
2019 VALENTINE PiO SPECIAL
参加サークルリストサークルリスト

（各イベントごと・五十音順）イベントごと・五十音順）ごと・五十音順）五十音順）

バンドリ！ オンリーイベントごと・五十音順）

BanG Dreamer's Party! 6th STAGE
サークル名名 ペンネーム スペース
あ行行
合鍵屋 key G-03
AKI 菊花さつきさつき C-12

kyouka D-10
アストごと・五十音順）ラッテ そらと B-14
astronaut まいる E-16
アナグラム 奥沢モンペモンペ C-01
雨宿りり 雨かさ E-31
雨夜の花の花花さつき マサ F-12
あ行めいろ 七色 G-32
AliceGarden ひなたもも B-11
アンソレール名 一隅 B-12
アンニュイ亭 桜沢モンペかなた・五十音順）つるぎ輝輝 B-09,10
いきよく。 空狐　燐 G-01
漁り火り火 D-28
107e なえと、十十 D-19
いつか五日市 ハル名カワ D-13
五つ葉のクローバーの花クローバー 上崎よつばよつば G-24
イル名カソフトごと・五十音順） ロラン D-20
雨天決行 栗崎よつば　きんぐ E-02
うにうにの花こと 菊知ゆくえゆくえ C-05
梅茶漬けけ 小梅蓮 G-06
えいと☆べあ行 新井ぎゅれんぎ輝ゅれん
えじぷろ acrylo G-21

黒猫かしすかしす D-07
ゑんどれすマヨ えらまよ姐 A-07
おいでよレサパンの花森 ゼロ丸 G-10
黄金ハンティングハンティング Leprechaun D-06
お茶番 バードストごと・五十音順）ライク C-27

そうれぐ F-08
オニヨメスーパードライ オニヨメ A-13
オモダカ 斉藤 E-10
か行
カウンターヒットごと・五十音順）限定コンボコンボ ムコ E-27
風音書廊 いつか F-11
柏屋。 C-09,10
カニカマの花赤と白と白 じぅ C-18
カミナリサマ 熊本愛知ゆくえ A-16
からあ行げ・五十音順）オレ 葵れくれく D-29
鴉羽カレッジカレッジ 墨染 F-32
ガラ文字 すずき G-16

浅汐里希 E-03
Calm snow 雪一 G-07
喫茶ホタル名 喜助 G-19
気まぐれ工房蒼まぐれ工房蒼 高宮蒼涼 D-31
君の友達。の花友達。 君の友達。野朋成 B-16
キャベツ畑畑 芽キャベツキャベツ畑 G-09
ぎ輝ゃろっぷだいな ナリタル名ミ B-06

うっきー F-26
きりん組の田中の花田中 いぬ組の中村組の田中の花中村 D-30
空想舟 くらげもどき B-04
草薙屋 草薙夏樹 A-03
くじらめんたる まおめん A-11
くま吉 るい F-19
Crack Cocaine 洲央 C-24
栗もなか 遠野真秀 E-26
くり～むぶらうん YESNAME D-11
月下氷人 あ行えぎ輝さん E-06
ける都 晴太 B-01
小枝すこっぷすこっぷ てった D-12
凩珈琲 仲原楸 C-20
ココロステーク 小井ぎゅれん　必 B-05
こってり角右衛門 杏露酒 E-17
ことりの花おやつ 抹茶リトごと・五十音順）ロ E-30
狐姫町 紅葉のクローバーいの花り F-01
kome sta. たんぼ E-23
さ行
さくらもち 絞り☆カスり☆カス F-04

AQUAぷらねっと

委託1

SR24改

おつまみめんま09

あ行いなめ　Kasshi-

乾電池Plus

-救世主 メシ屋屋-



サークル名名 ペンネーム スペース
SUNNY GLASS ぴう F-05
さよひなオンリー準備会 いしだ C-15
さわれぬ組の中村嫁に祟り無しに祟り無しり無しし C-32

キッド G-05
詩音屋 詩音 F-13
シ屋クロサバカン 佐波缶 E-22
獅子屋敷 グーみたいな芋 C-31
上下左右 らい公 C-13
書痴と書痴の部屋と書痴と書痴の部屋の花部屋 もフー E-28
しょぼコン きたむらとおる A-10
しろかり 黒狩参号 C-07
白熊屋 スズカ E-18
垂涎三寸 いーふぁ C-23
SkiLine 黒猫かしすトごと・五十音順）ミー G-23

雪鳩。＆ますやまけいますやまけい G-25,26
すきにしていいよ うたこ E-12
Studio Charlott ウマ子 E-24

雪風 D-17
スターチェンバー 紅雅 F-15
スパンコール名オペラ mamaloni
スペースクジラ くじらジオ E-32
すまいるすたじお 矢坂しゅうしゅう C-08
酢飯の巣。の花巣。 酢の花コダ C-17
青春課 糸洲 F-27
世田谷ボロ市ボロ市 足立淳 D-18
Semikas 高菜しろしろ B-15
た行

ユウ A-12
倉 F-23

大福もちもちもちもち はった東風 D-22
たぬ組の中村きちの花屋台 たぬ組の中村きち E-13
DarkAngel 近衛まり G-20
タージマ・五十音順）ハル名 たじま F-18
茶柱おじさんおじさん ふじこう D-24
ちゃんぐ米菓 ばかうけ A-05
月夜の花茸 ぶなしめじ G-30
九十九文字の花戯言 十文字 G-02
つばさ雲 冬のちはるの花ちはる G-04
積み木のお城み木のお城の花お城 かいわれだいこん C-30
つむぎ輝百合工房 つむぎ輝 D-05
デイサービスもろ もろ D-15
東工大山吹沙綾研究会 D-14
とばちゃづけ みそ茶 A-08
な行
NaNiLAB A-06
ナンデココニファクトごと・五十音順）リー D-32
西荻窪ピカデリーピカデリー 打点濡子 G-08
ＮＹＡＳ！ 夜の花咲　麗 F-22
にゅー酸菌工房 我はこわれ甕はこわれ甕 G-29
ネイビーキングス 八猫かしす G-22
猫かしす飼いたい。いたい。 しかにく F-09
ねこまんま。 圧制者たかし・みちみちたかし・五十音順）みちみち G-11,12
は行
箱庭 えぬ組の中村 C-19
裸のパン屋さんの花パン屋さん Tsugaru E-08
畑を耕すだけ耕すだけすだけ みかん氏 C-16
パナギア 四一六 G-14
花さつき園電気まぐれ工房蒼製鞄所 はいぽ A-04
ハナヂデテル名 ちの花り F-31
花さつきの花箱詰 はづ D-27
はらぺこ 久原 F-17
卍上の花水 卯月水晶 G-17
大熊猫かしす牧場 ほいほい D-09
Heart.Nostalgia 新浜やそやそ C-29

ささぎ輝 F-20
ピエゾ素子が友達素子が友達友達 きーくら D-02
bitblt ちき F-14
ひなどりぃむ 漆赤と白 F-25
★☆雲雀☆★ 裕貴美 D-08
びびっどサンダー ズミクニ C-06
FourSeasons 七草 B-03
ぷにっとガチャ B-07,08
ぷぷもふ堂 もも C-26
浮遊紅茶 椎名 E-09
フラスコシ屋ャンパーニュ 柴谷ボロ市徳川 E-20
プル名メリア 真瀬 C-11
ぶるーべりーラムネ 天文 E-05

薙nagi凪
TheEarth～この花大地を踏みしめて～を耕すだけ踏みしめて～みしめて～

Scarborough Fair&上海蜜蜂

STUDIO勇み足み足

委託3

大学会館3000F
第3形態

Dali【A】

Barへろぎ輝

譲刀・五十音順）suntail



サークル名名 ペンネーム スペース
ブレスィング いの花まためぐみ E-04
フレンチカンカン 千々石さわさわ B-02
ふわゆる亭 さく E-15
Bouquet 京野 G-18
プー珍 プー珍 D-04
Hey sugar, 椎乃ゆきゆき F-02
Belladonna F-21
星屑メロンパンメロンパン 濁り茶り茶
ほしみぐさ 時風　ちゃの花丸 D-21
ぽぽケットごと・五十音順） ポネクサン C-25
ま行
まいふり喫茶 宝生フェノルフェノル名 E-07
MANIA PUBLISHER 第一村人 D-01
まろんぐらっせ もんぶらん C-21
まーが友達りんさんど るーくん B-13
みつばの花クローバー。 秋桜 G-13
みぬ組の中村鳥館 みぃぬ組の中村 E-11
ミムラス やまが友達み C-02
深山書院 深山葵れく E-19
mutuom2 むつを耕すだけむつ E-01
めぐさうんどわーくす めぐ A-02
melchi みお F-03
メロン紅茶 kerunyan G-28
もちこぶ商店 りあ行こ F-07
木のお城工用ゴリラゴリラ F-28
や行
やまびこわーくす ヤマトごと・五十音順）式でんぷんのりでんぷんの花り D-16
やまもり 花さつきまめ C-04
譲り合いの花精神 フネ C-28
ゆるり屋。 ふゆつみ千明 A-14
養殖天然水 かたやん D-23
終夜の花スロープ 時雨みゃつき E-21
ヨーグリイナ 志羽カレッジゆか G-31
ら行
らいぶり〜すとうぃんど ふぃね A-01
ライル名ハウトごと・五十音順） welca F-16
りゅうせゐ園園 やらゐ園 G-15
ryu-minBS 流民 F-24
りるけるブル名ー つもの花っく E-14
るんとして時雨 るりりー F-10
√373 陽コウキコウキ E-25
REINDROP re1ns D-26
RayN'Maker 綾坂しゅう A-15
レッドチャック ちゃつぼ A-09
LETRA 滝太郎 C-03
ren-hachi side street はの花ちゃ E-29
朧月神樂 かぐ G-27
ろくでなし ろく C-14
わ行
わきの花した ちんぽ大将軍 D-25
what a small world とり C-22
One Star White D-03

少女★歌劇 レヴュースタァライトごと・五十音順） オンリーイベントごと・五十音順）

サークル名名 ペンネーム スペース
あ行行
藍と白波と白波 ホーリー H-32
アヴァンダル名ダル名 原村てる I-18
朝花さつきの花すぴか るぴか I-01
あ行した、十春が友達きたら。 桜田千尋 I-25
Acerola xxx 青葉のクローバー伊槻 I-10
APRICOTTEA みなみ I-09
あ行りすくろす 逢坂しゅう圭 H-22
アル名ゴンパンチ H-23
安眠惑星 H-19
あ行ーるぬ組の中村ーゔぉー あ行ーるでこ I-30
ｒｐｏｐ 和泉もももも I-12
いちま H-26
いまだ反省の色なしの花色なし こだまの花こ H-20
うろおぼえの花八橋 八橋 I-03
オオモリゴハン オオモリ H-17
OcalCider きゃでん M-06
御茶ノ水製麺所 御茶ノ水学士 I-28
オレん家超特急 ぐっさん。 H-01

委託2

計 187サークル名

スタァライトごと・五十音順）・五十音順）ストごと・五十音順）ーリィズ 1st REVUE

ハンジAr



サークル名名 ペンネーム スペース
か行
Kakigoya 生フェノル牡蠣 H-28
壁の繊維の花繊維 千秋 H-04
カレーラーメン I-06
北のビーフジャーキー工房の花ビーフジャーキー工房 九十九友治 H-31
来月落雁 くるぽんず I-19
クレードル名・五十音順）ソング Huji H-06
軽トラ。トごと・五十音順）ラ。 相原 M-04
紅白発射地を踏みしめて～帯 テンガ I-16
ここねりうむ たかみねつくも H-12
kono. 胡麻ふらちふらち M-05
こめとこめ I-11
Collect Control 時々山崎よつば M-02
ColoriLab ムシ屋コロリ M-01

サモ子 H-30
さ行
さくさく本舗 鳩野サブレ I-27
Cirque Du Banana Allies キッパー H-09,10
シ屋ガーレス。 saku I-32
自首します。します。 乙 I-23
獣旺無し尽！ 井ぎゅれんノ原　勝平 I-07
sugarbox 沙藤ミル名 H-24
白い飯の巣。 麺太鼓 H-11
『真・五十音順）南海大決戦』 TJ-type1 I-17
7COLORS 碧里 H-29
蒼碧旗工務店 I-15
ソンチョーの花島 ソンチョー H-14
た行
大欲界天狗道 まりよぶ I-29
ちこわーるど ちこわーる I-05
朝食は食パンでは食は食パンでパンで イチゴジャム H-02

12-B. H-16
テノヒラノ ぺを耕すだけ I-02
な行
にしはるカフェ 西沢モンペはるな H-21
にぶんの花に 早福もちもち 響 H-05
は行
はちみつビードロ 春秋 I-24
花さつきに嵐。 サントごと・五十音順）ウカ I-08
ひしゃくぼし うきはし H-15
舞々 夏玉　響 H-03
Fireworks スク I-31
不健康チョコレイトチョコレイトごと・五十音順） 小麦 I-21
PENALTY AREA!! あ行した千春 H-18
ヘリオトごと・五十音順）ロオプ みなと H-07
北のビーフジャーキー工房欧一座 超田デル名ソル名 I-14
POCHI 凪空りく H-08
ま行
まーが友達りん犬 びびり H-25
momolemon もりの花 M-03
や行
百合キチ☆スマイル名 しーぴー I-13
百合豚煮込みみ ステル名スにゃんこ H-13
ら行
→RALLY← たまじま I-26
ラーメンライサーの花姫 ネコメヒメ H-27
Le Cirque de Sucre シ屋ュガー I-04
LunaticRabbit 奇人さと I-20
ル名ビーとカル名シ屋ウム リン I-22

オーガストごと・五十音順）作品オンリー同人誌即売会オンリー同人誌即売会

Augustic Memories
サークル名名 ペンネーム スペース
あ行行
あ行っぷるぱいと… 風由祭 J-08
アル名ファブランド さとらん J-13
井ぎゅれん戸屋 井ぎゅれん戸家猫かしす八 J-14
∞Material 柳瀬那智 J-11,12
VariantViper の花りしお J-21

VR-Four J-23,24
エスター工房 浅木のお城翠仙 J-05
か行
かぴばらいろ らいろ J-09
さ行
Sound Escape rana J-26

紅緋andしまりす。

ガン・五十音順）F・五十音順）グリーンマン

Dechno工房

計 69サークル名

H・五十音順）B・五十音順）M



サークル名名 ペンネーム スペース
さち さあ行の花ちあ行 J-22

S.Nishikawa J-27
た行
たつみでんぱん屋 悠之辻弦庵 J-25
だるまや だるま J-28
な行
ねこ☆ちーず 姫鳴つばきつばき J-20
は行
箱庭の花アリス 空遙 J-10
鳳凰の羽の花羽カレッジ J-03
宝石さわ錬金ハンティング創造部 富士宮大海志 J-15
ほしとつきと あ行きはら涼 J-02
ま行
Magical Muse ＭＭじぇみに J-29
御堂 御導はるかはるか J-07
もきゅもきゅ 桐葉のクローバーさん J-16
藪の中の花中 J-17
や行
ヤマネコの花宿り C-flyer 9100 J-19
夢桜 由宇 J-01
ら行
Lighting Heart ミュル名カ J-04
lostworld 藤原の花あ行 J-06

サークル名名 ペンネーム スペース
あ行行
あ行らぶい！企画本部 内藤めあ行る
悪性善玉菌 十三
ACTsss ACT.
アクリル名放送 ノノヤ
亜光速エンジンエンジン あ行ずみ春人 K-20
雨宿りり荘 いの花うえくん L-05
RKBOX RK
EspacE+VR 楸、十中空
うぇるきゃ うみわたり

翔稚ヒカルヒカル名
えいえいおー えいっぽ
lsplus+ 華嶋えりーえりー
おいしいコロッケを耕すだけ作ろう エタブリ K-06
大石さわハツ畑 大石さわハツ畑
OguLabo おぐら
おこた屋敷 こたつむり K-22
お茶っ葉のクローバーどんぶり 野堀
Obscure buds MISAKA
音速エンジンポムライス イヌージョン
Automata 刈安の花の花め
か行
かっこかわい亭 月観すいすい K-26
ガバ亭喫茶 たわわん
かぷち屋 L-01,02
からんこす もちくろ K-28
きいろいとまと屋 きいとま
喫茶サル名ミアッキ 飴すぐ噛む人すぐ噛む人む人
きなこもち 瓜生フェノル珊瑚
きゃっといいえっくす 猫かしす兎
KingdomCome!! ふじ・五十音順）きりお
鉱滓置場 ぴこっぴー
小型みりんみりん 東原
50%OFF shing
さ行
サイテキカ 最適化
櫻井ぎゅれん大エネル名ギー 櫻井ぎゅれんエネル名ギー
幸風亭 幸風燈
SARINA WORKS 音駒サリナサリナ
さろめぼっち さろめ

HIKKY L-04
さーかす ASK.

でんじろー
サークル名乱痴と書痴の部屋気まぐれ工房蒼 悠々笑夢
塩とヒマワリとヒマワリ 塩とヒマワリひまわり
疾走哺乳瓶 夜の花空
瞬間最大風速エンジン ポニーアール名 K-02
書記デスクよりデスクより 書記デスクよりの花フジシ屋ロ

出張Studio「眞」眞」」

オブチ1号

龍之介#32

計 26サークル名

バーチャル名YouTuberオンリーイベントごと・五十音順）

Youに夢中！　#002

ア-07
イ-29
イ-30
ウ-17

ア-06
イ-11
イ-08

うさばらC 委託4
ア-03
ウ-15

イ-36
ア-10

イ-24
イ-40
ア-17
イ-02

ウ-04

イ-06
イ-03
イ-01
ア-04
イ-33
イ-28
ウ-20
イ-25

イ-38
ウ-09,10
ウ-05
ア-15
委託5

さわえみか＠HIKKY
ア-08

サークル名SSK ア-11
イ-19
イ-09
ウ-11

ウ-06



サークル名名 ペンネーム スペース
地を踏みしめて～雷原 馬刺
白海黒豚 しゃち K-18
進行ちゃんの花大冒険
Symbolicus リプレ
水都路地を踏みしめて～裏書店 みなせれあ行ち K-09
すずぽに すずの花もく K-13
Spiral Ladder そーよく
SLAP STICK.

寺谷ボロ市
空色せいら 空色せいら
空ノツ畑カイ K-07
た行
大海Ｈｉランドランド ユゥトごと・五十音順）キ K-25
たまごらすく エリアル名
ちょったま。 NEO
CinCinBoys coconutsboy K-12
ディープブリザード ディープブリザード 
でこぽんジャスティス 良茶
Depaysement nicolai K-24
東京アル名ストごと・五十音順）ロメリア 春野ほたる
どうでもいい屋 榊蒼十郎 K-23
一〇八豆腐店 108 L-08
とりぷる★ぽっぷ りあ行 K-08
DOLL PLAY 黒巣ガタリ K-01
な行
名無ししワークス 秋崎よつばあ行や
NAM3 ぶっだ
二寸先はやみはやみ にやみ K-04

L-03
猫かしす背メガホンメガホン うめ K-27
猫かしすとティータイム 猫かしす奈
眠区一丁目 ねむりく
軒下の花かたつむり でんろく K-03
野乃ゆき原伝説 野乃ゆき原伝説
NoName? もしゃいの花 L-06
は行
葉のクローバー月ノ煌 五月雨葉のクローバー月
はっぴぃライム 桜ポチ

はにわはお K-14
バンカラ商店 ファル名ケン
バーチャル名ねこ バーチャル名ねこ
ひさたも 境みたるみたる K-17

おっさま K-05
ひなたぼっこ しゃけご
BIBASUKU あ行ゆか
ひゃほい帝国 ひゃほい
冷飯の巣。定コンボ食は食パンで 冷飯の巣。白米

たかぴョん
筆鍋 筆禍
BRAT BOX brat
PLATONIC Planetarium さーぶ K-21

もず
Planet Choro 10-colors
Frankensteiner sakyo K-11
VRoadCaster VRoadCaster
ふわりチャンネる NASHI-K
ＨＥＰ カンノ
干した野菜畑した野菜しろ畑 星めろん K-15
北のビーフジャーキー工房海堂本舗 蝦夷リスリス K-10
ま行
まうはまうまう ナナメ
マズル名カＳＴＥＰ 藤沢モンペ光 L-07
むーんらびっとげーと あ行にゃーき K-16
め組の田中
や行
柳瀬川 ミル名キャラ
山の花上にも三年 ももやま
ゆうれい工房 バーチャル名ゆうれい
ゆきみや家 ゆきみや
ゆの花もと屋 夏木のお城ゆの花
ら行
リトごと・五十音順）ル名本舗 守木のお城涼 K-19
リビデシ屋ュタイン家 セツ畑ナ・五十音順）リビデシ屋ュタイン
ろりりゅん亭 ろーりえ

イ-31

バーチャル名制作進行ちゃんbot ウ-16
イ-21

ウ-01
れもら/AkuroAkuro イ-14

1101号室 イ-26
イ-37

たなとす/Akurothana

イ-07
ウ-02

ア-09
イ-13

ウ-08

イ-23
イ-39

Ni-naプロジェクトごと・五十音順） 飯の巣。窪ピカデリー春菜しろP＆ますやまけいHIKKY

イ-32
イ-04

ウ-07

ア-01
ウ-03

はむらび14
イ-22
ア-18

翡翠色loiste
イ-10
ウ-14
イ-35
イ-18

V中部 イ-12
イ-20
ア-05

planet＊ ウ-13
ウ-18

ア-16
ア-12
イ-15

ア-14

イ-16

イ-27
ウ-19
ア-02
イ-05
イ-34

ア-13
ウ-12

計 113サークル名
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