※委託 ※取次さま順次搬入
※調整が入る可能性がございます
※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8095

※品切の際 受注保留はしておりませんのでご了承ください。
更新：2017年7月28日
本体 ＩＳＢＮ
書誌名 表紙
発売日
コード
VOICE GIRLS シリーズ
2010/1/29 64842-75 ¥ 1,429 978-4-86336-080-8
vol.1 表紙：平野綾
平野綾 水樹奈々 堀江由衣 野中藍 Sphere May’n 中島愛 井上麻里奈 南里侑香 ELISA 麻生夏子
特典ピンナップ：平野綾 水樹奈々

vol.2 表紙：スフィア

2010/4/26

冊

64842-81

¥ 1,429

978-4-86336-089-1

田村ゆかり 花澤香菜 たかはし智秋 ぷらふぃに（小清水亜美 三瓶由布子） 水樹奈々 May’n 今井麻美 ゆいかおり
水野佐彩 特典ピンナップ：スフィア

vol.3 表紙：水樹奈々

2010/7/29

64842-90

冊
¥ 1,429

978-4-86336-101-0

茅原実里 スフィア 戸松遥 高垣彩陽 May’n 黒崎真音 麻生夏子 日笠陽子 ARTERY VEIN（今井麻美＆喜多村英梨）
特典ピンナップ：水樹奈々

vol.4 表紙：竹達彩奈 花澤香菜

2010/10/29

64843-06

冊
¥ 1,429

978-4-86336-117-1

水樹奈々 スフィア（戸松遥 豊崎愛生 高垣彩陽 寿美菜子） May’n 中島愛 LISP（阿澄佳奈 片岡あづさ 原紗友里）
ゆいかおり たかはし智秋 特典ピンナップ：竹達彩奈／花澤香菜

vol.5 表紙：May’n

2011/1/31

64843-17

冊
¥ 1,429

978-4-86336-128-7

茅原実里 スフィア 堀江由衣 水樹奈々 Kalafina 悠木碧 麻生夏子 ELISA 黒崎真音 茅野愛衣 SCANDAL
特典ピンナップ：茅原実里／スフィア

vol.6 表紙：水樹奈々

2011/4/26

64843-29

冊
¥ 1,429

978-4-86336-146-１

平野綾 スフィア 豊崎愛生 伊藤かな恵 井口裕香 茅野愛衣 LISP ゆいかおり
特典ピンナップ：水樹奈々／スフィア

vol.7 表紙：RO-KYU-BU!

冊
2011/7/30

64843-36

¥ 1,429

978-4-86336-156-0

RO-KYU-BU!(花澤香菜 日笠陽子 井口裕香 小倉唯 日高里菜) 田村ゆかり スフィア 小林ゆう 喜多村英梨 水樹奈々
May’n Sea☆A 豊崎愛生 LiSA 麻生夏子 特製ピンナップ：RO-KYU-BU!／田村ゆかり

vol.8 表紙：スフィア

2011/10/31

64843-57

冊
¥ 1,429

978-4-86336-177-5

スフィア(寿美菜子 高垣彩陽 戸松遥 豊崎愛生) 茅原実里 May’n 花澤香菜 悠木碧 LiSA 栗林みな実 茅野愛衣 中島愛
麻生夏子 Sea☆A 今井麻美 山口理恵 特典ピンナップ：スフィア／茅原実里

vol.9 表紙：茅原実里

2012/1/31

64843-72

冊
¥ 1,429

978-4-86336-194-2

茅原実里 水樹奈々 堀江由衣 豊崎愛生 高垣彩陽 花澤香菜 悠木碧 茅野愛衣 Stylips ゆるゆり特集 麻生夏子
May’n Kalafina LiSA 特典ピンナップ：茅原実里／悠木碧

vol.10 表紙：花澤香菜

2012/4/28

64843-99

冊
¥ 1,429

978-4-86336-231-4

スフィア 竹達彩奈 茅野愛衣 加藤英美里＆三森すずこ 三上枝織 May’n Kalafina 栗林みな実 Sea☆A 三澤紗千香 上坂すみれ 田野アサミ 春奈るな 大橋彩香 小原莉子(The Sketch
book) MACHIKO 高森奈津美 特典ピンナップ：花澤香菜

vol.11 表紙：田村ゆかり

2012/7/31

64844-15

¥ 1,429

2012/10/31

64844-21

冊
¥ 1,429

978-4-86336-268-0

ゆいかおり 花澤香菜 スフィア 悠木碧 喜多村英梨 麻生夏子 種田梨沙 May'n LiSA Ray Sea☆A 水樹奈々 茅野愛衣
特典ピンナップ：ゆいかおり／花澤香菜

vol.13 表紙：井口裕香

2013/1/31

64844-34

冊
¥ 1,429

978-4-86336-283-3

井口裕香 喜多村英梨 悠木碧 竹達彩奈 ラブライブ！（新田恵海 内田彩 飯田里穂） 野水いおり 中島愛 May’n 三澤紗千香 藍井エイル 小松未可子 Sea*A 茅野愛衣 三つ折ポス
ター：井口裕香／喜多村英梨 特製ポラ型シール：井口裕香

vol.14 表紙：小倉唯

2013/4/30

64844-65

¥ 1,429

2013/7/31

64844-73

冊
¥ 1,429

978-4-86336-329-8

三森すずこ 内田真礼 三澤紗千香 小松未可子 喜多村英梨 戸松遥 七森中☆ごらく部 May'n LiSA 藍井エイル 春奈るな 岡本菜摘 巽悠衣子 金元寿子 茅野愛衣
三つ折ポスター＆特製ポラ型シール：三森すずこ
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冊

978-4-86336-319-9

小倉唯 スフィア 井口裕香 日高里菜 上坂すみれ 瀬戸麻沙美 大橋彩香 May’n 春奈るな i☆Ris 花澤香菜 茅野愛衣
三つ折ポスター＆特製ポラ型シール：小倉唯

vol.15 表紙：三森すずこ

冊

978-4-86336-247-5

田村ゆかり 茅原実里 花澤香菜 スフィア 茅野愛衣 May’n LiSA 小倉唯 三澤紗千香 小松未可子 藍井エイル 桜川めぐ
特典ピンナップ：田村ゆかり／茅原実

vol.12 表紙:ゆいかおり

ご注文数

冊

※委託 ※取次さま順次搬入
※調整が入る可能性がございます
※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8095

※品切の際 受注保留はしておりませんのでご了承ください。
更新：2017年7月28日
本体 ＩＳＢＮ
書誌名 表紙
発売日
コード
2013/10/31 64844-93 ¥ 1,429 978-4-86336-351-9
vol.16 表紙：悠木碧
井口裕香 三森すずこ 花澤香菜 田所あずさ 木戸衣吹 堀江由衣 南條愛乃 EMERGENCY(小林ゆう 後藤友香) May’n ハナエ Ray 茅野愛衣ほか
三つ折ポスター＆特製ポラ型シール：悠木碧

vol.17 表紙：上坂すみれ

2014/1/31

64845-09

¥ 1,429

vol.18 表紙：堀江由衣

2014/4/30

64845-26

2014/7/31

冊

64845-40

¥ 1,389

978-4-86336-417-2

LiSA 大橋彩香＆田所あずさ 藍井エイル＆春奈るな スフィア 佐藤聡美 井口裕香 Pile&飯田里穂 Trefle 麻倉もも＆雨宮天＆夏川椎菜 茅野愛衣
三つ折ポスター：LiSA 大橋彩香＆田所あずさ 小冊子：LiSA 超ロングインタビュー

vol.21 表紙：スフィア

2015/1/31

64845-70

¥ 1,389

2015/7/31

冊

64845-94

¥ 1,389

978-4-86336-480-6

小倉唯 石原夏織 小倉唯 南條愛乃 内田彩 飯田里穂 TrySail 上坂すみれ May’n 藍井エイル 早見沙織
M・A・O 黒崎真音 千菅春香 イヤフォンズ 高垣彩陽 【特典】ゆいかおり／内田彩 三折りポスター

vol.24 表紙：三森すずこ

2015/11/5

64846-16

冊
¥ 1,389

978-4-86336-510-0

内田真礼 ゆいかおり 大橋彩香 茅原実里 井口裕香 竹達彩奈 田所あずさ 小松未可子 七森中 ごらく部 アイドルマスターミリオンライブ
黒崎真音 西沢幸奏 堀江由衣 Anisong Ichiban！密着レポート 【特典】三森すずこ 三折りポスター

vol.26 表紙：小倉唯

2016/5/16

64846-45

¥ 1,389

2016/8/5 64846-61

¥ 1,389

2016/11/7

64846-86

冊
¥ 1,389

978-4-86336-605-3

雑誌初表紙！＋２０ページの大ボリュームで麻倉ももが登場！！スフィア、小倉唯、水瀬いのり、井口裕香、竹達彩奈、田所あずさ、沼倉愛美、伊藤美来、上田麗奈、
山崎エリイ、May’n、和島あみ、Ray、西沢幸奏、三森すずこ、久保ユリカ、早見沙織、東城陽奏

vol.29 表紙：本渡楓

2017/2/13

64847-02

¥ 1,389

2017/4/28

64847-24

¥ 1,389

2017/7/28

64847-35

¥ 1,389

冊

978-4-86336-651-0

表紙：三森すずこ ２０ページ＋超ロングインタビュー。別冊付録・三森すずこトレカB.L.T. VOICE GIRLS限定PRカード。
水瀬いのり、南條愛乃、久保ユリカ、井口裕香、Pile、夏川椎菜、LiSA、田所あずさ、MICHI、斉藤朱夏、芹澤優

vol.31 表紙：水瀬いのり

冊

978-4-86336-627-5

本渡楓 表紙初登場！
２０ページ＋１０,０００字インタビュー。本渡楓、小倉唯＆日高里菜、内田真礼、三森すずこ、早見沙織＆Lynn、沼倉愛美、中島愛、夏川椎菜、
伊藤美来、黒沢ともよ、斉藤朱夏、大橋彩香、NOW ON AIR、和島あみ、Machico、上田麗奈、Luce Twincle Wink

vol.30 表紙：三森すずこ

冊

978-4-86336-573-5

表紙＋４０ページにてAqoursが初登場！！ Aqours 南條愛乃 三森すずこ ゆいかおり 上坂すみれ 相坂優歌
i★Ris Pyxis 飯田里穂 井口裕香 黒崎真音 Ray 久保ユリカ みみめめMIMI 藍井エイル

vol.28 表紙：麻倉もも

冊

978-4-86336-556-8

花澤香奈 早見沙織 三森すずこ 内田真礼 Try Sail 大橋彩香 楠田亜衣奈 THE IDOL M@STER Trident 水瀬いのり×井波香 佐倉綾音×水瀬いのり
和島あみ Chou Chou 【特典】小倉唯／南條愛乃 三折りポスター

vol.27 表紙：Aqours

冊

978-4-86336-454-7

スフィア 花澤香菜 新田恵海 三森すずこ 上坂すみれ 田所あずさ 大橋彩香 LiSA May’n
春奈るな 分島花音 西沢幸奏 井澤詩織 三つ折ポスター：スフィア＆新田恵海

vol.23 表紙：ゆいかおり

冊

978-4-86336-396-0

堀江由衣 内田真礼 佐倉綾音 村川梨衣 瀬戸麻沙美 照井春佳 木戸衣吹 山崎エリイ LiSA 茅野愛衣
三つ折ポスター：堀江由衣 小冊子：堀江由衣 超ロングインタビュー

vol.19 表紙：LiSA

冊

978-4-86336-369-4

上坂すみれ 戸松遥 井口裕香 悠木碧 Wake Up, Girls! Trefle 小松未可子 May'n 大橋彩香 山崎エリイ 藍井エイル 分島花音 佐倉綾音 村川梨衣 茅野愛衣
三つ折ポスター:上坂すみれ 特製ポラ型シール:内田真礼 赤崎千夏 浅倉杏美 上坂すみれ

¥ 1,389

ご注文数

冊
978-4-86336-662-6

表紙：水瀬いのり ２０ページ＋10000字インタビュー。南條愛乃、三森すずこ、内田真礼、花澤香菜、小倉唯、雨宮天、上坂すみれ、大橋彩香、安野希世乃、
Luce Twinkle Wink☆ 佐倉綾音＆大西沙織 22／7 新連載:斉藤朱夏

冊

VOICE GIRLS 派生シリーズ

VG SIDE-A （ボイスガールズ・サイド・エー）

2015/9/30

64846-04

¥ 1,389

978-4-86336-493-6

表紙：「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-Cadenza」 イオナ タカオ ハルナ
「すべてがFになる THE PFRFECT INSIDER」 「緋弾のアリアAA」 ほか

VG SIDE-R（ボイスガールズ・サイド・アール） 2016/5/7 64846-44
ラジオ制作会社・セカンドショットを大特集！
TrySail 寿美菜子 戸松遥 豊崎愛生 楠田亜衣奈＆渡部優衣 飯田里穂 愛美＆山崎はるか Pyxis 井澤詩織 Trefle
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冊
¥ 1,389

978-4-86336-555-1
冊

