
ぷよぷち！新聞
▼ごあいさつ
ぷよぷち！はぷよぷよ・魔導物語・DS シリーズ
のプチオンリーです。
▼ぷよぷち！新聞の内容
①参加サークルの新刊・既刊情報
参加サークルさんによる当日の頒布物（新刊・既
刊など）の案内が掲載されています。
②簡易サークルリスト
参加サークルの一覧表です。

▼楽しいお買い物を！



▼東４ノ 36a　CIL

新刊は 1 月発行のサタアル本です。ぺら

いですが愛を込めて作りました♪その他サ

タアル本・ぷよ！！本あり☆よろしくお願

い致します（＾▽＾）

▼東４ノ 37a　490 屋

新刊「勇者は仲間にしたそうな顔でこちら

を見ている！」王道 RPG に憧れるラグナ

スが、魔導物語というゲームのお約束に

ギャップを感じてるギャグ本です。既刊に

シェアル総集編、歴代ぷよ 4 コマ合同誌、

カミュ本など。

▼東４ノ 38a　ココア・ド・ココア

新刊でシェアル本「FROZEN&FLOWER」

を発行します。ある約束をかけてアルルと

シェゾが競い合ったり、ドギマギしたりす

るお話です。

▼東４ノ 38b　水硝子

シェアル新刊あります。既刊はシェアルで

いろいろ。グッズもあるかも。

▼東４ノ 39a　OUTCIECLE

新刊小説（R-18）魔導士の Waltz スノウ

ガール。突然の異常気象で大雪に覆われた

シェゾの住む街。そこで起きる、因縁の敵

との死闘。そしてアルルとの…。他、小説

既刊を複数用意します。

▼東４ノ 40a　白き虚空

新刊にシェアル本・シェウィ本、既刊にま

ぐりん本を置いております。間に合えばコ

ピー本や無料本なども。別ジャンルですが

他に RF・ポケモン・イナイレの既刊もあ

ります。

▼東４ノ 41a　蝉コロン

新刊は、エコりん合同誌とド M まぐろ本

になります。7ARS、りすまぐの既刊もあ

ります。

▼東４ノ 42b　Nietzsche!

新刊はぷよ !! オールキャラ本とフルカラー

イラスト本です。去年夏に発行したコピー

本もあります。

▼東４ノ 43a　仙弾

新刊は、クルクル本「ふかきあけ」と、オー

ルキャラ本「放課後ぷよぷよ倶楽部３」で

す。あとは、既刊をちょこちょこと。よろ

しくお願いします～。

▼東４ノ 43b　サウハカ

新刊にぷよぷよ！！オールキャラギャグ本

「GO TO HEVEN!」を発行。他、無料配

布でクルークとあやクルのギャグマンガコ

ピー本を頒布します。

▼東４ノ 44a　516

新刊はまぐろとフェーリが兄妹なパラレル

設定の 7ARS 本です。既刊は 20th オー

ルキャラギャグ本など。委託で 7ARS 本

もあります。

▼東４ノ 44b　水中対水中ミサイル

新刊は、コンパイルぷよフルカラーイラ

スト本「Little Magic Canvas」と小里個

人誌「ぷよっと SUNSUN マーチ REMIX」

です。イラスト本は、小里・くにおみの合

同本でカンバッジのオマケ付き。個人誌は

20 周年ぷよのギャグ詰め合わせ本になり

ます。どうぞお気軽にお立ち寄り下さい！

▼東４ノ 45a　ろろく系

新刊「タランタルンタ」は、世にも珍しい

参加サークル頒布物情報



インキュバス健全本です！他キャラも多数

登場します。既刊にルルー本、D アルル本

もあります。

▼東４ノ 45a　てとらぽっと（委託）

既刊「fanfare to you ～ファンファーレ

をキミに」をろろく様のスペースにて委託

してもらっています。ふざけたペーパーも

はさんでおりますｗ

▼東４ノ 47a　八鎌歯科

既刊のサタシェ３冊とアルシェ２冊、ぷよ

魔導合同誌２冊をのんびり頒布中です。新

刊は…ワルル様（コンクラ地下版キャラ）

主役のぷよ１本とぷよフィ本とペーパー漫

画を闇鍋再録したコピ本です。ぷよぷち記

念にＤＦ３の４コマも２本再録しました（笑）

▼東４ノ 47b　【.】

歪みなく腐女子サークル。サタシェアンソ

ロ「闇色パラダイス♪計画」発動中！総

勢 18 名で送る大ボリュームのアンソロ、

ノベルティにサシェあります。　他既刊、

ARSS 本と 20th の合同誌です。

▼東４ノ 49b　はちみつハート

初めての参加です。新刊は「白昼夢」（あ

やクル×シグ）のシリアス本と「天体観測」

（クルーク×シグ）のほのぼの本です。お

気軽にお立ち寄り下さい♪

▼東４ノ 50a　おとうふ

あやクルシグ、レムくろシグ、シグシグな

ど扱ってます。新刊は紫陽花カラーイラス

ト集と、くろいシグ受 R18 本です。

▼東１E27a　妖幻

既刊が完売してしまったので、当日新刊の

みがシェアル本になります。小説＆漫画の

バレンタイン＆ホワイトデー話し。他ジャ

ンルからの参加です。

▼東３ス 13b　行方不明

新刊はシェアルのコピー本です。だいへん

しん本は次のイベントに変更になりました。

▼東５レ 63b　Jamming

新刊は 7ARSE 本「誰だ !!」です。縛った

り落としたり多少バイオレンスな感じで 4

人でほのぼのするギャグ本です。心の広い

人向け。

▼東５レ 66a　小鳥の館

魔導ベースやぷよぷよベースのサタン×ア

ルル本を発行しています。寂しがり屋なサ

タン様とマイペースなアルルのほのぼの中

心です。

▼東５レ 69b　BONDmocco

新刊「NO!DRINKING」“鏡の迷宮で魔導

力を切らしてしまったシェゾを襲った悲

劇？”な内容のギャグ漫画です、よろしく

どうぞ～

▼東６ズ 51b　紅桜

既刊二種を持ち込みます。①「ゆらゆら」

A5/ 表紙単色刷りオフ /…シェゾとの距離

に戸惑うアルルのシリアスめのお話②「ほ

のラブ」A5/ 表紙二色刷りオフ /…真魔導

設定のほのぼの。いずれもシェアルです＾^  

もしかしたらペーパー的な物を持ち込め

るかもしれませんが、新刊はありません； 

スペースが離れていますが、宜しければお

立ち寄り頂けますと幸いですｖ

▼西２と 22a　栗名月

新刊は 7ARS（ぷよぷよ !!）、まぐろ×り

んご + エコロ本「Mugcoupleco（マグカッ

プルエコ）」です。グッズで 7ARS+a の

缶バッジもあります！



東４ノ 36a CIL（サタン×アルル）

東４ノ 36b 龍楽園（サタン×アルル）  

東４ノ 37a 490 屋（シェゾ×アルル）  

東４ノ 37b Wiz Color（シェゾ×アルル )   

東４ノ 38a ココア・ド・ココア（アルル中心、

シェゾ×アルルなど )  

東４ノ 38b 水硝子（シェゾ×アルル )  

東４ノ39a OUTCIRCLE（シェゾ×アルル )  

東４ノ 39b UG（アルル・ドラコ・ウイッ

チなど女の子キャラ中心）

東４ノ 40a 白き虚空（シェゾ×ウィッチ、

シェゾ×アルルなど）  

東４ノ 40b かたないふ（シェゾ×ウィッチ）

東４ノ 41a 蝉コロン（エコロ×あんどうり

んご )  

東４ノ 41b ぽわぽわ本舗（シグ×アミティ )  

東４ノ 42a ミルキーホーン（リデル） 

東４ノ 42b Nietzsche!（エコロ中心）  

東４ノ 43a 仙弾（クルークとあやしいク

ルーク）

　　ノ 43a THE-PAPER（クルーク他 )  

東４ノ 43b サウハカ（クルーク＆あやしい

クルーク）

東４ノ 44a 516（シグ中心）

　　ノ 44a 紅い瞳の灰色の人

東４ノ 44b 水中対水中ミサイル（ぷよ !! オー

ルキャラ）  

東４ノ 45a ろろく系（ぷよ魔導オールキャ

ラ）

　　ノ 45a ゆめうつつ（シェゾ×アルル）

　　ノ 45a てとらぽっと（シェゾ×アルル）

東４ノ 45b ねこまた（シェゾ×アルル、ぷ

よ魔導オールキャラ）

　　ノ 45b たとえば

　　ノ 45b 53

東４ノ 46a ぷよぷち！本部（プチ本部）

東４ノ 46b 脳幹の幻影（魔導オールキャラ）  

東４ノ 47a 八鎌歯科（サタン×シェゾ )  

東４ノ 47b 【.】（サタン×シェゾ）  

東４ノ 48a 妄想 SWITCH ON（ラグナス

×シェゾ） 

東４ノ 48b みるきーちょっぷ（ラグナス、

ぷよ魔導オールキャラ）

東４ノ 49a pm02:00（あやしいクルーク

×シグ）  

東４ノ 49b はちみつハート（あやしいク

ルーク×シグ）  

東４ノ 50a おとうふ（シグ中心）  

東１Ｅ 27a 妖幻（シェゾ×アルル／名探偵

コナン配置）

東２Ｑ 26b 竜祭り（ぷよオールキャラ／黒

子のバスケ配置「デコ弁」）

東３ス 13b 行方不明（シェゾ×アルル／テ

ニスの王子様配置）

東５レ 63b Jamming（7ARSE ／デビサ

バ 2 配置 )  

東５レ 66a 小鳥の館（サタン×アルル／ア

トラス・デビサバ２配置）  

東５レ 69b BONDmocco（シェゾ中心／

ペルソナ２罪・罰配置）  

東６ズ 51b 紅桜（シェゾ×アルル／薄桜鬼

配置） 

西２と 22a 栗名月（まぐろ×りんご + エコ

ロ／ヘタリア配置）

西２と 49b アスカ（シェゾ×アルル／ヘタ

リア配置）

西４や 48a シンソク大誤算（シェゾ中心＆

20th オールキャラ／ポケモン配置 )  

参加サークル一覧表


