
仮想愛玩用人造美人専門誌 i-doloid petie Vol.4

■04/12/15発売 ■2500円（税込）
□オールカラー114ページ
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　2005/02/02 　プチVol.4　読者プレゼント当選者発表
なのはちゃん（胴体シリコンタイプ）ヘッド＆ボディ一式
※1名様
●神咲優希さん（茨城県）

ドールズコートのむしゅめさん一式を30万円で購入出来る権（券）利
※2名様
●S Diomageさん（大阪府）
●ヴゥニャさん（埼玉県）

おめでとうございます！　近日中にお手元へ発送させて頂きます。
他プレゼントについては発送をもってかえさせて頂きますので
今しばらくお待ち下さいね。

惜しくも当選を逃された方も、ご応募下さり、本当にありがとうございました！

　2004/12/14 　アイドロイドプチVol.4　こちらの表紙が目印です！
お待たせしました。

プチ4号の表紙は、見つめるまなざし、豊かな胸の曲線が
美しい「さくら」ちゃん＆「あいみ」ちゃん（※共にユ
ニゾン製）のちょっぴり妖しい（笑）2ショットが目印！
　今号はお葉書をお送り下さった方の中から抽選で1名様
に120cm幼女人形プレゼント、他、通常一式60万円のラ
ブドールをなんと半額30万円で購入出来る権利！を2名様
に※当選した方には当見本ではなく、実際のお札と同サ
イズの引き換え券（権）が送付されます！　また、ドー
ルヘルス割引（りとる★らばーず：本誌持参の方に限り
初回のみ2000円引き！、シークレット：コスチューム1着
無料券付き）など、嬉しい特典がいっぱいです。是非お
手にとってみて下さいね。
各オンライン書店さん（9/21、12/8の告知を参照下さ
い）でも扱っております。どうぞよろしくお願いしま



す！

　2004/12/08 　アイドロイドプチVol.4は12/15（水）発売です！
皆様、めっきり寒くなりましたが、風邪などひいていません
か？
今号プチVol.4特集は「コスプレカタログ」。バリエーション
豊富な衣装の美麗過激グラビアが満載、必見です。他、これ
からお迎えを考えている方の為の「ラブドール実践ガイド
（おすすめ体位／NGポーズ集）」や、技術系記事としまし
て、メーカーさんの協力によって実現した「シリコン·ラブ
ドールをつくろう！」などなど、新企画も充実。もちろん、
大好評「仮想愛玩少女コラージュ」も有り。キーワードは
“超爆乳”ロリータ、です。笑。人形作家·荒木元太郎氏の
新作もバーン！と掲載致します。これは衝撃です。他の模型
誌では掲載できない写真を本誌独占にて！

尚、今号はご購入頂いた方のみの嬉しい特典もあるんです！

弊社通販でも予約を承っておりますが、オンライン書店のamazonさん、Jbookさ
ん、楽天ブックスさん（http://books.rakuten.co.jp/RBOOKS/index.html）でもご予
約頂けます。
どうぞよろしくお願い致しますね！

　2004/11/15 　アイドロイド·プチVol.4　発売決定のお知らせ
本誌プチ4号が12/15（水）に発売となりましたので、
お知らせ致します。今号もご期待下さいね！

　2004/10/07 　お膝元·販売店速報
今日、地元でお世話になっている高田馬場駅前の新宿書店さんにて、発売中のア
イドロイドプチVol.3を5册ほど確認！あおい書店さんにはバックナン
バーVol.1&Vol.2が2册ずつ。両方まわれば全号ゲット出来る！　馬場が近い人は
走った方がいいかも⋯。

　2004/09/29 　アイドロイドプチVol.3　発売中！
すぐにご購入頂けるオンライン書店さんにリンクしました。
（21日の告知をご参照下さい↓）どうぞよろしくお願い致します。

　2004/09/21 　アイドロイドプチVol.3　9/27（月）発売！
お待たせ致しました。
本誌今号はこちらの表紙が目印！です。　

Vol.3＿カバーガール（ドールズコート製
「AYAME」ちゃん※Reメイクバージョン）
魅惑の“目力”があなたのハートを射る！

各社ニューモデルのグラビアや、お迎え前に知っ
ておきたい「メーカー別／ボディパーツ比較」※
シリコン肌の柔らかさ解説や、気になる×××を
バッチリ確認！、「ホールレビュー」、大好評
「仮想愛玩少女コラージュ」は増ページし、更に
ロリロリ度パワーアップ！！



他、他誌では絶対読めないラブドールの実用記事
満載でお届けします。27日（月）の発売日には、
是非お手にとってみて下さいね！

以下、確実に入手出来る書店さんです。

Ｋ-ＢＯＯＫＳさん、ＤＯ！ＢＯＯＫＳさん、ＭＣ
松弥さん、あおい書店さん、新宿書店さん、たちばな書店さん、東陽書房さん、
とらのあなさん、文教堂書店さん、マナハウスさん、メロンブックスさん、ラ
オックス·コンピュータ館さん、わんだーらんどさん、信長書店さん、書泉ブッ
クタワーさん、ヴィレッジヴァンガードさん、深夜プラスワンさん、宮脇書店さ
ん、コアブックスです。詳しくはこちらをご覧下さいませ。

尚、弊社通販でも承っておりますが、オンライン書店のamazonさん、イーエス
ブックスさん、Jbookさん、e-honさん、えき プさん
（http://www.goekeep.com/）、クロネコヤマトのブックサービスさん
（http://market.bookservice.co.jp/top/）、とらのあな通販さん
（http://www.toranoana.jp/mailorder/index.html）でもご購入頂けま
す。（※amazonさん、Jbookさん、e-honさんはバックナンバーも扱っています）

皆様、どうぞよろしくお願いしますね！

　2004/09/06 　9月某日＿表紙撮影
本誌今号のカバーガール？！　
カバーのデザインがあがり次第、またお知らせ致しますね。
お楽しみに！

　2004/08/01 　プチVol.3発売日決定！
9/27（月）発売となりましたのでお知らせ致します。
今号も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

　2004/07/01 　次号発売予定
みなさん、大事なお知らせですよっ！

本誌次号ですが、6月の発売予定が9月になりそうです。
お電話を頂いた方々、ご心配をおかけしてごめんなさい。
発売日が決定次第、又アップさせて頂きますね。

　2004/06/02 　プチVol.2＿読者プレゼント当選者の発表です
沢山の嬉しいお便りをいつもありがとうございます。
編集部一同、とても励みになります。
お待たせしました。当選された方々のペン（ハンドル）
ネームを発表させて頂きます。※無い方はイニシャルと
なります。



●「さなえちゃん」標準タイプ／ヘッド＆ボディ一式
ロリ.ツチノコ.ボアさん（大阪府）
●ハルミデザインズ製「ゆうこ」基本セット
邦太郎さん（兵庫県）

●ピンナップドールズ8thセーラー服付き“胸像”
K＿プリモさん（東京都）
●「A.I.dolls　久仁香＆未都美カタログ」
ターキーさん（大阪府）
2501さん（大阪府）
MTVさん（新潟県）
●「Jewel2（美咲）カタログ」
Sさん（山梨県）
サクランボさん（福岡市）
mifurohiさん（兵庫県）
510さん（福島県）
オーさん（三重県）
初心者さん（千葉県）
関さん（岩手県）
idoll 13さん（山梨県）
プチンコさん（愛知県）
●19（ナインティーン）カタログ
ピンクさん（滋賀県）
UMAさん（大阪府）
Oさん（川崎市）
●Jewel1　カタログ
ムサシのんさん（埼玉県）
比克ピッコロさん（山形県）
Mさん（愛知県）
当さん（川崎市）
●「スク水抱き枕」
hiroさん（岐阜県）
マーくんさん（埼玉県）
●「私のぷにぷに」製品版ソフト
Tomさん（千葉県）
なめちゃんさん（愛知県）
●「プリいも」製品版ソフト
keiさん（宮城県）
●「ななみとこのみのおしえてA·B·C」
製品版ソフト
あかつかHさん（東京都）
●「こどもみるくぱふぇ」製品版ソフト
久松さん（東京都）
●「プチ2 表紙ポスター」
Licca Generationさん（北海道）
●「仮想愛玩少女コラージュ（CD-ROM）」
やっぴ さん（長崎県）
lunoさん（東京都）
ガムベースさん（福島県）
vainさん（愛媛県）
タケシ見てる？さん（熊本県）
アルティメイトウォーリアーさん（愛知県）
A.Oさん（神奈川県）
離珠さん（東京都）
ちびろくさん（千葉県）
Iさん（広島県）●「未玲·使用済·白水着＆セット」
しんさん（広島県）



池さん（三重県）
●「蜜柑　使用済お洋服※2パターン＆レオタード」
よっしぃさん（茨城県）
●「ゆい　使用済ボーダー下着セット＆レオタード」
T.M.32Sさん（静岡県）
●「未都美　使用済チャイナドレス＆ブラ·パンティ」
ていとさん（東京都
●「美咲　使用済スーツ」
倍部礼太さん（愛媛県）
●「さやか ※P85お洋服＆ブラ·パンティセット」
伊右衛門中毒さん
●「なな ※P85のお洋服セット」　
MIRACANさん（埼玉県）

おめでとうございます！　今月中に発送させて頂きますので、
もぅしばらくお待ち下さいませ。

　2004/03/26 　アイドロイドプチ第２号は本日発売です。
細かい部分ですが、前回告知のβ版に比べると若干カバー
のデザインが手直しされております。書店で見かけたら是
非お手にとってレジにもっていってくださいね。

確実に入手出来る書店さんは、
（K-BOOKSさん、たちばな書店さん、とらのあなさん、
ASOBIT CITYさん、あおい書店さん、新宿書店さん、
ヨドバシカメラ※ゲーム·ホビー館5Fさん、明屋書店さ
ん、
書泉グランデさん、宮脇書店さん、ブックランドあきばさ
ん、
TSUTAYAさん、信長書店さん、芳賀書店さん、
グッドウィルさん、WonderGooさん、明正堂書店さん、
ソフマップさん、東西堂書店さん）です。

大手オンライン書店のamazon.co.jpさん、イーエスブックスさんでは送料無料で購
入できます。どうぞよろしくお願いします！

　2004/03/01 　『アイドロイド·プチ2』表紙公開！
プチVol.2は読者の間で最も人気の高いLEVEL-D製の未
玲ちゃんの表紙が目印！です。彼女の美しいボディー·
ラインが拝める白水着姿の美麗グラビアは必見！！　
A.I.dollさんの新人·未都美ちゃんも競泳用のブランド白
水着を着用して登場します。今回は「ラブドールに白水
着」がキーワード。もちろん、もっと“あわわわ⋯”な
グラビアもいっぱいありますよ。メーカーさん、ゴメン
なさいっ；見逃して⋯。

「妹」系；今号のもうひとつのキーワードです。
ドーラーが推薦するという観点から選ばれた妹エロゲー
をフィーチャー。アニメはちょっと、エロゲーはどうも
なぁー、と思っている方でもドーラーならグッとくるよ
うな作品を、ドーラーの視点でドーラーさんにレビュー
してもらいました。

Ecchi Anime game dedicated to younger sister, of the doller,by the doller,for the



doller.
Ecchi=Hentai

人形作家·荒木元太郎氏がフォトレタッチ錬金術を駆使して創られた仮想愛玩少
女コラージュは超衝撃的！！「これってマジでヤバくない？」という程の出来に
目を瞠ることになるでしょう。ヴァーチャルでよかった 。実物掲載したら児童
ポルノ法適用間違いなし！だからね！？　他、本誌独占、××ユノアもお楽しみ
に。

器具田こする教授が考案·開発した「驚異のユビキタス·オナニーマシン·シス
テム」にも要注目。すごいシステムなのに日曜大工さながらのロー·テクな作り
がイイ！です。

不動の人気連載企画：「メーカー別·最新ラブドール／ボディパーツ比較」も
もちろんあります。

さあ、みなさん、予約をお願いしますね。
オンライン書店の大手、amazon.co.jpさんで、『アイドロイド·プチ2』の予約を
受付て下さってます。確実に手に入れたい方は、予約を入れておいてください
ね。

　2004/02/16 　アマゾンさんで『アイドロイド·プチ2』予約受付開始のお知ら
せ

オンライン書店の大手、amazon.co.jpさんで、で『アイドロイド·プチ2』の予約
受付が始まりました。確実に手に入れたい方は、ぜひ予約を入れておいてくださ
いね。

　2003/11/05 　「アイドロイド·プチ」発売のお知らせ＆「マニアックス」読プ
レ発表

こんにちは！　あゆみです。
編集さん達が消耗しているので、回復するまで
わたしがお手伝いする事になりました。
皆さん、はじめまして。

本誌次号「アイドロイド·プチ」
※判型も変わってリニューアルします！　
は、今年12/10（水）に発売決定いたしました。
どうぞお楽しみにね！

---------------------------------------------

以下、現在発売中の「アイドロイド·マニアックス」
第1回読者プレゼントの発表です。

「姉妹凌辱」ゲームソフト　18禁（提供：ミラージュ様）
●卵月のんのんさん（静岡県）
●カカオマスさん（福島県）
「LOST」18禁　同人誌（提供：NATURAL DAYS様）
●桜小路裕美さん（千葉県）
●i-doll13さん（山梨県）
SD　オリジナルパンツ（提供：Dressing Room様）
●モスラさん（埼玉県）
「Jewel 最新カタログ」（提供：オリエント工業様）
●黒者さん（兵庫県）



●ケンケンさん（島根県）
●ブーブーさん（福岡県）
●名無しさん（埼玉県）

当選された方々、おめでとうございます！
今週中に発送させて頂きますので、今しばらくお待ち下さいませ。
尚、第2回目の発表は12月上旬となります。
よろしくお願いいたします。

　2003/10/06 　編集部より　 人気の02子ちゃん＆兄弟写真
発売日に本誌をお買い上げ頂いた皆様には
心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか？

「アイドロイド·マニアックス」の発売日から
社員旅行へ行っていた為、アップが遅れてしまいました！
兄弟のひとり（「スーパー写真塾」編集部所属）が
現地空港の持ち物検査にひっかかりボディチェックを受けて
いる
スクープ写真をお詫びとしてアップ致します。
※撮影：兄弟である「ディープネット」編集部KTD

　2003/09/24 　i-doloid maniax

オールカラー·付録CD-ROM付き“特別号”
「アイドロイド·マニアックス」は今週末9/27（土）発売で
す。
ひと足早く表紙をアップ致します。発売日は、是非この表紙
を目印にお近くの書店にてお手にとってみて下さいね。
よろしくお願い致します！

　2003/09/22 　「兄弟」の仕事場

理想的？な創作スペース。
（ゴミためではありません）

　2003/09/19 　「冷やし頭」 at 神保町



疑問が2つある。

1.たとえ髪を切らなくても
「冷やし頭※２００円」をやってくれるのでしょうか。

2.ニューヨーク支店は存在するのでしょうか。

　2003/09/18 　出張校正

本誌と同時進行で編んでいた書籍「マトリックスの哲学」。
こちらは一昨日に校了したはずだったのですが、
まだ校了していなかった！　なんで？　どーいうことだよ！
そして急遽、神保町の図書印刷さんへ出張校正。

担当のアッキーさんには面付けも手伝って頂いて
最後のチェック、時計の針は23時をまわっていました。
アッキーさん、ありがとう！
今度、お茶か栄養ドリンク出します。

次の20件を表示

This CGI Script is Diary v1.1


