
ISBN REX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

6944-1 君に好きと言えるまで ¥650 蒼井 ミハル B6

6876-5 どっちも気づかない。 (1) ¥620 東 ふゆ B6

6938-0 どっちも気づかない。 (2) ¥650 東 ふゆ B6

6969-4 どっちも気づかない。 (3) ¥650 東 ふゆ B6

8348-5 未確認で進行形 (11) ¥800 荒井 チェリー A5

8349-2 未確認で進行形 (11) 特装版 ¥1,800 荒井 チェリー A5

8364-5 未確認で進行形 (12) ¥800 荒井 チェリー A5

8365-2 未確認で進行形 (12) 特装版 ¥1,200 荒井 チェリー A5

6971-7 未確認で進行形 (13) ¥800 荒井 チェリー A5

6972-4 未確認で進行形 (13) 特装版 ¥1,200 荒井 チェリー A5

6632-7 八十亀ちゃんかんさつにっき (1) ¥574 安藤 正基 B6

6662-4 八十亀ちゃんかんさつにっき (2) ¥574 安藤 正基 B6

6696-9 八十亀ちゃんかんさつにっき (3) ¥574 安藤 正基 B6

6732-4 八十亀ちゃんかんさつにっき (4) ¥574 安藤 正基 B6

6772-0 八十亀ちゃんかんさつにっき (5) ¥574 安藤 正基 B6

6805-5 八十亀ちゃんかんさつにっき (6) ¥600 安藤 正基 B6

6826-0 八十亀ちゃんかんさつにっき (7) ¥600 安藤 正基 B6

6853-6 八十亀ちゃんかんさつにっき (8) ¥620 安藤 正基 B6

6888-8 八十亀ちゃんかんさつにっき (9) ¥640 安藤 正基 B6

6889-5 八十亀ちゃんかんさつにっき (9) 特装版 ¥2,000 安藤 正基 B6

6909-0 八十亀ちゃんかんさつにっき (10) ¥640 安藤 正基 B6

6910-6 八十亀ちゃんかんさつにっき (10) 特装版 ¥5,600 安藤 正基 B6

6948-9 八十亀ちゃんかんさつにっき (11) ¥640 安藤 正基 B6

6975-5 八十亀ちゃんかんさつにっき (12) ¥640 安藤 正基 B6

6834-5 ゴブリン王国に堕ちた女戦士 ¥670 H9 B6

6821-5 Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点Ⅳ 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム (1) ¥520 TYPE-MOON：原作　大森 葵：漫画　 新書

6863-5 Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点Ⅳ 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム (2) ¥520 TYPE-MOON：原作　大森 葵：漫画　 新書

6898-7 Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点Ⅳ 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム (3) ¥540 TYPE-MOON：原作　大森 葵：漫画　 新書

6936-6 Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点Ⅳ 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム (4) ¥540 TYPE-MOON：原作　大森 葵：漫画　 新書

6974-8 Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点Ⅳ 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム (5) ¥560 TYPE-MOON：原作　大森 葵：漫画　 新書

6970-0 アークナイツ OPERATORS!(1) ¥900 狂zip：漫画　Hypergryph / Yostar：原作・監修 A5

6951-9 異世界帰りの元勇者ですが、デスゲームに巻き込まれました (1) ¥650 空地 大乃：原作　黒山 メッキ：漫画 B6

6995-3 異世界帰りの元勇者ですが、デスゲームに巻き込まれました (2) ¥650 空地 大乃：原作　黒山 メッキ：漫画 B6 新刊

6965-6 食料生成スキルを手に入れたので、異世界で商会を立ち上げようと思います (1) ¥650 ごてん：漫画　slkn(MFブックス)：原作　もやし：キャラクター原案 B6

6966-3 新装版　気をつけなよ、お姉さん。 (1) ¥650 サスケ B6

6967-0 気をつけなよ、お姉さん。 (2) ¥650 サスケ B6

6371-5 バーナード嬢曰く。 ¥619 施川 ユウキ B6

6529-0 バーナード嬢曰く。 (2) ¥619 施川 ユウキ B6

6626-6 バーナード嬢曰く。 (3) ¥619 施川 ユウキ B6

6751-5 バーナード嬢曰く。 (4) ¥619 施川 ユウキ B6

6860-4 バーナード嬢曰く。 (5) ¥650 施川 ユウキ B6

6954-0 バーナード嬢曰く。 (6) ¥650 施川 ユウキ B6

6900-7 魔力0で最強の大賢者 ～それは魔法ではない、物理だ！～ (1) ¥650
空地 大乃：原作　色意しのぶ：漫画

ぎん太郎：キャラクターデザイン
B6

6923-6 魔力0で最強の大賢者 ～それは魔法ではない、物理だ！～ (2) ¥650
空地 大乃：原作　色意しのぶ：漫画　

ぎん太郎：キャラクターデザイン
B6

6950-2 魔力0で最強の大賢者 ～それは魔法ではない、物理だ！～ (3) ¥650
空地 大乃：原作　色意しのぶ：漫画　

ぎん太郎：キャラクターデザイン
B6

6986-1 魔力0で最強の大賢者 ～それは魔法ではない、物理だ！～ (4) ¥650
空地 大乃：原作　色意しのぶ：漫画　

ぎん太郎：キャラクターデザイン
B6

6980-9 僕の彼女は僕のことが好きじゃない (上) ¥720 此見 えこ：原作　志岐 佳衣子：漫画 B6

6912-0 恋はいいから眠りたい！ (1) ¥650 しはる B6

6984-7 軍人少女、皇立魔法学園に潜入することになりました。～乙女ゲーム？ そんなの聞いてませんけど？～ (1) ¥650 冬瀬：原作  syuri22：漫画　タムラヨウ：キャラクター原案 B6

6925-0 女騎士ゴブリン  (1) ¥630 オンディ：原作　しんどう：漫画　ぎん太郎：キャラクターデザイン B6

6956-4 女騎士ゴブリン (2) ¥650 オンディ：原作　しんどう：漫画　ぎん太郎：キャラクターデザイン B6

6844-4 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた (1) ¥620 脊髄引き抜きの刑 B6

6873-4 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた (2) ¥620 脊髄引き抜きの刑 B6

6894-9 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた (3) ¥640 脊髄引き抜きの刑 B6

6913-7 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた (4) ¥640 脊髄引き抜きの刑 B6

6943-4 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた (5) ¥680 脊髄引き抜きの刑 B6

6960-1 推しのアイドルが隣の部屋に引っ越してきた (6) ¥680 脊髄引き抜きの刑 B6

6983-0 鮮血王女、皆殺す～家族に裏切られ、処刑された少女は蘇り、『死神』となって復讐する～ (1) ¥680 kiki：原作　多㐂：作画 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 REX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

6650-1 政宗くんのリベンジ 0巻 ¥574 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6372-2 政宗くんのリベンジ　1 ¥571 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6403-3 政宗くんのリベンジ　2 ¥571 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6432-3 政宗くんのリベンジ　3 ¥571 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6471-2 政宗くんのリベンジ　4 ¥581 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6497-2 政宗くんのリベンジ　5 ¥574 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6552-8 政宗くんのリベンジ　6 ¥574 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6590-0 政宗くんのリベンジ (7) ¥574 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6641-9 政宗くんのリベンジ (8) ¥574 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6706-5 政宗くんのリベンジ (9) ¥574 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6730-0 政宗くんのリベンジ (10) ¥600 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6799-7 政宗くんのリベンジ (11) after school ¥600 Tiv：漫画　 竹岡 葉月：原作 B6

6638-9 完全版 政宗くんのリベンジ NOVEL　※書籍扱い ¥600 竹岡 葉月　　 Tiv：イラスト B6

6947-2 いつか、眠りにつく日（上） ¥800 手名町 紗帆：漫画　いぬじゅん：原作 B6

6982-3 外面だけは完璧なコミュ障冒険者、Sランクパーティーでリーダーになる (1) ¥660 とまとすぱげてぃ：原作　はみ：漫画　桑島 黎音：キャラクター原案 B6

6820-8 今日、小柴葵に会えたら。 (1) ¥600 フライ：漫画 竹岡 葉月：原作 B6

6870-3 今日、小柴葵に会えたら。 (2) ¥660 フライ：漫画 竹岡 葉月：原作 B6

6935-9 今日、小柴葵に会えたら。 (3) ¥640 フライ：漫画 竹岡 葉月：原作 B6

6991-5 今日、小柴葵に会えたら。 (4) ¥680 フライ：漫画　竹岡 葉月：原作 B6 新刊

6810-9 アズールレーン Queen's Orders (1) ¥620 『アズールレーン』運営：原作　槌居：漫画 B6

6850-5 アズールレーン Queen's Orders (2) ¥620 『アズールレーン』運営：原作　槌居：漫画 B6

6893-2 アズールレーン Queen's Orders (3) ¥640 『アズールレーン』運営：原作　槌居：漫画 B6

6940-3 アズールレーン Queen's Orders (4) ¥640 『アズールレーン』運営：原作　槌居：漫画 B6

6973-1 アズールレーン Queen's Orders (5) ¥640 『アズールレーン』運営／Yostar：原作　槌居：漫画　 B6

2165-4 アズールレーン　THE ANIMATION　あなたの碧き航路に祝福を(1) ¥637 ichinomi：漫画 B6

6815-4 思春期ちゃんのしつけかた (1) ¥600 中田 ゆみ B6

6845-1 思春期ちゃんのしつけかた (2) ¥620 中田 ゆみ B6

6878-9 思春期ちゃんのしつけかた (3) ¥620 中田 ゆみ B6

6879-6 思春期ちゃんのしつけかた (3) 特装版 ¥1,050 中田 ゆみ B6

6905-2 思春期ちゃんのしつけかた (4) ¥630 中田 ゆみ B6

6906-9 思春期ちゃんのしつけかた (4) 特装版 ¥1,050 中田 ゆみ B6

6933-5 思春期ちゃんのしつけかた (5) ¥630 中田 ゆみ B6

6934-2 思春期ちゃんのしつけかた (5) 特装版 ¥1,050 中田 ゆみ B6

6962-5 思春期ちゃんのしつけかた (6) ¥630 中田 ゆみ B6

6963-2 思春期ちゃんのしつけかた (6) 特装版 ¥1,050 中田 ゆみ B6

6992-2 思春期ちゃんのしつけかた (7) ¥630 中田 ゆみ B6 新刊

6993-9 思春期ちゃんのしつけかた (7) 特装版 ¥1,050 中田 ゆみ B6 新刊

6750-8 お兄ちゃんはおしまい！ ¥680 ねことうふ B6

6792-8 お兄ちゃんはおしまい！  (2) ¥650 ねことうふ B6

6828-4 お兄ちゃんはおしまい！  (3) ¥680 ねことうふ B6

6883-3 お兄ちゃんはおしまい！  (4) ¥680 ねことうふ B6

6917-5 お兄ちゃんはおしまい！  (5) ¥680 ねことうふ B6

6977-9 お兄ちゃんはおしまい！  (6) ¥680 ねことうふ B6

6918-2 お兄ちゃんはおしまい！ 公式アンソロジーコミック ¥800 アンソロジー B6

6978-6 お兄ちゃんはおしまい！ 公式アンソロジーコミック(2) ¥800 アンソロジー B6

6994-6 電音部(1) ¥900
バンダイナムコエンターテインメント：原作　Mika Pikazo：キャ

ラクター原案　久慈 マサムネ：脚本　晴瀬 ひろき：漫画 B6 新刊

6741-6 1年A組のモンスター (1) ¥600 英貴 B6

6783-6 1年A組のモンスター (2) ¥600 英貴 B6

6817-8 1年A組のモンスター (3) ¥600 英貴 B6

6843-7 1年A組のモンスター (4) ¥620 英貴 B6

6884-0 1年A組のモンスター (5) ¥620 英貴 B6

6903-8 1年A組のモンスター (6) ¥630 英貴 B6

6904-5 1年A組のモンスター (6) 特装版 ¥1,980 英貴 B6

6939-7 1年A組のモンスター (7) ¥630 英貴 B6

6958-8 1年A組のモンスター (8) ¥630 英貴 B6

6990-8 1年A組のモンスター (9) ¥640 英貴 B6 新刊

6866-6 ゴブリン帝国の逆襲 ¥660 檜山 大輔：漫画　オンディ：原作 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 REX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

6961-8 歌舞伎町の嬢王アイナ、究極の接客スキルで異世界の王になる。 (1) ¥630 平鳥 コウ：原作　暁葉：漫画 B6

8006-4 氷室の天地 Fate/school life (1) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8029-3 氷室の天地 Fate/school life (2) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8067-5 氷室の天地 Fate/school life (3) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8113-9 氷室の天地 Fate/school life (4) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8139-9 氷室の天地 Fate/school life (5) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8177-1 氷室の天地 Fate/school life (6) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8204-4 氷室の天地 Fate/school life (7) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8231-0 氷室の天地 Fate/school life (8) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8252-5 氷室の天地 Fate/school life (9) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8278-5 氷室の天地 Fate/school life (10) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8301-0 氷室の天地 Fate/school life (11) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8331-7 氷室の天地 Fate/school life (12) ¥800 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8352-2 氷室の天地 Fate/school life (13) ¥800 磨伸 映一郎　TYPE-MOON：原作・監修 A5

8353-9 氷室の天地 Fate/school life (13) 特装版 ¥1,300 磨伸 映一郎　TYPE-MOON：原作・監修 A5

8368-3 氷室の天地 Fate/school life (14) ¥800 磨伸 映一郎　TYPE-MOON：原作・監修 A5

8369-0 氷室の天地 Fate/school life (14) 特装版 ¥1,400 磨伸 映一郎　TYPE-MOON：原作・監修 A5

6988-5 氷室の天地 Fate/school life (15) ¥800 磨伸 映一郎　TYPE-MOON：原作・監修 A5 新刊

6989-2 氷室の天地 Fate/school life (15) 特装版 ¥1,400 磨伸 映一郎　TYPE-MOON：原作・監修 A5 新刊

8329-4 氷室行進曲 冬木GameOver(1) ¥750 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

8330-0 氷室行進曲 冬木GameOver(1) 特装版 ¥4,300 磨伸映一郎：漫画　TYPE-MOON監修 A5

6801-7 防御力ゼロの嫁 ¥680 矢野 トシノリ B6

6839-0 防御力ゼロの嫁 (2) ¥680 矢野 トシノリ B6

6885-7 防御力ゼロの嫁 (3) ¥680 矢野 トシノリ B6

6907-6 防御力ゼロの嫁 (4) ¥680 矢野 トシノリ B6

6937-3 防御力ゼロの嫁 (5) ¥680 矢野 トシノリ B6

6955-7 防御力ゼロの嫁 (6) ¥680 矢野 トシノリ B6

6924-3 ダンジョン島で宿屋をやろう！ 創造魔法を貰った俺の細腕繁盛記 (1) ¥660
長野 文三郎：原作　結城 心一：漫画　

てんまそ：キャラクターデザイン B6

6953-3 ダンジョン島で宿屋をやろう！ 創造魔法を貰った俺の細腕繁盛記 (2) ¥660
長野 文三郎：原作　結城 心一：漫画　

てんまそ：キャラクターデザイン B6

6996-0 ダンジョン島で宿屋をやろう！ 創造魔法を貰った俺の細腕繁盛記 (3) ¥660
長野 文三郎：原作　結城 心一：漫画　

てんまそ：キャラクターデザイン B6 新刊

6864-2 今どきの若いモンは (1) 新装版 ¥680 吉谷  光平 B6

6865-9 今どきの若いモンは (2) 新装版 ¥680 吉谷  光平 B6

6871-0 今どきの若いモンは (3) 新装版 ¥680 吉谷  光平 B6

6872-7 今どきの若いモンは (4) ¥680 吉谷  光平 B6

6886-4 今どきの若いモンは (5) ¥680 吉谷  光平 B6

6976-2 今どきの若いモンは (6) ¥680 吉谷  光平 B6

6914-4 慰み者の戦姫 ¥670 吉村 英明 B6

6959-5 暗殺の君は殺せない (1) ¥650 よの B6

6916-8 こんな私に期待しないデ (1) ¥640 りすまい B6

6981-6 こんな私に期待しないデ (2) ¥640 りすまい B6

6899-4 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました　～誰も死なせない最強ヒーラー～ (1) ¥680 はにゅう：原作　りすまい：漫画　shri：キャラクターデザイン B6

6922-9 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました　～誰も死なせない最強ヒーラー～ (2) ¥680 はにゅう：原作　りすまい：漫画　shri：キャラクターデザイン B6

6952-6 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました　～誰も死なせない最強ヒーラー～ (3) ¥680 はにゅう：原作　りすまい：漫画　shri：キャラクターデザイン B6

6985-4 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました　～誰も死なせない最強ヒーラー～ (4) ¥680 はにゅう：原作　りすまい：漫画　shri：キャラクターデザイン B6

6848-2 ドールズフロントライン 人形之歌 (1) ¥620 上海散爆網絡科技有限公司：原作　Ling：漫画 B6

6877-2 ドールズフロントライン 人形之歌 (2) ¥640 上海散爆網絡科技有限公司：原作　Ling：漫画 B6

6911-3 ドールズフロントライン 人形之歌 (3) ¥650
上海散爆網絡科技有限公司：原作　

Ling：漫画 B6

6942-7 ドールズフロントライン 人形之歌 (4) ¥650 上海散爆網絡科技有限公司：原作　Ling：漫画 B6

6949-6 ドールズフロントライン 人形之歌 (5) ¥650 上海散爆網絡科技有限公司：原作　Ling：漫画 B6

6997-7 ドールズフロントライン 人形之歌 (6) ¥650 上海散爆網絡科技有限公司：原作　Ling：漫画 B6 新刊

ISBN 男性向けオリジナルアンソロジー

6945-8 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコミック (12) ¥790 アンソロジー B6

6968-7 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコミック (13) ¥790 アンソロジー B6

6987-8 ゴブリンにエロいことされちゃうアンソロジーコミック (14) ¥790 アンソロジー B6

6882-6 この世に男は俺ひとり！ 新世界ハーレムアンソロジーコミック ¥750 アンソロジー B6

6964-9 俺のみ無敵！ ゾンビがパンデミックした終末アンソロジーコミック ¥770 アンソロジー B6

6902-1 パーティ追放された俺が裏切った仲間に復讐するアンソロジーコミック ¥770 アンソロジー B6

6957-1 パーティ追放された俺が裏切った仲間に復讐するアンソロジーコミック(2) ¥770 アンソロジー B6

6979-3 パーティ追放された俺が裏切った仲間に復讐するアンソロジーコミック(3) ¥770 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：


