
ISBN 百合姫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

2193-7 私の推しは悪役令嬢。(1) ¥680 青乃 下：漫画　いのり。：原作　花ヶ田：キャラクターデザイン原案 B6

2263-7 私の推しは悪役令嬢。(2) ¥680 青乃 下：漫画　いのり。：原作　花ヶ田：キャラクターデザイン原案 B6

2318-4 私の推しは悪役令嬢。(3) ¥680 青乃 下：漫画　いのり。：原作　花ヶ田：キャラクターデザイン原案 B6

2319-1 私の推しは悪役令嬢。-Revolution-(1)　　※ノベル（書籍扱い） ¥1,200 いのり。：著者　花ヶ田：イラスト 四六

7898-6 きみが死ぬまで恋をしたい（1） ¥680 あおの なち B6

7964-8 きみが死ぬまで恋をしたい（2） ¥680 あおの なち B6

2147-0 きみが死ぬまで恋をしたい（3） ¥680 あおの なち B6

2267-5 きみが死ぬまで恋をしたい（4） ¥680 あおの なち B6

2399-3 きみが死ぬまで恋をしたい（5） ¥680 あおの なち B6

2400-6 きみが死ぬまで恋をしたい（5） 特装版 ¥1,080 あおの なち B6

2154-8 ナメられたくないナメカワさん（1） ¥680 阿東 里枝 B6

2214-9 ナメられたくないナメカワさん（2） ¥680 阿東 里枝 B6

2285-9 ナメられたくないナメカワさん（3） ¥680 阿東 里枝 B6

2412-9 ナメられたくないナメカワさん（4） ¥680 阿東 里枝 B6 新刊

2249-1 彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！(1) ¥680 伊月 クロ B6

2354-2 彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！(2) ¥680 伊月 クロ B6

2326-9 今日もひとつ屋根の下 ¥1,000 犬井 あゆ A5

2339-9 今日はカノジョがいないから（1） ¥680 岩見 樹代子 B6

2076-3 欠けた月とドーナッツ（1） ¥852 雨水 汐 A5

2183-8 欠けた月とドーナッツ（2） ¥852 雨水 汐 A5

2296-5 欠けた月とドーナッツ（3） ¥852 雨水 汐 A5

2295-8 女ともだちと結婚してみた。（1） ¥680 雨水 汐 B6

2398-6 女ともだちと結婚してみた。（2） ¥680 雨水 汐 B6

2262-0 踊り場にスカートが鳴る(1) ¥680 うたたね 游 B6

2394-8 踊り場にスカートが鳴る(2) ¥680 うたたね 游 B6

7987-7 ハロー、メランコリック！（1） ¥680 大沢 やよい B6

2126-5 ハロー、メランコリック！（2） ¥680 大沢 やよい B6

2228-6 ハロー、メランコリック！（3） ¥680 大沢 やよい B6

2309-2 2DK、Gペン、アフタータイム。　大沢やよい短編集 ¥680 大沢 やよい B6

2411-2 スピカをつかまえて(1) ¥680 織日 ちひろ B6 新刊

2109-8 セメルパルス　semelparous(1) ¥680 荻野 純 B6

2194-4 セメルパルス　semelparous(2) ¥680 荻野 純 B6

2278-1 セメルパルス　semelparous(3) ¥680 荻野 純 B6

2110-4 ロンリーガールに逆らえない(1) ¥680 樫風 B6

2171-5 ロンリーガールに逆らえない(2) ¥680 樫風 B6

2239-2 ロンリーガールに逆らえない(3) ¥680 樫風 B6

2308-5 ロンリーガールに逆らえない(4) ¥680 樫風 B6

2410-5 ロンリーガールに逆らえない(5) ¥680 樫風 B6 新刊

2378-8 君としらない夏になる（1） ¥680 きぃやん B6

7926-6 海猫荘days（１） ¥680 コダマ ナオコ B6

2086-2 海猫荘days（2） ¥680 コダマ ナオコ B6

2163-0 海猫荘days（3） ¥680 コダマ ナオコ B6

2345-0 好きだからHしてます。 ¥680 コダマ ナオコ B6

2377-1 きみと世界の終りを訪ねて ¥1,000 こるせ A5

2314-6 恋愛遺伝子XX 完全版 ¥1,200 蔵王 大志：作画　影木 栄貴：原作 B6

2315-3 春夏秋冬 完全版 ¥800 蔵王 大志：作画　影木 栄貴：原作 B6

7976-1 citrus +（1） ¥680 サブロウタ B6

7995-2 citrus +（1）特装版 ¥950 サブロウタ A5

2104-3 citrus +（2） ¥680 サブロウタ B6

2105-0 citrus +（2）特装版　※委託扱い ¥950 サブロウタ A5

2218-7 citrus +（3） ¥680 サブロウタ B6

2219-4 citrus +（3）特装版　※委託扱い ¥1,500 サブロウタ A5

2337-5 citrus +（4） ¥680 サブロウタ B6

2338-2 citrus +（4）特装版  ※委託扱い ¥2,400 サブロウタ A5

2144-9 ゆりづくしの教室で（1） ¥680 しーめ B6

2227-9 ゆりづくしの教室で（2） ¥680 しーめ B6

2353-5 ゆりづくしの教室で（3） ¥680 しーめ B6

2160-9 魔女が恋する5秒前 ¥852 澄谷 ゼニコ A5

7918-1 ヒーローさんと元女幹部さん（1） ¥680 そめちめ B6

2066-4 ヒーローさんと元女幹部さん（2） ¥680 そめちめ B6

2158-6 ヒーローさんと元女幹部さん（3） ¥680 そめちめ B6

2264-4 ヒーローさんと元女幹部さん（4） ¥680 そめちめ B6

2182-1 ふたりエスケープ(1) ¥680 田口 囁一 B6

2226-2 ふたりエスケープ(2) ¥680 田口 囁一 B6

2317-7 ふたりエスケープ(3) ¥680 田口 囁一 B6

7838-2 君に好きっていわせたい ¥680 竹嶋 えく 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 百合姫コミックス補充注文書 2　＜雑誌扱い＞
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

7950-1 ささやくように恋を唄う（1） ¥680 竹嶋 えく B6

2074-9 ささやくように恋を唄う（2） ¥680 竹嶋 えく B6

2135-7 ささやくように恋を唄う（3） ¥680 竹嶋 えく B6

2201-9 ささやくように恋を唄う（4） ¥680 竹嶋 えく B6

2294-1 ささやくように恋を唄う（5） ¥680 竹嶋 えく B6

2397-9 ささやくように恋を唄う（6） ¥680 竹嶋 えく B6

2376-4 甘えさせて雛森さん！（1） ¥680 tsuke B6

7669-2 たとえとどかぬ糸だとしても1 ¥680 tMnR B6

7753-8 たとえとどかぬ糸だとしても2 ¥680 tMnR B6

7839-9 たとえとどかぬ糸だとしても3 ¥680 tMnR B6

7902-0 たとえとどかぬ糸だとしても4 ¥680 tMnR B6

7973-0 たとえとどかぬ糸だとしても5 ¥680 tMnR B6

2100-5 たとえとどかぬ糸だとしても6 ¥680 tMnR B6

2207-1 たとえとどかぬ糸だとしても7 初回限定版　※委託扱い ¥880 tMnR B6

7436-0 ゆるゆり (1) 新装版 ¥680 なもり B6

7437-7 ゆるゆり (2) 新装版 ¥680 なもり B6

7455-1 ゆるゆり (3) 新装版 ¥680 なもり B6

7456-8 ゆるゆり (4) 新装版 ¥680 なもり B6

7457-5 ゆるゆり (5) 新装版 ¥680 なもり B6

7473-5 ゆるゆり (6) 新装版 ¥680 なもり B6

7474-2 ゆるゆり (7) 新装版 ¥680 なもり B6

7475-9 ゆるゆり (8) 新装版 ¥680 なもり B6

7479-7 ゆるゆり (9) 新装版 ¥680 なもり B6

7494-0 ゆるゆり (10) 新装版 ¥680 なもり B6

7495-7 ゆるゆり (11) 新装版 ¥680 なもり B6

7502-2 ゆるゆり (12) 新装版 ¥680 なもり B6

7503-9 ゆるゆり (13) 新装版 ¥680 なもり B6

7520-6 ゆるゆり (14) ¥680 なもり B6

7674-6 ゆるゆり (15) ¥680 なもり B6

7775-0 ゆるゆり (16) ¥680 なもり B6

7974-7 ゆるゆり (17) ¥680 なもり B6

2114-2 ゆるゆり (18) ¥680 なもり B6

2197-5 ゆるゆり (19) ¥680 なもり B6

2286-6 ゆるゆり (20) ¥680 なもり B6

2287-3 ゆるゆり (20) 特装版 ¥1,143 なもり A5

2340-5 ゆるゆり (21) ¥680 なもり B6

2341-2 ゆるゆり (21) 特装版 ¥1,143 なもり A5

2288-0 転生したらあかりだけスライムだった件 (1) ¥680 水鳥 なや：漫画　なもり：原作 B6

2289-7 転生したらあかりだけスライムだった件 (1) 特装版 ¥1,143 水鳥 なや：漫画　なもり：原作 A5

7249-6 大室家 (1) ¥819 なもり A5

7328-8 大室家 (2) ¥819 なもり A5

7982-2 大室家 (3) ¥819 なもり A5

7983-9 大室家 (3) 特装版 ¥1,110 なもり A5

2199-9 大室家 (4) ¥819 なもり A5

2200-2 大室家 (4) 特装版 ¥1,110 なもり A5

2342-9 大室家 (5) ¥819 なもり A5

2343-6 大室家 (5) 特装版 ¥1,110 なもり A5

7202-1 ゆりゆり ¥857 なもり A5

7981-5 ゆりゆり2 ¥852 なもり A5

7851-1 なもり画集2 なもり展 ¥3,980 なもり B5

2146-3 ゆるゆり資料集 ¥852 ゆるゆり資料集編纂室 A5

7965-5 割り切った関係ですから。(1) ¥680 FLOWERCHILD B6

2101-2 割り切った関係ですから。(2) ¥680 FLOWERCHILD B6

2172-2 割り切った関係ですから。(3) ¥680 FLOWERCHILD B6

2297-2 割り切った関係ですから。(4) ¥680 FLOWERCHILD B6

7991-4 きたない君がいちばんかわいい（1） ¥680 まにお B6

2125-8 きたない君がいちばんかわいい（2） ¥680 まにお B6

2195-1 きたない君がいちばんかわいい（3） ¥680 まにお B6

2273-6 きたない君がいちばんかわいい（4） ¥680 まにお B6

2395-5 きたない君がいちばんかわいい（5） ¥780 まにお B6

2396-2 きたない君がいちばんかわいい（5）特装版 ¥1,080 まにお 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 百合姫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

7693-7 私の百合はお仕事です！1 ¥680 未幡 B6

7739-2 私の百合はお仕事です！2 ¥680 未幡 B6

7804-7 私の百合はお仕事です！3 ¥680 未幡 B6

7868-9 私の百合はお仕事です！4 ¥680 未幡 B6

7948-8 私の百合はお仕事です！5 ¥680 未幡 B6

2075-6 私の百合はお仕事です！6 ¥680 未幡 B6

2161-6 私の百合はお仕事です！7 ¥680 未幡 B6

2242-2 私の百合はお仕事です！8 ¥680 未幡 B6

2325-2 私の百合はお仕事です！9 ¥680 未幡 B6

2413-6 私の百合はお仕事です！10 ¥680 未幡 B6 新刊

2414-3 私の百合はお仕事です！10 特装版 ¥980 未幡 B6 新刊

7672-2 私に天使が舞い降りた!1 ¥680 椋木 ななつ B6

7755-2 私に天使が舞い降りた!2 ¥680 椋木 ななつ B6

7819-1 私に天使が舞い降りた!3 ¥680 椋木 ななつ B6

7875-7 私に天使が舞い降りた!4 ¥680 椋木 ななつ B6

7896-2 私に天使が舞い降りた!5 ¥680 椋木 ななつ B6

7952-5 私に天使が舞い降りた!6 ¥680 椋木 ななつ B6

2078-7 私に天使が舞い降りた!7 ¥680 椋木 ななつ B6

2156-2 私に天使が舞い降りた!8 ¥680 椋木 ななつ B6

2215-6 私に天使が舞い降りた!9 ¥680 椋木 ななつ B6

2216-3 私に天使が舞い降りた!9 特装版 ¥920 椋木 ななつ B6

2306-1 私に天使が舞い降りた!10 ¥680 椋木 ななつ B6

2307-8 私に天使が舞い降りた!10 特装版 ¥4,180 椋木 ななつ B6

2369-6 アンドロイドは経験人数に入りますか？？（1） ¥680 焼肉定食 B6

2202-6 君と綴るうたかた（1） ¥680 ゆあま B6

2266-8 君と綴るうたかた（2） ¥680 ゆあま B6

2368-9 君と綴るうたかた（3） ¥680 ゆあま B6

2265-1 今日はまだフツーになれない ¥1,000 U-temo A5

2252-1 ツン姫さまとダメ王子ちゃん（上） ¥750 ヨウハ B6

2253-8 ツン姫さまとダメ王子ちゃん（下） ¥750 ヨウハ B6

2116-6 アルコール百合アンソロジー・ストロング！ ¥900 アンソロジー A5

2117-3 ストロベリーパルフェ おねロリ百合アンソロジー ¥900 アンソロジー A5

2268-2 アップルパルフェ おねロリ百合アンソロジー ¥900 アンソロジー A5

7930-3 レズ風俗アンソロジー ¥900 アンソロジー A5

7994-5 レズ風俗アンソロジー リピーター ¥900 アンソロジー A5

2184-5 レズ風俗アンソロジー プレミアム ¥900 アンソロジー A5

2298-9 マッチングアプリ百合アンソロジー ¥900 アンソロジー A5

2102-9 双子百合えっちアンソロジー ¥900 アンソロジー A5

2274-3 同人女百合アンソロジー ¥900 アンソロジー A5

2327-6 メイドさんと百合についてのアンソロジー ¥900 アンソロジー A5

2205-7 いちゃらぶしかない百合アンソロジーコミック2 ¥900 アンソロジー A5

2346-7 いちゃらぶしかない百合アンソロジーコミック sugar ¥900 アンソロジー A5

7955-6 NTR　寝取られ百合アンソロジー  ¥852 アンソロジー A5

2355-9 泣き顔百合アンソロジー ¥900 アンソロジー A5

7968-6 教師×生徒の百合アンソロジーコミック ¥900 アンソロジー A5

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：


