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S＊girl Selection ［新書］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

アンソロジー

禁断♥ド S お兄ちゃん 新書★ 5627412-6
和服カレシは発情中。 新書★ 5627586-4
溺愛暴君 新書 5627635-9
年下彼氏はオオカミ君 新書 5627641-0
年上彼氏のド S 命令 新書 5627657-1
欲情×残業 新書 5627674-8
スーツの悪魔に捕らわれて 新書 5807689-2
不埒な再会愛 新書 5807706-6
教えてド S 先生 新書 5807709-7
お兄ちゃんと恋はじめました。 新書 5807724-0
豹変 和服カレシ 新書★ 5807733-2
花嫁と野獣 新書 5807738-7
不良社長とデキてます。 新書 5807755-4
暴君と背徳ロマンス 新書僅少 5807748-6
俺様彼氏 新書 5807771-4
近キョリ蜜愛 新書 5807804-9
ケダモノ眼鏡は我慢ができない 新書 5807815-5
先生は野獣系 新書 5807831-5
年上彼氏のトリセツ 新書 5807837-7
不良スーツと秘め恋残業 新書 5807852-0
和服カレシの溺愛 新書 5807845-2
S 級カレシの独占愛 新書 5807882-7
黒王子の結婚ド S 命令 新書 5807891-9
幼なじみはケダモノでした。 新書 5807912-1
再会愛 カラダがあなたを覚えてる 新書 5807932-9
ふぞろいなセフレたち この切なさは恋じゃない 新書 5807925-1
ド S 先生の偏愛教室 新書 5807955-8
乱して和服暴君 新書 5807968-8
ド S 眼鏡のフラチな誘惑 新書 5807987-9
ド S 制服カレシ図鑑 新書 5803401-4
おじさま、教えて 新書 5903423-6
俺様スーツと調教オフィス 新書 5903439-7
クセモノ幼なじみの不埒な求愛 新書 5903457-1
極上 溺愛ダーリン 新書 5903484-7
オオカミ君の結婚命令 ! 新書 5903498-4
先生は絶倫でした。 新書 5903514-1
ケダモノ紳士と色欲一夜 新書 5903542-4
再会愛のはじめかた 2 度目の夜にシたいこと 新書 5903552-3
こんな社長は好きですか ? 新書 5903562-2
アラサー女子の誘惑メシ 今夜もキミを美味しくいただきます 新書 5903574-5
泣き恋 このときめきは罪深い 新書 5903586-8
年下カレシに食べられちゃう! 新書新刊 5903587-5

S＊girl Selection ［新書］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

相葉キョウコ
恋は任侠 新書★ 4677468-3
恋するランジェリー 新書★ 4907707-3

青山りさ

劣情誘発♡甘いワナ 新書品切 4578911-3
目隠しの誘惑 新書品切 4677019-7
欲情ワンルーム 新書 4677123-1
恋とムチ 新書★ 4677269-6
キスと束縛 秘書、時どき野獣 新書品切 4677369-3
愛撫で焦らして 新書品切 4677437-9
快感リストランテ 辛口シェフの甘いお仕置き 新書 4687541-3
秘め恋幼なじみ 新書★ 4687620-5
秘蜜の深夜オフィス 新書 4907734-9
29歳、セフレに恋していいですか? 新書★ 4907859-9
別れても欲しい男 新書 4987940-4

あづみ悠羽　
作：朝陽ゆり
ね

禁断兄妹 新書品切 4677447-8
禁断兄妹② 新書僅少 4677510-9
調教†復讐 獣の罪と甘い罠 新書 4687662-5

天野ちぎり イジッパリ×イジワル 新書品切 4578577-1

伊勢崎ゆず

イケメン寮で花婿探し♥ 新書 4677381-5
イケメン寮で花婿探し♥鬼畜メガネ編 新書 4677448-5
イケメン寮で花婿探し♥ 逆ハーレム編 新書僅少 4687564-2
先生と秘め事 教室でアブナイお仕置き 新書 4687649-6

烏丸かなつ とろけるキスは研究室で 新書 4987920-6

キグナステル
コ

悪魔社長と愛玩子猫ちゃん 新書 4687684-7
ケダモノ×2と禁断シェアハウス 新書 4907819-3

黒岬光

囚われの島 新書★ 5057337-2
甘い鞭 被告人を調教 3 年に処する 新書★ 4677416-4
愛玩の檻 被告人を調教 3 年に処する 新書★ 4677475-1
愛執の虜 被告人を調教 3 年に処する 新書★ 5097550-5
蜜愛の果て 被告人を調教 3 年に処する 新書★ 5377551-2

此処田ヨー子
カタブツ社長の蜜愛ルーム 新書 4997851-3
和服上司と淫らな秘密 新書 4987961-9

駒田ハチ
鬼畜センセイの愛奴隷 新書 4677487-4
触って愛シテ 新書 4687658-8
骨まで愛して溺愛先生 新書 4987927-5

ささきゆきえ
不埒な眼鏡 〜深夜オフィスで発情中〜 新書品切 4677418-8
愛シタイ愛サレタイ 新書 4777636-6

笹塚だい 社長、次は愛撫のお時間です 新書 4907874-2
塩野うなぎ 俺様教授の快感モルモット 新書 4987915-2

紫賀サヲリ

狼秘書と愛玩姫 新書 4677492-8
恋愛の才能 新書 4687659-5
和服暴君の淫らな指先 新書 4997817-9
不良社長とふしだらなキス 新書 4987973-2
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コミックス注文書（雑誌扱い）

S＊girl Selection ［新書］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

篠乃柏 禁断ハレム 50 億で買われたシンデレラ 新書 5607803-2

渋谷うらら
白衣の暴君 新書 4677402-7
女社長と家なき王子 新書 4677528-4

霜月星良
ド Sシークと囚われ姫 新書★ 4687588-8
征服男子の箱庭姫 快感♥BattleShip 新書 4777601-4

高橋依摘
令嬢たちは足を開く 新書 4677453-9
僕はきみの餌食① 新書 4767536-9
僕はきみの餌食② 新書 4677537-6

千歳ぴよこ 暴君の溺愛姫 新書 4687672-4

月島綾
兄妹レンアイ 新書品切 4677507-9
欲情マリッジ 俺様社長と不埒な誓い 新書 4907726-4
俺に堕ちなよ 新書 4907841-4

所ケメコ オフィスで快感お手ほどき 新書品切 4677320-4

夏生恒

王子様は野獣系 新書品切 4677308-2
鬼畜社長の愛玩命令 新書 4767529-1
愛罪 運命に溺れた人魚姫 新書 4687587-1
背徳の月 新書 4687642-7
恋椿 兄が教えてくれた禁断の蜜 新書 4997759-2
僧侶と理由あり花嫁 新書 4907893-3

南天佑 秘島の掟 新書 4677413-3

猫宮なお

S 系編集長の甘い罰 新書 4677491-1
野獣スーツの不埒な願望 新書 4687637-3
オオカミ上司の甘い餌食 新書 4907769-1
S 系小悪魔カレシ 新書 4907905-3

羽柴紀子
注文の多い官能小説家 新書品切 4677304-4
深夜 0 時の濡蜜オフィス 新書 4677515-4
狼執事に首ったけ♥ 新書 4907725-7

葉月かなえ
ラヴストーキン！ 新書★ 4578568-9
時には玩具のように 新書★ 4578747-8

花筐絢 発情リップスティック 私を乱すカレの本音 新書 4907693-9
花田朔生 Dr.ゴッドハンドの特別診察 新書品切 4677309-9

はるこ

先生は言いなり玩具 新書品切 4677441-6
ケダモノと花嫁 強引社長の結婚命令 新書★ 4687542-0
カラダだけ、甘く痺れて。オトナの恋のはじめ方 新書品切 4957599-4
カラダだけ、甘く痺れて。つのる想いのかくし方 新書★ 5283415-1
欲情 深夜オフィス 新書★ 4687683-0
教授と不埒な交配交渉 新書★ 4907739-4
小悪魔くんの発情サイン 新書★ 4907865-0
甘噛み社長に服従姿勢 新書★ 5097960-2

晴瀬リン いけずな御曹司の絶対プロポーズ 新書 4907892-6

ピエール山本
紳士な猛獣 新書 4677234-4
S の王子さま★ 新書 4677486-7

S＊girl Selection ［新書］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

PIKOPIKO 姉は弟に奪われる 新書 4907744-8

雛瀬いちか
蜜妹と兄 調教牢獄村 新書 4687576-5
蜜妹ふたり彼氏 調教牢獄村 新書 4687643-4

日乃カエン
夜顔カレシは発情中 新書 4687650-2
結婚ごっこ。 新書 4907756-1
冷徹教師の甘い束縛 新書 4907867-4

ほり恵利織

若旦那さまに、従います ! 新書品切 4677425-6
エレベーターは蜜愛の檻 新書 4687575-8
支配人の愛欲調教 新書 4907692-2
年下彼氏はベッドの獣 新書 4907783-7

将貴和寿

狂犬のかわいがり方 新書★ 4578665-5
アイの契り。 新書★ 4578782-9
アイの契り。② 新書★ 4677164-4
アイの契り。③ 新書★ 4767275-7
nod. 傷つけるように愛し合いましょう① 新書★ 5057789-9
nod. 傷つけるように愛し合いましょう② 新書★ 4907790-5
恋人は姫の下僕 新書僅少 4578863-5
恋が奏でる音色 新書★ 4578974-8
魔除けダーリン。 新書★ 4677064-7
天使に恋慕 新書★ 4677075-3
天使に恋慕② 新書★ 4767359-4
天使に恋慕③ ( 完 ) 新書★ 5057460-7

将貴和寿　作：桜蓮 深愛 〜美桜と蓮の物語〜 新書★ 5057227-6
ミナモトカズキ ゲス恋 君のカラダに恋してる 新書 5057880-3

宮田ワルツ
捨て猫に首輪 新書 4677394-5
匂いの誘惑 新書 4687619-9
先生の発情スイッチ 新書 4907802-5

めぐみけい

秘め事は社長室で 新書 4677374-7
空飛ぶ暴君 新書 4677508-6
恋宿 番頭さんと初恋湯けむり情事 新書 4687613-7
総務課チェリー君…私ヤられてます。 新書 4907708-0
任侠レンアイ 三代目組長と純白乙女 新書 4907832-2
欲情子爵と蜜夜の契り 新書 4987970-1

桃尻すもも

その声は反則です！ 新書品切 4578952-6
ラブジンクスちょーだい ! 新書 4677243-6
狼と紳士とフラチな夜 新書 4677462-1
君のカラダに完全降伏 ! 新書 4687598-7
保健室のケダモノ 新書 4907710-3

百山ネル 2 度目の恋はカラダから 新書 4987971-8

山田芽衣
偽恋フィアンセ 新書 4907774-5
わたしの純潔を奪った男、ヤッちゃっていいですか? 新書 4907914-5

ヨシザワ 18 禁のつくりかた① 新書 4997735-6
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コミックス注文書（雑誌扱い）

S＊girl Selection ［新書］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

ヨシザワ 18 禁のつくりかた② 新書 4997736-3

乱魔猫吉

少女と野獣。ESCAPE HEAVEN 新書 4677401-0
少女と野獣。ESCAPE HEAVEN Final 新書 4677469-0
絶頂ホテル 新書 4687612-0
発情♥怪盗少女ねこまんま 新書 4907691-5
ウブ秘書は社長の玩具 新書 4907844-5

リカチ 紅茶アリスへようこそ 新書品切 4677200-9
渡部美朋 先生は真夜中に野獣と化す 新書 4907711-0

S＊girl Selection ［B6 判］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

愛染マナ 家庭内レンアイ B6★ 6483499-1

青山りさ
あの夜、あなたに抱かれた理由 B6 6483488-5
服を脱ぐのも仕事のうちです B6新刊 6483604-9

稲本いねこ 相棒ときどきミダラな暴君 B6 6483455-7
かーみら 先生と始める蜜恋授業 B6 6487991-6
かねたひと美 花嫁飼育 ご主人様は危険なオオカミ B6 6483427-4
キラト瑠香 発熱は愛撫のあとで B6 6483458-8
倖月さちの 媚薬教室 先生の甘い熱に溶かされて B6★ 6483433-5
此処田ヨー子 オフィスの悪魔の絶対いいなり! B6 6483538-7
駒田ハチ 漫画家と秘恋トラップ B6 6623577-6
笹塚だい 社畜は恋に気付かない B6 6483563-9
紫賀サヲリ イジワル先生は年上幼なじみ B6 6483570-7
月島綾 午前 0 時の誘惑プレイ B6 6623472-4
夏生恒 百獣王の囚われ花嫁 B6 6483510-3
neco 初恋婚 溺愛夫婦のはじめかた B6新刊 6483593-6

猫宮なお
ケダモノ眼鏡と蜜夜のシンデレラ B6 6483400-7
雌お兄さん =ときどきオオカミ B6 6483592-9

花本アリ 俺様上司が眼鏡を外したら 0.1 秒後の溺愛キス B6 6483523-3
はるこ 若旦那さまと恋の僕 B6 6623515-8
晴瀬リン 初恋、のち誘拐。3 日 3 晩の密室プレイ B6 6483442-7
日乃カエン 蜜愛千本桜 和服御曹司のフラチな恋事情 B6 6487997-8
藤村綾生 偏愛先生の官能アトリエ B6 6483543-1
めぐみけい オフィスで欲しがる獣 B6 6483588-2
百山ネル 先生の飼い猫 B6 6483536-3
ＲＩＮ。 有川教授は溺愛が過ぎるようです。 B6 6763564-6

S*girl Selection Kindan Lovers［B6判］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

画：あづみ悠
羽　作：朝陽
ゆりね

花魁遊戯 夜の蜜に甘く濡れる① B6 6487805-6
花魁遊戯 夜の蜜に甘く濡れる② B6 6487806-3
氷の執事と誘惑乙女 熱い指先でとろけさせて B6 6487939-8

S*girl Selection Kindan Lovers［B6判］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

いさな蜜水 同棲 7 年目の浮気 純愛ときどき欲情 B6 6483507-3
うめ丸 黒王子の花嫁選び 狙われたヴァージンウエディング B6 6487999-2
岡田れいみ 狼社長の蜜愛花嫁 B6 6487881-0
御茶まちこ ケダモノ華族の雇われ花嫁 B6 6487996-1
作画：烏丸かなつ　原作：
兎山もなか 才川夫妻の恋愛事情 7 年じっくり調教されました B6★ 6483551-6
作画：黒霧操　原作：森
田りょう 鬼課長と秘蜜の夜 セフレから始まった恋 B6 6483438-0

黒岬光
吸血鬼の生贄 純潔は今宵奪われる① B6 6487842-1
吸血鬼の生贄 純潔は今宵奪われる② B6 6487843-8

霜月星良

軍師と囚われ男装姫〜三国志艶義〜(上) B6★ 6487772-1
軍師と囚われ男装姫〜三国志艶義〜(下) B6★ 6487773-8
新選組恋慕 ケダモノ剣士の淫らな餌食(上) B6 6487969-5
新選組恋慕 ケダモノ剣士の淫らな餌食(下) B6 6487972-5
幕末蜜愛夜話 新選組恋慕外伝 B6 6623501-1

田中琳 流浪君主の甘い寵愛 初恋は煌めく宝石のように B6★ 6627926-8

千歳ぴよこ
王子を1 匹飼っています。 B6 6487840-7
ケダモノ悪魔の溺愛乙女(上) B6 6483521-9
ケダモノ悪魔の溺愛乙女(下) B6 6483522-6

花里ひかり 冷徹シークの灼熱愛撫 B6 6483459-5

聖ゆうか
乗っ取りレンアイ 恋敵の体で感じまくっちゃうのは罪ですか?(上) B6 6763575-2
乗っ取りレンアイ 恋敵の体で感じまくっちゃうのは罪ですか?(下) B6 6763576-9

松本美奈子 大正官能ロマネスク B6 6487911-4

まろ
野獣貴公子と服従契約 奪われた初恋 B6 6487884-1
私の執事は夜伽がお得意(上) B6新刊 6483601-8

御井ミチル 王宮ブラックマリッジ 異世界トリップしたら宰相様に抱かれていました B6 6483485-4
ミナモトカズキ 徳永健吾㉛のカラダは私だけのものではない B6 6483535-6
ヨシザワ 鳥籠ハレム 冷徹シークの囚愛 B6 6487956-5

蜜恋ティアラシリーズ［B6 判］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

市丸慧 恋と復讐の千夜一夜 B6 6483591-2

青海信濃
妹妾〜お兄さま、もう許して〜 B6 6483525-7
妹妾〜お兄さま、もう許して〜 ② B6新刊 6483608-7

北大路ときめき 花嫁とヤクザ〜仁義なき恋縛調教〜 B6 6483422-9

高橋依摘
ド S 海賊と囚われ姫① B6 6487958-9
ド S 海賊と囚われ姫② B6 6487959-6
ド S 海賊と囚われ姫③ B6 6487963-3

高山ねむ子 ドS 博士と発情モルモット〜催淫剤でイクまで何度も研究中♡〜 B6 6483436-6
立花もぐら わんこ彼が野獣に豹変 ! 〜今日もお仕置き残業中〜 B6 6483480-9

環レン
野獣シークと奴隷契約しました。 B6★ 6483454-0
野獣シークと奴隷契約しました。② B6★ 6483550-9

難兎かなる 和服男子の花嫁調教 B6 6483406-9
花田朔生 俺の腕の中で、堕ちろ〜天使は淫魔の契約奴隷〜 B6 6487990-9
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蜜恋ティアラシリーズ［B6 判］ ［ティーンズラブ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

花田朔生 図書館で愛撫 〜 28 歳司書はセカンドバージン〜 B6 6483569-1
福徳紗織 鬼畜センセイの居残り補習 〜ごほうびは中までトロトロ♥〜 B6 6483548-6
藤原江奈 ヤンキー彼のいいなり奴隷 B6 6483530-1
雷太郎 ドSシークの野蛮な求愛 〜バイト君は熱砂のケダモノ〜 B6 6483491-5
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BUNKASHA COMICS ［A5 判］ ［4 コマ・青年］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

あづま笙子
吸血鬼にっき① A5★ 7437445-4
吸血鬼にっき② ( 完 ) A5★ 7457713-4
ぷらんつ・がーる A5新刊 8003597-4

安西理晃
花色プロセス① A5 7457766-0
花色プロセス② A5 7453474-8

うず
妖怪タヌキのそだて方① A5 7453412-0
妖怪タヌキのそだて方② A5新刊 8303596-7

おーはしるい あい・ターン① A5 7453410-6

長田佳奈
2KZ A5★ 7457696-0
こうふく画報 A5 7453473-1

おりはらさちこ
愛しの桜さん① A5★ 7457723-3
愛しの桜さん② A5★ 7457866-7
愛しの桜さん③ ( 完 ) A5★ 8303541-7

神奈川のりこ ママはキャリアウーマン① A5 7437389-1
楠見らんま センセイのジジョウ① A5 7453413-7
久保田順子 スマイルユウミさん ! 京都はんなりカフェ物語① A5 7457705-9
小池田マヤ 釣り女子、ときどき恋 ( 仮 ) A5新刊 9073607-0

こいずみまり
スーパー♥ SISTER みお① A5 7438986-1
スーパー♥ SISTER みお② A5 7437216-0
スーパー♥SISTERみお③(完) A5 7437444-7

後藤羽矢子

あそこの処方箋 A5 6488284-8
あそこの処方箋② A5 6488517-7
あそこの処方箋③ A5 6488949-6
あそこの処方箋④ A5 7437151-4
あそこの処方箋⑤ ( 完 ) A5 7437435-5
アソコのプロジェクト① A5僅少 7437094-4
アソコのプロジェクト② A5 7437341-9
おさな妻の星① A5★ 7457730-1
おさな妻の星② A5 7453411-3

才谷屋龍一　原作：源
大雅 それいけ !ロシア女子戦車小隊 A5 10007994-7

桜沢鈴
義母と娘のブルース A5品切 6487118-7
義母と娘のブルースFinal A5品切 7437307-5
プライスレス家族 A5 7457680-9

佐野妙
うしろのカノジョ① A5★ 7457580-2
うしろのカノジョ②（完） A5★ 7457743-1
ゆえちゃんは今日も遊びたい① A5 7453475-5

師走冬子
墨たんですよ! ① A5★ 7457656-4
師走さんちの墨たんは猫である。 A5★ 7453528-8

鈴木ぺんた ナースと無精ひげ、時どきツンデレ A5 7437331-0
so-shi（作：森井ケンシ
ロウ） リサイクルできません A5 7437356-3

そめい吉野
農学女子 A5 7437458-4
農学女子 追試 ! A5 7457868-1

BUNKASHA COMICS ［A5 判］ ［4 コマ・青年］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

そめい吉野 農学女子 豊作 ! A5 8303527-1

たかの宗美

主任がゆく！① A5 6489955-6
主任がゆく！② A5 6489996-9
主任がゆく！③ A5 6488073-8
主任がゆく！④ A5 6488113-1
主任がゆく！⑤ A5 6488161-2
主任がゆく！⑥ A5 6488243-5
主任がゆく！⑦ A5 6488310-4
主任がゆく！⑧ A5 6488336-4
主任がゆく！⑨ A5 6488428-6
主任がゆく！⑩ A5 6488567-2
主任がゆく！⑪ A5 6488698-3
主任がゆく！⑫ A5 6488823-9
主任がゆく！⑬ A5 6488946-5
主任がゆく！⑭ A5 6487083-8
主任がゆく！⑮ A5 6487161-3
主任がゆく！⑯ A5 6487293-1
主任がゆく！⑰ A5 6487360-0
主任がゆく！⑱ A5 6487477-5
主任がゆく！⑲ A5 6487554-3
主任がゆく！⑳ A5 6487668-7
主任がゆく！㉑ A5 6487792-9
主任がゆく！㉒ A5 6487864-3
主任がゆく！㉓ A5 7453526-4
主任がゆく!よりぬき コラボセレクション A5 6487467-6
主任がゆく!よりぬき 喝 A5 6487498-0
白衣な彼女 A5 6488045-5
白衣な彼女② A5 6488115-5
白衣な彼女③ A5 6488244-2
白衣な彼女④ A5品切 6488626-6
白衣な彼女⑤ A5 6487017-3
白衣な彼女⑥（完） A5 6487289-4
金髪社員　白鳥ヒロシ A5 6488697-6
金髪社員　白鳥ヒロシ② A5品切 6488867-3
金髪女将　綾小路ヘレン① A5 7437044-9
金髪女将　綾小路ヘレン② A5 7437294-8
金髪女将　綾小路ヘレン③ A5 7457623-6
金髪女将　綾小路ヘレン④ A5 7457799-8

樹るう 漫画描きと猫♪ A5★ 7437241-2
樹るう（寺門琢己・監修） 骨盤先生の保健室 A5★ 7437284-9
丹沢恵 笑って愛して♡ A5 6488711-9
テンヤ 黒森さんの好きなこと① A5 7457633-5
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コミックス注文書（雑誌扱い） 

BUNKASHA COMICS ［A5 判］ ［4 コマ・青年］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

テンヤ 黒森さんの好きなこと② A5 7457934-3
ドングリ 妄想食品館 A5★ 9267918-3
永井道紀 さんきゃくイーゼル 1 A5 7457595-6

NYAN

病院のないしょ♡① A5 7438535-1
病院のないしょ♡② A5 7438758-4
病院のないしょ♡③ A5 7437239-9
看護学生のないしょ♥① A5 7438972-4
看護学生のないしょ♥② A5 7437174-3
看護学生のないしょ♥③ A5 7437321-1
看護学生のないしょ♥④ A5 7437484-3
看護学生のないしょ♥⑤（完） A5 7457606-9
となりの育児くん。① A5 7457814-8
となりの育児くん。② A5 7453476-2

火ノ鹿たもん 死神さんが通りまス! ① A5★ 7457763-9
松山花子 社長が僕に恋をした A5 7437312-9
宮嶋星矢 お嬢様かんぱにぃ( 仮 ) A5 7457566-6
山野りんりん スーツ主夫★ゴロー① A5品切 6487132-3
吉田カツミ 第一次信長包囲網大作戦!! A5 7453462-5
吉田美紀子 ちびまま① A5品切 7437162-0
渡辺ゆづる ちょこもなっ! A5 7457579-6

BUNKASHA COMICS ［A5判］ ［動物（4コマ・ショート）］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

いわみちさくら

ねこ道楽 A5 7438875-8
ねこ道楽 いわしぐも A5 7437060-9
ねこ道楽 リハウス A5 7437282-5
ねこ道楽 なかよし A5 7437499-7
ねこ道楽 おだんご A5 7457729-5
ねこ道楽 おでかけ A5 7457901-5
ねこ道楽 おひるね A5 7453580-6

たぁぽん

とらぶるニャンコ A5 7438983-0
おきらくニャンコ A5 7437251-1
きまぐれニャンコ A5 7437532-1
くうねるニャンコ A5 7457767-7

東條さち子

インコ様々 A5 7627073-9
インコ様々② A5 7627233-7
インコ様  々6 羽 +3 人ぐらし A5 7627404-1
今日もインコ様々 A5 7647607-6
インコ様  々おかわり A5 7647793-6

野中のばら
ねこねこ三重奏 A5品切 6488574-0
猫の詰め合わせ A5 7438985-4
ほっこり♥箱入りネコBOYS A5 7437385-3

BUNKASHA COMICS ［A5判］ ［動物（4コマ・ショート）］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

まつうらゆうこ 女王猫モモちゃん A5 7438984-7

松苗あけみ
猫もえ! A5品切 7437059-3
猫はなんにもすることがない A5 7457902-2

BUNKASHA COMICS ［A5 判］ ［エッセイ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

新井祥

性別が、ない！ A5品切 7438205-3
性別が、ない！ ②　 A5 7438301-2
性別が、ない！ ③ A5 7438380-7
性別が、ない！ ④ A5 7438427-9
性別が、ない！ ⑤ A5 7438629-7
性別が、ない！ ⑥ A5 7438772-0
性別が、ない！ ⑦ A5 7438885-7
性別が、ない！ ⑧ A5 7437004-3
性別が、ない！ ⑨ A5 7437102-6
性別が、ない！ ⑩ A5 7437185-9
性別が、ない！ ⑪ A5 7437278-8
性別が、ない！ ⑫ A5 7437368-6
性別が、ない！ ⑬ A5 7437488-1
性別が、ない ! ⑭ A5 7457553-6
性別が、ない ! ⑮ A5 7457621-2

胡桃ちの

胡桃ちのの極上！お宿五ツ星 A5品切 7438521-4
胡桃ちのの特選！お宿五ツ星 A5 7437160-6
胡桃ちののお宿五ツ星 極 A5 7457622-9
胡桃ちの Presents お気楽買い物、極楽カフェ♡ A5 7457942-8

桜木さゆみ

払っちゃう女 A5 8387249-8
桜木さゆみの本当にあった笑える話 A5品切 6488509-2
桜木さゆみのなぐさめてあげるッ♥ A5 6488646-4
桜木さゆみのなぐさめてあげるッ♥② A5 6488912-0
桜木さゆみのなぐさめてあげるッ♥③ A5品切 7437130-9
桜木さゆみのなぐさめてあげるッ♥④ A5僅少 7437256-6
桜木さゆみのイケナイとこイッちゃった♥ A5 7438975-5
桜木さゆみコレクション1 セキララ A5 8387173-6
桜木さゆみコレクション 2 フシダラ A5 10487188-0
編集長! 絶対イキたくないんですけど!! A5 8387203-0

流水りんこ

インド夫婦茶碗 A5 6489954-9
インド夫婦茶碗② A5 648※ 8053-7
インド夫婦茶碗③ A5 648※ 8087-1
インド夫婦茶碗④ A5 648※ 8101-0
インド夫婦茶碗⑤ A5 648※ 8139-8
インド夫婦茶碗⑥ A5 648※ 8169-X
インド夫婦茶碗⑦ A5 648※ 8270-X
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コミックス注文書（雑誌扱い） 

BUNKASHA COMICS ［A5 判］ ［エッセイ］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

流水りんこ

インド夫婦茶碗⑧ A5 648※ 8375-7
インド夫婦茶碗⑨ A5 6488425-5
インド夫婦茶碗⑩ A5 6488507-8
インド夫婦茶碗⑪ A5 6488608-2
インド夫婦茶碗⑫ A5 7438773-7
インド夫婦茶碗⑬ A5 7438884-0
インド夫婦茶碗⑭ A5 7438979-3
インド夫婦茶碗⑮ A5 7437089-0
インド夫婦茶碗⑯ A5 7437222-1
インド夫婦茶碗⑰ A5 7437302-0
インド夫婦茶碗⑱ A5 7437403-4
インド夫婦茶碗⑲ A5 7437522-2
インド夫婦茶碗⑳ A5 7457645-8
インド夫婦茶碗㉑ A5 7457765-3
インド夫婦茶碗㉒ A5 7457933-6
インド夫婦茶碗㉓ A5 7453435-9
インド夫婦茶碗㉔ A5新刊 7453594-3
昭和のこども〜こんな親でも子は育つ！〜 A5 6488609-9
昭和のこども〜こんな親でも子は育つ！〜② A5 6488774-4
昭和のこども〜こんな親でも子は育つ！〜③ A5 6487223-8
昭和のこども〜こんな親でも子は育つ！〜④ A5 7437355-6
昭和のこども〜こんな親でも子は育つ ! 〜⑤ A5 7457632-8
昭和のこども〜こんな親でも子は育つ ! 〜⑥ A5 7457869-8

流水りんこ　監修　高橋
典子 キープな人びと A5新刊 7453595-0

BUNKASHA COMICS ［A5判］ ［サブカル・ストーリー］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

柘植文 ゆるガキあやちゃん A5品切 7437283-2
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コミックス注文書（雑誌扱い）  

BUNKASHA COMICS ［B6 判］ ［レディース］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

秋乃茉莉

怪盗アレキサンドライト B6 5718476-7
怪盗アレキサンドライト② B6 5718589-4
怪盗アレキサンドライト③ B6僅少 5718661-7
怪盗アレキサンドライト④ B6 5718808-6
怪盗アレキサンドライト⑤ B6 5718971-7
怪盗アレキサンドライト⑥ B6 5717031-9
怪盗アレキサンドライト⑦ B6僅少 5717134-7
怪盗アレキサンドライト⑧（完） B6僅少 6007199-6
賢者の石①柘榴の迷宮 B6 543※ 9844-4
賢者の石②薔薇よりも赤く雪よりも白く B6 543※ 9941-6
賢者の石③ゴシックアナトミア B6 543※ 9988-2
賢者の石④オフィウクスの系譜 B6 543※ 8093-6
賢者の石⑤千の夜の旅人 B6 571※ 8322-6
賢者の石⑥楽園の疵 B6 5718474-3
賢者の石⑦沈黙の島 B6 5718546-7
賢者の石⑧水上の迷路 B6 5718660-0
賢者の石⑨デス・ストーカー B6 5718749-2
賢者の石⑩聖地 1187 B6 5718910-6
賢者の石⑪黒鷲の系譜 B6 5718970-0
賢者の石⑫堕天使の城 B6 6007069-2
賢者の石⑬二十三夜 ( 完 ) B6 6197211-5
賢者の石 赤い聖杯 B6★ 6027978-7
賢者の石 冥府の柘榴 B6★ 6023483-0
傀儡華遊戯 〜チャイニーズ・コッペリア〜① B6 6007285-6
傀儡華遊戯〜チャイニーズ・コッペリア〜② B6 6007346-4
傀儡華遊戯〜チャイニーズ・コッペリア〜③ B6 6007423-2
傀儡華遊戯 〜チャイニーズ・コッペリア〜④ B6 6007506-2
傀儡華遊戯 〜チャイニーズ・コッペリア〜⑤(完) B6 6027563-5
ワトソンの陰謀 〜シャーロック・ホームズ異聞〜① B6★ 6027681-6
ワトソンの陰謀 〜シャーロック・ホームズ異聞〜② B6★ 6027758-5
ワトソンの陰謀 〜シャーロック・ホームズ異聞〜③ B6★ 6027850-6

池田さとみ

辻占売① B6 6029965-5
辻占売② B6 6028040-0
辻占売③ B6 6028091-2
辻占売④ B6僅少 5718177-3
辻占売⑤ B6 5718311-1
辻占売⑥ B6 5718475-0
辻占売⑦ B6 5718625-9
辻占売⑧ B6 5718807-9
辻占売⑨ B6 5717046-3
辻占売⑩ B6 5717217-7
辻占売⑪ B6 5717353-2

BUNKASHA COMICS ［B6 判］ ［レディース］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

池田さとみ

辻占売⑫ B6 5717471-3
辻占売⑬ B6 6027617-5
辻占売⑭ B6 6027784-4
辻占売⑮ B6 6023448-9

犬木加奈子 罰かぶり〜丸山遊郭哀史〜 B6 6207957-2
作画：要まりこ／原作・
監修：オトメイト ゆのはな SpRING! B6 6303469-4

かまたきみこ

KATANA ①襲刀 B6品切 5718345-6
KATANA ②虎落 B6品切 5718460-6
KATANA ③妖刀 B6品切 5718591-7
KATANA ④七支刀 B6品切 5718695-2
KATANA ⑤オロチ刀 B6品切 5718761-4
KATANA ⑥胡蝶 B6品切 5718878-9
KATANA ⑦剣相の疵 B6品切 5717047-0
妖かし恋奇譚 B6 6008879-6
まぼろし恋奇譚 B6僅少 6007121-7

川口まどか

死と彼女とぼく イキル B6★ 6027651-9
死と彼女とぼく イキル② B6★ 6027781-3
死と彼女とぼく イキル③ B6★ 6027951-0
死と彼女とぼく イキル④ B6★ 6023579-0

碕　俊明 死に損ないアガペー① B6 6943495-3
作画：北沢きょう／原作・
監修：オトメイト AMNESIA LATER NEW WORLD B6 6303468-7

草野誼
愚者の皮 ( 上 ) B6 6307786-8
愚者の皮 ( 下 ) B6 6307787-5

小林薫（監修：
斎）

強制除霊師・斎 怨念旅館 B6★ 6007380-8
強制除霊師・斎 因縁の家系 B6★ 6027591-8
強制除霊師・斎 守護悪霊 B6★ 6027654-0
強制除霊師・斎 悪行の代償 B6★ 6027732-5
強制除霊師・斎 呪念の地 B6★ 6027895-7
強制除霊師・斎 哀しみの悪鬼 B6★ 6023497-7

酒川郁子
お江戸まかない帖 B6 6027682-3
お江戸まかない帖 深川めし B6 6027937-4

真崎春望 陰陽師 安倍晴明異聞 〜妖かし恋うた〜 B6 6027646-5
白井幸子 トゥーランドット〜寄宿舎のカナリア〜 B6 6007415-7

関よしみ
神々の密談 B6品切 6007342-6
関よしみホラーコレクション パニック!-あたし死ぬの?- B6 7457883-4
関よしみホラーコレクション 超エゴ!-あたしサイテー?- B6 6027917-6

曽祢まさこ

新・呪いの招待状①恋の墓標 B6品切 5718419-4
新・呪いの招待状②ガラスの棘 B6品切 5718603-7
新・呪いの招待状③黒い翼の天使達 B6品切 5718788-1
新・呪いの招待状④罪の行方 B6品切 5718945-8
新 呪いの招待状⑤花鬼館 B6品切 6007068-5
花鬼の記 〜赤い瞳のみづは〜 B6 6007344-0
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BUNKASHA COMICS ［B6 判］ ［レディース］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

曽祢まさこ
白雪人形 B6 6027669-4
悪い舌 見せしめ刑の町 B6 6027818-6
仮面は眠らない B6 6023424-3

高木裕里（監修：稲葉
朋子） ヒーラー稲葉朋子の前世案内 B6 6007348-8

高口里純
公爵家の薔薇の実 B6 6027560-4
奇人探偵 銀鼠 B6 6027697-7

環レン シークとごはん ! B6 6203553-0
作画：月島綾／原作・監
修：オトメイト NORN9 ノルン +ノネット B6 6393467-0

津雲むつみ
緋の婚礼 B6★ 6027702-8
座敷牢の女 B6★ 6027863-6

藤丞めぐる
新 緋桜白拍子 B6 6023407-6
新 緋桜白拍子② B6 6203554-7

永久保貴一 永久保交幽録 座敷童子の謎 B6 6027602-1

永久保貴一
（監修：はる）

永久保交幽録 琉球ユタ・はる B6 6007323-5
永久保交幽録 沖縄編 B6 6027582-6
永久保交幽録 沖縄聖地編 B6 6027782-0

作画：にかわ柚生／原作・
監修：オトメイト 薄桜鬼 真改 B6 6303471-7

葉月つや子
罪に濡れた人魚姫 B6 6027596-3
好色一代男異聞 鷲羽屋みだれ帖① B6 6027631-1
好色一代男異聞 鷲羽屋みだれ帖② B6 6027665-6

板東いるか 禁断の鳥籠 罪深き接吻、ハーレムの恋 B6 6027616-8

比古地朔弥
霊能者・猫目宗一シリーズ 猫目骨董店 B6 6007349-5
霊能者・猫目宗一シリーズ 怨念人形 B6 6027573-4

ひわときこ（監
修：音羽マリ
ア）

音羽マリアの異次元透視 B6品切 5717318-1
霊能師・音羽マリアの浄霊ファイル 祈りの代償 B6 6027603-8

藤田あつ子 煌如星シリーズ愛蔵版 桃花流水 B6 8387436-2
藤森治見 美醜の大地〜復讐のために顔を捨てた女〜① B6★ 6203482-3
作画：文月マロ／原作・
監修：オトメイト 猛獣たちとお姫様 B6 6303470-0

魔木子

江〜魔王の燠火〜 ( 上 ) B6品切 6007176-7
江〜魔王の燠火〜 ( 下 ) B6品切 6007212-2
新・ダークネス① B6 6203418-2
新・ダークネス② B6 6203481-6

松苗あけみ グリム艶童話 〜恋を欲しがるお姫様たち〜 B6品切 6007190-3
安武わたる 声なきものの唄 〜瀬戸内の女郎小屋〜① B6 6203496-0

吉川うたた

すっくと狐〜将と霧江① B6品切 543※ 8080-4
すっくと狐〜数珠掛抄録② B6品切 571※ 8334-X
すっくと狐〜続数珠掛抄録③ B6品切 5718461-3
すっくと狐〜続後 数珠掛抄録④ B6品切 5718564-1
すっくと狐⑤西風館 B6品切 5718876-5
すっくと狐⑥悪源太 ( 一 ) B6品切 5717014-2
すっくと狐⑦悪源太 ( 二 ) B6品切 6007070-8
すっくと狐⑧悪源太 ( 三 ) B6品切 6197210-8

BUNKASHA COMICS ［B6 判］ ［レディース］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

吉川うたた

日招きの辻 B6品切 6008877-2
東雲寮奇譚 ( 上 ) B6品切 8007032-6
東雲寮奇譚 ( 下 ) B6品切 8007033-3
ヴァシュタール寓話 B6 6007519-2

渡千枝

黒き海 月の裏① B6 6027811-7
黒き海 月の裏② B6 6027830-8
黒き海 月の裏③ B6 6397941-1
黒き海 月の裏④ B6 6397953-4
天狗の棲む山 ( 上 ) B6 6027824-7
天狗の棲む山 ( 下 ) B6 6027825-4

BUNKASHA COMICS ［B6 判］ ［青年］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

いがらしみき
お

忍ペンまん丸 しんそー版① B6★ 6207986-2
忍ペンまん丸 しんそー版② B6 6203425-0
忍ペンまん丸 しんそー版③ B6 6203426-7
忍ペンまん丸 しんそー版④ B6 6203440-3
忍ペンまん丸 しんそー版⑤ B6 6203441-0
忍ペンまん丸 しんそー版⑥ B6 6203460-1
忍ペンまん丸 しんそー版⑦ B6 6203461-8
忍ペンまん丸 しんそー版⑧ B6 6203486-1
忍ペンまん丸 しんそー版⑨ B6 6203487-8
忍ペンまん丸 しんそー版⑩ B6 6203508-0
忍ペンまん丸 しんそー版⑪(完) B6 6203509-7

作画：石井さだよし　原作：
剣名舞 大江戸どんぶり繁盛記 B6 6207800-1
葛西映子 猫又酒場で、いただきます。 B6 6207856-8
倉薗紀彦 彗星★少年団 B6★ 5907258-0

さんりようこ

ひとには、言えない。① B6品切 6007334-1
ひとには、言えない。② B6品切 6007335-8
ひとには、言えない。③ B6品切 6007336-5
ひとには、言えない。④ B6品切 6197361-7
ひとには、言えない。⑤ (完) B6品切 6197414-0

原作：外薗昌也　画：呪
みちる、鯛夢 赤異本と黒異本 B6 6807952-7

三家本礼

サタニスター① B6 571※ 8330-7
サタニスター② B6 5718415-6
サタニスター③ B6品切 5718504-7
サタニスター④ B6品切 5718662-4
サタニスター⑤（完） B6品切 5718663-1
美女アマンダ B6品切 5718839-0
巨乳ドラゴン B6品切 6578840-6

ラズウェル細
木

美味い話にゃ肴あり B6★ 5908224-4
美味い話にゃ肴あり② B6★ 5908283-1
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コミックス注文書（雑誌扱い）  

BUNKASHA COMICS ［B6 判］ ［青年］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

ラズウェル細
木

美味い話にゃ肴あり③ B6★ 5908378-4
美味い話にゃ肴あり④ B6★ 5908536-8
美味い話にゃ肴あり⑤ B6★ 5908721-8
美味い話にゃ肴あり⑥ B6★ 5907009-8
美味い話にゃ肴あり⑦ B6★ 5907254-2
美味い話にゃ肴あり⑧ B6★ 5907464-5
美味い話にゃ肴あり⑨ B6★ 5907670-0
美味い話にゃ肴あり⑩ B6★ 5903432-8
食べる門には福来る B6★ 6008822-2
いちげんさん　いらっしゃ〜い！ B6★ 6008965-6
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コミックス注文書（書籍扱いコミック）

書籍扱いコミック ［エッセイコミック］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

相葉キョウコ（監修：藤
原丞春） キョウコの摩訶不思議幽戯 A5 8307890-2
あっきう ハピハピ漫画家ふうふ A5僅少 8387330-3
うぐいすみつる　ＴＯＮＯ うぐいす姉妹のへっぽこ子育て録 A5品切 7437196-5

内田春菊

私たちは繁殖している A5品切 951※ 9398-1
私たちは繁殖している(1RE) A5 12007427-0
私たちは繁殖している② A5 1000※ 9506-2
私たちは繁殖している③ A5 1000※ 9721-9
私たちは繁殖している④ A5 1000※ 9906-8
私たちは繁殖している⑤ A5 1000※ 8043-X
私たちは繁殖している⑥ A5 1000※ 8195-9
私たちは繁殖している⑦ A5品切 10008444-6
私たちは繁殖している⑧ A5 12008682-2
私たちは繁殖している⑨ A5 12008783-6
私たちは繁殖している⑩ A5 12008961-8
私たちは繁殖している⑪ A5 9337255-9
私たちは繁殖している⑫ A5 9337439-3
私たちは繁殖している⑬ A5 9337502-4
私たちは繁殖している⑭ A5 10007678-6
私たちは繁殖している⑮ A5 10007836-0
私たちは繁殖している⑯ A5 10003409-0
ワイルドメディカル・ティーチャーズ A5品切 9338827-7
お前の母ちゃん Bitch！ A5 9338920-5
おまえの母ちゃん Bitch! ② A5 9337313-6
がんまんが  私たちは大病している A5 10003566-0

島津郷子 漫画家、パーキンソン病になる。 A5 10007954-1

たかまつやよ
い

流されて八丈島 〜マンガ家、島にゆく A5 8008802-4
流されて八丈島 〜おたくマンガ家のテンパり島生活〜 A5 8007184-2
流されて八丈島 マンガ家、島にゆく 5年め! A5 8007399-0
流されて八丈島  おひとり島ぐらし7 年め A5 8007578-9
流されて八丈島 いろいろ10年! A5 8307826-1

流水りんこ（監修：斎） 流水さんちの浮遊霊 A5★ 7227561-1

流水りんこ
流水さんの霊能者行脚 A5 7457853-7
流水さんの霊能修行記 A5 7453500-4

登丸ダイスケ ザキちゃん A5品切 8007038-8

日辻彩

突撃！自衛官妻 A5★ 7438542-9
突撃！自衛官妻② A5僅少 7438828-4
突撃！自衛官妻③ A5★ 7437205-4
突撃！自衛官妻④ A5★ 7437476-8
突撃！自衛官妻⑤ A5★ 7457754-7
突撃！自衛官妻⑥ A5★ 7453477-9

ヤマザキマリ イタリア家族 風林火山 A5★ 7817023-4
山本まゆり（取材協力：
松田広子） 山本まゆりの八戸イタコ紀行 A5 8307875-9

書籍扱いコミック ［エッセイコミック］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

山本まゆり 山本まゆりの霊界ぶらり旅 A5 8303478-6
横山了一　加藤マユミ 結婚までの歩みをリレー漫画にしてみました。 A5 8803537-0

書籍扱いコミック ［4 コマ・ショート］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

岩谷テンホー 完本 みこすり半劇場 四六 15007653-3

書籍扱いコミック ［ストーリーコミック］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

アンソロジー

日本刀アンソロジー 伝説の刀剣たち A5 10007718-9
日本刀アンソロジー 刀剣秘伝 A5 10003419-9
ロボットガールズZ 公式アンソロジー Vol.1 A5 11007813-1
ホラーアンソロジーcomic 死角 A5 13007909-1

内田春菊 安藤呂衣は恋に賭ける A5 10007329-7
長田ノオト( 原作：江戸
川乱歩 ) 江戸川乱歩傑作集 孤島の鬼 A5 10007900-8
紫垣まゆみ まんが にゃんこの涙 〜全国から届いた、猫と人との泣ける話〜 A5品切 9337287-0

高橋葉介

もののけ草紙　壱 A5品切 12008681-5
もののけ草紙　弐 A5品切 12008855-0
もののけ草紙　参 A5品切 12007057-9
もののけ草紙　四 A5品切 13007128-6
夜姫さま A5品切 12007274-0
ストーリィ･ テラー A5 13007378-5
高橋葉介傑作集 手つなぎ鬼 A5 13007523-9
高橋葉介傑作集 マンイーター A5 13007539-0
高橋葉介傑作集 もののけ草紙 一ノ巻 A5 13007776-9
高橋葉介傑作集 もののけ草紙 二ノ巻 A5 13007777-6
高橋葉介傑作集 もののけ草紙 三ノ巻 A5 13007778-3
高橋葉介傑作集 海から来たドール A5 13007974-9
高橋葉介傑作集 Uボート・レディ A5 13007975-6
怪談少年 A5★ 13007543-7
怪談少年 妖ノ巻 A5★ 13007779-0
怪談少年 乱ノ巻 A5★ 13007976-3

田中圭一
田中圭一マガジンComicサイテー A5品切 10008412-5
あわひめ先生の教イク的指導♥ A5僅少 9057456-0

ＫＹＥ　ＹＯＵ
ＮＧ　ＣＨＯＮ

恋するアプリ LoveAlarm ① B6 7133516-5
恋するアプリ LoveAlarm ② B6 7223517-2
恋するアプリ LoveAlarm ③ B6 6943518-9
恋するアプリ LoveAlarm ④ B6 7133519-6

戸田誠二
戸田誠二作品集 グリム奇譚 A5 9527272-6
女郎ぐも 日本ふしぎ草子 A5 10007558-1

樋口きしこ／原案：石田
るか まんが わんこのきもち 〜成犬譲渡ボランティアが見た、涙と絆の物語〜 A5品切 9337286-3
松苗あけみ ベルサイユ狂想曲 〜エマは♥♥がお好き〜 A5 9337371-6
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見ル野栄司 シブすぎ ! 男の人生哀歌 〜涙無線タクシー〜 A5僅少 9527461-4
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青沼貴子 ママは習い事がお好き 生 10004430-3

あさの☆ひか
り

芸能界の裏側ぶっちゃけていいスか!? 三十路グラドルのつぶやき ★ 芸・サ 10004386-3
何度か消されかけましたが、こりずに芸能界の裏側ぶっちゃけていいスか!? 芸・サ 10004452-5

新井祥

「性別が、ない !」人たちとのつきあい方 品切 生・サ 11434317-7
オレの周りの ” 性別が、ない !” 人たち 〜新井祥のセクマイ交友録〜 生・サ 12004358-0
最近さー大人と若者がさー…すっごい違くね!? サ 10004380-1

「性別が、ない !」人たちの夜の事件簿 生・サ 10004411-2
「性別が、ない !」人たちの保健体育 生・サ 10004429-7
LGBT だけじゃ、ない！「性別」のハナシ 生・サ 10004450-1

「性別が、ない !」人の夜の事件簿 in Deep 生・サ 10004462-4

あらた真琴

となりの席は外国人 ★ 異 9524337-5
モット!となりの席は外国人 ★ 異 9524361-0
イエス!となりの席は外国人 異 10004405-1
外国人だらけの小学校はツッコミの毎日でした。 異 10004456-3

作画・あらた真琴　原作・
内藤みか 数学しかできない息子が早慶国立大学に合格した話。 育 10004435-8
有野いく　たこつむり 唐揚道 食 10654475-4
安堂友子 日本文学 ( 墓 ) 全集 時どきスイーツ 食・サ 10004404-4
犬養ヒロ カラス飼っちゃいました ペ 10004391-7
今田たま 家族がいなくなった日 ある犯罪被害者家族の記録 ノ 10004418-1

上野うね
香港に引っ越しました。 旅・異 11434355-9
浅草うねうね食べある記 食 10004406-8
浅草うねうね食べある記 おみやげ編 食 10004438-9

江川広実（監修：藤間
紫苑） ゆりにん レズビアンカップル妊活奮闘記 サ 10004410-5

おがたちえ
なつかしい日本をさがし台湾 旅・食 11114385-6
台湾で日本を見っけ旅 ガイド本には載らない歴史さんぽ 旅・食 11114419-8

沖田×華

毎日やらかしてます。アスペルガーで、漫画家で ★ 医・生 9524338-2
×華のやらかし日記 医・生 9524350-4
ますます毎日やらかしてます。アスペルガーで、漫画家で 医・生 10004381-8
こりずに毎日やらかしてます。発達障害漫画家の日常 医・生 10004436-5
とことん毎日やらかしています。トリプル発達障害漫画家の日常 医・生 10004461-7

沖田×華　原作：君影草 はざまのコドモ ★ 医・生 10004420-4
おざわゆき 築地まんぷく回遊記 食 10004346-7
おざわゆき・渡邊博光 築地はらぺこ回遊記 食 10004366-5
音咲椿 イケメン外国人たちとベッドで異文化交流した結果。 異 10004451-8
おりはらさちこ 35 歳からのお酒デビュー 食 10004473-0
折原みと（監修：長谷川
泰三） まんが 車いすのカウンセラー、いのちの声をきく。 医 10004412-9
葛西りいち へっぽこママはギブ寸前 !! 生 10004415-0
雷門獅篭 ご勝手名人録 寄席を仰天させた12 人の破天荒者たち 芸・サ 9524348-1
楠見らんま ウーパールーパーにっき うぱ子はじめました。 ぺ 10004423-5
久保田順子 京都子育てさんぽ 生 10004469-3
熊田プウ助　原作：サム
ソン高橋 世界一周ホモのたび ★ 旅・サ 10484320-7

書籍 ［エッセイコミック A5 判］
タイトル著者 ジャンル注文数在庫 本体ISBN

熊田プウ助　
原作：サムソ
ン高橋

世界一周ホモのたび DX ★ 旅・サ 10484344-3
世界一周ホモのたび 祭 ★ 旅・サ 10654390-0
世界一周ホモのたび 狂 ★ 旅・サ 10654434-1
世界一周ホモのたび 結 ★ 旅・サ 11114464-8

熊田プウ助
本日もおひとりホモ。〜四十路マンガ家生活〜 生・サ 10004362-7
GoGo!! おひとりホモ 生・サ 10004414-3
TOKYO 中年駄ホモ生活 生・サ 10004446-4

仔鹿リナ
私の子育てやりすぎですか? 育 10004394-8
うちのダンナは野菜バカ。 生 10004399-3

小林薫
夫がまったく働きません。 〜大黒柱かーちゃんと、元うつ病ダンナ〜 生 9524359-7
娘が不登校になりました。 「うちの子は関係ない」と思ってた 育 10004447-1

桜木さゆみ
恋愛漫画家 品切 生 9524299-6
40歳になるのだがこのまま私性活切り売りマンガを描いていていいのか。 生 10004392-4
ワイ談を、聞く力 芸・サ 10004408-2

佐々木彩乃 乳がんでもなんとかなるさ〜独女マンガ家闘病記〜 医 10004363-4
しらとりだいすけ ら〜まん〜ラーメン屋、ときどきマンガ家〜 品切 生 9524326-9
新川てるえ・しばざきとし
え 思春期っ子はみんなバカ!! 品切 育 10484311-5
辛酸なめ子 諸行無常のワイドショー サ 10004403-7
たぁぽん 植えこみに刺さっていた子猫を飼うことにした。 ペ 10004470-9
たかはし志貴 アラサー腐女子が初めて付き合ったのは、高校生の腐男子でした。 生・サ 10004471-6
たかまつやよい 女ひとりで島に移住しました。 旅・ノ 10004474-7
たきむらりゅう　原作：ア
ネラ アニマルコミュニケーター・アネラのお仕事 犬のことば、伝えます 僅少 ペ 10004345-0
たきむらりゅう　原作：岡
田裕 山登りねこ、ミケ 品切 ペ 9524313-9
田口始 東京 23 区内に月1 万 5 千円以下で住んでみた 生 10004431-0

竹内佐千子
花より女子 品切 生・サ 9524308-5
ブラブラ珍所〜イケメンに会いたくて〜 旅・サ 10004413-6
もう楽しいことしかしたくないから、イケメンに会いに行った。 旅・サ 10004448-8

寺川枝里子 難病仔猫トゥポル「余命 3カ月」から生還した奇跡の記録 ペ 10004373-3

東條さち子
大家さん10年め。主婦がアパート3棟+家1戸! ★ 生 10004375-7
大家さん、引退します。 主婦がアパート3棟+家2戸、12年めの決断！ 生 10004424-2

東條さち子・育代 霊能者と事故物件視てきました ス 10004444-0
十凪高志 心霊物件に住んじゃった ス 10004442-6
流水りんこ インド人と練馬で子育て。 異・育 9524312-2
成見香穂 金魚に首ったけ ぺ 10004416-7
猫田ぴの字 マレーシアで子育てしてます。 〜ぴのにっき〜 品切 異・育 10004352-8

華桜こもも
息子が思春期をこじらせている 育 10004376-4
子離れしなきゃダメですか ? 〜社会人息子ふたりに依存する母の日常〜 育 10004439-6

花福こざる 花福さんの戦争ごはん日誌 生・食 10004460-0
原作：羽々桐鷹也　作画 :
十凪高志 法術師・羽々桐鷹也の奇妙な事件簿 新刊 ス 10004465-5

林まつり
ダンナは海上保安官 品切 生 9524300-9
ダンナは海上保安官 転勤ぐらし7年め! 生 10004422-8
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ひぐちにちほ 結婚する予定もないから、好きなように家建てちゃいました。 ★ 生 10004454-9
日辻彩（監修：島津成晃） 霊界 1 年生 ★ ス 9524367-2
日野あかね のほほん亭主、がんになる。〜ステージⅣから大逆転 ! 〜 品切 医 8384335-1
平井寿信 3.11 東日本大震災〜君と見た風景〜 僅少 ノ 10484325-2
BECCO（ベッコ） 父が、67 歳で恋をした。〜まさかのシルバー婚活ものがたり〜 生 10004360-3
細川貂々（監修：石嶋眞
理） てんてんと歩くキモノみち 紬からはじめました 品切 生 10004334-4

堀田あきお＆
かよ

不妊治療、やめました。〜ふたり暮らしを決めた日〜 ★ 生・医 9524314-6
親の介護、はじまりました。(上) ★ 生・医 10004440-2
親の介護、はじまりました。(下) ★ 生・医 10004441-9

ポレポレ美 今日も拒まれてます 〜セックスレス・ハラスメント嫁日記〜 新刊 生・ノ 10654476-1
前田ムサシ フィリピンかあちゃん奮闘記 inジャパン 品切 異・育 10004354-2

又野尚

ママ友のオキテ。 生・育 9524327-6
ママ友のホンネ。 生・育 9524343-6
働く女のオキテ。給湯室は OL の戦場 生 9524347-4
ママ友のサダメ。 生・育 10004379-5
ママ友たちの憂鬱な事件簿 生・育 10004437-2

森野いずみ やっとこ決まった就職先は、SM 雑誌の編集部 生・サ 10004393-1
八木裕太 同性婚で親子になりました。 生・サ 10004453-2

山田雨月
へき地メシ 世界の果てまでイッテ食う! ★ 食・旅 10004369-6
ふいにたてなくなりました。おひとりさま漫画家、皮膚筋炎になる 医 10004432-7

山本まゆり
せんせい、誤診です ! ホラー漫画家の本当にあった怖い闘病 ★ 医 9524349-8
山本まゆりのニャン画家生活 ペ 9524357-3
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タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

アンソロジー

お江と戦国の女たち 文庫品切 6197157-6
拷問と処刑の世界史 文庫品切 6197158-3
人身売買の闇 文庫品切 6197236-8
大奥残酷史 文庫 6387370-9
血塗られた発禁本 文庫 6387417-1
姫君たちの淫靡な寝室 文庫 6387457-7
野獣王子と囚われ姫 文庫 6387503-1
暴君と恋する奴隷姫 文庫 6397629-8
黒王子と監禁ロマンス 文庫 6397695-3
日本の戦争哀史 文庫 6397727-1
囚われの奴隷姫 文庫 6397780-6
姫君の初夜儀式 文庫 6397849-0
野獣王子に奪われ愛 文庫 6397949-7
大奥狂乱 いじめ!姦通!子種争い! 文庫 6393420-5
吉原地獄哀史 文庫 6393479-3

愛田真夕美

血と悦楽に溺れた実在姫君たち 文庫品切 6197114-9
淫楽に囚われたグリム童話 文庫品切 6197170-5
淫靡で残酷な魔性の女帝 文庫 6387383-9
奴隷に堕ちた姫君 文庫 6397686-1

一川未宇 蟹工船 〜反逆と貧困の日本史〜 文庫品切 6197264-1

大橋薫
いけにえ夜伽姫 文庫 6397810-0
いけにえ初夜儀式 文庫 6397928-2
淫虐の国のアリス 文庫 6393502-8

かずはしとも

オズの魔法使い 文庫品切 6008653-2
オズの魔法使い② 文庫品切 8488819-2
オズの魔法使い③（完） 文庫品切 8488820-8
ラプンツェル〜囚われた少女の恋 文庫 6197056-2
花いちもんめ 〜遊女哀歌〜 文庫 6387474-4

鎌田幸美 背徳の国のアリス 文庫品切 6197343-3
桜井美音子 嵐が丘 〜狂気の愛〜 文庫 7527396-9

佐々木みすず

眠れる森の美女  〜姫君たちの淫夢〜 文庫 6387440-9
禁断の白雪姫 文庫 6387583-3
赤ずきんと甘噛み狼 文庫 6397876-6
吉原情炎〜堕ちた華族令嬢〜 文庫 6397977-0

真崎春望・画　小金丸
大和・作 写楽 〜真説女絵師〜 文庫 6197195-8

竹崎真実

金瓶梅 文庫★ 5718120-9
金瓶梅② 文庫★ 5718164-3
金瓶梅③ 文庫★ 5718165-0
金瓶梅④ 文庫★ 6008262-6
金瓶梅⑤ 文庫★ 6008383-8
金瓶梅⑥ 文庫★ 6008451-4
金瓶梅⑦ 文庫★ 6008550-4

まんがグリム童話 ［文庫判］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

竹崎真実

金瓶梅⑧ 文庫★ 6008594-8
金瓶梅⑨ 文庫★ 6298634-1
金瓶梅⑩ 文庫★ 6008729-4
金瓶梅⑪ 文庫★ 6008804-8
金瓶梅⑫ 文庫★ 6008888-8
金瓶梅⑬ 文庫★ 6008991-5
金瓶梅⑭ 文庫★ 6197079-1
金瓶梅⑮ 文庫★ 6197101-9
金瓶梅⑯ 文庫★ 6197127-9
金瓶梅⑰ 文庫★ 6197206-1
金瓶梅⑱ 文庫★ 6197252-8
金瓶梅⑲ 文庫★ 6197301-3
金瓶梅⑳ 文庫★ 6387354-9
金瓶梅㉑ 文庫★ 6387405-8
金瓶梅㉒ 文庫★ 6387452-2
金瓶梅㉓ 文庫★ 6387483-6
金瓶梅㉔ 文庫★ 6577524-6
金瓶梅㉕ 文庫★ 6387565-9
金瓶梅㉖ 文庫★ 6397605-2
金瓶梅㉗ 文庫★ 6397655-7
金瓶梅㉘ 文庫★ 6397700-4
金瓶梅㉙ 文庫★ 6397745-5
金瓶梅㉚ 文庫★ 6397746-2
金瓶梅㉛ 文庫★ 6397822-3
金瓶梅㉜ 文庫★ 6397858-2
金瓶梅㉝ 文庫★ 6397899-5
金瓶梅㉞ 文庫★ 6397944-2
金瓶梅㉟ 文庫★ 6397989-3
金瓶梅㊱ 文庫★ 6393437-3
金瓶梅㊲ 文庫★ 6393547-9
金瓶梅㊳ 文庫新刊 6393606-3
金瓶梅 選集α 西門家誕生 文庫★ 6397747-9
金瓶梅 選集α 陳経済の巻 文庫★ 6397945-9
金瓶梅 選集α 春梅の巻 文庫★ 6393546-2
青髭を愛した女 文庫 6387406-5

葉月つや子

淫夢にまどろむ眠り姫 文庫 6197224-5
秘密の花園 〜禁断の契約〜 文庫品切 6197322-8
赤いくつ 〜危険な火遊び〜 文庫 6387497-3
淫獄の聖女 文庫 6397885-8
野獣と7 人の花嫁 文庫 6393452-6
淫獣の魔窟 〜極悪男の愛撫〜 文庫 6393578-3

板東いるか 廓源氏 文庫 6008992-2
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板東いるか

廓源氏② 文庫 6197082-1
廓源氏③ 文庫 6197209-2
雪女 〜浮世色地獄〜 文庫 6387422-5
姫と淫魔の宴 文庫★ 6397600-7

藤田あつ子

中国悪妻残酷伝 文庫品切 6197291-7
中国鬼女伝 文庫 6397712-7
中国美醜譚 文庫 6397916-9
中国復讐賢婦伝 文庫 6393524-0

魔木子

お江戸くノ一　変化のお椰事件帖 文庫 6008620-4
お江戸くノ一　変化のお椰事件帖② 文庫 6008889-5
お江戸くノ一　変化のお椰事件帖③ 文庫 6197042-5
お江戸くノ一　変化のお梛事件帖 蓮華往生 文庫 6197317-4
お江戸くノ一 変化のお椰事件帖 色小姓 文庫 6387465-2
お江戸くノ一 変化のお梛事件帖 大奥 文庫 6577518-5
魔都（上） 文庫品切 6388743-0
魔都（下） 文庫品切 6388744-7
淫靡で残酷な白雪姫 文庫品切 6198994-6
毒婦たちの犯罪白書 文庫品切 6197145-3
妖 八犬伝 ( 一 ) 文庫 6387559-8
妖 八犬伝 ( 二 ) 文庫 6387570-3
妖 八犬伝 ( 三 ) 文庫 6397639-7
妖女シンデレラ 文庫 6397660-1
くずれる牡丹〜闇の淫花抄〜 文庫★ 6947829-2

森園みるく（藤本ひとみ・
作） 令嬢アイセの秘事 文庫 6397762-2
森園みるく

（川田弥一
郎・作）

闇医おげん謎解き秘帖(上) 文庫 6197280-1
闇医おげん謎解き秘帖(下) 文庫 6197281-8

森園みる
く（森山東・
作）

祇園怪談 死人縁結び 文庫 6387540-6
祇園怪談 赤子三味線 文庫 6387544-4

安武わたる 日本の鬼母・悪女伝 文庫 6397615-1
わたなべまさこ 仇花 悪の花 鬼女・妖婦伝 文庫 6397722-6

ホラー M コミック文庫
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

秋乃茉莉
お気に召すまま 文庫品切 8388831-4
夜の過客　Night Exile 文庫 7438906-9

風間宏子

ビオランテ ( 上 ) 文庫 6577266-5
ビオランテ ( 下 ) 文庫 6577267-2
丑三つの森 ( 上 ) 文庫品切 7907271-9
丑三つの森 ( 下 ) 文庫品切 7907273-3
美食倶楽部 文庫品切 7907384-6

曽祢まさこ
呪いの招待状 華の軌跡 文庫品切 7147115-6
呪いの招待状 魔天楼の下で 文庫品切 7147116-3

ホラー M コミック文庫
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

曽祢まさこ 呪いの招待状 瑪瑙の呪い 文庫品切 7907147-7

高階良子

昆虫の家 文庫品切 743※ 8858-1
化石の島 文庫品切 7438953-3
竜神氏の遺産 文庫品切 7438954-0
赤い沼 文庫品切 7437024-1
グリーンエンゼル 文庫品切 7437025-8
修学旅行殺人事件 文庫品切 6577125-5
危険な神話 文庫品切 7437126-2
ピアノソナタ殺人事件 文庫品切 8007207-8
蘭の家 文庫僅少 7627213-9

高階良子／原案：佐山
哲郎 タランチュラのくちづけ 文庫品切 7438848-2

竹崎真実
朱い沓の花嫁 文庫僅少 6388731-7
壺中天 文庫 6388941-0
七魂岬 文庫 6387277-1

永久保貴一
斑鳩憑霊奇譚　紅蓮 文庫品切 6388745-4
永久保怪異談 パワースポット交幽録 文庫品切 6387078-4

永久保貴一（岩井志麻
子・作） 岡山女 文庫 6387265-8

原ちえこ

天も月も花も（上巻） 文庫品切 8388654-9
天も月も花も（下巻） 文庫品切 8388655-6
チロリアン ラブソング 文庫品切 6957279-5
赤毛のキューピッド 文庫品切 7147296-2

三家本礼

ソンビ屋れい子① 文庫品切 571※ 8234-3
ソンビ屋れい子② 文庫品切 571※ 8235-1
ソンビ屋れい子③ 文庫品切 571※ 8254-8
ソンビ屋れい子④ 文庫品切 571※ 8255-6
ソンビ屋れい子⑤ 文庫品切 571※ 8263-7
ソンビ屋れい子⑥ 文庫品切 571※ 8264-5
ソンビ屋れい子⑦（完） 文庫品切 571※ 8265-3

吉川うたた ざんのいお 文庫品切 6958870-3

渡千枝

渡千枝傑作集　寄生虫 文庫品切 8388832-1
渡千枝傑作集　死への扉 文庫 8387139-2
渡千枝傑作集 鈴蘭は眠らない 文庫 8387298-6
渡千枝傑作集 闇の病棟 文庫★ 8387525-3
渡千枝傑作集 クロノスの息子 文庫 8157661-8
渡千枝傑作集 不動王仁彦(上) 文庫 8157675-5
渡千枝傑作集 不動王仁彦(下) 文庫 8157676-2

ぶんか社コミック文庫 ［女性向け］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

アンソロジー
まんが このミステリーが面白い ! 赤川次郎ミステリー傑作選 文庫品切 8197053-1
まんが このミステリーが面白い ! 浅田次郎ミステリー傑作選 文庫★ 7907054-8
まんが このミステリーが面白い ! 北村薫ミステリー傑作選 文庫品切 8197111-8
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ぶんか社コミック文庫 ［女性向け］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

アンソロジー
まんが このミステリーが面白い ! 高橋克彦ミステリー傑作選 文庫品切 8197112-5
まんが このミステリーが面白い ! 赤川次郎ミステリー傑作選 幽霊包囲網編 文庫 8197431-7
まんが このミステリーが面白い ! 赤川次郎ミステリー傑作選 幽霊暗殺者編 文庫★ 8243417-5

池田さとみ

太陽娘 文庫品切 7527142-2
オン・エア ( 上 ) 文庫 8007167-5
オン・エア ( 下 ) 文庫 8007168-2
REVENGE ─リベンジ─ 文庫★ 7417794-3

曽根富美子

曽根富美子傑作選　パニック母子関係 文庫品切 7818962-5
曽根富美子傑作選　死母性の庭 文庫品切 8768963-2
曽根富美子傑作選 子どもたち! 〜今そこにある暴力〜(上) 文庫 8577040-1
曽根富美子傑作選 子どもたち! 〜今そこにある暴力〜(下) 文庫 8197041-8
曽根富美子傑作選 女が叫ぶとき 〜戦争という地獄を見た 文庫品切 7817099-9
曽根富美子傑作選 非激愛 〜不倫という恋をした 文庫品切 7817100-2
曽根富美子傑作選 家族再生 〜心理療法の現場から 文庫品切 7817140-8
曽根富美子傑作選 人間やめたくない ! 〜止まらないイジメ 文庫品切 7817141-5

ぶんか社コミック文庫 ［男性向け］
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

麻宮騎亜

遊撃宇宙戦艦ナデシコ　（上） 文庫品切 7438656-3
遊撃宇宙戦艦ナデシコ　（下） 文庫僅少 7438657-0
サイレントメビウス① 文庫 9057110-1
サイレントメビウス② 文庫 8577143-9
サイレントメビウス③ 文庫 9147148-4
サイレントメビウス④ 文庫 9437159-0
サイレントメビウス⑤ 文庫 9437362-4
サイレントメビウス⑥ 文庫 9437363-1
サイレントメビウス⑦ 文庫 9337372-3
サイレントメビウス⑧（完） 文庫 7627373-0




