
サークル情報記入欄　　※ご購入のお客様が情報検索に利用されるため、『必須』記載のない項目も極力記載ご協力をお願い致します。 サークルID

※新規サークル様は別途サークル情報登録用紙にもご記入下さい。

登録作品情報記入欄

□amazon □楽天 □yahoo □BookLive

□マンガボックス □コミックシーモア □メロンブックス □アニメイト

□DMM.com □DLsite.com □Pixiv □メディバン

□BOOK WALKER □モビぶっく □その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Web掲載作品紹介コメント（全角127文字以内）※特殊記号（♡や♪など）使用しないで下さい。

　　　　　　　　同人電子書籍作品情報登録用紙Ｖｅｒ.2  ※コピー可　　　　　　　　　2016年08月作成

おまけページの有無

※実本の内容と異なるページがある場合はありとなります。

　　　　　　　　　□　あり　　　/　　　□　なし

[個人情報利用目的の特定]当社とのお取引をご了承頂いた方に、電話・ＦＡＸ・電子メール・郵送などによる個人情報の提供をお願いしております。ご提供頂いた個人情報は当社における、 作品紹介活動及び、サークル
様に提供するサービスの全てに利用させて頂き、その他の目的に利用する事はございません。個人情報の提供は各サークル様に任意でお願いしており、 義務ではございません。但し、お取引の開始にあたり「個人情報
をご提供頂けない」「提出書類に記載不備がある」などの理由により、当社からの連絡に不都合が生じた際には お取引を見送らせて頂く場合がございますこと、ならびにお取引開始後のご連絡に影響しますこと、予めご了
承下さい。

※詳細な規定に関しては、http://www.toranoana.jp/dojin/policy.html」をご確認下さい。※サークルIDが未記入の場合、電話連絡にて本人確認をさせて頂く場合がございます。

※注意1　事前予約から販売が開始する為、予約開始後の本体価格のご変更は出来ません。
※注意2　キャンペーンに参加頂いた期間においては、該当作品は対象実施期間において卸値を「無料キャンペーン」であれば0円「半額キャンペーン」の場合は、卸値を半額として反映致します。
※注意3　お客様にご提供するにあたり、快適に閲覧いただく為、ページ数の増減を行う場合が御座います。予めご了承下さい。
※注意4　作品ご登録完了までの間、本作品の発送から原稿代行スキャン、画像加工等の作業でお時間を頂戴致します。
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Web掲載作品紹介サンプルページ

サンプル枚数

□おまかせ
□枚数指定（　　　）枚
  ※最大掲載ページは表紙1枚+本文8枚、合計9枚となります。

「おまかせ」を選択した場合、下記の枚数を 当社で取得させて頂きます。
■１６Ｐ以下の場合…表紙画像１枚＋中身画像２枚
■１７Ｐから４８Ｐの場合…表紙画像１枚＋中身画像４枚
■４９Ｐから７９Ｐの場合…表紙画像１枚＋中身画像６枚
■８０Ｐ以下の場合…表紙画像１枚＋中身画像８枚

掲載ページのご指定（ページ番号）
※紹介ページご指定が御座いましたらご記入下さい。

P P P

発行日

※再販の場合には初版発行日をご記入ください。

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日

販売指定日（作品公開日）

※ご記入がない場合は審査確定後直ぐに販売します。

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日

奥付サークル名　※作品の奥付に記載のあるサークル名をご記入下さい。

フリガナ フリガナ

作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※必須

フリガナ

※必須主な執筆者

対象読者　※女性向け作品はPrincess Sideにおいてもご紹介致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※必須

　　　　　　　　　　□ 男性向一般　　　　　　□ 男性向18禁　　　　　　□ 女性向一般　　　　　　□ 女性向18禁
ジャンル
               □オリジナル　    　  /　    　 □ゲーム　    　 /　    　 □アニメ　    　 /　    　 □小説　    　 /　    　 □その他
　　　　　　　　　　　　　　[作品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
メインキャラクター（3名・2組まで）　※カップリング表記は「△△×○○」とご記入下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ※カップリングはメインカップリングのみフルネームでご記入下さい。

総ページ数　※注意3 綴じの指定　　　　　    　　※必須

　　□右綴じ　/　□左綴じ

フリガナ フリガナ

※必須

フリガナ

サークル名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　  　※必須

フリガナ

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※必須

※作品キーワードは別途作品キーワード一覧用紙から対象番号をご記入下さい。

本体価格           　　　    ※必須
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

※販売価格は、本体価格+税
となります。

予約販売　　　　　　□ 可　　　　□ 不可
※公開日前に予約販売を行う場合は「可」をご選択下さい。
※予約＝販売になりますのでご注意下さい。　※注意1

販売開始イベント名

作品
キーワード

①

卸価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

※当社専売の場合、掛け率67％（外税）
※他社併売の場合、掛け率64％（外税）

② ③

　　　　　　　　　　　※「電子書籍」のお取扱状況のみでお選び下さい。　     ※必須

　　　　　□当社専売　　　/　　　□他社併売

商品とのセット販売時の割引金額
　　　　　　□セット販売なし　/　□セット販売あり
※ありの場合

本体価格からの値引額（　　　　　　　　）　円（税込）

他店のお取扱状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※当社専売の場合は記載不要です。※卸先が未定の場合は「□その他」を選択して頂くだけで結構です。

無料販売許諾　※注意2

　□許諾する　/　□許諾しない

半額キャンペーン許諾　※注意2

　□許諾する　/　□許諾しない

翻訳出版希望
※現在サービスは実装されていません

　□希望する　/　□希望しない



キャラクター要素

001 幼馴染 002 妹・義妹 003 姉・義姉 004 弟・義弟

005 兄・義兄 006 兄弟・姉妹・双子 007 母・義母・人妻・幼妻 008 父・義父

009 先輩・後輩 010 上司・部下 011 お嬢様 012 女王様

013 奴隷 014 ギャル・コギャル 015 ゴスロリ 016 ロリータ

017 王子・姫 018 騎士・武士 019 忍者・くのいち 020 巫女

021 魔法少女 022 アイドル・声優 023 コスプレイヤー 024 腐女子

025 リーマン・社会人 026 執事 027 メイド 028 ショタ・美少年

029 おとこの娘・女装 030 性転換・TSF 031 男性化 032 女体化

033 ふたなり・両性有具 034 大学生・短大生 035 擬人化 036 ウエイトレス

037 ナース・看護師 038 医者・女医 039 許婚 040 教師・家庭教師

041 動物 042 ケモノ 043 獣人 044 人外

045 ケモノ耳

フェチ

046 処女・童貞 047 貧乳・微乳 048 巨乳・爆乳 049 超爆乳

050 パイパン・無毛 051 腹ボテ・妊娠・妊婦 052 ぽっちゃり・デブ 053 脇

054 足 055 尻 056 髪 057 断面図

058 中出し・孕ませ 059 緊縛・縛り 060 淫語・言葉攻め 061 着衣・半脱ぎ

062 アヘ顔・アクメ顔・Wピース 063 日焼け 064 潮吹き・おしっこ 065 スカトロ・排泄

066 ハーレム 067 寝取り・寝取られ（NTR） 068 絶対領域 069 ツインテール

070 ポニーテール 071 縦ロール 072 ショートヘア 073 ロングヘア

属性

074 M・マゾ 075 S・サド 076 ツンデレ 077 ヤンデレ

078 クーデレ 079 痴女・淫乱 080 BL・ホモ 081 百合・レズ

プレイ

082 ラブラブ・和姦 083 強姦・レイプ 084 逆レイプ 085 姉妹丼・親子丼

086 3P・乱交 087 アナル 088 ＳＭ・調教・監禁 089 フェラチオ

090 パイズリ 091 スマタ 092 足コキ・脚コキ 093 痴漢

094 野外・露出 095 触手 096 獣姦・異種姦 097 洗脳・催眠

098 鬼畜・陵辱・猟奇 099 オナニー・自慰 100 温泉・ソープ

攻め・受け

101 総受 102 襲い受 103 誘い受 104 オヤジ受

105 俺様受 106 クール受 107 筋肉受 108 熊受

109 健気受 110 小悪魔受 111 女王様受 112 性別受

113 姫受 114 ベッドジプシー 115 総攻 116 俺様攻

117 鬼畜攻 118 尽くし攻 119 年下攻・少年攻 120 ノンケ攻

121 へたれ攻 122 へっぽこ攻 123 ベッドヤクザ 124 リバーシブル

125 オメガバース 126 セーラー服・ブレザー 127 スク水・水着 128 ブルマー・体操服

129 巫女服 130 メイド服 131 ウエイトレス服 132 ナース服

133 パンスト・スパッツ 134 ニーソックス・ハイソックス 135 縞パン・ローレグ 136 バイブ・ローター

137 拡張・器具 138 媚薬・薬物 139 和服 140 眼鏡

141 ローション 142 ボンテージ 143 スーツ・ネクタイ

ストーリー

144 ラブストーリー 145 ラブコメ 146 ファンタジー 147 パロディ

148 学園物 149 スポ根 150 ミステリー・推理 151 シリアス

152 鬼畜・ハードコア 153 SF 154 オカルト・猟奇 155 戦争・バトル

音楽ジャンル

156 ポップス 157 ロック 158 テクノ／クラブ 159 民族音楽

160 イージーリスニング 161 クラシック 162 ジャズ 163 フュージョン

164 メタル

楽器

165 ギター 166 ベース 167 ドラム 168 鍵盤楽器

169 金管楽器 170 木管楽器 171 弦楽器 172 民族楽器

173 邦楽器 174 打楽器
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