
ISBN gateau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

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

7947-1 気になりすぎるあいつの声 ¥680 朝比奈 ぴょこ 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

2323-8 ひとりじめマイヒーロー 12巻 ¥680 ありい めめこ B6

2324-5 ひとりじめマイヒーロー 12巻　特装版 ¥980 ありい めめこ B6

2431-0 ひとりじめマイヒーロー 13巻 ¥690 ありい めめこ B6

2432-7 ひとりじめマイヒーロー 13巻　特装版 ¥890 ありい めめこ B6

7813-9 ありいめめこイラストワークス MEMECO'S WONDERLAND ¥3,000 ありい めめこ B5変

2272-9 先生、我慢できません 限定版 ¥890 Arinco B6

2363-4 神様のヨスガ ¥680 安寧 B6

2151-7 メイクイットオンリーラブ ¥680 ISIKI B6

7914-3 矢嶋くんの専属フレンド ¥680 壱 コトコ B6

7617-3 フロム・グリーンキッチン ¥680 上田 アキ 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

2351-1 君を染める朝焼けに ¥680 海灯火 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

2238-5 プレイアフターコール ¥680 オオタコ マメ B6

2320-7 青春なんて気易くない ¥680 おおや B6

7767-5 炎上メイト ¥680 小野 アンビ B6

7931-0 童貞のくせにナマイキだ！ ¥690 小野 アンビ B6

7429-2 23:45 ¥647 緒花 B6

7610-4 23:45 Re; ¥680 緒花 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

2390-0 アホエロ 婚約編 限定版 ¥880 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

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コミックス補充注文書 2　＜雑誌扱い＞　
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

7885-6 堅物オヤジとチャラ男くん ¥680 折紙 ちよこ B6

7858-0 ツイてない男 ¥680 かむ B6

7946-4 いつだってあまい ¥700 かむ 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

2440-2 いつかの花が咲くまでに ¥680 かむ B6 新刊

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

2336-8 恋いのトワルツ ¥680 小井湖 イコ B6

2134-0 王子様はひめくんと付き合いたい ¥690 GO毛力 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

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

2335-1 お金ありきの関係ですが(2) 限定版 ¥880 櫻井 ナナコ B6

2430-3 ちょっと聞いてよおにいさん ¥690 佐和 澤村 B6

7959-4 メビウスストリップ ¥690 沢本 そじ B6

7762-0 純情エスケイプ ¥680 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

2409-9 ヤクザ教師とハメられ王子5 ¥680 シギ乃 B6

2391-7 星屑センチメンタルビュー ¥690 四宮 和 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

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

2293-4 デリヘル呼んだらヒモが来た ¥670 ジョーコ B6

2260-6 メランコリックスパイラル ¥700 SILVA B6

2392-4 噛んでキスして番うまで ¥680 白原 ナクレ B6

2210-1 俺の幼馴染はメンドくさい ¥680 シヲザキ シヲ B6

7746-0 ダーリン、いいかげんにしやがれ ¥680 鈴丸 みんた B6

2261-3 ドSな裏アカ男子くん ¥680 すめし B6

2362-7 ラブハグセラピー ¥690 鷹 B6

2364-1 壬生の番い 上 ¥680 篁 ふみ：漫画　cocoaball：原案 B6

2365-8 壬生の番い 下 ¥690 篁 ふみ：漫画　cocoaball：原案 B6

2366-5 壬生の番い 下 特装版 ¥1,500 篁 ふみ：漫画　cocoaball：原案 B6

7862-7 ネオン街の蜘蛛と蝶 ¥680 滝端 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

2429-7 運命すらも呼吸をとめて ¥710 滝端 B6

7878-8 ばかの恋 ¥690 ツブキ B6

7886-3 リバーシブルシャッターチャンス ¥680 つむみ 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コミックス補充注文書 3　＜雑誌扱い＞　
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

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

2374-0 いつかのトゥルーエンド 限定版 ¥890 中村 まきの B6

2352-8 愛日と花嫁 ¥690 渚 アユム B6

2236-1 クランクアップラバーキュー ¥700 二条 めも 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

2321-4 理想的恋愛の条件(2) 特装版 ¥900 灰田 ナナコ B6

7650-0 最大音量で、 ¥680 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

2373-3 犬も歩けば恋がはじまる 限定版 ¥900 博士 B6

2322-1 ヒミツのすばる先輩 ¥680 はかた 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

2246-0 僕が知らない君の顔 ¥680 藤 B6

2427-3 優等生の制服のなか ¥690 藤田 カフェコ 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

2441-9 君と夏のなか(2) 限定版 ¥910 古矢 渚 B6 新刊

7630-2 悪魔ちゃんはももいろ ¥680 ぺそ太郎 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

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

2235-4 キスで溶かしたそのあとに 限定版 ¥900 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

2428-0 恋するミルククラウン 限定版 ¥890 まさき 茉生 B6

7990-7 この先は二人きりで ¥680 まちお 郁 B6

2204-0 初恋とは似て非なるもの ¥680 松田 とらいち B6

2375-7 サディスティック・ボーダー ¥700 松田 とらいち B6

2170-8 家出キツネは幼馴染とケッコンしたい ¥690 神門 佑哉 B6

2271-2 今日も猫様はかわいい ¥700 水稀 たま B6

2071-8 マイフォトジェニック ¥680 溝口 ぐる B6

7702-6 SMごっこ ¥680 三井 椿 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コミックス補充注文書 4　＜雑誌扱い＞　
978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

7831-3 俺のおにくちゃん ¥680 もちの 米 B6

2393-1 その恋、診察できません！ ¥680 モリ て潮 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

2408-2 あした愛かもしれない ¥690 山下 街 B6

7924-2 構いたくなる背中 ¥680 ゆいつ B6

2237-8 ヤリチンによるトラウマ克服××× ¥680 ゆずしを B6

2439-6 ミツキくんちょっと待って！ ¥700 ゆずしを B6 新刊

2089-3 うちの小悪魔くん ¥690 よこざわ B6

2186-9 ニビとクロバ ¥680 よこざわ B6

2072-5 愛獣 ¥690 吉永 だらお B6

2090-9 シュガードッグライフ ¥690 依子 B6

7856-6 キミの食べごろ ¥680 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

2224-8 金髪お坊ちゃまと日本人執事 ¥580 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

2407-5 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(2) ¥680 ん村 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 TLレーベル創刊！　ＬＯＶＥＢＩＴＥＳコミックス補充注文書　＜書籍扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

2418-1 エッチな××漏れてます…っ！（1） ¥800 青mori B6

2382-5 絶倫自衛官、繋がれイカされ守られて（1） ¥690 天瀬 颯月 B6

2436-5 絶倫自衛官、繋がれイカされ守られて（2） ¥690 天瀬 颯月 B6 新刊

2347-4 甘えていいよ、満たすから。（1） ¥800 エトウ ユツキ B6

2348-1 甘えていいよ、満たすから。（1）もっと満たしちゃうSpecialコミック付き豪華版 ¥1,200 エトウ ユツキ B6

2358-0 甘えていいよ、満たすから。（2） ¥800 エトウ ユツキ B6

2416-7 俺と×××の練習しねえ？～不良くんとナイショの放課後～上 ¥800 エトウ ユツキ B6

2417-4 俺と×××の練習しねえ？～不良くんとナイショの放課後～下 ¥800 エトウ ユツキ B6

2389-4 そんな恋、カラダごと上書きしてやるよ。 ¥800 北村 瑞葉 B6

2290-3 一途なカレの猛獣セックス ¥800 くにしげ B6

2316-0 キミの手で可愛くなりたい！（1） ¥690 Cocoa B6

2419-8 キミの手で可愛くなりたい！（2） ¥690 Cocoa B6

2372-6 お前の全部、俺のもの ¥800 ゴゴちゃん B6

2402-0 涙のあとに甘いキス　上 ¥770 ゴゴちゃん B6

2403-7 涙のあとに甘いキス　下 ¥770 ゴゴちゃん B6

2299-6 重ねて、濡らして、トロける唇 ¥800 ジョンルーク B6

2329-0 二条課長の中イキ開発レッスン ¥800 白崎 詩乃 B6

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

2349-8 その警察官、ときどき野獣！（5） ¥690 虎井 シグマ B6

2350-4 その警察官、ときどき野獣！（5） Private Voice Edition ¥3,500 虎井 シグマ B6

2380-1 ナカまでトロける蜜愛マッサージ　上 ¥770 七尾 ヱル B6

2381-8 ナカまでトロける蜜愛マッサージ　下 ¥770 七尾 ヱル B6

2434-1 発情する運命～エリートαの理性が限界～（1） ¥800 七緒 リヲン B6 新刊

2359-7 最高の一夜から始める恋　上 ¥770 猫又 しょう B6

2360-3 最高の一夜から始める恋　下 ¥770 猫又 しょう B6

2401-3 触っただけでイッちゃった？ ¥800 原口 B6

2328-3 夢中でつながる午前4時（1） ¥800 光原 ひつじ B6

2379-5 夢中でつながる午前4時（2） ¥800 光原 ひつじ B6

2361-0 同棲中、家ではシない私たち ¥820 星乃 みなみ B6

2370-2 年下御曹司と婚前エッチ　上 ¥690 星乃 みなみ B6

2371-9 年下御曹司と婚前エッチ　下 ¥770 星乃 みなみ B6

2435-8 エッチな格好で興奮するね？ ¥800 みさき 乙葉 B6 新刊

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

2330-6 ストーカー社長の華麗なる求婚（1） ¥690 明治 みちる：著者　如月 一花：原作 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

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

2367-2 二人の婚約者に溺愛されて（3） ¥690 弓槻 みあ：著者　青井 千寿：原作 B6

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

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

1747-3 訳あり公爵の溺愛Hが甘すぎます…ッ！アンソロジー ¥790 アンソロジー B6

1766-4 絶倫従属はお嬢様を朝まで離さない！アンソロジー ¥790 アンソロジー B6
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