
レーベル名 タイトル 巻数 特典小冊子掲載

ヤングチャンピオンコミックス　 上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花 1～3 ★

少年チャンピオンコミックス お姫様のお姫様 1、2

少年チャンピオンコミックス 腹ペコ聖女とまんぷく魔女の異世界スローライフ！ 1

百合姫コミックス 彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！ 1、2 ★

百合姫コミックス 女ともだちと結婚してみた 1、2 ★

百合姫コミックス ロンリーガールに逆らえない 1～5 ★

百合姫コミックス ほか　全タイトル

角川コミックス・エース 悪魔のリドル 1～5

角川コミックス・エース 少女たちの痕にくちづけを　※6/10発売 1

角川コミックス・エース 先輩、美味しいですか？ 1

不揃いの連理 1～6

ハッピーエンドはいらない

角川コミックス・エース 椿様は咲き誇れない 1～4

角川コミックス・エース HGに恋するふたり 1～4

角川コミックス・エース 魔女ノ結婚 1

角川コミックス・エース もし、恋が見えたなら 1～3

角川コミックス・エース ドM女子とがっかり女王様　※4巻は7/4告知発売 1～４

角川コミックス・エース 野球場でいただきます 1、2

角川コミックス・エース 私の拳をうけとめて！ 1～4

角川コミックス・エース 私たちは恋を描けない 1

角川コミックス・エース 私以外人類全員百合 1、2

角川コミックス・エース わたしのお腹の責任取って！ 1

リバティ

バリキャリと新卒

ripple

トラとハチドリ 1～4

毎月庭つき大家つき 1

MFC キューンシリーズ 明るい記憶喪失 1～6

MFC キューンシリーズ どれが恋かがわからない 1

MFC キューンシリーズ 百合ドリル

MFC キューンシリーズ 百合ドリル 応用編

MFC キューンシリーズ 百合ドリル 難問編

MFC キューンシリーズ 百合ドリル 自由研究編

MFC キューンシリーズ 百合ドリル 沼編

MFC キューンシリーズ 異世界女子監獄 1

MFC キューンシリーズ お嬢様はアイスがお好き。 1、2

MFC キューンシリーズ かなえるLoveSick 1～3

MFC キューンシリーズ ギャルとオタクはわかりあえない。 1～5

MFC キューンシリーズ 今日も女の子を攻略した。 1～5

MFC キューンシリーズ キリング・ミー！ 1

MFC キューンシリーズ 世界で一番おっぱいが好き! 1～6

おっぱい百合アンソロジー

主従百合アンソロジーＲｈｏｄａｎｔｈｅ

MFC キューンシリーズ シスコンお姉ちゃんと気にしない妹 1～3

MFC キューンシリーズ となりの吸血鬼さん 1～8

MFC キューンシリーズ となりの吸血鬼さん 公式アンソロジー

MFC キューンシリーズ はじめてのキャンプさん 1、2

MFC キューンシリーズ 寮長は料理上手 1～4

MFC キューンシリーズ リリィ・リリィ・ラ・ラ・ランド 1

MFC キューンシリーズ わたしのために脱ぎなさいっ！ 1～5

MFC キューンシリーズ 百合もよう　～咲宮４姉妹の恋～ 1、2

百合百景

百合ごよみ 百合百景2

そういう年頃になっちゃった年の差姉妹

両片想いな双子姉妹 1

MFC アライブシリーズ あなたの順位おしえてくださいっ 1、2

MFC アライブシリーズ あの娘にキスと白百合を 1～10

MFC アライブシリーズ ひまわりさん 1～12

MFC アライブシリーズ 新・魔法科高校の劣等生　キグナスの乙女たち 1、2
MFコミックス フラッパーシリーズ オレが腐女子でアイツが百合オタで 1～4
MFコミックス フラッパーシリーズ 小百合さんの妹は天使 1～4
MFコミックス フラッパーシリーズ 北陸とらいあんぐる 1～6
MFコミックス フラッパーシリーズ おとりよせしまっし！ 1
MFコミックス フラッパーシリーズ 恋する名画 1、2
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レーベル名 タイトル 巻数 特典小冊子掲載

MFコミックス フラッパーシリーズ 悪戯プライバシー
MFコミックス フラッパーシリーズ 対ありでした。 1～4

異種族女子に○○する話 1～4

百合鍵　～先輩の秘密をのぞいてみた～

理想と恋

ゆりぐらし

今どきの女子高生が何を考えてるかわからなくてつらい

須波優子と百合な人びと

星川銀座四丁目 上下

同棲生活 1～3

わびさび 平尾アウリ作品集

毒百合乙女童話

塔子さんは家事ができない。 1

吸血鬼ちゃんとメイドさん

私のシスター・ラビリンス

魔王と百合 1

悪役令嬢と愛のためならなんでもする女

お菊さんはいちゃ憑きたい 1

電撃コミックスNEXT たびみまん 1 ★

電撃コミックスNEXT 一度だけでも、後悔してます。 1～3

電撃コミックスNEXT 安達としまむら 1～4

電撃コミックスNEXT 安達としまむら公式コミックアンソロジー

電撃コミックスNEXT やがて君になる 1～8

電撃コミックスNEXT やがて君になる 公式コミックアンソロジー 1、2

電撃コミックスNEXT 籠の少女は恋をする 1～3

電撃コミックスNEXT 吸血鬼ちゃん×後輩ちゃん 1～4

電撃コミックスNEXT OLさんと猫のはなし 1、2

電撃コミックスNEXT 熱帯魚は雪に焦がれる 1～9

電撃コミックスNEXT ご主人様と獣耳の少女メル 1～3

電撃コミックスNEXT ストロベリー・フィールズをもう一度 1～3

電撃コミックスNEXT 出会い系サイトで妹と出会う話

電撃コミックスNEXT 出会い系サイトで妹と出会う話333日目

電撃コミックスNEXT レンタルショップでお姉さんをレンタルする話

電撃コミックスNEXT ゆりなつ 民宿かがや 1～3

電撃コミックスNEXT 悪いが私は百合じゃない 1～3

電撃コミックスNEXT 病月 1、2

電撃コミックスNEXT サクラ*ナデシコ 1～3

電撃コミックスNEXT 少女騎士団×ナイトテイル 1～3

電撃コミックスNEXT 同居人が不安定でして 1～3

電撃コミックスNEXT オンリー☆ユー ～あなたと私の二人ぼっち計画～

電撃コミックスNEXT ふりだしにおちる！ 1、2

電撃コミックスNEXT ふたつ屋根の下 1、2

電撃コミックスNEXT はつ恋、ときめき うすいほん 1～3

電撃コミックスNEXT ティラとケラ 1、2

電撃コミックスNEXT 彼女のイデア 1～3

電撃コミックスNEXT 宝石省の新人 1～3

電撃コミックスNEXT 合格のための！やさしい三角関係入門 1、2

電撃コミックスNEXT 無職とJK

電撃コミックスNEXT 雨でも晴れでも 1～3

電撃コミックスNEXT Dear NOMAN 1、2

電撃コミックスNEXT 金星のリヴェール 1、2

電撃コミックスNEXT 私、エリート天使ですが難攻不落なＪＫに困ってます！ 1、2

電撃コミックスNEXT ふらちな倫理ちゃん 1～3

電撃コミックスNEXT 姫神の巫女 1～3

電撃コミックスNEXT 転生王女と天才令嬢の魔法革命 1～3

電撃コミックスNEXT 北の女に試されたい

電撃コミックスNEXT 恋する狼とミルフィーユ 1～4

電撃コミックスNEXT わたしはサキュバスとキスをした 1、2

電撃コミックスNEXT 私を喰べたい、ひとでなし 1～4

電撃コミックスNEXT 姉の親友、私の恋人。 1

電撃コミックスNEXT 女子には歴史がありまして　平尾アウリ短編集

エクレア あなたに響く百合アンソロジー

エクレア blanche あなたに響く百合アンソロジー

エクレア bleue あなたに響く百合アンソロジー

エクレア rouge あなたに響く百合アンソロジー

エクレアSpecial 好きなのは女の子 北尾タキ百合作品傑作選

エクレア orange あなたに響く百合アンソロジー

エクレアSpecial 雑草譚 結川カズノ百合作品傑作選
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レーベル名 タイトル 巻数 特典小冊子掲載

シナモン Cinnamon 人外×人間百合アンソロジー

バニラ Vanilla 人外×人外百合アンソロジー

あなたの側にいると私は 社会人百合アンソロジー

あの娘と目が合うたび私は 社会人百合アンソロジー

White Lilies in Love BRIDE's 新婚百合アンソロジー

White Lilies in Love 花香るとき、貴方は。 社会人百合アンソロジー
White Lilies in Love 茜さす恋心を、紅く染めてほしいの貴方に。 社会人百合アンソロジー

White Lilies in Love 私が酔いしれるのは、夏の陽射しと貴方だけ。 社会人百合アンソロジー

ＭＦＣ　ジーンピクシブシリーズ　 疲れきった女が死ぬほど癒やされるために。 1、2

it COMICS 世界の終わりと魔女の恋 1～3

it COMICS 作りたい女と食べたい女 1、2 ★

ビームコミックス くちべた食堂 1 ★

ビームコミックス 繭、纏う 1～4

ビームコミックス わがままちえちゃん

ビームコミックス 水野と茶山 上下

ビームコミックス さよならじゃねーよ、ばか。

ハルタコミックス エニデヴィ 1～3

ハルタコミックス 白銀妃 1

青騎士コミックス　 お姉さまと巨人　お嬢さまが異世界転生 1

ドラゴンコミックスエイジ 本のムシ 1、2

ドラゴンコミックスエイジ かいじゅう色の島 1

ドラゴンノベルス 腹ペコ聖女とまんぷく魔女の異世界スローライフ！

メディアワークス文庫 少女妄想中。

メディアワークス文庫 きっと彼女は神様なんかじゃない

電撃文庫 私の初恋相手がキスしてた 1、2

電撃文庫 安達としまむら 1～10

電撃文庫 やがて君になる 佐伯沙弥香について 1～3

電撃文庫 エンドブルー

電撃文庫 ヒトの時代は終わったけれど、それでもお腹は減りますか？ 1、2

電撃文庫 百合に挟まれてる女って、罪ですか？

電撃文庫 女子高生同士がまた恋に落ちるかもしれない話。 1、2

電撃文庫 さいはての終末ガールズパッカー

電撃文庫 白百合さんかく語りき。

電撃文庫 新・魔法科高校の劣等生　キグナスの乙女たち 1～3

電撃文庫 彼なんかより、私のほうがいいでしょ？

一般文芸 じんるいのみなさまへ ―わたしたちの場所―

ファンタジア文庫 転生王女と天才令嬢の魔法革命 1～4

JKとともだちのオカン

ブシロードコミックス ケモノとワルツ 1

ブシロードコミックス 白い砂のアクアトープ 1

ヤングガンガンコミックス　 MURCIÉLAGO ムルシエラゴ BYPRODUCT アラーニァ 1～5
ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ　 イノセントデビル 1～4
ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ　 ハッピーシュガーライフ　※11巻は6/22発売 1～11
ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ　 ハッピーシュガーライフ　公式ファンブック恋色ライフログ
ガンガンコミックス　ＯＮＬＩＮＥ　 安達としまむら 1～3

ビッグガンガンコミックス 〆切前には百合が捗る 1

ビッグガンガンコミックス 魔法少女特殊戦あすか 1～14

ビッグガンガンコミックス 嘘とキスは放課後に 1、2

ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ メイのメイデン 1～4

ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ 新装版 失楽園 上中下

ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ ジャヒー様はくじけない！ 1～８

ガンガンコミックス　ＪＯＫＥＲ 少女漫画主人公×ライバルさん 1～4
ガンガンコミックス　ＯＮＬＩＮＥ スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました　　※11巻は6/10発売 1～11
ガンガンコミックス　ＯＮＬＩＮＥ ヒラ役人やって１５００年、魔王の力で大臣にされちゃいました 1～3
ガンガンコミックス　ＯＮＬＩＮＥ 先生にはまだ言わない
ガンガンコミックス　ＯＮＬＩＮＥ 春綴る、桜咲くこの部屋で 1

ガンガンコミックス 裏世界ピクニック 1～８

ガンガンコミックス　ＵＰ！ 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子を、百日間で徹底的に落とす百合のお話 1、2 ★

ガンガンコミックス　ＵＰ！ 酒と鬼は二合まで 1～3

ガンガンコミックス　ＵＰ！ 忘れえぬ魔女の物語 1

ガンガンコミックス　ｐｉｘｉｖ ギャルとぼっち 1、2

GA文庫 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子を、百日間で徹底的に落とす百合のお話 1～5 ★

GA文庫 忘れえぬ魔女の物語 1、2

GA文庫 魔神に選ばれし村人ちゃん、都会の勇者を超越する 1、2

GA文庫 魔王の娘だと疑われてタイヘンです！ 1、2

GA文庫 〆切前には百合が捗る 1、2
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レーベル名 タイトル 巻数 特典小冊子掲載

バーズコミックス おねだりしてみて

バーズコミックス 猫とシュガーポット

バーズコミックス ふたりべや 1～9

バーズコミックス このはな綺譚 1～13

バーズコミックス ＴＶアニメ「このはな綺譚」公式ガイドブック

バーズコミックス 新装版 此花亭奇譚 上下

バーズコミックス ふたりはだいたいこんなかんじ 1～4

バーズコミックス ガールズインザヘル

バーズコミックス あなたの夜が明けたら

バーズコミックス デバヤシ・フロム・ユニバース 1

ゼノンコミックス 嘘酔い少女 1

少年マガジンＫＣ 将来的に死んでくれ 1～7

シリウスＫＣ かみつき学園 1、2

シリウスＫＣ エルジェーベト 1～3

シリウスＫＣ さんむすび！

マガジンエッジコミックス　 ロボット依存系女子のメーワクな日常 1、2

マガジンエッジKC 激辛お嬢さまは自分を罰したい 1～3

ＫＣｘ　ハツキス　 私の無知なわたしの未知 1、2

ＫＣデラックス ひゆみの田舎道 1、2

ＫＣデラックス 笑顔のたえない職場です。 1～5

ＫＣデラックス ごくちゅう！ 1、2

ヤングマガジンＫＣ 雨夜の月 1、2

ヤンマガKCスペシャル この愛を終わらせてくれないか 1～4

ヤンマガKCスペシャル 放課後スイッチ 1～3

ヤンマガKCスペシャル 年下の先輩 1～4

アフタヌーンKC うちの師匠はしっぽがない 1～7

アフタヌーンKC ON AIR'S 1

モーニングＫＣ 推しが隣で授業に集中できない！ 1～6 ★

モーニングＫＣ ワケあって社長令嬢に拾われました 1

ワイドＫＣ　ＢＥ　ＬＯＶＥ 愛されてもいいんだよ 1～4

ＫＣ　Ｋｉｓｓ おとなになっても 1～6

講談社ラノベ文庫 101メートル離れた恋

少年サンデーコミックス 清楚なフリをしてますが 1～4

裏少年サンデーコミックス 付き合ってあげてもいいかな 1～8

裏少年サンデーコミックス 間宮さんといっしょ 1～3

裏少年サンデーコミックス あーとかうーしか言えない 1～4

サンデーＧＸコミックス 姫ヤドリ 1～3

サンデーＧＸコミックス ヴァンピアーズ 1～7

サンデーＧＸコミックス ガンバレッド×シスターズ 1～4
サンデーうぇぶり　少年サンデーコミックススペシャル はなにあらし　※11巻は6/10発売 1～11
サンデーうぇぶり　少年サンデーコミックススペシャル ばけじょ！ 1、2
サンデーうぇぶり　少年サンデーコミックススペシャル 女だから、とパーティを追放されたので伝説の魔女と最強タッグを組みました 1、2

夜サンデーコミックス　 抱かれたい女～JDだけどアラサー女子に買われています～　1 1
ビッグコミックススペシャル　ヒバナ アフターアワーズ 1～3
ビッグコミックススペシャル　スピリッツ おやすみシェヘラザード 1～5
ビッグスピリッツコミックススペシャル　やわスピ 柚子森さん 1～5
ビッグスピリッツコミックススペシャル ストレッチ 1～4

ビッグコミックス　スペリオール 永世乙女の戦い方 1～7

ガガガ文庫 ふぉーくーるあふたー 1～4

ガガガ文庫 このぬくもりを君と呼ぶんだ

ガガガ文庫 明日の世界で星は煌めく 1～3

講談社

小学館
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レーベル名 タイトル 巻数 特典小冊子掲載

バンブーコミックス 君に紡ぐ傍白 1～3
バンブーコミックス お嬢様はラブコメの主人公になりたい！ 1～3
バンブーコミックス お姉さんは女子小学生に興味があります。 1～8
バンブーコミックス できそこないの姫君たち 1～6
バンブーコミックス 魔法少女にあこがれて 1～6
バンブーコミックス みのりと100人のお嬢様 1～3
バンブーコミックス 麻衣の虫ぐらし 1、2
バンブーコミックス みんな私のはらのなか 1、2
バンブーコミックス ハッピーアワーガールズ 1、2
バンブーコミックス 舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん。 1～3
バンブーコミックス いえない秘密の愛し方 1
バンブーコミックス 狼の皮をかぶった羊姫 1、2 ★
バンブーコミックス ずぼら先輩とまじめちゃん　※2巻は6/27発売 1、2
バンブーコミックス 狛田さんを困らせたい 1
バンブーコミックス　ＷＩＮセレクション 姫のためなら死ねる 1～12

ヤングアニマルコミックス 私は君を泣かせたい 1～3

ヤングアニマルコミックス オカルト研は存在しない！！ 1、2

楽園コミックス　 彼女中

楽園コミックス　 思春期生命体ベガ

楽園コミックス　 純水アドレッセンス 完全版

楽園コミックス　 あなただけ宝石

楽園コミックス　 Girlish Sweet アタシノ彼女

楽園コミックス　 想いの欠片

楽園コミックス　 Seasons

楽園コミックス　 不条理なあたし達

楽園コミックス　 この靴しりませんか？完全版

楽園コミックス　 Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒｓ 1、2

楽園コミックス　 ろみちゃんの恋、かな？

楽園コミックス　 乙女ループ 乙

楽園コミックス　 宝石色の恋　西ＵＫＯ作品集

楽園コミックス　 メジロバナの咲く 1、2

アクションコミックス 百合オタに百合はご法度です！？ 1、2
アクションコミックス ハナとヒナは放課後 1～3
アクションコミックス 飛野さんのバカ 1～4
アクションコミックス シロップ 社会人百合アンソロジー
アクションコミックス シロップ NIGHT 初夜百合アンソロジー 
アクションコミックス シロップ HONEY 初夜百合アンソロジー
アクションコミックス シロップ secret 禁断×百合アンソロジー
アクションコミックス シロップ ＰＵＲＥ おねロリ百合アンソロジー
アクションコミックス うちのメイドがウザすぎる！ 1～9
アクションコミックス うちのメイドがウザすぎる！公式アンソロジー
アクションコミックス 名状しがたい彼女と、あの頃臆病だった私の話
アクションコミックス 彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 1 ★
アクションコミックス 踏切時間 1～8
アクションコミックス じょしまん。 1～3

まんがタイムＫＲコミックスフォワードシリーズ 観音寺睡蓮の苦悩 1～3
まんがタイムＫＲコミックスフォワードシリーズ 推しごとびより 1、2
まんがタイムＫＲコミックスフォワードシリーズ 双角カンケイ。 1、2
まんがタイムＫＲコミックスフォワードシリーズ アネモネは熱を帯びる　※3巻は6/10発売 1～3 ★

まんがタイムＫＲコミックス 桜Ｔｒｉｃｋ 1～8

まんがタイムＫＲコミックス ふじょ子とユリ子 1、2

まんがタイムＫＲコミックス こはる日和。 1～4

まんがタイムＫＲコミックス 星屑テレパス 1、2

まんがタイムＫＲコミックス 伊勢さんと志摩さん 1、2

まんがタイムＫＲコミックス 今日の授業は恋愛です！ 1

まんがタイムコミックス ヲトメは義母に恋してる 1

FUZコミックス 女子校だからセーフ 1～4

FUZコミックス 百合ＳＭでふたりの気持ちはつながりますか？ 1、2

FUZコミックス 姉を好きなお姉さんと 1～3

FUZコミックス これはよい抱き枕　水瀬るるう百合作品集

FUZコミックス ヤンキー×ジャーキー 1、2

FUZコミックス ひめちゃんは重い女 1、2

FUZコミックス 推しＶが教え子で私がママで！？ 1、2

FUZコミックス 姫と女勇者が結ばれるための１２の聖行為 1

芳文社コミックス　 夜と海 1～3
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竹書房

白泉社

芳文社

双葉社



レーベル名 タイトル 巻数 特典小冊子掲載

イースト・プレス 突然の百合
Ｅ☆２コミックス　 ちかのこ 1～6
太田出版 杉並区立魔法女学園平和維持部
オーバーラップ文庫 百合の間に挟まれたわたしが、勢いで二股してしまった話 1、2
オーバーラップノベルス 女だから、とパーティを追放されたので伝説の魔女と最強タッグを組みました 1、2
ヴァルキリーコミックス 田所さん 1～4
ヴァルキリーコミックス 百合ラブスレイブ　ふたりだけの放課後　※2巻は6/8発売 1、2
ヴァルキリーコミックス 人妻とJK　※2巻は6/8発売 1、2
玄光社ｍｏｏｋ 百合の世界入門
サイコミ ふたりモノローグ 1～6
サイコミ 少女巡礼 1、2
ヤングジャンプコミックス　ＰＬＵＳ オトメの帝国 1～17
ヤングジャンプコミックス　ウルトラ 百合に挟まれて、エスパー！
ヤングジャンプコミックス わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった！？） 1～4
ダッシュエックス文庫 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった！？） 1～4
フィールコミックス　Ｊａｍ　 定時にあがれたら 1～4
フィールコミックス　Ｊａｍ　 月とすっぴん 1、2
フィールコミックス　Ｊａｍ　 ヒトゴトですから！ 1～3
フィールコミックス　Ｊａｍ　 ＪＳさんとＯＬちゃん 1、2
ヤングキングコミックス 大親友 1～3
ヤングキングコミックス とどのつまりの有頂天 1、2
ヤングキングコミックス 総合タワーリシチ完全版 上下
ヤングキングコミックス ブラックリリィと白百合ちゃん 1～4
ヤングキングコミックス リリィシステム
ひらり、コミックス　 あさがおと加瀬さん。
ひらり、コミックス　 おべんとうと加瀬さん。
ひらり、コミックス　 ショートケーキと加瀬さん。
ひらり、コミックス　 エプロンと加瀬さん。
ひらり、コミックス　 さくらと加瀬さん。
ひらり、コミックス　 山田と加瀬さん。　※3巻は6/25発売 1～3
ひらり、 屋上の百合霊さん AB
ひらり、 終電にはかえします
ひらり、 星をふたりで
サイコミ MURCIÉLAGO ムルシエラゴ 1～21
星海社ＣＯＭＩＣＳ 同級生の推し作家に百合妄想がバレた結果 1、2
星海社ＦＩＣＴＩＯＮＳ FLOWERS 1 ―Le volume sur printemps フラワーズ〈春篇〉 上下
星海社ＣＯＭＩＣＳ 草薙先生は試されている。 1～3
星海社ＣＯＭＩＣＳ うたえ！エーリンナ
星海社ＣＯＭＩＣＳ エスカレーション
星海社ＣＯＭＩＣＳ リリィ・トライアングル 1～3
Ｌｉｌｉｅ　ｃｏｍｉｃｓ 相方システムー学園が選んだ運命の女の子 1、2
Ｌｉｌｉｅ　ｃｏｍｉｃｓ 百合と声と風纏い 1～3
リュウコミックス 推しが武道館いってくれたら死ぬ 1～8
リュウコミックス まんがの作り方 1～8
リュウコミックス もふかのポプリ 1、2
リュウコミックス まめコーデ 1～4
リュウコミックス ゆりでなる♡えすぽわーる 1～3
リュウコミックス 恋の好奇心 1、2
ハヤカワ文庫ＪＡ 大進化どうぶつデスゲーム
ハヤカワ文庫ＪＡ ハーモニー　新版
ハヤカワ文庫ＪＡ 裏世界ピクニック 1～7
ハヤカワ文庫ＪＡ そいねドリーマー
ハヤカワ文庫ＪＡ ツインスター・サイクロン・ランナウェイ 1、2
ヒーローズコミックス ヒメノスピア 1～8
ヒーローズコミックス 神絵師JKとOL腐女子 1～4
ヒーローズコミックス　ふらっと 今日から未来 1、2
ブレイドコミックス　ｐｉｘｉｖシリーズ さよならローズガーデン 1～3
ブレイドコミックス　ｐｉｘｉｖシリーズ スクールゾーン 1～4
ブレイドコミックス　ｐｉｘｉｖシリーズ Ｓｔｉｌｌ　Ｓｉｃｋ 1～3
マッグガーデンコミック　Ｂｅａｔ’ｓシリーズ ネタキャラ転生とかあんまりだ！ＴＨＥ　ＣＯＭＩＣ 1～3
マッグガーデンノベルズ ネタキャラ転生とかあんまりだ! 1、2
メテオＣＯＭＩＣＳ　 でこぼこ魔女の親子事情 1～3
メテオＣＯＭＩＣＳ　 お湯でほころぶ雪芽先輩 1～3
メテオＣＯＭＩＣＳ　 春とみどり 1～3
メテオＣＯＭＩＣＳ　 篠崎さん気をオタしかに！ 1～9
メテオＣＯＭＩＣＳ　 口に出しても宜しいですか？ 1
ホビージャパンコミックス 研究棟の真夜中ごはん 1、2
ＬＩＮＥ　ＣＯＭＩＣＳ 灰色の季節、箱庭で 1～3
ｔｏｒｃｈ　ｃｏｍｉｃｓ 百合好きくんと百合好き好きくん
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