
作品名 作者名

I♥TEA BAG① おねむ

I♥TEA BAG② おねむ

I♥TEA BAG 番外編 おねむ

青い星症候群 せらひかり

青い星の旅人 なな

蒼の語り部 そらごとつむぎ

秋夜長 探偵とホットケーキ

あさぶくろ 月天

余りの星 せらひかり

雨とはなびら はね

ありふれた連鎖 九州五行歌会

あるく 南風野さきは

異境橋奇譚 あきら

イタいオレの隣に現れたかわいそうが大好きなアンタさん （文）春木のん　（表紙絵）空見ゐか

Insomniac  Moon 〜不眠症の月〜 伊東柚月

introduce some BOOKs -おとなにこそ読んで欲しい絵本編- ひつじ綿子

introduce some BOOKs -見て楽しむ本編- ひつじ綿子

introduce some BOOKs -名画ってなんなん？編- ひつじ綿子

Welcome back. 佐々木海月

歌うそばからぜんぶ海風 はね

梅シロップ ＋梅酒 あおのふみ

うはごとづくし 一福千遥

おうちで楽しく 春木のん＆千暁/23時の夢物語

all the good girls go to hell 雨伽詩音

お菓子戦記振り返り。 猫宮ゆり

お気に召すまま～サマータイム～ 野上 未雨/鹿又 夏実

おどうぐばこ 白夜・南野薔子・水源順・素音

海外通販体験の本 惠

解体記 小沢史

カクガクシカジカ ～BATTLE OF DENTAL～上 音葉ネリ

カクガクシカジカ～BATTLE OF DENTAL～ 下 音葉ネリ

隔離 白夜

影を釣る 中村ハル

風 望月さみ

喝采なき神殺し ろばたにスエノ

かっちゅうの！　折本にございます うさうらら

彼と彼女のエトセトラ 野上 未雨

かろやかにぜつぼう 燐果

カンコ 陽炉

頑張るあなたにクリームソーダ 魔女／折畳式会社witch-craft.

キス・ミー・イフ・アイム・クレイジー 大島 健志

綺想風景記録集 綺想編纂館（朧）

キミに恋する五秒前。 月瀬 奏夜

キミに告げる五秒前。 月瀬 奏夜

ギャルとクソガキ 水城翼

吸血鬼の手続き 頻子

90秒の恋 鳴原あきら



作品名 作者名

食いしんぼ短歌 かざえ

くまのこピクニック くまのこ

雲隠れのロビン 草群鶏

Glass 伊東柚月

紅蓮抄 雨伽詩音

黒猫と白猫 くまのこ

ゲームセイサクススメ あきら

獣道 真水翅

幻想歌集 海月ただよう

恋色青夏 綺想編纂館（朧）

こいバナ 月天（るあ）

ここにはもういない国 せらひかり

５人のお姫様の２５通りの休日の話 魔女／折畳式会社witch-craft.

これ 橘札己

桜 ～春の桜幻想～ 綺想編纂館（朧）

サチヒメ様にしらす丼 遥飛蓮助

しおさい 鹿又夏実

詩集ノ奨メ 泉由良

手裏剣乙女はお嬢様に恋をする マルメロ

小5男子のペンケース 平坂慈雨

植物採集mini 橘札己

白くまカフェ くまのこ

SWEET BITS 荒堂

スパイ大戦争 マルメロ

背の高いヤギ 木野道々草

ゼンタン・ぐるる 泉由良

洗髪フェチはあなたのせい しまこ

そして夏を超える 海月ただよう

そつえん★さふぁりぱ～く 遥飛蓮助

存在理由の頂に立て 深山瀬怜

存在理由の狼煙を上げろ 深山瀬怜

存在理由の炎を燃やせ 深山瀬怜

DIARY 燐果

タオバオで通販してみたいねこ！ にっこ

たから箱庭 音葉ネリ

旅 おのみち なな

食べる人　食べさせる人 陽炉

短歌ハッシュ8月号 うさうらら

～短編集～　凸凹な果実1 呂彪　弥欷助

～短編集～　凸凹な果実2 呂彪　弥欷助

～短編集～　凸凹な果実3 呂彪　弥欷助

ちいさないのちたちへ Red velvet cake

月の下の約束 結城にと

ツヨシ君と５５本の赤いバラ 守屋ＳＨＩＧＥ美

掌小説語り～海洋幻想譚～ リュカ

掌小説語り～西洋妖奇譚　二～ リュカ

掌小説語り～黄昏幻想譚～ リュカ



作品名 作者名

テレワーク探偵ステイホームズ(horirium式折本版) 楠樹暖

隣の女の子 泉由良

巴 中牟田政也

囚われの扉 守屋ＳＨＩＧＥ美

どれ 橘札己

なす 草群鶏

夏について 一人文芸倶楽部Tower117

夏の終わり HACHI

夏の夜に月を堕とす 相沢 雪深

ヌーダ・ヴェリタス 一路真実

猫・眉毛学 松下和生

ハーブチーズのポテトサラダ くまっこ

BUS STORY 守屋SHIGE美
薄幸の怪談(裏表版) 楠樹暖

花折々 サンプル準備号 相沢 雪深

ビックバン そらごとつむぎ

ひとつ壜のなか 水源純

人と会わず話さなくてもよい仕事 頻子

悲鳴 そらごとつむぎ

福笑い Red velvet cake
復刻！cafe de i-palette監修。おうちカフェレシピ おの＊しゅうこ

ペパーミントムーン いぐあな

へんぐゑ歌仙　幽霊図 海月ただよう

ペンケースにはなんでもはいる しまこ

棒のひとなつ うりごえ

ぼくは音の妖精 ぽえまる

星月夜 探偵とホットケーキ

Bottle Mails　夏休み往復書簡集 魔女／折畳式会社witch-craft.

本を作るときのはなし。 くまっこ

まどろみホテル 一福千遥

真夜中のテディベア いぐあな

万年筆インクとカリグラフィー tillata
みにみにパズル　No.01 もどき22
miwaku☆shop 望月さみ

みんなあなたです 素音

息子の靴を捨てる／たそがれ ナカノヒトリ

メテオライト 凪野基

メロンボール Red velvet cake
妄想分岐のブランチワールド(楠樹式豆本版) 楠樹暖

夜光虫 探偵とホットケーキ

やるきないおばけは今日もやるきがない 陽炉

ユキちゃんはいちごタルトがお好き 良崎歓

指の下 オカワダアキナ

夢のあいまに マルメロ

Like a chocolate おの＊しゅうこ

ラジオタワーにまつわる様々な図形の、挿絵集 黒部想太

流星群3パーセント はね



作品名 作者名

Room for Dessert 稲本英

わたしはあなたがうらやましい 水城翼


