻 ¥640 おの 秋人：コミック　文庫 妖：原作　なま：キャラクター原案 B6

3605-4 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～　3巻 ¥640 おの 秋人：コミック　文庫 妖：原作　なま：キャラクター原案 B6

3508-8 チート少女が暴君聖王に溺愛されそうですが、今は魔法に夢中なんです!!!　1巻 ¥640 笹原 智映：コミック　夏野 ちより：原作　雲屋 ゆきお：キャラクター原案 B6

3571-2 チート少女が暴君聖王に溺愛されそうですが、今は魔法に夢中なんです!!!　2巻 ¥640 笹原 智映：コミック　夏野 ちより：原作　雲屋 ゆきお：キャラクター原案 B6

3593-4 婚約破棄を持ちかけられて十数年、そこまで言うなら破棄しましょう！ ¥640 由村：漫画　 まろ：キャラクター原案 B6

3554-5 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。　1巻 ¥640 松浦 ぶんこ：コミック　天壱：原作　鈴ノ助：キャラクター原案 B6

3602-3 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。　2巻 ¥670 松浦 ぶんこ：コミック　天壱：原作　鈴ノ助：キャラクター原案 B6

3622-1 魔法使いの婚約者 ～Eternally Yours～　1巻 ¥673 はいいろ：コミック　中村 朱里：原作　サカノ 景子：キャラクター原案 B6

3453-1 竜騎士のお気に入り　1巻 ¥640 蒼崎　律：コミック　織川 あさぎ：原作　伊藤 明十：キャラクター原案 B6

3497-5 竜騎士のお気に入り　2巻 ¥640 蒼崎　律：コミック　織川 あさぎ：原作　伊藤 明十：キャラクター原案 B6

3566-8 竜騎士のお気に入り　3巻 ¥640 蒼崎　律：コミック　織川 あさぎ：原作　伊藤 明十：キャラクター原案 B6

3620-7 竜騎士のお気に入り　4巻 ¥645 蒼崎　律：コミック　織川 あさぎ：原作　伊藤 明十：キャラクター原案 B6

3465-4 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中　1巻 ¥640 千種 あかり：コミック　佐槻 奏多：原作　一花 夜：キャラクター原案 B6

3505-7 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中　2巻 ¥640 千種 あかり：コミック　佐槻 奏多：原作　一花 夜：キャラクター原案 B6

3565-1 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中　3巻 ¥640 千種 あかり：コミック　佐槻 奏多：原作　一花 夜：キャラクター原案 B6

3612-2 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中　4巻 ¥645 千種 あかり：コミック　佐槻 奏多：原作　一花 夜：キャラクター原案 B6

3475-3 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者　1巻 ¥640 アズマ　ミドリ：コミック　香月 航：原作　ねぎし きょうこ：キャラクター原案 B6

3520-0 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者　2巻 ¥670 アズマ　ミドリ：コミック　香月 航：原作　ねぎし きょうこ：キャラクター原案 B6

3574-3 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者　3巻 ¥670 アズマ　ミドリ：コミック　香月 航：原作　ねぎし きょうこ：キャラクター原案 B6

3631-3 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者　4巻 ¥673 アズマ　ミドリ：コミック　香月 航：原作　ねぎし きょうこ：キャラクター原案 B6

3521-7 お狐様の異類婚姻譚　1巻 ¥640 いなる：コミック　糸森 環：原作　凪 かすみ：キャラクター原案 B6

3579-8 お狐様の異類婚姻譚　2巻 ¥640 いなる：コミック　糸森 環：原作　凪 かすみ：キャラクター原案 B6

3670-2 お狐様の異類婚姻譚　3巻 ¥673 いなる：コミック　糸森 環：原作　凪 かすみ：キャラクター原案 B6 新刊

3604-7 男装令嬢の不本意な結婚　1巻 ¥640 咲宮 いろは：コミック　もり：原作　紫 真依：キャラクター原案 B6

3528-6 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　1巻 ¥640 大庭 そと：コミック　山田 桐子：原作　まち：キャラクター原案 B6

3581-1 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　2巻 ¥640 大庭 そと：コミック　山田 桐子：原作　まち：キャラクター原案 B6

3671-9 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　3巻 ¥645 大庭 そと：コミック　山田 桐子：原作　まち：キャラクター原案 B6 新刊

3583-5 獣人隊長の（仮）婚約事情　1巻 ¥640 春が野 かおる：コミック　百門 一新：原作　晩亭 シロ：キャラクター原案 B6

3585-9 出稼ぎ令嬢の婚約騒動　次期公爵様は婚約者に愛されたくて必死です。　1巻 ¥670 NRMEN：コミック　黒湖 クロコ：原作　SUZ：キャラクター原案 B6

3623-8 捨てられ男爵令嬢は黒騎士様のお気に入り　1巻 ¥673 野津川 香：コミック　水野 沙彰：原作　宵 マチ：キャラクター原案 B6

3666-5 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました　1巻 ¥645 村上 ゆいち：コミック　佐槻 奏多：原作　笹原 亜美：キャラクター原案 B6 新刊

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：

★Bookこねくと からもご注文いただけます★
Bookこねくとは、Webまることサービスの連携をしております。

Webまるこにログインしていれば専用リンクからのアクセスが可能です。

■Webまるこ：https://maruko.kodansha.co.jp

Webまるこ及びBookこねくとに会員登録していれば、

直接Bookこねくとにアクセスし、ご利用いただけます。

■Bookこねくと：https://bookconnect.net/
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3499-9 王太子妃になんてなりたくない!! 1巻 ¥640 黒木 捺：コミック　月神 サキ：原作　蔦森 えん：キャラクター原案 B6

3603-0 王太子妃になんてなりたくない!! 2巻 ¥640 黒木 捺：コミック　月神 サキ：原作　蔦森 えん：キャラクター原案 B6

3625-2 王子様に溺愛されて困ってます～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～　1巻 ¥673 三浦 ひらく：コミック　月神 サキ：原作　アオイ 冬子：キャラクター原案 B6

3582-8 昨今のシンデレラは靴を落とさない。　1巻 ¥640 式部 玲：コミック　小山内 慧夢：原作　芦原 モカ：キャラクター原案 B6

3621-4 花は淫獄へ堕ちずにすむか　—転生脇役の奮闘—　1巻 ¥673 さくら 真呂：コミック　永久 めぐる：原作　天路 ゆうつづ：キャラクター原案 B6

3624-5 一目惚れと言われたのに実は囮だと知った伯爵令嬢の三日間　1巻 ¥636 藤谷 陽子：コミック　千石 かのん：原作　八美☆わん：キャラクター原案 B6

3647-4 騎士団長は元メガネ少女を独り占めしたい　1巻 ¥645 鴨野 れな：コミック　高瀬 なずな：原作　芦原 モカ：キャラクター原案 B6

3648-1 姫様、無理です！～今をときめく宰相補佐様と関係をもつなんて～　1巻 ¥673 小神 よみ子：コミック　竹輪：原作　三浦 ひらく：キャラクター原案 B6

3650-4 モブだけど推しが生きてるから毎日が楽しい　1巻 ¥673 つちの えいち：コミック　KAI：原作　炎 かりよ：キャラクター原案 B6

3660-3 伯爵令嬢は犬猿の仲のエリート騎士と強制的につがいにさせられる　1巻 ¥645 鈴宮 ユニコ：キャラクター原案・コミック　茜 たま：原作 B6

3543-9 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？ 1巻 ¥640 おだやか：コミック　籠の中のうさぎ：原作　krage：キャラクター原案 B6

3597-2 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？ 2巻 ¥640 おだやか：コミック　籠の中のうさぎ：原作　krage：キャラクター原案 B6

3661-0 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？ 3巻 ¥645 おだやか：コミック　籠の中のうさぎ：原作　krage：キャラクター原案 B6

3595-8 僕は婚約破棄なんてしませんからね　1巻 ¥640 オオトリ：コミック　ジュピタースタジオ：原作

Nardack：キャラクター原案 B6

3668-9 僕は婚約破棄なんてしませんからね　2巻 ¥645 オオトリ：コミック　ジュピタースタジオ：原作　Nardack：キャラクター原案 B6 新刊

3613-9 貧乏令嬢の勘違い聖女伝　～お金のために努力してたら、王族ハーレムが出来ていました!?～　1巻 ¥645 遊行寺 たま：コミック　馬路まんじ：原作　ひさま くまこ：キャラクター原案 B6

3626-9 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～　1巻 ¥673 尾羊 英：コミック　中村 颯希：原作　ゆき哉：キャラクター原案 B6

3633-7 仮初め寵妃のプライド 皇宮に咲く花は未来を希う　1巻 ¥645 環：キャラクター原案・コミック  タイガーアイ：原作 B6

3635-1 悪役令嬢（予定）らしいけど、私はお菓子が食べたい～ブロックスキルで穏やかな人生目指します～　1巻 ¥645 chany：コミック  佐槻 奏多：原作　紫 真依：キャラクター原案 B6

3649-8 フェンリル騎士隊のたぐいまれなるモフモフ事情～異動先の上司が犬でした～　1巻 ¥645 牛野 こも：コミック　江本 マシメサ：原作　しの：キャラクター原案 B6

3667-2 復讐の甘い檻　1巻 ¥636 コヤマ ナユ：コミック　最賀 すみれ：原作　ウエハラ 蜂：キャラクター原案 B6 新刊

3669-6 男運ゼロの薬師令嬢、初恋の黒騎士様が押しかけ婚約者になりまして。　1巻 ¥673 麦崎 旬：キャラクター原案・コミック　柊 一葉：原作 B6 新刊

3665-8 押して駄目だったので、引いてみることにしたのですが　1巻 ¥673 むぎちゃ ぽよこ：キャラクター原案・コミック　琴子：原作 B6 新刊

ゼロサムハピネスシリーズ（アンソロジー）
3463-0 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック ¥780 アンソロジー B6

3494-4 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック　2巻 ¥780 アンソロジー B6

3534-7 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック　3巻 ¥780 アンソロジー B6

3586-6 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック　4巻 ¥780 アンソロジー B6

3606-1 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック　5巻 ¥780 アンソロジー B6

3538-5 悪役令嬢ですが、ヒロインに攻略されてますわ!? アンソロジーコミック ¥780 アンソロジー B6

3627-6 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック　ざまぁ編 ¥782 アンソロジー B6

3663-4 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジーコミック　ざまぁ編　2巻 ¥782 アンソロジー B6

3556-9 溺愛令嬢は旦那さまから逃げられません…っ♡ アンソロジーコミック ¥780 アンソロジー B6

3615-3 溺愛令嬢は旦那さまから逃げられません…っ アンソロジーコミック　2巻 ¥782 アンソロジー B6

3580-4 転生したら断罪スタートなんて聞いてませんっ！ アンソロジーコミック　 ¥780 アンソロジー B6

3636-8 訳あり令嬢でしたが、溺愛されて今では幸せです アンソロジーコミック ¥782 アンソロジー B6

3662-7 婚約破棄されましたが、幸せに暮らしておりますわ！アンソロジーコミック ¥782 アンソロジー B6

3673-3 救国の聖女ですが、国外追放されちゃいました～！？　アンソロジーコミック ¥782 アンソロジー B6 新刊

3598-9 平凡な俺♂だけど異世界で溺愛されてます　アンソロジーコミック ¥780 アンソロジー B6

新レーベル　カラフルハピネス（海外翻訳）
1743-5 デイジー～公爵の婚約者になる方法～（1） ¥940 ALLYN：作画　リサベル：原作　W（REDICE STUDIO）：脚色 B6 新刊

ISBN ZERO‐SUMコミックス＜雑誌扱い＞

3525-5 女子力高めな獅子原くん　1巻 ¥720 相舞 みー B6

3573-6 女子力高めな獅子原くん　2巻 ¥720 相舞 みー B6

3645-0 女子力高めな獅子原くん　3巻 ¥727 相舞 みー B6

3634-4 落ちこぼれ魔女と恋を知らない天才魔術師 ¥645 飴降 あめり B6

3642-9 ロンググッドバイ マイハニー　1巻 ¥673 雨宮 由樹・市原 ゆき乃 B6

3433-3 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M（１） ¥680 原作：EVIL LINE RECORDS　漫画：城キイコ　シナリオ：百瀬祐一郎 B6

3471-5 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M（2） ¥680 原作：EVIL LINE RECORDS　漫画：城キイコ　シナリオ：百瀬祐一郎 B6

3500-2 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M（3） ¥700 原作：EVIL LINE RECORDS　漫画：城キイコ　シナリオ：百瀬祐一郎 B6

3501-9 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M （3） CD付き限定版 ¥2,000 原作：EVIL LINE RECORDS　漫画：城キイコ　シナリオ：百瀬祐一郎 B6

3651-1 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M＋ （１） CD付き限定版 ¥2,000 原作：EVIL LINE RECORDS　漫画：城キイコ　シナリオ：百瀬祐一郎 B6

3652-8 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M＋ （１） ¥700 原作：EVIL LINE RECORDS　漫画：城キイコ　シナリオ：百瀬祐一郎 B6

3360-2 神クズ☆アイドル 1巻 ¥620 いそふらぼん 肘樹 B6

3424-1 神クズ☆アイドル 2巻 ¥680 いそふらぼん 肘樹 B6

3524-8 神クズ☆アイドル 3巻 ¥700 いそふらぼん 肘樹 B6

3601-6 神クズ☆アイドル 4巻 ¥680 いそふらぼん 肘樹 B6

3637-5 GETUP! GETLIVE!-ゲラゲラ-　1巻 ¥700
うごんば：コミック　渡 航：ストーリー　

由良：キャラクター原案
B6

3638-2 GETUP! GETLIVE!-ゲラゲラ-　1巻　特装版 ¥1,300
うごんば：コミック　渡 航：ストーリー　

由良：キャラクター原案
B6

3639-9 GETUP! GETLIVE!-ゲラゲラ-　2巻 ¥700
うごんば：コミック　渡 航：ストーリー　

由良：キャラクター原案
B6

3462-3 破天荒遊戯 21巻 ¥670 遠藤 海成 B6

3507-1 破天荒遊戯 22巻 ¥780 遠藤 海成 B6

3591-0 破天荒遊戯 23巻 ¥780 遠藤 海成 B6

3568-2 Landreaall 36巻 ¥620 おがき ちか B6

3569-9 Landreaall 36巻 特装版 ¥2,700 おがき ちか B6

3618-4 Landreaall 37巻 ¥636 おがき ちか B6

3619-1 Landreaall 37巻 特装版 ¥909 おがき ちか B6

3555-2 蒼井くんにはかなわない　1巻 ¥640 押川 いい B6

3656-6 蒼井くんにはかなわない　2巻 ¥673 押川 いい B6

3479-1 災禍の神は願わない　1巻 ¥620 尾羊 英 B6

3537-8 災禍の神は願わない　2巻 ¥640 尾羊 英 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 ZERO‐SUMコミックス補充注文書 3　＜雑誌扱い＞
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

3560-6 ボクラノキセキ 23巻 ¥620 久米田 夏緒 B6

3561-3 ボクラノキセキ 23巻 特装版 ¥900 久米田 夏緒 B6

3607-8 ボクラノキセキ 24巻 ¥636 久米田 夏緒 B6

3608-5 ボクラノキセキ 24巻 特装版 ¥900 久米田 夏緒 B6

3578-1 魔法使いの約束　1巻 ¥680
シノノメ ウタ：漫画　都志見 文太／coly：原作・シナリオ　

ダンミル： キャラクターデザイン原案
B6

3664-1 魔法使いの約束 コミックアンソロジー ¥900 監修・coly B6 新刊

3328-2 Fate/Grand Order -mortalis:stella- 1巻 ¥460 白峰：漫画　原作：TYPE-MOON 新書

3382-4 Fate/Grand Order -mortalis:stella- 2巻 ¥460 白峰：漫画　原作：TYPE-MOON 新書

3646-7 Fate/Grand Order -mortalis:stella- 3巻 ¥510 白峰：漫画　原作：TYPE-MOON 新書

3609-2 転生！太宰治　転生して、すみません　1巻 ¥782 須賀 今日助：コミック　佐藤 友哉：原作 B6

3572-9 エンド・オブ・バロル　1巻 ¥640 空倉 シキジ B6

3655-9 エンド・オブ・バロル　2巻 ¥800 空倉 シキジ B6

3532-3 ハイガクラ 13巻 ¥620 高山 しのぶ B6

3533-0 ハイガクラ 13巻 特装版 ¥900 高山 しのぶ B6

3616-0 ハイガクラ 14巻 ¥636 高山 しのぶ B6

3617-7 ハイガクラ 14巻 特装版 ¥909 高山 しのぶ B6

3535-4 花燭の白　1巻 ¥620 高山 しのぶ B6

3536-1 花燭の白　1巻　特装版 ¥900 高山 しのぶ B6

3589-7 花燭の白　2巻 ¥620 高山 しのぶ B6

3590-3 花燭の白　2巻　特装版 ¥900 高山 しのぶ B6

3640-5 花燭の白　3巻 ¥636 高山 しのぶ B6

3641-2 花燭の白　3巻　特装版 ¥909 高山 しのぶ B6

3547-7 空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩 ¥900 鳥原 習 A5

3643-6 こぎつね、わらわら　稲荷神のまかない飯　いただきますっ！ 　1巻 ¥682
西実 さく：漫画　松幸 かほ：原作
テクノサマタ：キャラクター原案

B6

3657-3 DEEMO -Prelude-　1巻 ¥809
庭 春樹：コミック　藤咲 淳一：シナリオ

Rayark Inc.：原案・原作
B6

3559-0 舞台に咲け！　1巻 ¥640 春園 ショウ B6

3628-3 舞台に咲け！　2巻 ¥636 春園 ショウ B6

3592-7 VRおじさんの初恋 ¥1,000 暴力 とも子 A5

3551-4 カーニヴァル 26巻 ¥620 御巫 桃也 B6

3552-1 カーニヴァル 26巻 特装版 ¥900 御巫 桃也 B6

3599-6 カーニヴァル 27巻 ¥620 御巫 桃也 B6

3600-9 カーニヴァル 27巻 特装版 ¥900 御巫 桃也 B6

5711-0 最遊記RELOAD BLAST １ ¥724 峰倉かずや A5

5931-2 最遊記RELOAD BLAST ２ ¥724 峰倉かずや A5

3267-4 最遊記RELOAD BLAST 3巻 ¥760 峰倉 かずや A5

3268-1 最遊記RELOAD BLAST 3巻 特装版　※委託扱い ¥1,111 峰倉 かずや A5

5795-0 最遊記異聞　壱巻 ¥724 峰倉かずや A5

3414-2 A3！ SUMMER #1 ¥620
ムネヤマヨシミ：漫画　リベル・エンタテインメント：原作　

冨士原 良：キャラクターデザイン B6

3457-9 A3！ SUMMER #2 ¥630
ムネヤマヨシミ：漫画　リベル・エンタテインメント：原作　

冨士原 良：キャラクターデザイン B6

3509-5 A3! AUTUMN #1 ¥620
ムネヤマヨシミ：漫画　リベル・エンタテインメント：原作　

冨士原 良：キャラクターデザイン B6

3510-1 A3! AUTUMN #2 ¥620
ムネヤマヨシミ：漫画　リベル・エンタテインメント：原作　

冨士原 良：キャラクターデザイン B6

3575-0 A3! WINTER #1 ¥620
ムネヤマヨシミ：漫画　リベル・エンタテインメント：原作

冨士原 良：キャラクターデザイン B6

3644-3 A3! WINTER #2 ¥673
ムネヤマヨシミ：漫画　リベル・エンタテインメント：原作

冨士原 良：キャラクターデザイン B6

3522-4 人外さんの嫁 10巻 ¥640 八坂 アキヲ・相川 有 B6

3523-1 人外さんの嫁 10巻 特装版 ¥900 八坂 アキヲ・相川 有 B6

3570-5 人外さんの嫁 11巻 ¥680 八坂 アキヲ・相川 有 B6

3610-8 人外さんの嫁 12巻 ¥682 八坂 アキヲ・相川 有 B6

3495-1 彼に依頼してはいけません 4巻 ¥620 雪広 うたこ B6

3496-8 彼に依頼してはいけません 4巻 特装版 ¥900 雪広 うたこ B6

3549-1 彼に依頼してはいけません 5巻 ¥620 雪広 うたこ B6

3550-7 彼に依頼してはいけません 5巻 特装版 ¥900 雪広 うたこ B6

3629-0 彼に依頼してはいけません 6巻 ¥636 雪広 うたこ B6

3630-6 彼に依頼してはいけません 6巻 特装版 ¥909 雪広 うたこ B6

3498-2 宝石商リチャード氏の謎鑑定 1巻 ¥700
あかつき 三日：漫画　辻村 七子：原作　

雪広 うたこ：キャラクター原案
B6

3539-2 宝石商リチャード氏の謎鑑定 2巻 ¥700
あかつき 三日：漫画　辻村 七子：原作　

雪広 うたこ：キャラクター原案
B6

3540-8 宝石商リチャード氏の謎鑑定 2巻　特装版 ¥950
あかつき 三日：漫画　辻村 七子：原作　

雪広 うたこ：キャラクター原案
B6

3587-3 宝石商リチャード氏の謎鑑定 3巻 ¥700
あかつき 三日：漫画　辻村 七子：原作　

雪広 うたこ：キャラクター原案
B6

3588-0 宝石商リチャード氏の謎鑑定 3巻　特装版 ¥1,200
あかつき 三日：漫画　辻村 七子：原作　

雪広 うたこ：キャラクター原案
B6

3658-0 カラクリ・ミステリヰ　1巻 ¥645 芳川 カズ B6

ZERO‐SUMコミックス　＜書籍扱い＞
0978-2 パティシエさんとお嬢さん (1) ¥815 銀泥 A5

3390-9 パティシエさんとお嬢さん (2) ¥815 銀泥 A5

3398-5 先生もネット世代(1) ¥815 那多 ここね A5

3456-2 先生もネット世代(2) ¥815 那多 ここね A5

3255-1 中世実在職業解説本 十三世紀のハローワーク ¥2,700 グレゴリウス山田 B5

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：


