
ＡＩＭ...................................................8-04-04
●お稲荷 JK たまもちゃん！

アイモ堂...............................................4-15-12
OUTERRIM........................................4-19-05
Autarkie..............................................6-12-14

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

Out.Of.Order.....................................4-01-01
● JUDGE EYES：死神の遺言●龍が如く２

ＯｕｔｏｆＳｅｒｖｉｃｅ................5-06-02
●青島葵（あおこ）●アリス・ギア・アイギス●「ワー
ルドウィッチーズ」プロジェクト

アウトドア模型店................................5-13-13
●葬送のフリーレン●怒首領蜂 最大往生● Fate/
Grand Order ●山と食欲と私

アウトローファクトリー....................5-19-02
●宇宙船 表紙イラスト●バーコードファイター●ブレ
イクエイジ●ブレイクエイジ外伝 ボトルシップ ･ ト
ルーパーズ

青焦げカラス.......................................5-11-15
●３月のライオン●大逆転裁判 - 成歩堂龍ノ介の冒険
- ●ハクメイとミコチ

青空モデル...........................................7-02-02
●カウボーイビバップ

アーニトル...........................................4-17-02
アーマーランチ...................................5-02-10

●中間管理録トネガワ（コミック）

R.GLATT-CC......................................5-10-02
●宝石の国（原作コミック）

Ｒ－Ｇｒｅｙ.......................................4-11-11
●装甲騎兵ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ ザ ･ バトリン
グロード●超時空世紀オーガス 02 ●新世紀 GPX サイ
バーフォーミュラ●マクロス F

RC.GEAR............................................7-12-11
ＲＣベルグ...........................................8-15-02
Ｒ１７？...............................................5-16-02

●劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」●この素
晴らしい世界に祝福を！● Fate/Grand Order ●メイ
ドインアビス（TV アニメ）

Ｒ６６－ＡＥＬ...................................4-10-11
●アリス・ギア・アイギス●デスクトップアーミー●
天元突破グレンラガン●武装神姫（フィギュアシリー
ズ）●ルーデンス

eyewater............................................4-14-02
IceCrack+..........................................5-04-09
あいすでぃっぷ...................................6-12-12

● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ● Fate/
kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ !!（TV アニメ）

アイズプロジェクト............................5-05-03
ideal.dystopia...................................6-13-18

● Fate/Grand Order

　あ
A-1( あー・あいんす )........................5-05-06

●トランスフォーマー 超神マスターフォース●ミクロ
マン

嗚呼、青い海と空の狭間を漂う人々の
.血潮が紡ぐ壮烈冒険記.......................6-11-15
Archive................................................4-15-13

●アズールレーン●原神

アーカム工房.......................................7-13-10
●葛葉●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet 
Devil. ● Fate/Grand Order

アークウィザー堂................................5-10-14
●アリス・ギア・アイギス●艦隊これくしょん - 艦こ
れ -（ブラウザゲーム版）

アーク倶楽部.......................................5-21-03
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

ARKS.DEPOT...................................7-19-01
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●フ
レームアームズ・ガール●メイドインアビス（TV ア
ニメ）

Arschmitt...........................................4-16-02
Ａｒｓｅｎａｌ　Ｄ．ｉ....................7-20-01
アートクライス3................................7-21-13
ART.STORM／ FEWTURE.MODELS......3-03-01
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アトリエ工場製作工房........................4-18-08
●グランベルム●邪神ちゃんドロップキック

アトリエ七荻.......................................6-09-19
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
D4DJ First Mix ● BanG Dream! 2nd Season

アトリエミミナ...................................4-18-12
穴熊舎...................................................8-11-16
株式会社アニプレックス....................3-01-01
ANIMAL.OFFICE...............................6-09-06
特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構......3-09-02
あばれん坊番長...................................7-26-11

●アッセンブルボーグ（ASSEMBLEBORG）

あびゃぁー...........................................4-10-13
AHILL...................................................4-16-08
甘いみつの部屋...................................5-14-10

●アズールレーン●ゴブリンスレイヤー（TV アニメ）

甘栗工房...............................................5-11-18
あまでらず...........................................7-08-17

●アイドルマスター シンデレラガールズ●アイド
ルマスター ステラステージ● THE IDOLM@STER 
MILLION LIVE ! ●アイドルマスター ミリオンライ
ブ！ シアターデイズ

アマプロ...............................................7-13-14
●ウルトラファイト●ウルトラマン●キングコング対
ゴジラ●ゴジラ対メカゴジラ (1974)

あみあみホビーキャンプ＆あみあみホビーキャンプSP.....3-02-01
（有）アミエ・グラン..........................5-09-01
AMUR..................................................4-06-16
雨のカルテット...................................4-12-16
雨宮玩具...............................................4-09-04
AMON..................................................4-19-14

● Fate/Grand Order ● Re: ゼロから始める異世界生
活（TV アニメ）

あやの...................................................7-07-07
●カードキャプターさくら クリアカード編（原作
コミック版）●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of 
Scarlet Devil.

arena.SIGHT.....................................5-20-08
●プリンセス・プリンシパル

アリヌと sai の工作部屋....................8-07-09
●嘘つき姫と盲目王子●原神●東方鬼形獣 〜 Wily 
Beast and Weakest Creature. ●名取さな

有☆堂...................................................4-14-18
●グランベルム●プロメア

アルイミマケズ...................................6-19-07
●ストリートファイター III サードストライク

ＡＲＣＡＤＩＡ...................................4-06-15
●東京放課後サモナーズ

株式会社アルカディア........................3-05-02
アルゴファイルジャパン株式会社......7-06-01
アルゴMESH！.................................8-02-01
ALSACE..............................................8-14-11

●ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow
●ブレイブウィッチーズ

アルスター生命...................................6-13-12
アルバクリエイツ／らいとすたっふ......5-21-06

●銀河英雄伝説 Die Neue These

あろーさんの武器工房........................5-22-18
アワートレジャー................................5-14-11

明けの金木星.......................................4-08-09
●ウマ娘 プリティーダービー（TV アニメ）●おジャ
魔女どれみ 16・17 ●吸血鬼すぐ死ぬ●ドールズフロ
ントライン● Fate/Grand Order

アケボノターン...................................4-12-15
アサクサヤ...........................................8-09-06
あざなや...............................................8-09-05

●白玉きなこ● NAVY FIELD 152

旭工房ラビフィー................................4-03-10
アジカル工房.......................................6-22-02

●武装神姫（フィギュアシリーズ）

足”跡...................................................6-16-11
アシュタイル.......................................5-15-01

●アリス・ギア・アイギス

ＡＳＵＫＡ　ＣＲＡＦＴ....................4-12-13
●ラブライブ ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

小豆ポッド...........................................5-11-02
● Kiki オリジナルドラゴン●キラキラ☆プリキュアア
ラモード● Fate/Grand Order

アス工房...............................................7-01-04
ASTERISM.........................................7-16-02
A.STORE.EMPIRE...........................5-06-08
アストロ商店１５５............................6-06-13
東菊花...................................................7-02-04

●赤毛のアン●おれのサーキット●未来少年コナン●
モ子ちゃん

あずみ商會...........................................8-12-08
あずれい...............................................6-19-09

●オーク英雄物語　忖度列伝●無職転生 〜異世界行っ
たら本気だす〜

アソートアセンブリ............................5-04-02
あそぶね...............................................7-13-13

●モブサイコ 100 II（TV アニメ）● RobiHachi

あたごアニール...................................4-01-09
ADAMANTIUM.FACTORY............7-12-14

● R-TYPE FINAL ●ウマ娘 プリティーダービー（ア
プリゲーム版）●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミク
●超可動ガールズ〜 OVER DRIVE GIRLS 〜●超可動
ガール 1/6 ●パタリロ！● Fate/Grand Order

ａｔｉｋｏｎｉａｎ............................4-21-03
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
SPEEEDGIRLS SWEETCHICKS ●八月のフラムルー
ジュ

ATOMIC-BOM...................................4-16-18
A-TOM.hi-grade（アトム..ハイグレード）......6-21-03

●ベルセルク

アトリエ.ITO.......................................7-20-09
●アズールレーン●かくしごと（TV アニメ）●スター
☆トゥインクルプリキュア●ダーリン・イン・ザ・フ
ランキス●僕のヒーローアカデミア（TV アニメ）

ＡＴＥＬＩＥＲ　ＨＩＲＯ................4-06-09
●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（アプ
リゲーム版）● Fate/Grand Order

アトリエ・アント................................7-01-10
●ウルトラマンＺ● SSSS.GRIDMAN

アトリエイット...................................8-05-02
●ウルトラストリートファイター IV

あとりえカルロス................................4-04-08
●あゝ我らがミャオ将軍●のらくろ上等兵● Fate/
Grand Order

蒼のスキマ...........................................7-12-17
●痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

（TV アニメ）●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲー
ム版）● Summer Pockets ●たまゆら 〜卒業写真〜
●はたらく細胞（TV アニメ）

青葉蘭造形部.......................................6-15-07
● Aqua Ch. 湊あくあ●ウマ娘 プリティーダービー

（アプリゲーム版）●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブ
ラウザゲーム版）

赤井キキ...............................................4-06-04
赤い靴CLUB.......................................4-08-18

●アリス・ギア・アイギス●艦隊これくしょん - 艦こ
れ -（ブラウザゲーム版）

あかかた工房.......................................8-03-09
● ToHeart ● ToHeart2 XRATED

Akashic.records..............................8-12-04
●ウルトラマンティガ

アカとラム...........................................7-02-08
● GUILTY GEAR Xrd REV 2

赤とんぼワークス................................6-09-03
AK.NOREN.........................................6-23-03

●機甲創世紀 モスピーダ●幼女戦記（TV アニメ版）

赤羽会...................................................8-11-14
赤峰堂...................................................4-16-15

●キラッとプリ☆チャン（アーケードゲーム）

晃晃ファクトリー................................4-14-11
●エクゾスカル零●覚悟のススメ●強殖装甲ガイバー
● Fate/stay night

秋月剛...................................................5-05-04
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●グ
ランブルーファンタジー

秋葉原工作室.......................................6-07-13
●プリパラ●メカトロウィーゴ●六神合体ゴッドマーズ

秋葉原ＭＡＤ.......................................7-26-12
あきみかん...........................................4-12-01

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●とある科学の超電磁砲●とある魔術の禁書目録（ア
ニメ版）●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet 
Devil.

秋雪.......................................................7-10-11
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

AQUA..................................................8-08-02
悪意1000％......................................7-23-13
AXIS.....................................................8-13-20

●フレームアームズ●緑竜

acus.....................................................6-07-14
ACCEL.................................................6-16-13
悪玉菌製造工場...................................6-05-11
アクティブ森武田................................4-07-06

●ウルトラマン●スタジオぬえデザインの機動歩兵

ACT-kNife...........................................5-16-15
● Pekora Ch. 兎田ぺこら● Marine Ch. 宝鐘マリン●
Miko Ch. さくらみこ● Rushia Ch. 潤羽るしあ

悪魔信者...............................................6-11-09
悪魔のぼったくり亭............................5-06-06

● CODE OF JOKER ● Matsuri Channel 夏色まつ
り●魔法少女リリカルなのは 15th ANNIVERSARY

アクロマティック................................5-14-02
●プリンセスコネクト！ Re:Dive



UTTARUWA......................................7-22-08
うどん工房...........................................5-20-18

● Fate/Grand Order ●ゆるキャン△（TV アニメ）

うみうし堂...........................................5-09-02
海ねずみ...............................................4-15-01

● Fate/stay night ● Fate/stay night [Heaven's 
Feel]

うらまっく...........................................6-16-07
●ウルトラマン●ボルカルス

ULTRAZONE.....................................4-01-02
ULTRA.TOY.BOX............................7-10-21

●ウルトラ Q ●ウルトラマン

ウルトラやホビー＋痛快娯楽劇場＝怪獣少年....4-19-16
●モスラ対ゴジラ

うろこもん...........................................5-18-11
AcesHigh...........................................5-03-10

●あおいちゃんパニック！●クドわふたー● Summer 
Pockets ●となりのフィギュア原型師●メイプルタウ
ン物語

有限会社　栄泉...................................1-07-03
HLC......................................................5-23-06

●ガサラキ

H.D.F....................................................8-05-07
●魔法少女リリカルなのは Detonation

HD倶楽部............................................5-04-11
● ZOIDS 帝国 VS 共和国 メカ生体の遺伝子●メカ生
体ゾイド ( トイシリーズ )

株式会社.えいてぃーん.......................8-01-02
エイ・トイズ.......................................6-18-02
エイプラス...........................................4-14-10
ambsace............................................7-02-11

●超時空要塞マクロス

エヴァンゲリオン................................3-11-01
エヴォリューショントイ....................5-02-12
AHD.....................................................4-15-06

●ぷよぷよ !! クエスト

Ａ．Ｇ．Ｏ．.......................................4-17-11
●アサルトリリィ Last Bullet ●ウマ娘 プリティー
ダービー Season 2 ●おちこぼれフルーツタルト（TV
アニメ）●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲー
ム版）●バンドリ！ ガールズバンドパーティ！●魔法
少女リリカルなのは Detonation

ＡＴ９Ｍ...............................................6-16-02
●魔神英雄伝ワタル●魔神英雄伝ワタル２

ＡＰＦＳＤＳ.......................................8-03-01
● Fate/Grand Order ● Fate/stay night

AforA...................................................4-20-02
エキゾチック無法地帯........................4-11-16
エクストリ～む...................................5-18-08

●俺、ツインテールになります。（TVアニメ版）●ヘボッ
ト！●まちカドまぞく

X-PLUS...............................................1-03-01
Excelsus.............................................6-08-03

●アズールレーン●マクロス ･ デジタルミッション
VF-X

S.Fingers............................................5-02-07
● TrymenT  今 を 変 え た い と 願 う あ な た へ ●
FLOWERS ● REDLINE

ＳＥＪ...................................................6-10-15
SSI ジャパン.......................................8-02-06

itchys 工房..........................................4-16-17
●クラッシャージョウ●鋼の錬金術師 ( 原作 ) ●
Fate/Grand Order

五菱重工＆瓦礫屋................................7-05-08
祈リサマ...............................................5-13-08

●アイドルマスター シンデレラガールズ

イマージュ...........................................5-06-12
１４２３９...........................................7-03-04

●GOD EATER 2●文豪ストレイドッグス（TVアニメ）

いりじうむ...........................................5-23-07
イワシ金属化.......................................6-22-05
いわし工房...........................................5-16-06
いわっち堂...........................................5-23-05

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

いんちき万歳！...................................7-23-03
印内サービスエリア............................5-19-03

●グランブルーファンタジー

インパクト...........................................6-09-05
陰謀造型企画.......................................4-18-07

●サウンド！フラッシュガン●光る！サウンド バス
ター剣 

ヴァルマサーラ...................................5-17-14
ヴィヴィッドネス................................4-11-10

●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミク

wisywig...............................................8-13-08
●無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜

ｗｉｓｔｅｒｉａ　Ｆａｃｔｏｒｙ.......7-20-06
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Fate/Grand Order ● Mio Channel 大神ミオ

VISPO..................................................7-08-04
will........................................................7-05-01

● Fate/Grand Order

ウインダリァ.......................................7-10-07
● NAVY FIELD 152 ●マクロス F ●魔法の天使 ク
リィミーマミ

Ｗｉｎｄｆｌｏｗｅｒ........................4-16-12
●うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE レボリュー
ションズ●原神●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of 
Scarlet Devil.

wooper 製作所....................................7-01-09
●フレームアームズ・ガール

Whoopie.pie......................................6-15-09
● THE IDOLM@STER POPLINKS ●スレイヤーズ
NEXT

上ハラ...................................................8-12-11
●ウルトラマンコスモス ( 劇場版 ) ●ウルトラマンコ
スモス (TV 版 )

VERTEX..............................................4-20-01
ウォッチドッグ...................................5-16-20

●〇〇の主役は我々だ！

うさぎぎぎ...........................................6-06-10
兎は亀...................................................4-03-09
うさぎ家...............................................7-01-06

●アークナイツ● CHAIN:SAW ● NAVY FIELD 152

うさＰハウス.......................................5-08-01
●宇崎ちゃんは遊びたい！●ウマ娘 プリティーダー
ビー（アプリゲーム版）● Fate/Grand Order

うずら小屋...........................................6-01-04
宇宙船...................................................1-06-03

暗黒エンターテイメント....................4-15-18
A.N.S.Works......................................4-03-04

●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミク●対魔忍 RPG

Under.the.Village............................4-18-04
● Fate/Grand Order

Underdog.Squad.............................6-17-14
● ANEMONE/ 交響詩篇エウレカセブン ハイエボ
リューション●うめともものふつうの暮らし●シャー
マンキング（原作コミック）●ドロヘドロ●のぼる小
寺さん

アンデス...............................................7-11-06
●高木さん●魔界戦記ディスガイア 2 ●魔界戦記ディ
スガイア 5

UNDEAD.TOYS...............................7-11-10
ＵＮ・ＢＡＬＡＮＣＥ........................7-13-08

●クラッシャージョウ●超時空世紀オーガス●勇者ラ
イディーン

AMBIVALENT...................................4-12-10
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Fate/Grand Order ●フルメタル・パニック！アナザー

（原作）

amps/fast..........................................4-17-10
UNBOX.INDUSTRIES....................5-16-16
イイ！デザイン！3D！....................7-11-15
ECCアーティスト美容専門学校.......4-17-06
イエローパペット................................4-16-14
EOTECH.............................................6-06-06

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●ゾ
イド ジェネレイションズ●ゾイドユニバース● Fate/
Grand Order

いこた屋...............................................7-10-20
いさか屋...............................................5-08-15

●アリス・ギア・アイギス

石栗成登...............................................8-12-01
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●艦隊これ
くしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●プリンセ
スコネクト！ Re:Dive ●無職転生 〜異世界行ったら本
気だす〜（TV アニメ）

イシマサインダストリィ....................4-18-10
亥角工房...............................................7-22-18
異世界工房...........................................7-19-02

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ● SHOW BY 
ROCK!! ましゅまいれっしゅ !!

磯リズム...............................................4-11-13
●グランブルーファンタジー

市ヶ谷同好会.......................................7-25-13
一撃三万発...........................................4-16-13

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

苺大福...................................................8-08-04
●フレームアームズ・ガール

苺MilkTea..........................................4-15-16
●アズールレーン●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミ
ク

苺屋敷...................................................4-15-03
● Fate/Grand Order

一番星...................................................6-23-04
一気通缶...............................................4-19-15

●原神● DARK SOULS III（ダークソウル 3）

いっし歯科医院...................................6-17-11



オーロラモデル...................................6-11-07
●この素晴らしい世界に祝福を！●ダンジョンに出会
いを求めるのは間違っているだろうか（TV アニメ版）
●ドルアーガの塔● Fate/Grand Order ● Re: ゼロか
ら始める異世界生活（TV アニメ）

OYDY..................................................7-19-06
●ガメラ２ レギオン襲来

緒方光太郎...........................................5-21-01
●ウルトラマン● Ma.K.

岡野慶子...............................................6-16-15
お気楽王国！（工作部）......................7-04-06

●ファンタシースター II 還らざる時の終わりに

おきらく堂...........................................5-11-11
●シャーマンキング（原作コミック）

押日屋...................................................7-13-07
●クラッシャージョウ

おしゃれ良い子堂+be.face.............6-07-15
オシリス乳業.......................................6-05-07

●けものフレンズプロジェクト●ご注文はうさぎです
か？？

オズモア /まん点工房........................7-13-12
オセロット...........................................4-12-11

●装甲騎兵ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ Case;IRVINE

おちゃのこさいさい祭........................4-08-16
●ゾイドワイルド（TV アニメ）● SOUL EATER

ODEYA................................................4-04-04
●河童の三平●長八の宿●ねじ式●李さん一家

おとなのダイキ工業............................8-03-03
おとなの美術室...................................8-10-11

●東方妖々夢 〜 Perfect Cherry Blossom. ● Fate/
Grand Order

音波屋...................................................4-16-01
乙女の欲望+.......................................6-08-14

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●グ
ランブルーファンタジー

踊る海龍亭...........................................4-06-08
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

おなす...................................................4-02-10
●グランブルーファンタジー

オニギリ...............................................8-05-04
●プラネタリウムの天使

ｏｂａ...................................................8-11-19
●アズールレーン

おひげのポン.......................................7-20-13
株式会社オビツ製作所........................6-01-01
御比屋...................................................7-25-02
オブシディアンオーダー....................6-22-07

●アリス・ギア・アイギス●真 ･ 女神転生 デビルチル
ドレン ( コミック版 )

OBSCULPT.......................................7-12-03
おまんた世界.......................................4-09-05

●魔人ハンターミツルギ

オメガ団...............................................4-15-07
●機甲界ガリアン●装甲騎兵ボトムズ

おもハイ思想.......................................8-09-02
●アズールレーン●サクラノ詩 - 櫻の森の上を舞う -
●プリンセスコネクト！ Re:Dive ●ようこそ実力至上
主義の教室へ（TV アニメ）

Ｍ。（エムマル）...................................7-01-11
●スーパーロボット大戦 OG ●スクライド● Fate/
Grand Order

EMONTOYS......................................3-04-01
Ｅｒｒｏｒ　Ｒｏｏｍ........................6-21-11

●五等分の花嫁（原作コミック）

（株）エルドラモデル..........................5-13-11
LV426................................................6-19-06

●沙羅曼蛇（MSX 版）●サンダーフォース V ●装甲
騎兵ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ

ELFIN.KNIGHTS.PROJECT..........8-02-04
エルロンコントロール........................8-07-16

● ACE COMBAT 04 ● ACE COMBAT 7 SKIES 
UNKNOWN

宴会芸...................................................4-18-02
●対魔忍 RPG

円光さつき園.......................................5-14-05
●真・魔神英雄伝ワタル 魔神山編●魔神英雄伝ワタル
●魔神英雄伝ワタル２

ANGEL.PHILIA.................................6-06-05
株式会社エンスカイ............................1-05-02
EnteiRyu.............................................7-14-17

●美少女戦士セーラームーン（原作版）●ベルセルク

EMPTY................................................6-09-10
●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet Devil. ●
東方地霊殿 〜 Subterranean Animism. ●東方妖々夢 
〜 Perfect Cherry Blossom.

閻魔どろっぷ.......................................8-04-02
●慎重勇者〜この勇者が俺 TUEEE くせに慎重すぎる
〜

おいしいB液......................................8-12-10
●アリス・ギア・アイギス

OILSTAIN...........................................5-11-06
オーウェンの隣席................................4-18-15

●アズールレーン●原神● Fate/Grand Order

OHR計画.............................................8-09-04
株式会社　オーク................................4-06-18
大阪芸術大学.......................................4-21-02
大阪芸術大学短期大学部....................4-21-01
オオザト蟹市場...................................4-02-02

● UNDERTALE ●カガクチョップ●大ダーク●
Fate/Grand Order

ojpj........................................................7-05-02
●ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう●宝石
の国（原作コミック）

AA-12..................................................7-15-05
●俺、ツインテールになります。（TV アニメ版）

オーバーコッヘン................................8-03-02
大村ジュリエットカメラ....................5-19-14

●ウルトラマンＺ● SSSS.GRIDMAN ● Fate/Grand 
Order ●モンスターハンター 4 Ｇ

おおよび製作所...................................7-23-09
オール...................................................5-03-05

● Okayu Ch. 猫又おかゆ● SHOW BY ROCK!! ま
しゅまいれっしゅ !!

oh-lady................................................8-04-09

S3Z......................................................7-10-14
S2工房................................................7-09-02

●ベルセルク

SDF......................................................5-22-04
エスティルド.......................................4-19-03
S-FIRE ／ SEGA................................1-01-01
Ｓ－ＭＩＳＴ.......................................8-06-06

●ラブプラス

枝ちゃん...............................................4-18-16
●十三機兵防衛圏

EDGE...................................................4-14-01
●虚構推理（TV アニメ）● DARK SOULS（ダーク
ソウル）●ロジカとラッカセイ

ｅｓｓｅｎｃｅ．................................7-05-12
●ザ ･ ウルトラマン ( 内山まもる版コミック ) ● Fate/
Grand Order ●ラブプラス

NSNR..................................................4-02-01
NHAC..................................................7-12-05
NNリビルド........................................4-09-11

●キラッとプリ☆チャン（TV アニメ）●スター☆トゥ
インクルプリキュア

NPO絶飲食.........................................7-05-10
●機甲猟兵メロウリンク●装甲騎兵ボトムズ

N-MODE..............................................7-09-15
●アリス・ギア・アイギス

ebty......................................................8-07-02
●劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」●メイド
インアビス（TV アニメ）

FTWR.TOY.........................................7-11-14
●ゲゲゲの鬼太郎（原作）

ＦＰＦ...................................................6-15-19
●ドロヘドロ

ｆ - ｆ ace/plastica..........................5-19-01
M&A.miniatures-R..........................5-08-14
エムアイシー.......................................4-16-11
MIT モデル...........................................7-12-07

●上野さんは不器用（コミック版）●血界戦線 & 
BEYOND ●少女終末旅行●ピーター・グリルと賢者の
時間（TV アニメ）

M.I.MOLDE.........................................5-17-10
ＭＥＦ＆チーム・ストライク！・グループ....5-09-11
M１号..................................................4-13-01
M.H.S...................................................4-19-08

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●原
神●ブルーアーカイブ

MAマン...............................................6-22-06
●七つの大罪 The Seven Deadly Sins（原作コミック）

M.M.modeling...................................7-03-03
●アイドルマスター シンデレラガールズ● Fate/
Grand Order ●モンスターハンターダブルクロス●モ
ンスターハンターワールド：アイスボーン

MOB.....................................................5-18-06
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- ● # コンパス 

【戦闘摂理解析システム】●ねんどろいど

MJSガレージキット.........................7-03-07
ＭＴショップ.......................................7-10-04
M☆POWER......................................4-19-04

●まけた側の良兵器集

ゑむBOX.............................................8-08-05



カルミア...............................................6-19-12
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS

ガレージキット製作代行社................7-23-06
GUNG'S・ボーキテクト...................7-24-03
関西ドールスタジオ............................6-01-02
ＧＡＮＣＨＯ.......................................7-12-13
ガンドール...........................................7-01-12

●プリンセス・プリンシパル

カントリーガール................................6-21-09
●からかい上手の高木さん● SSSS.GRIDMAN ●シャ
ドウバース（TV アニメ）

がんばれ飯尾麻耶南青山少女過激團.....6-10-06
Key.Maker..........................................4-08-06
GIGA./.妄想竹林................................4-15-04

● 宇 宙 戦 艦 ヤ マ ト 2202 愛 の 戦 士 た ち ●
GUNGRAVE( アニメ版 )

ギガブレイン.......................................2-07-03
戯玩鉄...................................................6-08-13

●少女☆歌劇 レヴュースタァライト●少女☆歌劇 レ
ヴュースタァライト -The LIVE- ●戦姫絶唱シンフォ
ギアＧＸ●ゾイドワイルド ZERO

ギガントマック...................................7-02-06
きぐるみが暮らす世界........................8-10-10
キタムラ模型.......................................5-10-15

● Aqua Ch. 湊あくあ

キタヤマクラフト................................5-18-07
●神獄塔 メアリスケルター Finale ●水蓮と紫苑

吉屋.......................................................4-07-12
●太陽の牙ダグラム

KIK.KAKE.TOY.................................7-15-11
KID'S.COMPANY.............................5-09-08

●新幹線変形ロボ シンカリオン●超人ロック●ロック
マン X DiVE ●ロックマン ゼクス アドベント

きっちゃん本舗...................................6-19-15
●グリザイア：ファントムトリガー THE ANIMATION
●士郎正宗画集 古今伽姫草子集

狐堂商店...............................................7-24-10
KITTY-HAWK....................................5-12-10

●銀河鉄道 999( 劇場版 ) ●メカ生体ゾイド ( トイシ
リーズ )

奇天烈堂...............................................7-08-03
●クレヨンしんちゃん

きとらんど...........................................5-21-10
ギニョール造形工房　吉埜................6-02-02

●怪獣大戦争●キングコング対ゴジラ●ゴジラ (1954)
●ゴジラ 2000 ミレニアム●ゴジラ対メカゴジラ
(1974) ●ゴジラの逆襲●フランケンシュタイン対地底
怪獣（バラゴン）●モスラ対ゴジラ

きのこ造形...........................................6-13-06
●僕のヒーローアカデミア（TV アニメ）

喜八堂...................................................6-22-08
木林森...................................................7-12-02

●アリス・ギア・アイギス

逆電子班...............................................6-12-03
●アリス・ギア・アイギス

CASTAIL.............................................4-06-06
●機甲創世紀 モスピーダ● SSSS.GRIDMAN ●
HUG っと！プリキュア●メガゾーン 23 PART-II

キャックス...........................................5-11-05
キャットフィンク................................7-26-03

がけっぷち企画...................................7-07-01
●アリス・ギア・アイギス●デスクトップアーミー（小
説）● PHANTASY STAR ONLINE ● PHANTASY 
STAR ONLINE 2 ●武装神姫（フィギュアシリーズ）

kagerou.works..................................5-03-07
●大神● Gawr Gura Ch. hololive-EN ● Korone Ch. 
戌神ころね

ガ社.......................................................4-04-09
●巨神ゴーグ●超時空世紀オーガス●超獣機神ダン
クーガ●マジンガーＺ（原作）●メガゾーン 23 ●勇
者ライディーン●惑星ロボ ダンガード A

カシャゴ製作所...................................5-13-14
●シン・ゴジラ

化石機構...............................................6-09-08
片桐裕司　彫刻セミナー....................6-02-01
KATACHI............................................7-20-08
Catharsius.........................................5-05-10

●メダロット 3

ガチャコーナー...................................2-04-01
かっこいいなまえ................................5-21-12

●王様ランキング●ピンポン

葛飾金町職人堂...................................4-19-12
勝田模型...............................................4-07-05
K発掘所...............................................5-17-12
カトウ工房...........................................5-10-05

●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [ 新編 ] 叛逆の物語
●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [ 前編 ] [ 後編 ]

KADOKAWA.電撃ホビーウェブ.
　×.キャラアニ..................................d.(3 ﾎｰﾙ )
カトスペ...............................................7-11-07

●アイカツ！（TV アニメ）●十三機兵防衛圏

かなめみお...........................................8-12-03
●ウルトラマン●帰ってきたウルトラマン●ミラーマン

蟹倶楽部...............................................7-07-09
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●エ
マ●乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生
してしまった…（TV アニメ）●魔女っ子メグちゃん

カネコ美容室.......................................5-03-06
カネシン...............................................6-16-19
兼高錠...................................................8-03-10
かのてん全力投球！............................8-09-12

●ウルトラマンＡ

がぶりまっせ.......................................7-14-11
Kamaty.Moon...................................6-13-07
カミアミテクノロジー........................8-06-03
華魅音倶楽部.......................................6-10-14
我夢写楽商会.......................................7-22-02
KAME.HOUSE..................................6-22-09

● ULTRAMAN( 月刊ﾋｰﾛｰｽﾞ版ｺﾐｯｸ ) ●カニ人●ナイ
ツ＆マジック（TV アニメ）

かものはし...........................................8-08-14
● DARK SOULS（ダークソウル）● DARK SOULS 
II（ダークソウル 2）

がるーる...............................................6-20-18
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

カルガモ...............................................5-17-04
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
● Fate/stay night

galvanic02........................................7-14-08

おやすみぺぺさん................................5-23-20
● Fate/Grand Order Arcade ●モンスター娘のお医
者さん（TV アニメ）● Re: ゼロから始める異世界生
活（TV アニメ）

折り紙の進工房...................................7-09-11
オレンジクジラ...................................4-16-09
orange.pippin....................................8-08-07
温泉天国...............................................8-13-06

　か
カーテンコール...................................5-18-16

●上野さんは不器用（コミック版）● Fate/hollow 
ataraxia

カードバカ一代...................................7-25-06
cardbus..............................................8-12-15

● DREAM C CLUB ZERO PORTABLE

Carp 屋................................................5-05-08
ガーランドCGワークス....................6-08-16
Girls.ride.............................................8-13-17

●ガールズ＆パンツァー 激闘!マジノ戦ですっ!!●ガー
ルズ＆パンツァー リトルアーミー 2 ●ガールズ＆パン
ツァー リボンの武者

X（カイ）..............................................8-05-08
怪奇造形堂...........................................5-13-09
怪奇里紗...............................................8-10-15

● TIGER & BUNNY ●日本妖怪図鑑

皆勤賞...................................................6-08-19
怪獣商会...............................................5-22-07
怪獣創庫...............................................5-13-17

●ウルトラマン

怪人王国～1/15の神話～...............6-18-08
懐物ヒーロー製作所............................4-09-13

●ウルトラセブン●ウルトラマン

（株）海洋堂.........................................2-06-01
海洋堂かっぱ館...................................c.(2 ﾎｰﾙ )
海洋堂SpaceFactory なんこく......c.(2 ﾎｰﾙ )
海洋堂フィギュアミュージアム黒壁　
　龍遊館...............................................3-11-02
海洋堂ホビー館四万十........................c.(2 ﾎｰﾙ )
海洋堂ホビーランド............................2-06-02
カインドオブマジック........................5-20-02

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●神聖モテモテ王国

かえる盛...............................................5-10-08
かえる屋.JET!.JET!.アッパー !!......5-11-10

●魔動王グランゾート● RPG 伝説ヘポイ

GAKI....................................................7-01-03
●アリス・ギア・アイギス

ガキジェントル...................................4-09-17
●怪獣大戦争

拡大図...................................................4-14-20
●メギド７２

kakuma...............................................6-15-05
●ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ●戦姫絶唱シ
ンフォギアＸＶ● Fate/stay night [Heaven's Feel]

かぐや姫...............................................5-12-07
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●ご注文はうさぎですか？？● Fate/Grand Order



栗屋.......................................................8-11-20
●傷物語（アニメ版）●けものフレンズプロジェクト
●ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイ
ル・オンライン（TV アニメ）

胡桃堂...................................................4-06-11
CREA.MODE.....................................5-07-01

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●ウ
マ娘 プリティーダービー Season 2 ● Fate/Grand 
Order ● Fate/stay night

グレイキューブ...................................6-08-05
●ガングリフォン● Seyana.

クレイマン...........................................6-07-16
クレストヘッド...................................5-13-16

●東京放課後サモナーズ

グレネード&園田屋withCOG........8-06-07
●銀河鉄道 999( 劇場版 ) ● Fate/Grand Order

GLEMOと夢現郷...............................7-13-03
黒和尚...................................................5-12-11

● Q コちゃん THE 地球侵略少女●戦車のような彼女
たち　Like Toy Soldiers ●バステト神オリジナルイ
ラスト

くろすぽいんと...................................6-21-10
● ギ ャ ラ ク シ ー フ ァ イ ト ● crossbeats REV. 
SUNRISE ●コットン オリジナル

cloth-lab.feat.EDELL......................6-06-02
● Fate/Grand Order

クロスワークス...................................8-08-11
黒猫工房...............................................8-04-08
くろひげ...............................................5-17-07

●大魔神シリーズ●夏目友人帳

グワンジ...............................................7-07-05
軍団残党のみなさん............................6-06-14
軽音堂...................................................8-02-03
Kどら艦艇部.......................................6-09-17

●超時空世紀オーガス●超時空要塞マクロス●無限航路

桂馬.......................................................8-09-10
● Fate/Grand Order

KH.COMPANY.................................5-18-03
●ウルトラセブン●ウルトラマン●ウルトラマンティガ

K.F.A.W's............................................7-04-09
Ｋ２Ｍ...................................................4-11-04

●アリス・ギア・アイギス●ラブライブ ! 虹ヶ咲学園
スクールアイドル同好会

k-works................................................8-08-01
●武装神姫（フィギュアシリーズ）

KY.SCRAMBLE................................4-07-07
●ナイツ＆マジック（TV アニメ）

ケサランパサラン................................8-04-05
●ウルトラセブン●少女椿●トミノの地獄

消炭工房...............................................7-14-09
●ボーダーブレイク●メダロット 2 ●メダロット 8

けだもの工房.......................................8-12-14
●シートン動物記 りすのバナー●山ねずみロッキー
チャック

月桜工房...............................................5-02-02
月下麗人...............................................7-28-03
結晶洞窟...............................................8-07-04

●それはただの先輩のチンコ● Pekora Ch. 兎田ぺこ
ら●ボクらは魔法少年●ロックマン

空冷換気党...........................................5-13-10
●ウマ娘 プリティーダービー（TV アニメ）●東方紅
魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.

クジラシンカイ...................................6-21-05
●デビルサマナー ソウルハッカーズ● Fate/Grand 
Order ● Rushia Ch. 潤羽るしあ

くじら FACTORY..............................7-20-03
● SSSS.GRIDMAN ●メイドインアビス（TV アニメ）
●ロボダッチ

屑...........................................................5-22-19
崩鬼友祢...............................................8-07-08

●バイオハザード RE:3 ● Fate/Grand Order

玖須美屋...............................................6-08-01
クダフ　ロミ.......................................7-10-08

●シン・ゴジラ

クッカ...................................................5-16-14
Kuni20xx............................................8-13-16

●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（アプ
リゲーム版）

クマクマアリス...................................5-11-01
●ウルトラマン●ウルトラマンタロウ

くまくま工房.......................................6-20-01
●機甲創世紀 モスピーダ●メガゾーン 23

くまの目...............................................7-14-01
● Fate/stay night [Heaven's Feel]

くらげのほね.......................................7-15-08
●アイドルマスター SideM ●魔界ノりりむ

倉澤珠織...............................................5-20-01
● BAYONETTA（ベヨネッタ）

クラシックモダン................................4-11-02
●ウルトラマン●マジンガーＺ（原作）

Glasses..Sheep...............................7-03-06
●アークナイツ●アズールレーン●劇場版「メイドイ
ンアビス 深き魂の黎明」

クラバート・ガレージ........................8-09-07
グラビアンスキー................................5-18-09

●アズールレーン● Fate/Grand Order ●マクロス F

CLUB.M..............................................7-18-08
●『アイドルマスター』スピンアウト 4 コマ ぷちます！
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●ジャ
イアントロボ ( 実写版 )

クラフトウオ.......................................5-05-07
●ガメラ２ レギオン襲来●ガメラ対深海怪獣ジグラ●
大怪獣ガメラ●大怪獣決闘ガメラ対バルゴン

クラフトライク...................................8-07-12
●宇宙パトロール ルル子●ウマ娘 プリティーダー
ビー（アプリゲーム版）● BNA ビー・エヌ・エー●
Fate/Grand Order

くらぶファンタスト............................7-28-07
●アサルトリリィ●機甲猟兵メロウリンク●装甲騎兵
ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ

クリーチャーハンズ............................7-12-18
● DARK SOULS III（ダークソウル 3）

GREEN.LILY......................................4-12-03
●青い花●アマガミ●僕の心のヤバイやつ

クリエイティブデザイン羽沢組........5-08-05
グリズリーパンダ................................8-15-01
ｃｌｉｐｓ...........................................4-01-03

ギャラクシー工房................................4-10-12
●ウルトラマンティガ

キャラクターズ・マーケット............7-25-08
ぎゃらくてぃかてりおす....................4-14-15

●キラキラ☆プリキュアアラモード●蒼穹のファフ
ナー EXODUS ●僕のヒーローアカデミア（TV アニメ）

キャラクティックス............................7-14-19
●ゴジラ対ヘドラ●ゴジラの息子●マタンゴ

calateia...............................................8-05-01
GYAROMI...........................................8-12-16
CANDY..GAME................................8-07-01

●邪神ちゃんドロップキック●進撃の巨人（原作）●
超可動ガール 1/6

キャンバス...........................................7-09-07
QEeeeeN............................................4-03-07
急休便...................................................7-08-10
Q-six.....................................................8-01-01
九州産業大学造形短期大学部............4-17-08
97.........................................................7-26-13
Qの工房...............................................6-21-19

●ロックマン

Q-ho.....................................................4-06-19
Ｑ遊館...................................................5-05-01

●スター☆トゥインクルプリキュア●魔法つかいプリ
キュア！

９６.......................................................4-07-03
KyotoFigure......................................6-13-08

●キラッとプリ☆チャン（TV アニメ）●メテオノーツ

京抹茶...................................................7-11-03
●プリンセスコネクト！ Re:Dive

玉　-gyoku-.........................................4-02-06
虚造技研...............................................8-14-07

● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●アイドル
マスター シンデレラガールズ

きらめき工房.......................................6-19-11
霧崎工芸...............................................7-20-12
桐箪笥製作工房...................................8-11-07

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

gillgill...................................................7-03-05
●地縛少年花子くん（TV アニメ）● DARK SOULS

（ダークソウル）●ドロヘドロ

キルト＆ルフのアトリエ....................8-11-09
●十三機兵防衛圏● Dragon's Crown( ドラゴンズク
ラウン ) ● Fate/Grand Order

キロハナ...............................................4-10-15
●モ子ちゃん

金色砂糖...............................................6-07-01
金色妄想造形所...................................8-09-14

●胡桃もここ / Kurumi Mokoko ● Wonderland 
Wars（ワンダーランドウォーズ）

キンキョーギンキョー........................6-20-02
● Fate/Grand Order

菌糸工房＋カエル工房........................6-15-12
銀印本舗マル武支店............................4-02-09
クイックリバー...................................5-12-09
空想科学温泉街...................................6-17-05

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●艦
隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●ハク
メイとミコチ●ベルセルク● Re:CREATORS



こみの工房...........................................8-12-02
●ウルトラマン 80 ●ウルトラマングレート●恐竜大
戦争アイゼンボーグ●ザ★ウルトラマン ( ウルトラマ
ンジョーニアス ) ●ポーション頼みで生き延びます！

（小説）●老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めま
す（小説）●私、能力は平均値でって言ったよね！（原
作小説）

GOMUO(2)........................................7-08-12
●アオイトリ

木もれび.マンゴー.18.......................5-21-09
komon.................................................5-13-18

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

娯楽王プラモ塾...................................6-22-10
ゴリラモーター...................................6-15-11

●アイドルマスター シンデレラガールズ●アマガミ

Cologero.............................................4-15-10
コロッケ砕砕.......................................5-22-12
G.O.N.G+............................................7-04-02
CtrlZ....................................................4-10-02

●英雄伝説 黎の軌跡●閃の軌跡 IV -THE END OF 
SAGA-

金平糖工房...........................................8-13-09
●ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ●綺麗にして
もらえますか。

　さ
The.cold.plastics............................5-09-10
the.three.PENGUINS.....................5-08-07

●アイカツ！（TV アニメ）●ウマ娘 プリティーダー
ビー（アプリゲーム版）

THE　FOOL.......................................7-14-15
●オーバーロード（TV アニメ）●ドロヘドロ

サークルｃｒｅａｔｕｒｅ................5-06-05
さあじゅどん.......................................7-18-07
13B/ スペクターズ............................7-03-08

● R-TYPE Δ● X マルチプライ●グラディウス II ゴー
ファーの野望●グラディウス III ●達人王●パロディウ
スシリーズ

斉藤造形...............................................8-06-09
ザイマーズ...........................................5-11-16

●アイカツ！（TV アニメ）●アイカツスターズ！ 2
年目（TV アニメ）●機動戦艦ナデシコ●劇場版 機動
戦艦ナデシコ

西劉崔...................................................8-13-18
●アズールレーン● Fate/Grand Order

酒井ゆうじ造型工房............................6-17-13
SAKAKI...............................................7-26-05
Ｓａｋａｋｉ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐｓ.....4-09-01

●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（アプ
リゲーム版）●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウ
ザゲーム版）● Fate/Grand Order ● Re: ゼロから始
める異世界生活（TV アニメ）

サカマタ商事.......................................5-16-13
佐川急便株式会社................................4-05-01
鷺宮工房...............................................7-07-03

●アリス・ギア・アイギス

さくもの...............................................5-20-17
●弾幕アマノジャク 〜 Impossible Spell Card ●東方
輝針城 〜 Double Dealing Character. ●東方深秘録 
〜 Urban Legend in Limbo ●東方天空璋 〜 Hidden 
Star in Four Seasons. ●東方憑依華 〜 Antinomy of 
Common Flowers.

サクラクラフト...................................6-16-18

Go-G.....................................................7-08-15
●戦姫絶唱シンフォギアＸＶ●蒼穹のファフナー 
EXODUS ●蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH
●チャージマン研！● Fate/Grand Order

ゴート...................................................5-20-04
●ウルトラマン 80 ●ウルトラマンＡ●ウルトラマン
レオ●ゴジラ vs スペースゴジラ

CODE.CORNER.BKK......................5-23-13
●ワンパンマン（TV アニメ）

古賀出素＆ＵＫＤ研究所....................7-09-05
小型模型研究会...................................6-11-06
小金井アヒル堂...................................7-02-13

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●俺
の妹がこんなに可愛いわけがない（原作版）●雀魂

互換屋...................................................6-03-01
●未来少年コナン

kogi 造.................................................5-12-19
●ドロヘドロ （TV アニメ版）

国分寺美食倶楽部................................8-12-05
●メダロット●メダロット 5 すすたけ村の転校生●メ
ダロット navi

黒龍工房...............................................4-09-09
●ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒●シン・ゴジラ

こげまぐろ。.......................................5-21-11
●ダーティペア（OVA 版）● Fate/Grand Order

孤高堂...................................................8-03-05
ここのえ工房.......................................5-19-09

●戦姫絶唱シンフォギア AXZ ●戦姫絶唱シンフォギア
ＧＸ● Mio Channel 大神ミオ

ここは俺にまかせて先に行け !!.........8-13-07
● Fate/Grand Order ●ゆるゆり ( 原作版 )

5次元製作所.......................................5-13-03
●アリス・ギア・アイギス●ウマ娘 プリティーダービー

（アプリゲーム版）

コスパ...................................................3-10-01
こずみっく・えっぐ............................6-05-06

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

五寸釘...................................................5-18-14
cottontail.jp.......................................6-10-09
コネリズム...........................................8-13-14
琥珀.......................................................6-13-09
コバヤカワ製作所................................7-26-08
湖畔模型...............................................6-19-04

●いわかける！ - Sport Climbing Girls - ●ウマ娘 プ
リティーダービー（TV アニメ）●ウマ娘 プリティー
ダービー Season 2 ●放課後ていぼう日誌（コミック）

CopyMold...........................................4-19-07
子豚玩具...............................................6-20-16
コブラ会...............................................8-02-02

●オフショット 5 ● (js*jc)2 ●きっずちゃれんじ●ツ
ンギレ

Goblin.Park........................................6-06-07
Ｃ obo Ｌ o..........................................4-14-19
こまつくり...........................................5-09-09

●うまよん（アニメ版）

小松菜ハウス.......................................6-18-12
小間物屋...............................................7-18-05

GEP工房.............................................8-05-10
Kether.................................................4-19-11
ゲニートラガー...................................8-13-02

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●少
女☆歌劇 レヴュースタァライト●メダロット S

ケモ岡さん造型所................................8-10-04
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

Cerberus.Project.TM.....................4-07-10
●ドールズフロントライン● Fate/Grand Order

げるまにうむ.......................................5-22-09
Kerocco.toys....................................6-21-16
ケロルさんのひとり言........................5-08-13
幻影堂...................................................8-13-15

●アーマード・コア４●青の騎士ベルゼルガ物語

株式会社ケンエレファント................2-01-01
幻想計画...............................................7-11-16

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●爆
走兄弟レッツ＆ゴー MAX

幻想大飯店...........................................7-01-07
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Fate/Grand Order

健珍汁...................................................5-10-09
●境界線上のホライゾン●この素晴らしい世界に祝福を！ 2

げんれい工房.......................................6-17-04
CORE:..................................................8-08-15
光合成箱...............................................7-13-17
鋼人商会...............................................6-15-01
紅塑会...................................................8-11-02

●ガールズ＆パンツァー リボンの武者●３月のライオ
ン●スプーンおばさん

鋼鉄飯店...............................................6-16-09
● Go! プリンセスプリキュア●少女☆歌劇 レヴュース
タァライト●魔法つかいプリキュア！

江東美研...............................................7-13-05
甲府工廠...............................................7-07-12

●アイドルマスター シンデレラガールズ●アイドルマ
スター シンデレラガールズ（TV アニメ版）●アイド
ルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ●艦隊
これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

kouhei 工房.........................................4-09-20
●ウマ娘 プリティーダービー（TV アニメ）●キラッ
とプリ☆チャン（TV アニメ）

神戸浪漫倶楽部...................................6-11-12
工房　風舞...........................................6-16-12

●ぎんぎつね●東京放課後サモナーズ●夏目友人帳●
Fate/Grand Order

工房金竜...............................................5-04-06
●蜘蛛ですが、なにか？（コミック）●蜘蛛ですが、
なにか？（小説）●蜘蛛ですが、なにか？（TV アニメ）

工房ずー...............................................6-12-05
工房ときたま.......................................5-10-13
工房西岡...............................................4-07-18
工房渕...................................................7-19-11

●宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち

工房Ｂｅｏｗｕｌｆ............................7-05-11
●アッセンブルボーグ（ASSEMBLEBORG）

工房やにわに.......................................8-14-04
剛本堂...................................................7-08-01

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

Ｇｏ！Ｇｏ！Ｈｏｂｂｙ....................7-21-02



ＳＣＩＳＳＯＲＳ　ＲＥＢＩＲＴＨ.....5-17-06
●アッセンブルボーグ（ASSEMBLEBORG）●フレー
ムアームズ・ガール

ＳＣＩＳＳＯＲ　ＤＯＯＲＳ............7-20-11
自作ライダー.......................................7-18-01

●推しが武道館いってくれたら死ぬ（TV アニメ）●
艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●
Fate/Grand Order

sisioumaru.........................................7-11-11
●となりのフィギュア原型師●幼女戦記（コミック版）

SisioCraft...........................................5-02-04
●アイドルマスター シンデレラガールズ●金色ラブ
リッチェ●フローラル・フローラブ

市場調査班...........................................7-22-16
シスカディア.......................................5-03-08

●映画かいけつゾロリ ZZ のひみつ●俺の妹がこんな
に可愛いわけがない（原作版）●クラシカロイド

自宅警備隊宅外派遣本部....................5-17-11
CHIC....................................................8-07-06
株式会社シナリオ................................7-26-09
篠ノ之研究所.......................................5-20-16

● Fate/Grand Order

じぱんぐ...............................................8-10-07
SHIBUYA.SCRAMBLE.FIGURE.......3-06-01
自分BOX.............................................4-11-07

●アリス・ギア・アイギス●ウマ娘 プリティーダービー
（アプリゲーム版）●うまよん（アニメ版）●機甲創世
紀 モスピーダ●逆転イッパツマン

シベリア猫と抜けない釣り針............7-13-11
● Korone Ch. 戌神ころね●鳩羽つぐ

霜月夢工房...........................................4-09-18
●電脳戦機バーチャロン●電脳戦機バーチャロン オラ
トリオ・タングラム●電脳戦機バーチャロン ワンマン
レスキュー

シャークフィン...................................6-13-05
●宇宙よりも遠い場所

Shine.Steel.......................................6-20-15
弱酸性亜人の会...................................5-22-08
鮭ひじき...............................................5-14-09
邪神創造...............................................7-19-04

●魔法少女リリカルなのは Detonation

JUST-K...............................................7-13-15
シャビィメイド...................................8-13-13

●椎名唯華

シャボン堂...........................................7-26-01
シャラポ家...........................................5-16-04

●アイドルマスター シンデレラガールズ● SOUL 
EATER ●対魔忍アサギ〜決戦アリーナ〜

JUNKGUN.FACTORY....................6-08-11
JUNKSHOP.USA............................7-24-07
じゃんぼたにし...................................7-04-04

●ケムリクサ●けものフレンズプロジェクト●僕の妻
は感情がない●ミュークルドリーミー

秀一Blood...........................................7-24-13
sugar.star..........................................7-12-19

●アイカツスターズ！ 2 年目（TV アニメ）●劇場版
アイカツスターズ！●プリパラ（2 期）

出版評論社...........................................7-21-03
ジュネス202.....................................7-21-12

● PSYCHO-PASS サイコパス●スター☆トゥインク
ルプリキュア●蒼穹のファフナー EXODUS

GSプロジェクト................................4-11-01
● Aqua Ch. 湊あくあ●ウマ娘 プリティーダービー

（アプリゲーム版）●交響詩篇エウレカセブン● Fate/
Grand Order ●ホロライブ所属タレント共演● Lamy 
Ch. 雪花ラミィ

C.S..Model.Design..........................4-08-03
cMp......................................................7-13-09

●ストリートファイター V ●タイガーマスク（TV ア
ニメ）●魔神英雄伝ワタル

C.C.C....................................................5-06-04
●上野さんは不器用（コミック版）

Ｇ・Ｊ...................................................7-09-03
Θ【しぃた】.........................................7-12-01

●ウルトラマンＡ●シン・ゴジラ●ヤマトタケル

Ｇ魂.......................................................7-21-05
G-TANDA...........................................7-25-11
G2........................................................6-21-06

●劇場版 ハイスクール・フリート●ハイスクール・フ
リート

G.T.Office...........................................6-20-04
● ARIA

SeeKnack..........................................7-28-01
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●グランブ
ルーファンタジー●魔法の天使 クリィミーマミ

Ｓｅａ－Ｂｉｒｄ................................7-21-07
zp1.......................................................5-22-17

● GUILTY GEAR Xrd REV 2 ●グランブルーファン
タジー● BLAZBLUE　CENTRALFICTION

C/Fe オメガGストア........................6-17-08
シープモデル.......................................6-09-09
Ｇ‐ＢＡＳＥ.....................................7-10-16
Ｇ－Ｒｕｇ...........................................6-13-10

● SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE ● DARK 
SOULS（ダークソウル）

じうこ堂本舗.......................................7-08-06
J-side...................................................7-21-04
JADELITE...........................................5-19-17
Ｊ－ＦＡＣＴＯＲＹ............................4-12-12

●宇宙空母ブルーノア●宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦
士たち●ゲッターロボ（原作）●新旭日の艦隊 須佐之
男死闘篇●太陽の使者 鉄人 28 号●鉄人 28 号 ( 原作 )
●伝説巨神イデオン●勇者ライディーン

JetSome............................................4-06-12
GenocideKitten................................6-20-07
SB4黒鈴小径.....................................8-13-03

●月姫 -A piece of blue glass moon- ● Fate/Grand 
Order

シェリフ堂...........................................4-18-01
●アリス・ギア・アイギス

Ciel.Blue.............................................6-11-11
ジオラマ造型工房................................8-07-19
ジオラマブレイカー............................5-10-16
シカマァク...........................................4-15-09
株式会社シカルナ・工房....................7-11-08

●ウルトラ Q ●ウルトラセブン●ウルトラマン●ウル
トラマン物語●手塚治虫キャラクター

四季咲ノ眺メ.......................................7-03-10
●アズールレーン● Fate/Grand Order ●ボンバー
ガール

CYGNUS- ７......................................6-08-12
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

作蔵駄家族屋.......................................7-02-05
● ZOIDS SAGA シリーズ●ゾイドワイルド（トイシ
リーズ）

ザクレスホビー...................................6-20-11
さちうす堂...........................................5-19-05
SATOU................................................7-08-14
サトシ（怪）工房................................7-19-13

●甲鉄城のカバネリ

讃岐工房...............................................7-04-05
佐野.......................................................5-09-14

● MMR マガジンミステリー調査班

sapiens...............................................7-20-15
●ペルソナ 5

SUPLI..................................................7-20-05
saburo-ta の工房...............................4-07-14

●けものフレンズプロジェクト

ｔｈｅ　ｐｏｐｐｙ　ｐｕｐｐｅｔ.......8-14-02
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●キャ
ロル & チューズデイ● HUG っと！プリキュア

ザ・ミンチマシーン............................8-11-13
●ウルトラマン●ドロヘドロ

サムラヂ...............................................4-09-08
ザリの巣...............................................5-18-17

●モンスターハンターワールド：アイスボーン

サンガッツ本舗...................................7-29-01
●ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒●キングコング対ゴジ
ラ●ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ●シン・ゴ
ジラ●大怪獣ガメラ●小さき勇者たち〜ガメラ〜

３月屋...................................................5-09-13
●アイドルタイムプリパラ●アズールレーン●加賀美
ハヤト●にじさんじバーチャルライバー共演（複数キャ
ラ併記）●黛 灰

参寿庵...................................................7-14-05
● Fate/Grand Order

33番造船所........................................5-23-09
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Fate/Grand Order

三十郎工房...........................................5-04-10
さんど模型...........................................6-15-10
344℃..................................................7-14-12

●ふたりはプリキュア●魔法つかいプリキュア！

SANふぁくとりぃ.............................7-01-08
●アサルトリリィ Last Bullet ●アリス・ギア・アイ
ギス

サンフラ...............................................4-16-10
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

三平硝子企画.......................................5-18-15
3メガバイト.......................................7-20-17

● ULTRAMAN( 月刊ﾋｰﾛｰｽﾞ版ｺﾐｯｸ )

残塁の魔女...........................................5-22-06
●プリンセス・プリンシパル

シアノアクリレート............................5-18-19
●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（アプ
リゲーム版）●グランブルーファンタジー

G.H. 猫屋..............................................7-12-15
●境界線上のホライゾン●デキる猫は今日も憂鬱●転
生したらスライムだった件（TV アニメ）●ラディアン

（TV アニメ）



スタジオ sincerely............................4-07-11
●スーパーロボット大戦 OG

Ｓｔｕｄｉｏ　Ｎｏｃｋ　Ｔｕｎｅ.....4-18-14
●グランベルム●メダロット S ●メダロット ガールズ
ミッション

StudioPenguinLibra........................6-09-15
Studio- 蓮............................................4-04-02
STAND.BY.TOYS............................7-05-13
ステルス田中雷工房............................4-12-08

●ウルトラ Q ●ウルトラセブン●ウルトラマン●帰っ
てきたウルトラマン

Ｓｔｒａｎ９ｅＦｒｕｉｔｓ............5-12-15
STROKE.............................................4-07-01
ＳＮＵＦＦＫＩＮＧ............................7-11-05

● SSSS.GRIDMAN ●宇宙よりも遠い場所●ダンジョ
ンに出会いを求めるのは間違っているだろうか（TV
アニメ版）●ダンジョンに出会いを求めるのは間違っ
ているだろうか II ●ちはやふる（原作）

スノー☆キャット................................6-07-20
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

SPICE-ONINGYOhan......................4-08-01
すぱや...................................................6-11-08

●サンダーフォース IV ●サンダーフォース V

すぺあている.......................................8-07-17
●アリス・ギア・アイギス●プリンセスコネクト！
Re:Dive

スペース★ソフビ団............................5-23-03
Spectrum.lab....................................5-22-13
すみながし...........................................7-14-02

●ガメラ２ レギオン襲来● Subaru Ch. 大空スバル●
でびでび・でびる●ロボ子さん

菫色のツンドラ社................................7-01-01
●カルドセプト セカンド●堕天作戦● BEASTARS

（TV アニメ版）● Fate/Grand Order ●魔法つかいプ
リキュア！

スミレヤ...............................................4-03-08
●メカ生体ゾイド ( トイシリーズ )

ZRAME...............................................8-07-13
3H.DESIGN.WORKS......................7-19-03

●ウルトラマンティガ●帰ってきたウルトラマン●未
来少年コナン●メカゴジラの逆襲

Three.Sheeps.Design...................4-04-10
● Ma.K. ●ラストエグザイル－銀翼のファム－

３D-GAN.............................................. i.(4 ﾎｰﾙ )
3DプリンターSK本舗.....................4-06-01
3Y.toys...............................................5-13-04
スワンボートのスーザ........................6-21-02
ずんだ庵...............................................5-19-11

●ロックマン X DiVE ●ロックマン ゼロ

星環重工...............................................5-14-18
●アークナイツ

製作代行チーム type 絆.....................7-22-10
製図の授業...........................................7-09-16
青銅ＣＩＲＣＵＳ................................4-03-06

●アズールレーン●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラ
ウザゲーム版）●ストライクウィッチーズ Operation 
Victory Arrow

西部方面兵器局...................................6-10-13
Seiren 蒸留所.....................................4-12-02

●イドラ ファンタシースターサーガ

水深23cm..........................................5-03-01
●アイカツ！（TV アニメ）

スウィートテンペスト........................8-14-13
●アイドルマスター シンデレラガールズ●宇崎ちゃ
んは遊びたい！● AK-GARDEN マスコットキャラ
クター ガデ子●オトカドール●キラッとプリ☆チャ
ン（TV アニメ）●少女☆歌劇 レヴュースタァライト 
-Re LIVE- ●ドールズフロントライン● BEASTARS

（TV アニメ版）●プリパラ●ボンバーガール●ロック
マン X DiVE

株式会社SOOTANG.HOBBY.........6-12-13
SUPER昇龍軒...................................6-17-12
スオマライストゥットゥ....................8-06-01
Scarlet.Line.Factory......................4-12-17

●少女終末旅行●ドールズフロントライン●メダロッ
ト 2 ●メダロット 8 ●メダロット ガールズミッショ
ン

スカルチュラ&はにわや工房+.......6-18-11
スカルプトテイル................................5-19-06

●アリス・ギア・アイギス

Sculborns...........................................4-03-05
スガルヲトメ.......................................5-20-09

●ゼーガペイン●天体のメソッド●のんのんびより の
んすとっぷ（第 3 期）●ハートキャッチプリキュア！

スキマ堂...............................................8-07-20
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●劇
場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」●原神●サン
ダードラゴン●テラクレスタ

杉屋.......................................................7-23-14
すきやき工房.......................................7-08-08

●くまクマ熊ベアー（小説）●不思議の国の ice

素駆販堂...............................................8-08-18
●アズールレーン● Kanata Ch. 天音かなた● Fate/
Grand Order

Ｓ．Ｇ．Ｍ．工房................................4-11-15
●アリス・ギア・アイギス●紅殻のパンドラ（TV アニメ）

Scratch...............................................7-25-03
スクラップ屋.......................................7-18-02
すしねこ堂...........................................5-11-08

● SILENT HILL ● SILENT HILL 2 ● SILENT HILL 
3 ● SILENT HILL 4

鈴掛け本舗...........................................8-08-03
●穢翼のユースティア●艦隊これくしょん - 艦これ -

（ブラウザゲーム版）●まいてつ●無職転生 〜異世界
行ったら本気だす〜（TV アニメ）

ススキガレージ...................................6-15-17
●ゴジラ vs デストロイア●モンスターハンターワール
ド：アイスボーン

鈴吉.......................................................8-13-10
● ARu 子●とつくにの少女

雀Craft................................................5-14-20
studio.SAL........................................6-21-12

●ウルトラマンコスモス vs ウルトラマンジャスティス 
THE FINAL BATTLE ●ウルトラマンマックス●電光
超人グリッドマン

スタジオ.Temo...................................8-12-12
●ウルトラマン X（エックス）●ウルトラマンティガ
●ウルトラマンマックス●ウルトラマンメビウス

Studio 硅.............................................5-20-21
●蒼穹のファフナー EXODUS ●蒼穹のファフナー 
THE BEYOND

スタジオ猿分室仮設所＋klondike.......4-15-14

純喫茶ギロチン...................................8-11-03
●ウルトラマンＺ●ウルトラマンマックス●帰ってき
たウルトラマン●装甲騎兵ボトムズ

春愁堂...................................................5-12-04
●世界樹の迷宮 IV 伝承の巨神●世界樹の迷宮 V 長き
神話の果て

尚貴堂.shokido..................................8-10-01
東海林商事...........................................7-22-17
植物少女園...........................................5-18-04
女囚卍固め...........................................7-05-09

●彼女中●彼女の囀る声 黒咲練導作品集 2 ●Ｃ - 黒咲
練導作品集●指導中● lapis lazuli

白浜上野動物園...................................7-24-09
Silk.......................................................4-02-03
Silver.Back.Project.........................7-08-05

● ゆ る キ ャ ン △（TV ア ニ メ ） ● ゆ る キ ャ ン △ 
SEASON2

silvergrass.........................................6-09-12
● Fate/Grand Order

シルフ...................................................6-09-13
●グレートマジンガー（原作）●装甲騎兵ボトムズ●
マジンガーＺ（原作）

二郎工房...............................................4-06-03
●ゴジラ vs ビオランテ●ゴジラ モスラ キングギドラ 
大怪獣総攻撃

ジロー模型...........................................4-04-12
●青の 6 号（原作版）●怪獣大戦争●海底軍艦●サブ
マリン 707 ●旋風 Z ●どろろ（原作コミック）●七色
いんこ●火の鳥（鳳凰編）●火の鳥（未来編）●百物
語●プライム ･ ローズ●ロストワールド

白熊屋...................................................6-15-16
白猫屋...................................................4-06-17
シロヒゲタヲル...................................7-24-11
白船工房...............................................7-21-11
白山羊堂...............................................8-14-08

● UNDERTALE ● SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

深月の杜...............................................6-15-18
●アスラクライン（アニメ版第 1 期）●機神大戦ギガ
ンティック・フォーミュラ

仁工房...................................................7-09-04
紳士慟迷...............................................6-22-03

●ロックマン 11 運命の歯車 !! ●ロックマン X6 ●ロッ
クマン X DiVE ●ロックマン ゼロ 3

新宿玩具ターミナル............................8-10-17
人生なめなめ倶楽部............................7-20-02

●ザ・ムーン

神聖マタンゴ帝国................................8-11-06
●アイカツスターズ！ 1 年目（TV アニメ）●境界線
上のホライゾン

SYNTHETICON................................7-04-03
SHINZEN造形研究所.......................5-12-01
真・造形とかの会。............................4-21-04
シンバレード.......................................6-22-04

●グランブルーファンタジー

じんべい...............................................5-20-20
●アズールレーン

すいかクラブ.......................................5-21-08
●ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京 SOS ●モスラ
(1996) ●モスラ２ 海底の大決戦



だがしこうぼ.......................................8-07-10
● Tokyo 7th シスターズ

タガネマニア.......................................6-20-12
●まちカドまぞく

高橋企画...............................................7-22-05
多脚造形部...........................................5-23-10

●攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG ●タチコマな日々

たくおでん...........................................5-19-10
●王ドロボウ JING ●シャーマンキング（原作コ
ミック）● NO MORE HEROES 2 DESPERATE 
STRUGGLE

宅徒の部屋...........................................6-15-20
匠工房...................................................5-12-14
TAKE　DOLL　ITEMｓ..................6-07-19

●アリス・ギア・アイギス●艦隊これくしょん - 艦これ
-（ブラウザゲーム版）●フレームアームズ・ガール

Take44...............................................4-14-13
●劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」

タジマ団...............................................4-09-07
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●僕
のヒーローアカデミア（TV アニメ）

たそぽん...............................................6-07-12
●プリパラ（3 期）

ＴＡＤＡＮＯ　ＴＥＣＨ....................8-08-19
たたらアーツ.......................................6-20-20
卓球模型...............................................5-13-06

●アリス・ギア・アイギス●ゆるキャン△（TV アニメ）

TAC&ちゃわんむし...........................6-11-03
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

だっふんだぁ.......................................7-12-10
たな絵画...............................................7-12-16
タナカ・STUDIO...............................5-19-13
田中ミュージアム工房........................5-19-04

●ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒●ゴジラ vs キングギ
ドラ●ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃●小
さき勇者たち〜ガメラ〜

田辺工房...............................................4-18-05
タバスコ商会.......................................7-24-01
ダブアロ...............................................4-08-17

●アイカツスターズ！ 2 年目（TV アニメ）

DOUBLE.IMPACT............................5-19-16
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●アイド
ルマスター シンデレラガールズ●ウマ娘 プリティー
ダービー Season 2 

多摩川青春スペース............................8-11-10
●キラッとプリ☆チャン（TV アニメ）●ミュークル
ドリーミー

卵だけご飯...........................................7-05-07
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

玉手箱...................................................7-14-21
●蒼穹のファフナー THE BEYOND

たまゆら重工業...................................6-08-18
●アイドルマスター シンデレラガールズ

多良の芽...............................................4-18-06
●美少女戦士セーラームーン（原作版）

たろゐち...............................................8-12-13
●アサルトリリィ BOUQUET ●バンドリ！ ガールズ
バンドパーティ！● Fate/Grand Order

太郎デザインワークス........................6-18-05

造型りざあ堂.......................................6-08-09
● MC ☆あくしず（イラスト：じじ）●枢軸の絆●ど
くそせん

造物ひとつ...........................................5-22-10
●けものフレンズプロジェクト

造魔殿...................................................5-09-07
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●
境界線上のホライゾン●真・女神転生 III NOCTURNE 
HD REMASTER ●宝石の国（原作コミック）

そうめん生活.......................................8-13-05
● VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

続・玄米低温貯蔵庫............................8-09-03
●となりのフィギュア原型師● Fate/Grand Order ●
ヘボット！

蘇生工房３ON.....................................4-10-01
●ウルトラマンタロウ●モスラ３ キングギドラ来襲

ソタ.AND.ヒマ...................................7-22-03
sobae..................................................5-09-17

●ドロヘドロ

ソフトシェルクラブ。........................5-23-12
● Fate/Grand Order

SOFVIKATSUDOU..........................4-08-11
SOMALICRAFT.................................7-15-14
空色こよみ...........................................4-11-03

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●ドールズフロントライン

空亀.......................................................5-22-21
●ガメラ２ レギオン襲来●ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒

そらふく...............................................6-05-03
●武装神姫（フィギュアシリーズ）

SOLID&ラブチョップ.......................4-14-04
株式会社ソル・インターナショナル......6-09-02

　た
大学いも工房.......................................5-21-13

● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●星川サラ

ダイキ工業...........................................4-11-06
第三玩具...............................................7-24-14
耐震家具専門店ＪＡＪＡＮ................4-13-02
橙汁.......................................................8-12-09
ダイタイロボット................................7-28-05
タイタン...............................................7-07-04

●装甲騎兵ボトムズ●太陽の牙ダグラム

Titan.Channel ＋..............................6-12-09
大帝國ビルト.......................................7-21-15

●劇場版ウルトラマンＲ／Ｂ　セレクト！絆のクリス
タル●ミクロマン

株式会社タイトー................................1-02-01
第七加工...............................................4-01-10

●天元突破グレンラガン

（株）大日本技研..................................5-01-01
大平天国...............................................6-16-06
怠慢堂...................................................8-07-05
第４０７製作所...................................5-16-01

●オーバーロード（TV アニメ）

ダイワナデシコ...................................6-19-14
●アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ

世界龍...................................................5-03-04
●世界樹と不思議のダンジョン●世界樹の迷宮 II 諸王
の聖杯

赤兎馬...................................................5-08-12
セダーエムティ...................................6-09-16
石華工匠...............................................4-12-05
折形工房...............................................7-07-18
Z-Design............................................5-13-15

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●こ
の素晴らしい世界に祝福を！ 2 ●覇王大系リューナイ
ト アデュー・レジェンド●バジリスク〜甲賀忍法帖〜
( アニメ版 ) ● Fate/Grand Order

Z・Project+ 購買部..........................8-11-18
せとうちプロ.......................................5-21-04
是非理非否応.......................................5-16-07

●ラブライブ！サンシャイン !! ●ラブライブ！ School 
idol project

ゼブラ明治...........................................6-06-12
Seventh.Moon..................................5-10-06

●アリス・ギア・アイギス●超時空世紀オーガス

SEVENth15......................................7-09-12
● Tokyo 7th シスターズ

72GHOST..........................................4-08-19
●アリス・ギア・アイギス

セラタイ堂...........................................4-04-06
●あゝ我らがミャオ将軍●東方風神録 〜 Mountain of 
Faith. ●ドロヘドロ （TV アニメ版）

Ceramic.studio.ORSO...................7-09-10
ゼロジーアクト...................................3-05-01
ＺＥＲＯ　ＳＴＵＤＩＯ....................4-18-17
全肯定さば缶スイッチ........................7-14-18

●アイドルマスター SideM ● Fate/Grand Order

全手動販売機.......................................6-11-04
戦闘機商会...........................................6-06-01

●ゴブリンスレイヤー（TV アニメ）●探偵はもう、死
んでいる。

千年帝国...............................................7-15-02
専門学校デジタルアーツ東京............4-17-09

●アズールレーン●この素晴らしい世界に祝福を！〜
この欲望の衣装に寵愛を！〜● Fate/Grand Order ●
ゆるキャン△（TV アニメ）

ZO.MODELS.....................................7-15-09
そうあん...............................................6-19-02
造型蟻...................................................6-19-01

●崩壊 3rd

造型工房　キトラ................................7-19-12
●ウルトラセブン 1999 ●ウルトラマン 80 ●ウルト
ラマンＡ●ウルトラマンガイア●ウルトラマングレー
ト●ウルトラマンジード●ウルトラマンダイナ●ウル
トラマンティガ●ウルトラマンパワード●ウルトラマ
ンレオ●帰ってきたウルトラマン●ガメラ３ 邪神〈イ
リス〉覚醒

造形工房ＱｕｎＱｕｎ........................7-13-16
zoukei.style.......................................6-16-04

●オーバーロード（TV アニメ）● Fate/Grand Order

造形処御陀仏庵...................................5-19-07
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Fate/Grand Order

造形フォルテ.......................................6-20-06
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）



デカラビ屋...........................................6-15-03
● SSSS.GRIDMAN ●デビルサマナー ソウルハッカーズ

てけれつ工房.......................................6-07-08
デコマスラボ.......................................8-12-06
DesertRabbit....................................7-05-06

●オーバーロード（TV アニメ）

Design.of.days.................................5-05-11
でじたる造形44.................................8-13-12

●強殖装甲ガイバー

Digital.Modeling.Network.............7-18-09
decimationmasters........................5-04-03

●アークナイツ●ウマ娘 プリティーダービー（アプリ
ゲーム版）●青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を
見ない（TV アニメ）

DEATHLOLI.......................................6-18-04
●ありふれた職業で世界最強●オーバーロード（TV
アニメ）●終わりのセラフ（原作コミック）●東方紅
魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.

鉄くずモックス...................................6-13-17
手作り腕時計　ヤナイコウヘイ........6-17-06
鉄虎竜...................................................4-08-10

● Fate/Grand Order

でっど・すとっく................................4-15-02
テトラーデン.......................................8-10-12
デミプラネット...................................4-10-04

● UNDERTALE

デモリションマン................................5-20-12
TERRA................................................7-23-05
デルタクラフト...................................7-13-19

● Fate/Grand Order

照紗＆ひなたかほり............................5-08-09
てんこもりシステムズ........................5-06-03

●魔王様、リトライ！（TV アニメ）

天使の吐息...........................................6-07-04
●アイカツ！（TV アニメ）

天地会...................................................6-17-16
てんつく工芸.......................................5-20-14

●ゴジラ (1984) ●ゴジラ ･ エビラ ･ モスラ 南海の大
決闘

転倒虫...................................................5-06-11
●アメノセイ● Fate/Grand Order

dendrobium.......................................6-20-17
電脳造形研究所...................................6-08-04

●装甲騎兵ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ ザ ･ ラスト
レッドショルダー

TENBOWKISSA...............................5-02-05
●ケムリクサ

デンボク...............................................7-11-13
●雨ふり小僧●奇子●キャプテン Ken ●悟空の著作権
入門●ジャングル大帝●旋風 Z ●バビル 2 世 ( 原作 )
●ブラック ･ ジャック●ユニコ（原作版）●リンリン
ちゃん●Ｗ 3( ワンダースリー )

トイズギャラクシー............................7-23-01
TOY.SQUAD.....................................7-23-02
トイステーション................................6-02-03
12Modelers......................................8-09-21
東京アニメ・声優専門学校................4-17-07

●デビルマン（TV アニメ版）●夏目友人帳

東京フィギュア...................................3-08-01

積みゲー奮闘記...................................4-09-19
●ボンバーガール●魔界天使ジブリール episode 4

鶴の館...................................................5-16-11
●アズールレーン●プリンセスコネクト！ Re:Dive

ツンの作業机.......................................7-13-02
●アーマード・コア フォーアンサー●傷物語（アニメ
版）● Fate/Grand Order

D-ATTACK.........................................5-19-08
Ｔ＆Ｍ...................................................8-03-06
T&Ｍプロジェクト.............................7-09-01

● IT'S MY LIFE ●究極超人あ〜る●荒野のコトブキ
飛行隊●魔王城でおやすみ

T.S.WORKS.......................................8-11-17
DML機関.............................................6-09-14
TMYふぁくとり～.............................7-15-18

●フルメタル ･ パニック！ Invisible Victory

Ｔ・Ｏ・Ｐ！.......................................5-18-12
TKのハコニワ.....................................4-04-05

●からくりサーカス●劇場版「SHIROBAKO」●
Fate/Grand Order

T・G・K..............................................7-14-16
TGT......................................................8-09-09

● PHANTASY STAR ONLINE 2

TcDoLL...............................................6-06-04
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●艦
隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●ダー
ティペア（TV アニメ版）●ドールズフロントライン
●ブルーアーカイブ

T's.system.........................................4-19-10
●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー 
Season 2 ● Fate/Grand Order

T's.Facto............................................5-17-02
Dーファルス.......................................8-06-04
Ｔ－ブラザーズ...................................7-26-10
T.U.M...................................................5-20-03

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●テイルズ オブ ヴェスペリア●魔法少女リリカルな
のは Reflection

ディーラー七英雄................................5-12-06
●グランブルーファンタジー●サモンナイト 5 ●ソー
ドアート・オンライン（原作小説版）● Fate/Grand 
Order ●プリンセスコネクト！ Re:Dive

D-Works..............................................7-15-12
● Dragon's Crown( ドラゴンズクラウン )

帝國模型...............................................7-14-14
Daisy.Bell...........................................6-18-09

●プロメア

デイジーモデル...................................5-16-09
●アズールレーン●ウルトラマンオーブ●ウルトラマ
ンジード●機甲界ガリアン●機甲界ガリアン 鉄の紋章
●シン・ゴジラ●超時空要塞マクロス

定時ＤＡＳＨ村...................................8-09-15
● CITY ● Fate/Grand Order

DISCOVERY......................................4-04-03
T-Square.Lab....................................4-06-02
Ditch.Chameleon............................8-14-10

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

ディナーチップス................................5-05-05
●劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」●メイド
インアビス（TV アニメ）

たろー商会...........................................4-03-01
●王様ランキング●ゲゲゲの鬼太郎（原作）●東西妖
怪図絵●ビックリダッチ●ブリスター！●妖怪 100 物
語

タンクリサイクラーズ........................6-10-08
Ｄａｎｄｙ.Ｈｅａｒｔ.......................5-14-03

●薬屋のひとりごと（コミック）

タンドカンパニー................................6-18-13
● Gawr Gura Ch. hololive-EN ●原神● Fate/Grand 
Order ●プリンセスコネクト！ Re:Dive ● Marine 
Ch. 宝鐘マリン

タンホイザーゲート............................5-09-04
●シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、
神ゲーに挑まんとす〜●真・女神転生 III NOCTURNE 
HD REMASTER ●てるみな Neu

ちーかま...............................................7-24-06
チーム・ウルフハウンズ....................6-11-05
チェリ...................................................7-07-08
チェリーブロッサム............................7-08-11

●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（アプ
リゲーム版）●プリンセスコネクト！ Re:Dive

CHERRY.MILK..................................6-05-01
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●アイドル
マスター シンデレラガールズ●アイドルマスター ミ
リオンライブ！ シアターデイズ●ウマ娘 プリティー
ダービー（アプリゲーム版）●艦隊これくしょん - 艦
これ -（ブラウザゲーム版）●プリンセスコネクト！
Re:Dive ●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ 
feat. 初音ミク●Marine Ch. 宝鐘マリン●ラブライブ!
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

CHIKA..................................................7-15-04
地球防衛軍秘密基地本部....................8-08-17
チキンルーム.......................................5-04-07
チネチッタ...........................................5-21-16
チャイニーズマフィアオガモト........7-15-16
チャイラテ...........................................4-07-08
ＣｈｉｌｄＧｕｉｄａｎｃｅＣａｎｂａｄｇｅ......4-03-02
中華料理屋　恩珍軒............................7-11-04

●ウルトラセブン●ウルトラマン 80 ●ウルトラマン
Ａ●ウルトラマンガイア●ウルトラマンタロウ

蝶翅堂...................................................6-07-18
ちょこ...................................................6-13-03
CHOCOLATE.UNIT.........................6-08-08
チョビラマ...........................................5-14-19
ちるどれんたいむ................................7-17-02
一日屋...................................................4-16-03

●血界戦線 & BEYOND ●夢幻紳士●ワンルームエン
ジェル

つく模...................................................5-08-16
●アリス・ギア・アイギス

月雲紅葉...............................................6-09-18
つちねこＤ－ｓｉｄｅ........................6-13-02

●ありふれた職業で世界最強

つつじのみつ.......................................5-16-03
●アズールレーン

つてせ屋...............................................8-05-05
●アズールレーン●うちの姪姉妹が誘惑してくる。●
Shadowverse( シャドウバース )

つのち工房...........................................4-16-16
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

ツバメトイ...........................................6-06-11
株式会社円谷プロダクション............3-09-01



ナムチャン...........................................6-10-20
なめとこ堂...........................................5-11-17

●メカ生体ゾイド ( トイシリーズ )

南国フルーツ野郎................................5-23-02
なんでもいい屋...................................7-23-08
221B戦記..........................................6-21-17

●創星記（ｲﾗｽﾄ：横山宏）● Ma.K.

にーぶやー工房...................................7-08-07
●アサルトリリィ BOUQUET ●アリス・ギア・アイ
ギス●御城プロジェクト :RE

二月の丘＆ターボ基地........................4-09-06
肉男爵倶楽部.......................................6-18-06

●蜘蛛ですが、なにか？（TV アニメ）

にく日記...............................................8-09-20
●アイドルマスター シンデレラガールズ●アイドルマ
スター ミリオンライブ！ シアターデイズ●ポンコツ
ちゃん検証中

nico-labo.............................................4-09-16
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●美
少女戦士セーラームーン（原作版）

虹色.......................................................8-11-11
二次元分離帯.......................................7-20-10

●ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ●ペルソナ 3 
ポータブル

日日雑貨屋...........................................6-19-17
にとのつき...........................................5-16-17

●アイドルマスター シンデレラガールズ●すべての人
類を破壊する。それらは再生できない。●八十岡翔太
物語

にぼし筋肉...........................................7-18-04
●スレイヤーズ REVOLUTION（アニメ版）

にゃちだーや.......................................7-19-14
●月に寄りそう乙女の作法

猫月堂...................................................5-23-16
●アリス・ギア・アイギス

にゃんころもち工房............................4-08-08
●アイドルマスター シンデレラガールズ●僕のヒー
ローアカデミア（TV アニメ）

Nyanster............................................8-10-19
NyanNU..............................................5-02-11

●アークナイツ●ネコぱら

ニューゲームズオーダー....................2-07-02
ニロサココニコ...................................5-16-19

●放課後ていぼう日誌（コミック）

にわつむり...........................................7-02-07
●ドールズフロントライン

縫月堂...................................................5-11-04
ぬくせる...............................................6-15-13

●まちカドまぞく

ぬのまる堂ＶＳパンダ屋本店............5-23-15
●ミクロマン

沼地の河豚...........................................6-15-06
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

ネイティブ...........................................1-13-01
Neighbor.Totoro..............................7-22-13
姉、ちゃんと造形しようよっ！........4-02-08

●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（ア
プリゲーム版）● Fate/Grand Order ●ゆるキャン△ 
SEASON2

ドリームロケット................................8-09-16
トリスメギストの分室........................5-12-13

●プリンセスコネクト！ Re:Dive ●ワンダーモモ

☆トリックスター☆............................8-10-03
鳥のあんかけ.......................................6-17-07
Torinos................................................4-14-21

●女の友情と筋肉●ドロヘドロ●モブサイコ 100 II
（TV アニメ）

Triph@.................................................7-12-04
●蒼き流星 SPT レイズナー●宇宙戦艦ヤマト 2202 愛
の戦士たち●新世紀 GPX サイバーフォーミュラ●新
世紀ＧＰＸサイバーフォーミュラ SIN

ドリ・フター.......................................5-11-03
●まんがどうして物語●まんがなるほど物語●まんが
はじめて物語

ＤＯＬＬＣＥ.......................................6-05-08
Dreadnought.....................................8-03-11
Traumerei...........................................7-10-05

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●
Fate/Grand Order

Drop.Trap...........................................7-20-20
ドロボッチ300メートル.................7-10-18
TWILIGHT.HORIZON......................5-04-04

●劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」●電脳
コイル●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet 
Devil. ● Fate/Grand Order

豚足.......................................................4-11-09

　な
ナイトウモデルズ................................6-20-03
ないとめあくりえいつ........................4-01-05

●ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ●艦隊これく
しょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

ナイニー...............................................4-08-05
●フレームアームズ

内務省...................................................7-25-04
中井造形廠...........................................5-12-08
長岡香料株式会社................................1-05-01
なかはらワークショップ....................6-19-08

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

中村商店...............................................7-25-01
なかよし...............................................7-09-08
投げやり大空寺！................................4-19-06

●スカルガールズ

なごや...................................................5-14-07
●勇者特急マイトガイン●ゆるキャン△（TV アニメ）

ななかまど...........................................6-12-04
なにがし屋...........................................7-23-04
NanoKid..............................................5-21-14
嬲ってください...................................4-14-06

●アズールレーン

なべやきだんご...................................7-21-08
なまず屋...............................................7-23-07
生ハムメロンのTシャツ...................4-07-17

● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ● THE 
IDOLM@STER MILLION LIVE ! ●ウマ娘 プリティー
ダービー（アプリゲーム版）

Nami.Kikaku......................................7-15-15
●ウルトラマン●ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣
総攻撃●新ゲゲゲの鬼太郎●シン・ゴジラ

TOKYO.MODELING........................6-10-10
統合幕僚地球防衛軍............................6-08-07
童人.......................................................5-17-08

●女主任・岸見栄子● Fate/Grand Order ●まちカド
まぞく

頭足人...................................................5-04-12
●ガメラ２ レギオン襲来●ゴジラ vs ビオランテ●ゴ
ジラ ファイナルウォーズ

藤堂高行...............................................6-07-10
透明標本Clair.....................................7-16-03
道楽商会...............................................6-06-08

●アイカツ！（TV アニメ）●アイカツスターズ！ 1
年目（TV アニメ）●アイドルマスター シンデレラガー
ルズ●ドールズフロントライン

道楽模型堂...........................................8-14-09
●蒼き流星 SPT レイズナー●機動警察パトレイバー２ 
the Movie ●機動警察パトレイバー ON TELEVISION

トゥルーデ...........................................8-05-09
桐和機巧...............................................7-07-13

●アリス・ギア・アイギス●創彩少女庭園

ドールハウス宇都宮............................5-02-01
●超音戦士ボーグマン● VOCALOID3 Megpoid

土管ハウジングセンター名古屋........4-15-08
●映像研には手を出すな！（TV アニメ）●艦隊これく
しょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●幼女戦記（TV
アニメ版）

ドグ・マッコィ商会............................7-22-07
時計草の館 /YOMAX360/ 武匠.....7-08-02
ドスカス...............................................6-05-02
DOSS.CAFE.エクセレント..............5-14-14

●ガチャフォース●冥王計画ゼオライマー

とっか道...............................................4-16-05
●ウルトラマンゼアス●ウルトラマンパワード●ヘ
ボット！

凸ノ字画房...........................................4-02-04
●ボーダーブレイク

トトたった...........................................7-20-14
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

tonerico..............................................6-22-11
とびでや...............................................5-20-05
TOPOS................................................6-12-10

●アズールレーン

とみ屋...................................................7-07-10
●アリス・ギア・アイギス●けものフレンズプロジェ
クト●武装神姫（フィギュアシリーズ）

トムトムバーガー................................7-11-17
●ウルトラマンレオ●怪奇大作戦●帰ってきたウルト
ラマン●ゴジラ対ヘドラ

TOMOPREPA&b-konno.................7-14-03
●劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた
神速のＡＬＦＡ - Ｘ』●新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

TRY-3..................................................7-05-05
●ドールズフロントライン●ミニアニメ　どるふろ

トライ1...............................................6-05-05
ドラゴンドロップ................................7-26-06
Ｔｒａｓｈ　Ｂｏｘ............................5-16-10

●五等分の花嫁（TV アニメ）

とらの会...............................................5-09-06
● Fate/Grand Order

Ｄｒｅａｍｍａｓｋ..Ｓｔｕｄｉｏ......6-07-17



パピンチョパペッピポ........................8-04-06
●初音ミク -Project DIVA- F 2nd ● Pekora Ch. 兎
田ぺこら

pappet.busterd................................5-12-12
●アイドルマスター シンデレラガールズ

Hamin_gja..........................................5-22-01
●アイドルマスター シンデレラガールズ●アイドルマ
スター シンデレラガールズ（TV アニメ版）●ウマ娘 
プリティーダービー Season 2 ●境界線上のホライゾ
ン●健屋花那● Fate/Grand Order ●私がモテないの
はどう考えてもお前らが悪い！（原作コミック）

はむすた工房.......................................4-17-03
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

ばらの姫君...........................................6-07-03
●カードキャプターさくら（原作コミック版）●機動
戦艦ナデシコ●劇場版 機動戦艦ナデシコ●日常（TV ｱ
ﾆﾒ版）● Fate/Grand Order ●魔法のプリンセス ミン
キーモモ（1982）

Paralyzing.Toyz................................7-18-13
●悪魔くん●ウルトラセブン●ウルトラマンガイア
●劇場版 機動戦艦ナデシコ●ゲゲゲの鬼太郎（原作）
●新幹線変形ロボ シンカリオン●スペクトルマン●
DARK SOULS（ダークソウル）●戦え！超ロボット
生命体トランスフォーマー●電光超人グリッドマン●
どろろ（原作コミック）●フランケンシュタイン対地
底怪獣（バラゴン）●レッドマン

バリ北...................................................5-10-12
●ウルトラマンオーブ●地球攻撃命令ゴジラ対ガイガ
ン

HARIKEN商店...................................7-21-16
はるきくりえーしょん........................5-11-20
はる☆どり...........................................7-04-11
HALVAL..............................................6-08-21
バレットモンク...................................8-11-15
パロン工房...........................................8-05-03
Baronsdoor........................................7-23-12
パン.......................................................7-07-02

●バンドリ！ ガールズバンドパーティ！

半眼工房...............................................8-04-01
はんけつ屋商会...................................7-25-09
はんけつ屋商会竜ヶ崎店....................6-11-02
BanshuBuddha................................4-15-17
パン亭...................................................4-17-12

●逆転裁判 3 ● Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ●
Fate/Grand Order

ハントめいとベア................................6-12-02
●アークナイツ●プリンセスコネクト！ Re:Dive

はんなり堂...........................................6-17-15
P&Pファクトリー.............................4-07-04
株式会社.ピーエルエム.......................1-07-02
PoNR...................................................7-19-05
PQP.....................................................5-22-16

●アイドルマスター シンデレラガールズ

B計画でいこう...................................7-20-07
●アイドルマスター シンデレラガールズ

Piece...................................................5-22-14
P.B.Builders.......................................4-16-06

●グラディウス（アーケードゲーム）●ゼビウス ファー
ドラウト伝説●ファンタジーゾーン●マッピー●有人
潜水調査船しんかい 6500

Bプラン...............................................7-08-16
B´full..................................................1-06-01

爆炎乳...................................................7-28-08
●九条 林檎●十三機兵防衛圏●聖刻群龍伝●電脳戦機
バーチャロン オラトリオ・タングラム

覇車.......................................................5-17-05
● Fate/Grand Order ●ヘルシング

歯車工房.gear.works........................4-10-08
●フレームアームズ●フレームアームズ・ガール

爆裂外道組...........................................6-01-03
BKT-26...............................................8-09-01

●ボンバーガール

ハコ帝国...............................................5-05-02
●アズールレーン●ブルーアーカイブ

はこむす...............................................8-13-19
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●モ
子ちゃん

羽衣らっこ屋.......................................5-23-14
土師器店...............................................5-05-12

●さよならを教えて 〜 comment te dire adieu 〜

恥じらい堂...........................................6-06-03
八音式...................................................5-23-08

● Suisei Channel

８３℃...................................................4-17-04
●ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ● Fate/
Grand Order ●名探偵コナン（TV アニメ版）●ゆる
キャン△（TV アニメ）

はちみつからし...................................7-04-08
●魔法少女にあこがれて

ハッカ...................................................7-15-03
●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミク● Fate/Grand 
Order

八極堂...................................................8-06-08
Hush-Hush........................................5-03-02

● Fate/Grand Order ●ブラックスター -Theater 
Starless- ●ラッキードッグ１

PassionTank.....................................4-06-13
●シン・ゴジラ

ばってん茶屋.......................................7-22-11
hatsutorin..........................................4-19-09
はっぴーベル.......................................7-15-01

●ウルトラマン X（エックス）●絶対無敵ライジンオー
●ミクロマン●勇者エクスカイザー●勇者警察ジェイ
デッカー●勇者シリーズ（タイトル併記）●勇者聖戦
バーンガーン●レインボー戦隊ロビン

ハッヒホッタ屋...................................8-09-22
パテ・ブリンガー................................7-15-13

●ふしぎの海のナディア

パテもり蕎麦　ｗｉｔｈ　香銘........7-10-09
●機動警察パトレイバー ON TELEVISION

花燈カラン：........................................7-19-09
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS

鼻毛カッター.......................................5-20-15
パナシュ...............................................5-02-06
Hanamusic........................................5-23-19
HoneySnow.......................................6-05-16
ハニースピッツ...................................8-08-06
はにホビ本舗.......................................7-24-08
ぱぱぱんだ...........................................8-08-20

● Fate/Grand Order

NEO.PLAYERONE...........................5-14-21
●メカ生体ゾイド ( トイシリーズ )

ねこうどん工房...................................5-03-11
●蒼穹のファフナー

猫地蔵...................................................7-03-01
猫背の郡隊...........................................5-22-05

● THE IDOLM@STER MILLION LIVE ! ●アイドル
マスター ミリオンライブ！ シアターデイズ● KING 
OF PRISM -Shiny Seven Stars-

ネコにかぎ針.......................................6-18-03
● Fate/Grand Order

猫のデザイン事務所............................8-09-19
ねこみんと。.......................................5-10-10

●アークナイツ●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラ
ウザゲーム版）● Fate/Grand Order

nekoworks.........................................4-04-11
ねんど星人...........................................5-17-03

●ゴジラ (1954) ●モンスターハンタークロス

NorthStar/DeadPool......................5-11-07
のぐっぽ...............................................7-09-14
のじま鎮守府.......................................5-12-17

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

のすともろ...........................................5-09-05
●アイドルマスター シンデレラガールズ●ラブライ
ブ ! サンシャイン !! The School Idol Movie Over the 
Rainbow

のた坊主...............................................6-21-14
NOBE-CHIN.......................................7-13-04
のもぴ～...............................................4-18-03

●青の騎士ベルゼルガ物語●装甲騎兵ボトムズ

のらりのろ...........................................6-16-17
のりしろ...............................................8-13-01
ノリモータース...................................5-08-04

●装甲騎兵ボトムズ●太陽の牙ダグラム●ボトムズ
ファインダー

のん太...................................................6-23-02
● # コンパス 【戦闘摂理解析システム】●電脳天使ジ
ブリール

　は
HARKEY.collection.........................6-16-10

●七星闘神ガイファード

Heartstrings.....................................4-07-13
● Fate/Grand Order

ハーブ農園...........................................5-11-19
Hermit.Crab.......................................5-11-12

●アズールレーン●ドールズフロントライン

バーミンガム.......................................7-22-09
hyena...................................................5-18-18

●アリス・ギア・アイギス

入る＆出る...........................................7-09-09
●覇界王〜ガオガイガー対ベターマン〜● Fate/
Grand Order ●プリンセスコネクト！ Re:Dive ●ベ
ターマン

HOW2WORK.....................................4-14-14
HAGER模型分室...............................4-08-02

●メカ生体ゾイド ( トイシリーズ )

鋼桜.......................................................6-20-13



船ハムカツ...........................................6-10-16
● beatmania IIDX 19 Lincle ●プリンセス・プリンシ
パル

部品取車庫...........................................8-09-13
●異世界はこう抜く●うちの師匠はしっぽがない●
Fate/Grand Order

冬風クリエイト...................................5-11-13
冬型気圧配置.......................................6-08-06
冬空ゴシック.......................................5-14-01

●あいりすミスティリア！〜少女のつむぐ夢の秘跡〜

株式会社プライム1スタジオ...........1-10-01
FLYING.MEGALOPOLIS.................f.(4 ﾎｰﾙ )
BLIND.RABBIT.................................7-13-06

●ゴブリンスレイヤー（TV アニメ）●大怪獣バトル 
ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE

ブラジリアンメガネ............................7-10-22
ぷらすちっくアソート+....................6-07-07

● Fate/Grand Order

PLASTIC.GARDEN.........................8-10-08
●この素晴らしい世界に祝福を！

+tic......................................................7-14-06
Hracka................................................7-04-10

●宇宙エース●ハクション大魔王（1969 年）

BLACK..DOG....................................7-25-14
ブラックラビット................................8-07-15
ブラックロケットラボ........................6-11-13
BLOODYTRIGGER..........................6-12-11
ブラッドサッカー................................7-10-06

●宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち

FLAT.FIELD.FACTORY..................7-03-02
●メカ生体ゾイド ( トイシリーズ )

ふらっと☆ぶらっと............................6-19-05
●とんがり帽子のメモル●風姿十二花

flat ☆ flan...........................................7-05-04
フラットベース...................................7-12-06

●太陽の牙ダグラム●手塚治虫キャラクター● Ma.K.

ふらっとわーく！................................6-13-14
●東方妖々夢 〜 Perfect Cherry Blossom. ●ドールズ
フロントライン

FLUFFY.HOUSE..............................6-12-06
ふらっぺ...............................................8-04-03
Flamme.Rouge.................................4-02-11

●からかい上手の高木さん

プラモ尼崎城.......................................5-06-13
プラモ大作戦.......................................7-26-04
プラモデル歓喜力行団........................6-09-01
flalalamingo.......................................8-13-04

●３月のライオン●センコロール コネクト● Fate/
Grand Order

flower.garden....................................6-06-17
フリー.フォーリン..............................4-14-07

● NAVY GROUND 152 ● NAVY FIELD 152 ●メガ
ゾーン 23

Free.Walker.......................................6-21-15
● PSYCHO-PASS サイコパス●ドールズフロントラ
イン●フレームアームズ・ガール

フリークス・クリーク........................5-16-18
フリージアエンタープライズ............7-16-01
ＦＲＥＥ.ＳＴＹＬＥ！.......................7-09-06

Bingo.Toys........................................5-04-01
face/ ファーチェ................................8-02-05
5Ax......................................................7-21-09
ファニバニ...........................................4-11-12

●機動警察パトレイバー（コミック）● SHORT 
PEACE　- 武器よさらば -

FUANTASSICK.................................7-28-06
ふぁんだめんた...................................5-23-11

●アリス・ギア・アイギス● Fate/Grand Order

V.R.F....................................................5-20-19
●獅堂リオ●四ツ辻まよい

フィギュア王×ＣＣＰ........................3-07-01
フィギュアバンク................................8-11-05
Figurama.Collectors.......................1-11-01
V1models..........................................6-10-19
風雲再起...............................................4-09-10

●ヴァンパイア●ストリートファイター V

ぶーすけカンパニー............................6-17-03
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

boostized.euphoria.........................5-18-13
Hootalinqua.......................................6-12-07
株式会社フェーズシックス................4-06-14
Fe 部＋.................................................8-08-12
femtogram.........................................4-08-15

●アズールレーン●ドールズフロントライン

Forever................................................5-06-09
●七星闘神ガイファード●電脳警察サイバーコップ●
不安の種 +

Foret....................................................5-08-06
ふぉるてや...........................................5-19-12

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

forest.cat.works..............................6-16-01
深爪。...................................................5-14-12
不完全変態...........................................5-06-01
武士堂...................................................7-10-03
FUJIMAKI...........................................5-10-11

●オトカドール

富士屋のチンネンサン........................4-09-12
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●
ラブライブ ! サンシャイン !! The School Idol Movie 
Over the Rainbow

フジヤマサンカク................................7-02-10
● Gawr Gura Ch. hololive-EN ● Pekora Ch. 兎田
ぺこら● Marine Ch. 宝鐘マリン

藤山螺旋...............................................7-01-02
●ストライクウィッチーズ（TV アニメ）●ブレイブ
ウィッチーズ

豚鍋の家...............................................6-19-13
●ゆるキャン△（TV アニメ）

部長部...................................................4-11-08
●アニマエール！ （TV アニメ）●ウマ娘 プリティー
ダービー（アプリゲーム版）● SHOW BY ROCK!! 
ましゅまいれっしゅ !! ●大図書館の羊飼い -Library 
Party- ●まちカドまぞく

仏印 (ブツマァク )..............................7-15-06
物欲堂...................................................5-23-21

●ストライクウィッチーズ 2（TV アニメ）

プニ court...........................................7-15-07
●東方鬼形獣 〜 Wily Beast and Weakest Creature.
● Fate/Grand Order

P-UNiT&P'z........................................8-03-12
Hi-raging-2629................................5-17-01
ピカ銃のスーパーハイパーギャラクシーショップヨタ......5-03-12
干潟為四...............................................4-19-02

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●グ
ランブルーファンタジー

びけっと・ふぇんす！........................5-09-03
●アリス・ギア・アイギス

非公認造形部・バレリバ妄想団........4-14-17
● SSSS.GRIDMAN ●デビルマン対ゲッターロボ●マ
シンザウラー

ビジュアドール...................................6-05-13
飛翔少年...............................................6-19-18
Ｂ－ｓｈｏｐ.......................................7-10-10

●魔入りました！入間くん（コミック）●ロード・エ
ルメロイ II 世の事件簿 - 魔眼蒐集列車 Grace note-

ビスケット工房...................................7-15-17
●蒼穹のファフナー EXODUS

bisvan..................................................7-13-01
●冴えない彼女の育てかた 恋するメトロノーム●ダー
ウィンズゲーム●太陽の牙ダグラム

ひだめ屋...............................................5-11-21
ビッグディーラー................................7-28-02

●ドールズフロントライン●僕のヒーローアカデミア
（TV アニメ）

ピッコロモデルファクトリー............6-10-03
羊堂.......................................................8-11-12
ひとみ亭...............................................4-01-07

●ホチキス●女神異聞録ペルソナ

ヒナタボコ製造部................................4-11-18
● pop'n music ラピストリア● REFLEC BEAT 
colette

日向者＋プロ厨房................................7-20-04
日之出屋...............................................7-22-12
日ノ元重工...........................................5-14-15
ひふみ造形室.......................................4-01-08

●美少女戦士セーラームーン（原作版）

ひまつぶし...........................................5-14-04
ひまわり屋...........................................4-03-03

●グランベルム●伝説の勇者ダ ･ ガーン●のんのんび
より（TV アニメ）

Ｐｕｒｅ　Ｄｒｏｐ............................6-07-06
瓢箪山電気´......................................6-20-08

●鉄道むすめ　黒潮しらら●鉄道むすめ　星川みほし
●にじさんじバーチャルライバー共演（複数キャラ併
記）

ひよひよくらぶ...................................8-01-03
株式会社ピラミッド.模型部...............7-15-10
ヒラメイド...........................................4-10-03
昼飯工房...............................................6-06-16
ヒロイン工房たんぽぽ........................5-13-01

● GATE　自衛隊　彼の地にて、斯く戦えり（TV ア
ニメ版）●冴えない彼女の育てかた♭（TV アニメ版）
● Fate/Grand Order ● Fate/stay night ● Fate/
stay night [Heaven's Feel]●魔法つかいプリキュア！

PINKY&FLOWER.............................7-21-10
ＰＩＮＫＴＡＮＫ................................7-14-10
PINK..PANDERS.............................7-04-01

●吸血鬼すぐ死ぬ●進撃の巨人（原作）●葬送のフリー
レン●地球へ…（原作コミック）●竜と勇者と配達人



哺乳瓶でドリンクを飲む....................5-13-19
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

「骨」.......................................................8-08-16
HONEMITS× ARCLESS...............7-04-07

● Ma.K.

ホビーストック...................................2-07-04
ホビーベース.......................................7-27-01
株式会社ポプルス................................7-07-06
ポヨンマックスとSABAとあきづき......4-10-05

●アイカツ！（TV アニメ）●メイドインアビス（TV
アニメ）●ルーンファクトリー 4 スペシャル

ホライジング.......................................6-18-01
●ガメラ対大悪獣ギロン●キングコング対ゴジラ●ゴ
ジラ (1954) ●ゴジラ vs キングギドラ●ゴジラ vs ス
ペースゴジラ● Phantom core

ポララ...................................................7-04-13
●マクロス７

ポリゴノイズ.......................................4-06-07
●アイドルマスター シンデレラガールズ●アイドルマ
スター ミリオンライブ！ シアターデイズ

Vol.12.................................................6-07-02
●Fate/stay night [Heaven's Feel]●HORNISSE（ホ
ルニッセ）

Ｂｏｒｕｔｉ !.....................................4-09-15
●天穂のサクナヒメ

ぼるちも屋...........................................4-11-05
●アズールレーン

Vortex.................................................5-23-17
● TIGER & BUNNY ●プリンタニア・ニッポン

ほわいとぼっくす................................4-14-16
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●
Noel Ch. 白銀ノエル

ぽん.......................................................5-14-06
● Fate/Grand Order ●文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬
怪奇譚●鬼灯の冷徹（原作）

HonkyTonk.........................................7-12-09
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

本田浩二商会.......................................7-21-14
ぽん帝国...............................................5-08-18

● DARK SOULS III（ダークソウル 3）

煩悩亭...................................................8-06-02
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
● Fate/Grand Order

ボンバーモデルズ................................7-10-15
● Fate/Grand Order

　ま
MA-SA.................................................8-06-05

●グリザイア：ファントムトリガー●ココロネ＝ペ
ンデュラム！●ねこツク、さくら。●ネコぱら●は
ぴねす！ 2 SakuraCelebration ●姫と乙女のヤキモ
チ LOVE ●まいてつ -pure station- ●まいてつ Last 
Run!! ●リアライブ●リアルエロゲシチュエーショ
ン！ 2 ●若葉色のカルテット

マーチンモデリングファクトリー.....4-14-09
●フレームアームズ

マーブル...............................................4-14-12
●ペルソナ 5 ザ・ロイヤル

別宅106.............................................5-22-11
● Fate/Grand Order

ペットショップ＆フラグシップ........6-08-02
●荒海の槍騎兵 ●不屈の海●無限のリヴァイアス●メ
ガゾーン 23 PART-II

HEADLONG.......................................6-21-04
Heterobart.........................................8-08-09

●メダロット 4 ●メダロット 8 ●メダロット S ●メダ
ロット navi

へなちょこ同盟...................................6-21-08
●アイドルマスター シンデレラガールズ●ウマ娘 プ
リティーダービー（アプリゲーム版）●魔法少女育成
計画

へなちょこぱんち................................7-24-05
●痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

（TV アニメ）●盾の勇者の成り上がり（TV アニメ）
●魔王学院の不適合者 〜史上最強の魔王の始祖、転生
して子孫たちの学校へ通う〜（TV アニメ）

紅ビーム水戸支店................................8-10-09
●アリス・ギア・アイギス

べにや...................................................6-13-11
●青の騎士ベルゼルガ物語

部屋の片隅...........................................6-21-13
●アリス・ギア・アイギス●ボーダーブレイク

HeraPublishing................................5-12-18
へりくろ堂...........................................7-12-12

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●プ
リンセスコネクト！ Re:Dive

べるく工房...........................................8-08-10
株式会社ベルファイン........................3-07-02
BelleMaPoupee................................6-07-09
辯天鋼...................................................7-10-19

●ドールズフロントライン● PHANTASY STAR 
ONLINE 2

放課後リボル部...................................4-09-02
●帰ってきたウルトラマン●ガメラ３ 邪神〈イリス〉
覚醒● Fate/Grand Order

ボウズロケット...................................5-18-10
●アズールレーン

坊24....................................................4-07-15
暴風中の紙飛行機................................5-14-17

●狼と香辛料●東方紅魔郷 〜 the Embodiment of 
Scarlet Devil.

ボークス...............................................2-02-01
Born.to.make....................................5-09-16
Pocket's.Gunsmithing...................6-10-07
ぽけっと倉庫.......................................7-01-05

●機甲猟兵メロウリンク●ゴジラ対メガロ●十三機
兵防衛圏●装甲騎兵ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ
CRIMSON EYES ●装甲騎兵ボトムズ ビッグバトル●
勇者警察ジェイデッカー

ポゴナ造形...........................................7-07-19
● Ma.K.

josenoshin.........................................4-15-05
ぽっちんぐ！.......................................5-20-13

●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミク

PopgrouP...........................................7-20-16
●この素晴らしい世界に祝福を！●とある科学の超電
磁砲●ひそねとまそたん

ぼと吉ガレージAnnaRed................5-08-17
●青の騎士ベルゼルガ物語

株式会社フリースタイル....................7-21-06
Flitzer...................................................7-25-07
Blueback............................................7-04-12
Blue.Rare.Steak..............................5-23-04

● ARIA The CREPUSCOLO ●ウマ娘 プリティー
ダービー（アプリゲーム版）

ふるさと教室実行委員会....................7-26-07
fullscale..............................................5-18-02

●えま★おうがすと● Fate/Grand Order ●崩壊 3rd

bullstudio.m.s...................................4-08-13
Pluto.kiss...........................................4-06-05

●ふしぎの海のナディア

Full.Blast.Works..............................4-14-03
●プリパラ（3 期）

Plainswalker......................................5-19-15
●アーマード ･ コア●アーマード ･ コア２●アーマー
ド・コア ヴァーディクトデイ●アーマード ･ コア プロ
ジェクトファンタズマ

Planeswalker....................................6-16-05
●ロックマン２●ロックマンエグゼ 5 ●ロックマン
X3 ●ロックマン X DiVE ●ロックマン ギガミックス

Prestage............................................8-09-17
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●ウマ娘 プ
リティーダービー（アプリゲーム版）

ブレブレ...............................................4-08-12
●どろろ（2019 年版 TV アニメ）●ポプテピピック（TV
アニメ）●ゆるキャン△ SEASON2

プロジェクト破裏拳............................5-13-05
●装甲騎兵ボトムズ●装甲騎兵ボトムズ 孤影再び●装
甲騎兵ボトムズ ビッグバトル

Project.Blue.Moon..........................6-05-12
●劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising- ● TIGER 
& BUNNY

プロトタイプ.......................................6-13-04
●無限のリヴァイアス

ProtoHobby.......................................6-20-14
● Fate/Grand Order

プロパー屋...........................................5-10-07
プロレタリアラビット........................5-09-15

● Okayu Ch. 猫又おかゆ● Korone Ch. 戌神ころね●
Shion Ch. 紫咲シオン● Mio Channel 大神ミオ

文明失格...............................................4-15-11
●機神幻想ルーンマスカー●交響詩篇エウレカセブン
●コードギアス ナイトメア・オブ・ナナリー●レガリ
ア The Three Sacred Stars

BEAR.PLANET.................................8-14-01
Bear.Molding....................................5-14-16
ベアモデル＆ドラゴンボーイ............7-08-09
HEY......................................................8-06-10

● Fate/Grand Order

弊社.......................................................7-17-03
● HEXA GEAR（ヘキサギア）

平八座禅.vs.B カンパニー.................6-17-01
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●椎名唯華●月ノ美兎

BABYPONTAROU...........................5-14-13
●十三機兵防衛圏●ベルセルク

ペインターネット................................4-08-07
ぺこぽこ...............................................7-18-03



ミラージュ.オーシャン.......................6-09-07
●宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち● Ma.K. ●レッ
ドサン ･ ブラッククロス

ミラーボール娘。はるか....................5-11-22
未来戦車創造堂...................................6-15-02

●アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ

ミリタリーアイテム　ギガント........6-10-01
ミリメートルモデリング....................5-08-11

●美少女戦士セーラームーン（原作版）● Fate/
Grand Order ●魔法つかいプリキュア！

ミリワークス (重戦車工房 )..............4-01-06
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●フ
レームアームズ・ガール

MILKSEAFOOD................................4-10-10
●アリス・ギア・アイギス

ミロ.......................................................6-09-11
夢風人工房...........................................4-09-14
moonchild..........................................5-11-14
無機物☆あんこ...................................7-16-04
無機物置...............................................7-07-14

●アークナイツ●アズールレーン●崩壊 3rd

むぐらもち...........................................4-07-02
●血界戦線 & BEYOND ●さらざんまい

武蔵野コンブ工房................................5-08-19
muscuto.............................................6-13-15

●アリス・ギア・アイギス● PHANTASY STAR 
ONLINE 2 ● Fate/Grand Order

無敵艦隊...............................................7-10-01
●超時空要塞マクロス 愛 ･ おぼえていますか●ふしぎ
の海のナディア

ムテキボイラー...................................8-11-04
●おジャ魔女どれみ 16・17 ●黒鉄・改 KUROGANE-
KAI

村里屋...................................................4-19-13
村瀬材木店...........................................5-04-05
ムラマツ.アユミ..................................6-20-19
メイニア...............................................6-16-16
メガスカルプチャ................................5-21-02
メカベー...............................................7-06-02
METALBOX.......................................4-02-05
METAL野郎........................................5-16-08

●対魔忍 RPGX ●はたらく細胞（TV アニメ）

株式会社メディコス・エンタテインメント.....1-04-01
MEDIC.................................................6-10-05
メルボックス.......................................4-12-06

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）
●ケムリクサ●けものフレンズプロジェクト

メロンソーダ.......................................6-08-17
● Fate/Grand Order

めんたむぱきっと................................5-20-07
●ご注文はうさぎですか？？●ソードアート・オンラ
イン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン（TV ア
ニメ）●ねんどろいど●ハイスクール・フリート●私
に天使が舞い降りた！（TV アニメ）

妄想工作所...........................................5-12-20
猛毒稲妻模型部...................................7-17-01

●東方妖々夢 〜 Perfect Cherry Blossom.

萌えカスっ...........................................5-04-08
●くまクマ熊ベアー（小説）●月姫 -A piece of blue 
glass moon-

万偶祭...................................................7-11-09
マンショニャッガー............................5-08-02

●アリス・ギア・アイギス

満足村...................................................7-09-13
●ストライク・ザ・ブラッド IV（OVA）●ドールズフ
ロントライン● Fate/Grand Order ● BLAZBLUE　
CENTRALFICTION

Munchkin............................................4-18-13
満腹亭...................................................7-07-16
MIEHAR　PROJECT.......................6-06-15

●機甲猟兵メロウリンク●ワールドトリガー（原作コ
ミック）

meemie...............................................5-17-13
●テレビくん●のんのんばあとオレ

みぃ・らぼ＆ちきんだっくＥＸ .......7-11-01
● ARIA ●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲー
ム版）

美入野工房...........................................5-10-01
mio.Doll...............................................6-07-05

● THE IDOLM@STER SHINY COLORS ●アイドル
マスター シンデレラガールズ● Fate/Grand Order

三河屋...................................................7-24-02
みかんかっぱ.......................................4-04-07

●牙狼 (GARO)

右足ぴぃ工房.......................................7-21-01
●シュヴァルツェスマーケン 殉教者たち

三毛玩具...............................................4-11-14
三毛労...................................................7-14-07

● R-TYPE FINAL ● WOLF FANG

水色病...................................................5-10-03
● B: The Beginning

みずうみの底.......................................6-18-14
●あいりすミスティリア！〜少女のつむぐ夢の秘跡〜
●アサルトリリィ Last Bullet ●魔王の娘は世界最強
だけどヒキニート ! 

ミスカトニック大学ダニッチの会.....5-23-18
御園我楽多堂.......................................8-08-21

● Fate/Grand Order

道乃奥（みちのく）工房....................6-18-07
●ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒●モンスターハンター
ワールド：アイスボーン

ミツッ...................................................7-19-10
●特装機兵ドルバック

三つ巴造形...........................................7-03-11
みつみどう...........................................8-14-12

●ハクメイとミコチ

mido.....................................................7-11-18
●グランブルーファンタジー

水戸こんどり屋...................................6-05-04
MIDORO.............................................4-02-07

●弱虫ペダル（原作版）●龍が如く 7 光と闇の行方

Miniature.planet..............................1-08-02
MIMIX..................................................8-13-11

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）

眉目麗し...............................................7-18-12
●魔導物語Ⅰ

みやざわボエ～...................................7-02-09
●スルガニャン●ソニック･ザ･ヘッジホッグ２●ファ
ンタジーゾーン●へべれけ

まぁぼ～麺...........................................5-14-08
●フルメタル・パニック！アナザー（原作）●フレー
ムアームズ

My.Favorite.Animals......................6-16-20
マイティ　エイト................................6-15-14

●ストライクウィッチーズ（TV アニメ）●ストライク
ウィッチーズ Operation Victory Arrow ●「ワールド
ウィッチーズ」プロジェクト

株式会社マイルストン........................2-05-01
マイレ...................................................7-09-19
魔窟にてサヨナラを............................4-06-10

●東京卍リベンジャーズ（原作コミック版）● Fate/
Grand Order

まぐろはうす.......................................4-17-01
●ウマ娘 プリティーダービー（TV アニメ）●現代萌
衛星図鑑 第 2 集●ご注文はうさぎですか？？●プリン
セスコネクト！ Re:Dive

makemake.........................................5-20-10
( まさかず )..........................................7-07-15
真工房...................................................7-07-11
マセキ堂...............................................7-09-17
マゼンダ...............................................5-22-02

●スマイルプリキュア！

マツイ製作所.......................................4-14-05
マツオカステン...................................6-11-01
MAX.TOY...........................................4-20-03

●怪獣大戦争●ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ
●ゴジラ対ヘドラ●ゴジラ対メガロ●ゴジラ モスラ キ
ングギドラ 大怪獣総攻撃●シン・ゴジラ●スペクトル
マン●ドロヘドロ●モスラ対ゴジラ

松阪屋模型店.......................................6-19-10
●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

有限会社　松谷塗料店........................5-15-02
MAD.Skulpt.......................................7-08-18
MADHANDS.....................................5-18-05

●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）●
Fate/Grand Order ●勇者警察ジェイデッカー●ロッ
クマン 11 運命の歯車 !! ●ロックマン X メガミッショ
ン 3 ●ロックマン ゼロ

松毬.......................................................5-21-07
●アズールレーン●異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術

（TV アニメ 1 期）●上野さんは不器用（コミック版）

ManicsMania....................................7-28-04
マネザル...............................................4-07-16

●がんばれゴエモン

まほろばらっく...................................5-06-10
豆柴.......................................................6-21-01
まめプロ...............................................4-12-09
まめまめ工房秘密基地........................6-10-21
マリポーザ...........................................7-11-12

●蒼き流星 SPT レイズナー

マルチ（智）.........................................7-12-08
まるちしんく.......................................8-11-01

●アリス・ギア・アイギス●艦隊これくしょん - 艦こ
れ -（ブラウザゲーム版）

MARUTTOYS....................................6-15-15
マルマメ堂...........................................7-13-18
丸山と七味連合...................................7-14-13

●バイオハザード 6

まんが王国・土佐（高知県）..............c.(2 ﾎｰﾙ )



も吉.......................................................8-14-03
●神クズ☆アイドル●錦田警部はどろぼうがお好き●
pop'n music ラピストリア

Mogu'sHOUSE.................................6-05-09
模型工房...............................................4-01-04

● Shion Ch. 紫咲シオン●ネアちゃんねる

模型探偵団...........................................6-11-14
模型の王国...........................................6-16-08

●鉄人 28 号 ( 原作 ) ●バビル 2 世 ( 原作 ) ●マーズ（原
作版）

模型屋ゴンスケ...................................8-04-07
茂毛工房...............................................4-16-07

●うめともものふつうの暮らし

もけっとぽけっと................................6-06-09
MOKOYA............................................7-10-13

●モ子ちゃん

もずく屋...............................................4-14-08
●グランブルーファンタジー●戦姫絶唱シンフォギア
XD UNLIMITED ● Fate/Grand Order

模す幸...................................................5-16-05
●太陽の牙ダグラム

モデューロ...........................................6-09-04
モ　デ　リ　ズ　ム............................4-15-19
Modeling.club.BOB.........................7-10-17

●アズールレーン●幻夢戦記レダ

モデルアート.......................................e.(3 ﾎｰﾙ )
モデルパッショナ................................5-20-06

●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー 
Season 2 ● Fate/Grand Order ●ブラック★ロック
シューター

modelfactory.....................................7-09-18
●銀河英雄伝説●銀河英雄伝説 Die Neue These

Model2-..............................................5-02-08
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●キ
ノの旅 the Beautiful World

モデルメーカーボルトナット............5-10-04
monyura..............................................8-12-07
モノクロ　クリエイト........................6-08-15

●ダーウィン先生、ケモノ娘たちが学園でお待ちです！ 
●つがいの Summer ●羊竜飼いのケモノ事情

monochrome.....................................7-23-11
モノクロツイン...................................8-07-11

●ダブルスポイラー 〜東方文花帖●東方鬼形獣 〜
Wily Beast and Weakest Creature. ●東方星蓮
船 〜 Undefined Fantastic Object. ●東方風神録 〜
Mountain of Faith.

物造.......................................................7-10-02
●アリス・ギア・アイギス●ウルトラマン 超闘士激伝

（コミック）

ものびゃー博物館................................6-16-14
Mono;Polish......................................4-12-14

● beatmania IIDX 19 Lincle ● Fate/Grand Order

mopycat.............................................5-22-20
MOBREVION.....................................7-14-04

● GUILTY GEAR Xrd REV 2 ●プリンセスコネク
ト！ Re:Dive ●フレームアームズ●ベルセルク●モン
スターハンターワールド：アイスボーン

モヘンジョダロ...................................6-08-20
●ウマ娘 プリティーダービー Season 2

もものはなうり...................................4-08-14
●魔法の天使 クリィミーマミ

森口修の猫...........................................6-17-10
もりのく...............................................6-12-08

● Summer Pockets ●リトルバスターズ！

森の工作倉庫.......................................6-10-12
●アイドルマスター シンデレラガールズ

もりもりの森.......................................5-08-10
働猿～mon.job ～..............................6-04-01

●究極超人あ〜る●装甲騎兵ボトムズ●デビルマン（原
作版）●マジンガーＺ（TV アニメ）●マジンガーＺ
対暗黒大将軍

moster.garage.................................5-21-05
Mondschein.1..................................5-18-01

●艦隊これくしょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

　や
やきとり依存症...................................5-09-18

● Tokyo 7th シスターズ

矢島工務店...........................................8-08-08
●魔法少女リリカルなのは StrikerS

やすべえ...............................................8-07-07
●劇場版マジェスティックプリンス - 覚醒の遺伝子 -
●蒼穹のファフナー EXODUS

やすみちゃんち...................................8-05-06
ヤツメウナギ.......................................4-17-05
八広ディーシィー................................6-16-03

●さよならジュピター

ヤマウラ３Ｄイズム............................8-03-08
YAMAKAWA造型部.........................7-02-01
山正造形...............................................5-16-12
山泰国...................................................4-16-19

●強殖装甲ガイバー

YAMADA製作所...............................7-23-10
ヤマト運輸株式会社............................6-14-01
ヤモマーク＆ブロッパス....................8-08-13
やるだけやってみよう........................7-08-13

●アズールレーン

ＹＡＮ，３Ｄ‐ＰＲＯＪＥＣＴ.......8-10-06
勇者技術研究所...................................7-14-20
勇者装束屋...........................................5-05-09

●足洗邸の住人たち。● serial experiments lain ●大
復活祭●鬼灯の冷徹（TV アニメ）●魔神英雄伝ワタル

ユービック...........................................7-22-14
ユキシロ...............................................5-08-03
ゆきねずみ...........................................7-20-18

●劇場版プリパラ & キラッとプリ☆チャン きらきらメ
モリアルライブ

yuki 百貨店..........................................5-09-12
●ゴシックは魔法乙女〜さっさと契約しなさい！〜●
Re: ゼロから始める異世界生活（TV アニメ）

ゆこ・アン...........................................5-12-03
柚屋工房...............................................5-03-03

●アイカツ！（TV アニメ）

ゆたり...................................................8-10-05
●ウルトラマンティガ

ゆとりジェダイ...................................4-16-04
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●グ
ランブルーファンタジー● SEKIRO: SHADOWS DIE 
TWICE ●メタルギアソリッド V ザ・ファントム・ペ
イン●ワンパンマン（TV アニメ）

Unique.Jam.......................................8-10-16
●アークナイツ●アリス・ギア・アイギス

ユニオンクリエイティブ株式会社.....2-03-01
ユミーニャ...........................................7-25-10
夢　造形部...........................................8-09-08

●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [ 前編 ] [ 後編 ]

夢祭工房...............................................8-07-03
● Summer Pockets ● 9-nine- ここのつここのかこ
このいろ● 9-nine- はるいろはるこいはるのかぜ●
9-nine- ゆきいろゆきはなゆきのあと●プリンセスコ
ネクト！ Re:Dive ●ホロライブ所属タレント共演

Yuri.......................................................7-18-11
八日月...................................................8-10-13

●戦国 BASARA 4 ●戦国 BASARA HD Collection
● Fate/Grand Order

夜と朝...................................................7-07-17

　ら
La.Favorite........................................7-18-06

●宇崎ちゃんは遊びたい！

ラーメンどんぶり................................5-08-08
Raika さんのDREAM.BOX............6-05-14

●ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイ
ル・オンライン（小説）●魔神英雄伝ワタル

ライブハウス.NEO.............................8-09-11
らびぃえすどろーる............................5-13-02
らくだにげた.......................................8-09-18

●機動警察パトレイバー 劇場版

らくだ模型...........................................5-20-11
●アズールレーン●最近雇ったメイドが怪しい●よう
かい居酒屋 のんべれケ。

楽ＲＡＫＵ銀工房................................7-10-12
●ｷｬﾗｸﾀｰ ･ ﾎﾞｰｶﾙ ･ ｼﾘｰｽﾞ 01　初音ミク●蜘蛛です
が、なにか？（TV アニメ）● Fate/Grand Order ●
ぼくたちは勉強ができない（TV アニメ）●楽園追放 
-Expelled from Paradise-

らしんばん...........................................1-07-01
らせんのしっぽ...................................5-12-05
ラトル工房ブータレブー....................5-22-15

●機動警察パトレイバー ON TELEVISION ●グレート
マジンガー（原作）●装甲騎兵ボトムズ●魔神英雄伝
ワタル

ラハリト...............................................5-22-03
● THE IDOLM@STER SHINY COLORS

Lapis.Lazuli.......................................4-12-04
●キラッとプリ☆チャン（TV アニメ）● Fate/Grand 
Order

rabbit.design....................................7-18-10
●月姫● Fate/Grand Order

Rapidriv...............................................8-10-18
●早乙女姉妹は漫画のためなら !? ●リゼ・ヘルエスタ 
-Lize Helesta-

Ｌａ不細工デリ子................................6-08-10
●アリス・ギア・アイギス●艦隊これくしょん - 艦こ
れ -（ブラウザゲーム版）●フルメタル ･ パニック！ 
Invisible Victory



Lancy.&.Quincy...............................4-09-03
●銀河英雄伝説

らんでぃんぐ・ぎあ............................6-10-11
ＬＡＮＤ－ＳＡＴ................................7-26-02
RUNNIN'RIOT....................................7-24-04
RAMPAGE　Ghost.........................4-10-14

●宇宙英雄物語● GREY ●サンダーフォース V ●スー
パーロボット大戦 OG ●ゼーガペイン●ペルソナ 5

リアルノッポサンズ............................5-13-12
●電脳戦機バーチャロン フォース

R・T・Zeta........................................7-25-12
リース工房...........................................6-11-10

●ギャラクシーエンジェル ( ゲーム版 )

リエナクターズギア＆ショウエイ.....1-09-01
利休屋工房...........................................8-07-14
りくのことう.......................................4-15-15
リコンストラクト................................5-12-16

●刀使ノ巫女●結城友奈は勇者である

リサセッズ...........................................7-11-02
●ウマ娘 プリティーダービー Season 2

little.LoM............................................4-07-09
●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [ 前編 ] [ 後編 ] ●
終末のイゼッタ● Fate/Grand Order ● Fate/stay 
night ● futurelog ●舞 - 乙 HiME Zwei ●やはり俺の
青春ラブコメはまちがっている。続（アニメ版 2 期）
●ランスシリーズ

RIVERSIDE........................................8-10-02
●カウボーイビバップ

rebuild+..............................................6-22-13
●機甲界ガリアン 鉄の紋章●機動警察パトレイバー

（OVA 版）● Ma.K. ●ランク王国

ReplyFrom..........................................5-02-03
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●ウ
マ娘 プリティーダービー（TV アニメ）●オーディン
スフィア レイヴスラシル

REFLECT............................................5-17-09
リプロ玩具...........................................4-04-01
リベリオン...........................................6-13-13

●ウマ娘 プリティーダービー Season 2 ●艦隊これく
しょん - 艦これ -（ブラウザゲーム版）

琉球銀行.×.タカラトミーアーツ......1-06-02
リュウグウノユメ................................7-19-08

●アリス・ギア・アイギス●ウマ娘 プリティーダービー
（アプリゲーム版）

龍神村　龍の造形大賞........................1-08-01
龍閃堂...................................................5-13-07

●アリス・ギア・アイギス

RYUTA................................................6-20-09
●ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ

りゅんりゅん亭...................................6-23-01
遼来々...................................................7-02-12

●アリス・ギア・アイギス●痛いのは嫌なので防御力
に極振りしたいと思います。（TV アニメ）●ウマ娘 プ
リティーダービー（アプリゲーム版）

Relax....................................................4-08-04
●ダーティペア（TV アニメ版）

リリパットエアーフォース................6-10-22
凛花館...................................................4-18-11

●アズールレーン●ウマ娘 プリティーダービー（ア
プリゲーム版）● Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ●
Fate/Grand Order

林檎連盟...............................................4-10-06
●異世界食堂（TV アニメ）●宇崎ちゃんは遊びたい！
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Coco Ch. 桐生ココ●ブレンド・Ｓ（TV アニメ）●
Pekora Ch. 兎田ぺこら

ルーツカヤブ.......................................4-11-17
● CLANNAD ●ＶＳ雀士 Brand-new Stars

Roots26.............................................6-07-11
ルチャ☆ワークス................................7-02-03

●ドロヘドロ

LunaArms..........................................6-10-18
ルミエール...........................................8-03-04
lazy.afternoon...................................6-05-10
Re:Layers...........................................8-10-14
Reincarnazione................................5-12-02
レインボウエッグ................................6-22-01

●ウルトラ Q ●ウルトラセブン

レインボー造型企画株式会社............2-07-01
LEOそふび坊や..................................8-11-08
Leather.5160..................................4-18-09
レジンボックス...................................6-13-01

●ゴジラ (1954) ●ゴジラ vs スペースゴジラ

ＲＥＳＴＯＲＥ...................................6-13-16
RET......................................................7-20-19

●ペルソナ 4 ダンシング・オールナイト

レッドシャーク...................................7-03-09
RED.FOX............................................6-22-12

●機甲界ガリアン●覇王大系リューナイト

レピドクロサイト................................8-06-11
LemoNeDe........................................6-05-15
檸檬三姉妹...........................................5-21-15

●アズールレーン● Fate/Grand Order

連続実験...............................................6-17-02
●幻夢戦記レダ

Rose.Ridge........................................6-10-02
Loat-Faker.........................................4-19-01
Rolling.MEGANEEE........................4-10-09

● void tRrLM(); // ボイド・テラリウム●妄想テレパ
シー

ローレギスト.......................................5-23-01
●アリス・ギア・アイギス●「ワールドウィッチーズ」
プロジェクト

ロカクローム.......................................8-07-18
●ナイツ＆マジック（TV アニメ）

Rocket.&.507..................................7-19-15
● R-TYPE FINAL ●ファンタジーゾーン●フレーム
アームズ

ロスインゴ...........................................7-22-04
ロスガトス...........................................5-02-09
ロドリゲス式＆ウトミスケス............7-19-07

●劇場版マクロス F 〜サヨナラノツバサ〜●超時空要
塞マクロス●マクロス プラス

ロバ屋...................................................7-24-12
ロボ娘レ3D........................................6-19-16

● HUG っと！プリキュア

RoWn...................................................7-22-06
Long.Long.........................................6-15-04

　わ
YIOworks............................................8-14-05

●グランブルーファンタジー

Y.S.CREATE......................................7-05-03
●ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒●グランブルーファン
タジー

YSK......................................................6-12-01
Yクレイ...............................................7-22-01
ＹＫＧａｒａｇｅ................................6-10-17
Y's プラス............................................8-03-07
YZPhouse..........................................5-03-09

●アークナイツ●アリス・ギア・アイギス

わいばん堂...........................................6-18-10
猥幽亭...................................................6-20-05

● NEW GAME!（TV アニメ）

ワイルド　アマチュア　ホビー........7-25-05
Wild.Cat..............................................6-15-08

●ラブライブ ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

若葉軽工...............................................6-10-04
若丸屋...................................................6-19-03

●スーパーロボット大戦 OG ●魔神英雄伝ワタル

惑星そらまめ.......................................5-11-09
惑星堂...................................................6-20-10

●どろろ（2019 年版 TV アニメ）●はなかっぱ

わさび醤油...........................................8-14-06
●ウマ娘 プリティーダービー（アプリゲーム版）●
Fate/Grand Order

わさび屋...............................................5-06-07
● Fate/Grand Order

Oｎｅ　Ｔｗｏ　Ｊｕｓｔｉｃｅ....4-12-07
●悪魔城ドラキュラ●デスクトップアーミー

株式会社Ｏｎｅ　ｕｐ．....................6-21-18
ワンダー詐ショウケース....................4-10-07
ワンダーショウケース....................... g.(4 ﾎｰﾙ )

●グランブルーファンタジー

Wander.Festival.オフィシャルステージ....b.(2 ﾎｰﾙ )
Wonder.Festival.Beijing................h.(4 ﾎｰﾙ )
WONDERFUL.HOBBY.LIFE.FOR.YOU!!.....a.(1 ﾎｰﾙ )
Wonderful.Works.............................1-08-03
わんだらー...........................................1-05-03
ヲ気楽工房...........................................6-21-07

●アリス・ギア・アイギス

　広　告
海洋堂VISAカード................................P.177
海洋堂ホビーロビー東京........................P.195
GodHand- ゴッドハンド -.....................P.178
GG'R.........................................................P.169
ニトロプラス...........................................P.177


