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売れ筋コミックス注文書

定番イチオシ新書コミックス［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

はるこ

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
甘噛み社長に服従姿勢 新書★ 5097960-2

将貴和寿

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
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

定番イチオシB6コミックス［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
青海信濃 妹妾〜お兄さま、もう許して〜 B6 6483525-7
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
倖月さちの 媚薬教室 先生の甘い熱に溶かされて B6★ 6483433-5
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

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
野獣シークと奴隷契約しました。③ B6★ 6483621-6

夏生恒 百獣王の囚われ花嫁 B6 6483510-3
猫宮なお ケダモノ眼鏡と蜜夜のシンデレラ B6 6483400-7
はるこ 若旦那さまと恋の僕 B6 6623515-8
ゆめきよ 小悪魔な幼なじみに、いただかれました。※ベッドの上で♥ B6★ 6483605-6
ＲＩＮ。 有川教授は溺愛が過ぎるようです。 B6 6763564-6

定番イチオシA5コミックス
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

おーはしるい あい・ターン① A5 7453410-6
長田佳奈 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

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

定番イチオシB6コミックス
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

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

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
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

定番イチオシコミック文庫
タイトル著者 判型注文数在庫 本体ISBN

竹崎真実

文庫★ 5718120-9金瓶梅①〜㉕はコミック文庫注文書をご使用ください。
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★ 6393606-3
金瓶梅㊴ 文庫★ 6393679-7
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




