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あ01 ていお亭 あ48 リリース

あ02 ユウキリンリン！ あ47 テルミソシル

あ03 FUNT. あ46 Suama

あ04 きみの眼を 
たべたい あ45 おソラそら +

あ05 M.A.H.O あ44 ソチコマ露店

あ06 鮮魚市場 あ43 Gremalkin

あ07 SSSSG あ42

あ08 好きって言って！ あ41

あ09 えあいんていく
（分社） あ40 中音症候群 

- 合併症

あ10 ＮｅｏＤｉｓｃｏｖｅｒｙ あ39 くろしろらぼ

あ11 紙砦 あ38 Acne Cure

あ12 琥珀とシマ猫 あ37

あ13 ぱりぱり 
きゃんでぃー あ36 TOMMY

あ14 めたるらっく あ35 空木水流

あ15 MirrorWorld あ34 絶対キュア領域

あ16 百合キチ☆ 
スマイル あ33 白々屋

あ17 あんずシロップ あ32 すぷりんぐ★ 
ＰＬＡＮＥＴ

あ18 ひび自己満喫 あ31

あ19 あ30 土偶戦車ストーム

あ20 けろっころっけ あ29 グシャ!!

あ21 銀の屋 あ28 きらてか工房

あ22 うさうさ亭 あ27 ザ・家を出るズ

あ23 ogi 屋 あ26 だてまきの中

あ24 moumoucat あ25 大福天使

お01 CHERRY  
BON BON お24 ラッピング☆ 

ハート

お02 直角ハイボール お23 大きなお友達家

お

03,04
ほっぺとおなか

お22 来海スペシャルカ

お21 キノイヱ

お05 うぇーーい！！ お20 好奇心冒険団！

お06 ハピ☆らぐ＋ お19 ひとり 
やっさいもっさい

お07 あずま家 お18 ROKUMA_G

お08 キュアランナーズ お17 ベレムナイト＆ 
別冊！勝手解釈

お09 団地 S
お

15,16
奇兵隊

お10 太陽の党

お11 なまやつはし お14 肉球マングローブ

お12 オレテキ 
セイギダン お13 いわし運転

い

01,02
SHOWTIME

い48 ロツレチリハ

い47 霜菓子工房

い03 Thousand-EYE い46

い04 abu い45 はちゃめちゃ 
大混乱

い05 い44 CURE UP ↑ 
RO ☆ TO ☆ TO!

い06 monsharu い43 真剣烈道

い07 オクra い42 Atelier×Comet

い08 メリアの花束 い41 ワールドオブ 
ピュア

い09 さかたりさん い40 まっすぐ！

い10 すぺありぶ 
・どらごん い39 ぴえろがーでん

い11 ひめでん屋 い38

い12 うつぼりあん い37

い13 TENCAL い36 でまちやなぎ

い14 GERANIUM い35 バナナより 
カボチャ

い15 たわたわ い34 まんじのるつぼ

い16 あけ日和 い33 タランテラ。

い17 アメノマチ い32 ぐれーと 
うっかりあん

い18 六十三 い31 がっかり処

い19 い30 Miso-Soup

い20 蒼海☆フッ素 い29 あまぴん

い21 BORDERLINE い28 リトルラヴァー

い22 カイギャク い27 Ｓ－ｃｏｍｉｃｓ

い23 秋雨ソテー い26 妥協点

い24 Cherry Berry 
Strawberry い25 うよしびより

か01 ロボフェリ・ 
ホリック か

23,24
Celestial Blue

か02 櫻川

か03 ししつつしの会 か22 はるすけ

か04 ブリキの金魚 か21 Atelier Raven

か

05,06
Mimi!

か

19,20
幻視工房

か

07,08
おやしらずどん

か18 arimax

か17 てんき牧場

か09 蛸墨 Splash!! か16 受容会 R

か10 無常の流れ か15 電激ばにはー

か11 XING's 
Present か

13,14
ちむら

か12 トリドリル

う01 猫と金魚 う48 ろーぷあいらんど

う02 砂器 う47 しあわせのしるし

う03 muscat う46 放蕩亭

う04 みるくきゃっと う45 やまなみ
highway

う05 ワゲドコロ う44 ととなかさんとこ

う06 う43 闇夢

う07 何でも気まぐれ屋 う42 INKLE STAR

う08 ひとやすみ う41 MG

う09 chlorinylon う40 ａｌｐｅｎ

う10 海宮 う39

う11 ざぶ丼 う38 黒猫のしっぽ亭

う12 三盆やしろ う37 ぐっだま

う13 メスしりんだ～ う36 sweeten!

う14 流体ユリナアル う35 猫庭の春

う15 けものと う34 なみこし亭

う16 う33 デデン寝屋

う17 おにおん物語 う32 海にロケット

う18 東風 う31 GOGO!Heaven!

う19 Passion 
Expansion う30 Happy colors!

う20 Berceuse う29 マヨール

う21 酒処金丼亭 う28 パルミエ王国 
財務省

う22 pixie dust う27 インスタント 
マグマ

う23 おと組
う

25,26
つゆくさ 

31337 本
う24 かみうつ

き01 ホワイト・ 
スクウェア き24 現冬社

き02 酉越特別区 き23 Ｈｏｎｅｙ　Ｄｅｖｉｌ

き03 触物系
き

21,22
JC4

き04 すたぁげいざぁ

き05 みよしろはと き20 Izk

き06 ごまはんげつ き19 珈琲戦士

き07 FNS き18 Rain balL

き08 き17 カレイドパレイド

き09 TO IMAGINE き16 涼風喫茶

き10 東京 
ブルーレイカーズ き15 メェ亭

き11 ぽこぴこ＠ 
はおはお倉庫 き14 ねこやなぎ

き12 Tea Spoon き13 ＮＡＧＩ

え

01,02
RussianBlue

え48 えっじわーす

え47 Skirthike

え03 ゴリランタン♪ え46 kusukusu7

え04 noa え45 ねっぐの巣

え

05,06
ロンリー 

オーケストラ

え44 まるすぷみら

え43 樺茶色

え07 マーブル え42 ときめき☆ 
うさぎ飯店

え08 え41 真夜中 Cafe

え09 ぺんぎんいるか え40 タコニワ

え10 岡屋 え39 王国堂

え11 ぷらはぷりぱ え38 ぺしぺしはんどる

え12 え37 おろなみん でぃ

え13『真・南海大決戦』え36 True-Bell

え14 ライフイズ 
ビューティフル え35 鳩がでますよ !

え15 エビス え34 3 人

え16 どっくり 
ぽんかんじま え33 アタック 

花まる学園

え17 よもぎ屋 え32 プリキチ！

え18 ふぁんと未夢 え31 ぽすとん

え19 え30 edAon

え20 え29 んぎんどざ

え21 脳天 SHOT 
お花畑 え28 ずぶぬれ 

ぷらくてぃす

え22 せんびきや え27 東経 135 度°

え23 はるむ職品工房 え26 ビューティホー 
サンデー

え24 ちょこみんと え25 元気で行こう

く01 サクラズ 
アンビション く24 えびせん宅配便

く02 HATORIE く23 SBN project

く03 RegenWolf く22 ポメチン

く04 ゆめきなこ く21 双狐稲荷神社

く05 あさひや＆ 
ゆゆきや く20 キレイな 

お花ちゃん

く06 蒼穹ぐろーあっぷ く19 砂×工房

く07,08 エマン
く
17,18

エマン

く09
スターライト 
聖マリー学園

く16 Chocolate 
natadecoco

く10 POND25 く15 黒猫のこたつ

く11 MASTER く14 キャロット 
パンドラボックス

く12 にぃさん工房 く13 gallery 
walhalla

入
口


