
コンテンツ名 価格 著者名 コンテンツ名 価格 著者名
＠FullMoon（１） 500 真東砂波 七つ屋志のぶの宝石匣（１） 500 二ノ宮知子

＠FullMoon（２） 500 真東砂波 七つ屋志のぶの宝石匣（２） 500 二ノ宮知子

ＦＵＬＬＭＯＯＮにささやいて（１） 500 真東砂波 七つ屋志のぶの宝石匣（３） 500 二ノ宮知子

ＦＵＬＬＭＯＯＮにささやいて（２） 500 真東砂波 七つ屋志のぶの宝石匣（４） 500 二ノ宮知子

×一物語（１） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（５） 500 二ノ宮知子

×一物語（２） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（６） 500 二ノ宮知子

×一物語（３） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（７） 500 二ノ宮知子

×一物語（４） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（８） 500 二ノ宮知子

×一物語（５） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（９） 500 二ノ宮知子

×一物語（６） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（１０） 500 二ノ宮知子

×一物語（７） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（１１） 500 二ノ宮知子

×一物語（８） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（１２）　電子限定描きおろし特典つき 500 二ノ宮知子

×一物語（９） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（１３） 500 二ノ宮知子

・・・青春中！（１） 420 栗原まもる 七つ屋志のぶの宝石匣（１４） 500 二ノ宮知子

・・・青春中！（２） 420 栗原まもる 七つ屋志のぶの宝石匣（１５） 500 二ノ宮知子

1/2の林檎（１） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（１６） 500 二ノ宮知子

1/2の林檎（２） 500 こやまゆかり 七つ屋志のぶの宝石匣（１７） 500 二ノ宮知子

1/2の林檎（３） 500 こやまゆかり ここから先はＮＧ！（１） 420 松田裕子┴和泉みお

1/2の林檎（４） 500 こやまゆかり ここから先はＮＧ！（２） 420 松田裕子┴和泉みお

1/2の林檎（５） 500 こやまゆかり ここから先はＮＧ！（３） 420 松田裕子┴和泉みお

1/2の林檎（６） 500 こやまゆかり たべられちゃいなヨ！（１） 420 恩田ゆじ

1/2の林檎（７） 500 こやまゆかり たべられちゃいなヨ！（２） 420 恩田ゆじ

1/2の林檎（８） 500 こやまゆかり トロピカル侍（１） 600 そにしけんじ

1/2の林檎（９） 500 こやまゆかり トロピカル侍（２） 600 そにしけんじ

1/2の林檎（１０） 500 こやまゆかり トロピカル侍（３） 600 そにしけんじ

1/2の林檎（１１） 500 こやまゆかり ハレ婚。（１） 660 ＮＯＮ

1/2の林檎（１２） 500 こやまゆかり ハレ婚。（２） 660 ＮＯＮ

1/2の林檎（１３） 500 こやまゆかり ハレ婚。（３） 660 ＮＯＮ

1/2の林檎（１４） 500 こやまゆかり ハレ婚。（４） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１） 420 小林まこと ハレ婚。（５） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（２） 420 小林まこと ハレ婚。（６） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（３） 420 小林まこと ハレ婚。（７） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（４） 420 小林まこと ハレ婚。（８） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（５） 420 小林まこと ハレ婚。（９） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（６） 420 小林まこと ハレ婚。（１０） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（７） 420 小林まこと ハレ婚。（１１） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（８） 420 小林まこと ハレ婚。（１２） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（９） 420 小林まこと ハレ婚。（１３） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１０） 420 小林まこと ハレ婚。（１４） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１１） 420 小林まこと ハレ婚。（１５） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１２） 420 小林まこと ハレ婚。（１６） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１３） 420 小林まこと ハレ婚。（１７） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１４） 420 小林まこと ハレ婚。（１８） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１５） 420 小林まこと ハレ婚。（１９） 730 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１６） 420 小林まこと ハレ婚。（２０） 660 ＮＯＮ

１・２の三四郎（１７） 420 小林まこと 君の手がささやいている・最終章（１） 500 軽部潤子

１・２の三四郎（１８） 420 小林まこと 君の手がささやいている・最終章（２） 500 軽部潤子

１・２の三四郎（１９） 420 小林まこと 君の手がささやいている・最終章（３） 500 軽部潤子

１・２の三四郎（２０） 420 小林まこと 池袋スティングレイ（１） 600 青山広美┴別天荒人

１０代でママになった女の子（１） 420 あしだかおる 池袋スティングレイ（２） 600 青山広美┴別天荒人

１０代でママになった女の子（２） 420 あしだかおる 池袋スティングレイ（３） 600 青山広美┴別天荒人

１０代でママになった女の子（３） 420 あしだかおる 高嶺の花（上） 602 しげの秀一

1７’ｓコンプレックス 420 いしだ絵里 高嶺の花（下） 602 しげの秀一

１９歳。愛をつらぬくために 420 かわちゆかり あさめしまえ（１） 600 北駒生

20代の心とカラダ 500

沖野ヨーコ┴朔本敬子┴水月ひかる┴もりた

ゆうこ┴坂井トオコ あさめしまえ（２） 600 北駒生

3×3EYES（１） 600 高田裕三 あさめしまえ（３） 600 北駒生

3×3EYES（２） 600 高田裕三 あさめしまえ（４） 600 北駒生

3×3EYES（３） 600 高田裕三 あさめしまえ（５） 600 北駒生

3×3EYES（４） 600 高田裕三 あさめしまえ（６） 600 北駒生

3×3EYES（５） 600 高田裕三 かわいいにもほどがある！ 420 フカワミキ

3×3EYES（６） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（１） 600 若杉公徳

3×3EYES（７） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（２） 600 若杉公徳

3×3EYES（８） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（３） 600 若杉公徳

3×3EYES（９） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（４） 600 若杉公徳

3×3EYES（１０） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（５） 600 若杉公徳

3×3EYES（１１） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（６） 600 若杉公徳

3×3EYES（１２） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（７） 600 若杉公徳

3×3EYES（１３） 600 高田裕三 みんな！　エスパーだよ！（８） 600 若杉公徳

3×3EYES（１４） 600 高田裕三 ももいろ人魚（１） 420 曙はる

3×3EYES（１５） 600 高田裕三 ももいろ人魚（２） 420 曙はる

3×3EYES（１６） 600 高田裕三 ももいろ人魚（３） 420 曙はる

3×3EYES（１７） 600 高田裕三 コーポ失楽園 420 五十嵐正邦

3×3EYES（１８） 600 高田裕三 シタインデスケド。（１） 420 玉島ノン

3×3EYES（１９） 600 高田裕三 シタインデスケド。（２） 420 玉島ノン

3×3EYES（２０） 600 高田裕三 ステラ 600 香日ゆら

3×3EYES（２１） 600 高田裕三 メルヒェン　ヴェルト（１） 600 千代多みく郎

3×3EYES（２２） 600 高田裕三 メルヒェン　ヴェルト（２） 600 千代多みく郎

3×3EYES（２３） 600 高田裕三 乙女純情エロチカヘヴン（１） 420 成海柚希

3×3EYES（２４） 600 高田裕三 乙女純情エロチカヘヴン（２） 420 成海柚希

3×3EYES（２５） 600 高田裕三 地球のささくれ 600 土田えり

3×3EYES（２６） 600 高田裕三 明治メランコリア（１） 420 リカチ

3×3EYES（２７） 600 高田裕三 明治メランコリア（２） 420 リカチ

3×3EYES（２８） 600 高田裕三 明治メランコリア（３） 420 リカチ

3×3EYES（２９） 600 高田裕三 明治メランコリア（４） 420 リカチ

3×3EYES（３０） 600 高田裕三 明治メランコリア（５） 420 リカチ

3×3EYES（３１） 600 高田裕三 明治メランコリア（６） 420 リカチ

3×3EYES（３２） 600 高田裕三 明治メランコリア（７） 420 リカチ

3×3EYES（３３） 600 高田裕三 明治メランコリア（８） 420 リカチ

3×3EYES（３４） 600 高田裕三 明治メランコリア（９） 420 リカチ

3×3EYES（３５） 600 高田裕三 明治メランコリア（１０） 420 リカチ

3×3EYES（３６） 600 高田裕三 明治メランコリア（１１） 420 リカチ

3×3EYES（３７） 600 高田裕三 暴力探偵（１） 600 東田裕介

3×3EYES（３８） 600 高田裕三 暴力探偵（２） 600 東田裕介

3×3EYES（３９） 600 高田裕三 暴力探偵（３） 600 東田裕介

3×3EYES（４０） 600 高田裕三 極厚版『軍鶏』 巻之壱 （１～３巻相当） 1238 橋本以蔵┴たなか亜希夫

3つちがいの恋物語 420 谷口亜夢 極厚版『軍鶏』 巻之弐 （４～６巻相当） 1238 橋本以蔵┴たなか亜希夫

３年めのKISS 420 小野佳苗 極厚版『軍鶏』 巻之参 （７～９巻相当） 1238 橋本以蔵┴たなか亜希夫

５年めのピーターパン 420 おおにし真 極厚版『軍鶏』 巻之四 （１０～１２巻相当） 1238 橋本以蔵┴たなか亜希夫

５年目の意地っぱり 500 こやまゆかり 極厚版『軍鶏』 巻之伍 （１３～１５巻相当） 1238 たなか亜希夫

７月２４日通りのクリスマス 400

吉田修一┴金子ありさ┴浦川まさる＆佳弥

┴ＭｉＣｈａｏ！ 極厚版『軍鶏』 巻之六 （１６～１７巻相当） 1238 たなか亜希夫

８６～’０２　かわぐちかいじ全短編 1000 かわぐちかいじ 極厚版『軍鶏』 巻之七 （１８～１９巻相当） 1238 たなか亜希夫

ABOの天使たち 420 愛本みずほ 軍鶏（２０） 600 たなか亜希夫

AD.POLICE 657 トニーたけざき 軍鶏（２１） 600 たなか亜希夫

ALL WORKS 714 川畑聡一郎 軍鶏（２２） 600 たなか亜希夫

Ａｓｓｅｍｂｌｅｒ　０Ｘ（１） 600 麻宮騎亜 軍鶏（２３） 600 たなか亜希夫



Ａｓｓｅｍｂｌｅｒ　０Ｘ（２） 600 麻宮騎亜 軍鶏（２４） 600 たなか亜希夫

Ａｓｓｅｍｂｌｅｒ　０Ｘ（３） 600 麻宮騎亜 軍鶏（２５） 600 たなか亜希夫

Ａｓｓｅｍｂｌｅｒ　０Ｘ（４） 600 麻宮騎亜 軍鶏（２６） 600 たなか亜希夫

Ｂ．Ｃ．トライアングル（１） 420 中西やすひろ 軍鶏（２７） 600 たなか亜希夫

Ｂ．Ｃ．トライアングル（２） 420 中西やすひろ 軍鶏（２８） 600 たなか亜希夫

Ｂ．Ｃ．トライアングル（３） 420 中西やすひろ 軍鶏（２９） 600 たなか亜希夫

Ｂ♭でｍｆ 500 よしまさこ 軍鶏（３０） 600 たなか亜希夫

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（１） 600 江川達也 軍鶏（３１） 600 たなか亜希夫

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（２） 600 江川達也 軍鶏（３２） 600 たなか亜希夫

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（３） 600 江川達也 軍鶏（３３） 600 たなか亜希夫

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（４） 600 江川達也 軍鶏（３４） 600 たなか亜希夫

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（５） 600 江川達也 私も世界を終わらせたい（１） 600 さかもと麻乃

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（６） 600 江川達也 私も世界を終わらせたい（２） 600 さかもと麻乃

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（７） 600 江川達也 くノ一捕物帖　恋縄緋鳥（１） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（８） 600 江川達也 くノ一捕物帖　恋縄緋鳥（２） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（９） 600 江川達也 佐武と市捕物控（１） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（１０） 600 江川達也 佐武と市捕物控（２） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（１１） 600 江川達也 佐武と市捕物控（３） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ　ＦＲＥＥ！（１２） 600 江川達也 佐武と市捕物控（４） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（５） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（６） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（７） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（８） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（５） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（９） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（６） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１０） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（７） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１１） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（８） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１２） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（９） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１３） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１０） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１４） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１１） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１５） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１２） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１６） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１３） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１７） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１４） 600 きうちかずひろ 佐武と市捕物控（１８） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１５） 600 きうちかずひろ 宮本武蔵（１） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１６） 600 きうちかずひろ 宮本武蔵（２） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１７） 600 きうちかずひろ 新・くノ一捕物帖　大江戸緋鳥８０８ 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１８） 600 きうちかずひろ 流れ星五十三次（１） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（１９） 600 きうちかずひろ 流れ星五十三次（２） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２０） 600 きうちかずひろ 流れ星五十三次（３） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２１） 600 きうちかずひろ 流れ星五十三次（４） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２２） 600 きうちかずひろ 流れ星五十三次（５） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２３） 600 きうちかずひろ 石ノ森版立川文庫　宮本武蔵 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２４） 600 きうちかずひろ 石ノ森版立川文庫　塚原卜伝 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２５） 600 きうちかずひろ 石ノ森版立川文庫　猿飛佐助１ 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２６） 600 きうちかずひろ 石ノ森版立川文庫　猿飛佐助２ 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２７） 600 きうちかずひろ 買厄懸場帖　九頭竜（１） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２８） 600 きうちかずひろ 買厄懸場帖　九頭竜（２） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（２９） 600 きうちかずひろ 買厄懸場帖　九頭竜（３） 400 石ノ森章太郎

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３０） 600 きうちかずひろ でぶせん（１） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３１） 600 きうちかずひろ でぶせん（２） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３２） 600 きうちかずひろ でぶせん（３） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３３） 600 きうちかずひろ でぶせん（４） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３４） 600 きうちかずひろ でぶせん（５） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３５） 600 きうちかずひろ でぶせん（６） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３６） 600 きうちかずひろ でぶせん（７） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３７） 600 きうちかずひろ でぶせん（８） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３８） 600 きうちかずひろ でぶせん（９） 600 安童夕馬┴朝基まさし

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（３９） 600 きうちかずひろ 至福の暴対レシピ（１） 600 西条真二

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４０） 600 きうちかずひろ 至福の暴対レシピ（２） 600 西条真二

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４１） 600 きうちかずひろ 至福の暴対レシピ（３） 600 西条真二

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４２） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（１） 420 めいびい

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４３） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（２） 420 めいびい

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４４） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（３） 420 めいびい

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４５） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（４） 420 めいびい

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４６） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（５） 420 めいびい

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４７） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（６） 420 めいびい

ＢＥ－ＢＯＰ－ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ（４８） 600 きうちかずひろ かつて神だった獣たちへ（７） 420 めいびい

Ｂｅｌｉｅｖｅ（１） 420 真柴ひろみ かつて神だった獣たちへ（８） 420 めいびい

Ｂｅｌｉｅｖｅ（２） 420 真柴ひろみ かつて神だった獣たちへ（９） 420 めいびい

ＢＩＳＥＸＵＡＬ 420 真崎総子 かつて神だった獣たちへ（１０） 420 めいびい

ＢＩＳＥＸＵＡＬII 420 真崎総子 かつて神だった獣たちへ（１１） 420 めいびい

ＢＬＡＤＥ（１） 600 イダタツヒコ かつて神だった獣たちへ（１２） 420 めいびい

ＢＬＡＤＥ（２） 600 イダタツヒコ かつて神だった獣たちへ（１３） 450 めいびい

ＢＬＡＤＥ（３） 600 イダタツヒコ かつて神だった獣たちへ（１４） 450 めいびい

ＢＬＡＭＥ！（１） 600 弐瓶勉 しょたせん（１） 600 内々けやき

ＢＬＡＭＥ！（２） 600 弐瓶勉 しょたせん（２） 600 内々けやき

ＢＬＡＭＥ！（３） 600 弐瓶勉 しょたせん（３） 600 内々けやき

ＢＬＡＭＥ！（４） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（１） 600 松本光司

ＢＬＡＭＥ！（５） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（２） 600 松本光司

ＢＬＡＭＥ！（６） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（３） 600 松本光司

ＢＬＡＭＥ！（７） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（４） 600 松本光司

ＢＬＡＭＥ！（８） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（５） 600 松本光司

ＢＬＡＭＥ！（９） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（６） 600 松本光司

ＢＬＡＭＥ！（１０） 600 弐瓶勉 彼岸島　４８日後…（７） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（１） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（８） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（２） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（９） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（３） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１０） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（４） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１１） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（５） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１２） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（６） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１３） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（７） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１４） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（８） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１５） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（９） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１６） 600 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（１０） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１７） 630 松本光司

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ（１１） 420 龍門諒┴恵広史 彼岸島　４８日後…（１８） 630 松本光司

Ｂｌｕｅ　Ｂｌｕｅ―青くて甘い夏の海― 420 倉持マリ 彼岸島　４８日後…（１９） 630 松本光司

ＢＯＤＹ　ＧＩＲＬ 600 こしばてつや 彼岸島　４８日後…（２０） 630 松本光司

Ｂｏｎｊｏｕｒひさしぶりね 420 森谷幸子 彼岸島　４８日後…（２１） 630 松本光司

ＢＯＸＥＲ（１） 600 岡村篤 彼岸島　４８日後…（２２） 640 松本光司

ＢＯＸＥＲ（２） 600 岡村篤 彼岸島　４８日後…（２３） 650 松本光司

ＢＯＸＥＲ（３） 600 岡村篤 彼岸島　４８日後…（２４） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（２５） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（２６） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（３） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（２７） 690 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（４） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（２８） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（５） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（２９） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（６） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３０） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（７） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３１） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（８） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３２） 660 松本光司



ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（９） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３３） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１０） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３４） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３５） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 彼岸島　４８日後…（３６） 660 松本光司

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１３） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 戦勇。メインクエスト第二章（１） 600 春原ロビンソン

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１４） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 戦勇。メインクエスト第二章（２） 600 春原ロビンソン

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１５） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 戦勇。メインクエスト第二章（３） 600 春原ロビンソン

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１６） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 戦勇。メインクエスト第二章（４） 600 春原ロビンソン

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１７） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 戦勇。メインクエスト第二章（５） 600 春原ロビンソン

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１８） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 戦勇。メインクエスト第二章（６） 600 春原ロビンソン

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（１９） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ＤＲＹ＆ＨＥＡＶＹ（１） 420 益子悠

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２０） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ＤＲＹ＆ＨＥＡＶＹ（２） 420 益子悠

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ベイマックス（１） 420 上野春生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ベイマックス（２） 420 上野春生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２３） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 さよならトリガー（１） 420 千田大輔

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２４） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 さよならトリガー（２） 420 千田大輔

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２５） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 さよならトリガー（３） 420 千田大輔

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２６） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 明智警部の事件簿（１） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴佐藤友生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２７） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 明智警部の事件簿（２） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴佐藤友生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２８） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 明智警部の事件簿（３） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴佐藤友生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（２９） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 明智警部の事件簿（４） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴佐藤友生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（３０） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 明智警部の事件簿（５） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴佐藤友生

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（３１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ＳＴＡＲ　ＢＥＡＴ！！（１） 420 香椎さおり

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・（３２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ＳＴＡＲ　ＢＥＡＴ！！（２） 420 香椎さおり

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 たいへん不良くできました（１） 420 蒼井まもる

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 たいへん不良くできました（２） 420 蒼井まもる

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（３） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 みやたけミラクル 420 芥文絵

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（４） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ケモノみち（１） 420 山浦サク

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（５） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ケモノみち（２） 420 山浦サク

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（６） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ケモノみち（３） 420 山浦サク

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（７） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 ケモノみち（４） 420 山浦サク

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（８） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 星上くんはどうかしている（１） 420 アサダニッキ

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（９） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 星上くんはどうかしている（２） 420 アサダニッキ

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１０） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 星上くんはどうかしている（３） 420 アサダニッキ

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 星上くんはどうかしている（４） 420 アサダニッキ

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 星上くんはどうかしている（５） 420 アサダニッキ

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１３） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（１） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１４） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（２） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１５） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（３） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１６） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（４） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１７） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（５） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１８） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（６） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（１９） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（７） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ・・・２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ（２０） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（８） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ…Ｌｃｏｏｐ（１） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（９） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ…Ｌｃｏｏｐ（２） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 死と彼女とぼく　ゆかり（１０） 500 川口まどか

ＢＯＹＳ　ＢＥ…Ｌｃｏｏｐ（３） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 決してマネしないでください。（１） 630 蛇蔵

ＢＯＹＳ　ＢＥ…Ｌｃｏｏｐ（４） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 決してマネしないでください。（２） 630 蛇蔵

ＢＯＹＳ　ＢＥ…Ｌｃｏｏｐ（５） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 決してマネしないでください。（３） 630 蛇蔵

ＢＯＹＳ　ＢＥ…Ｌｃｏｏｐ（６） 420 イタバシマサヒロ┴玉越博幸 オトノバ（１） 600 河上大志郎

ＢＯＹＳエステ（１） 420 真崎総子 オトノバ（２） 600 河上大志郎

ＢＯＹＳエステ（２） 420 真崎総子 オトノバ（３） 600 河上大志郎

ＢＯＹＳエステ（３） 420 真崎総子 はん派がいく！！ 420 もとはしまさひで

ＢＯＹＳエステ（４） 420 真崎総子 ぱっぱらパパ 600 もとはしまさひで

ＢＯＹＳエステ（５） 420 真崎総子 コンポラキッド（１） 420 もとはしまさひで

ＢＯＹＳエステ（６） 420 真崎総子 コンポラキッド（２） 420 もとはしまさひで

ＢＯＹＳエステ（７） 420 真崎総子 コンポラキッド（３） 420 もとはしまさひで

Ｃ．Ｖ．（１） 600 倉上淳士 コンポラキッド（４） 420 もとはしまさひで

Ｃ．Ｖ．（２） 600 倉上淳士 コンポラキッド（５） 420 もとはしまさひで

capeta（１） 600 曽田正人 コンポラ先生（１） 420 もとはしまさひで

capeta（２） 600 曽田正人 コンポラ先生（２） 420 もとはしまさひで

capeta（３） 600 曽田正人 コンポラ先生（３） 420 もとはしまさひで

capeta（４） 600 曽田正人 コンポラ先生（４） 420 もとはしまさひで

capeta（５） 600 曽田正人 コンポラ先生（５） 420 もとはしまさひで

capeta（６） 600 曽田正人 コンポラ先生（６） 420 もとはしまさひで

capeta（７） 600 曽田正人 コンポラ先生（７） 420 もとはしまさひで

capeta（８） 600 曽田正人 コンポラ先生（８） 420 もとはしまさひで

capeta（９） 600 曽田正人 コンポラ先生（９） 420 もとはしまさひで

capeta（１０） 600 曽田正人 コンポラ先生（１０） 420 もとはしまさひで

capeta（１１） 600 曽田正人 コンポラ先生（１１） 420 もとはしまさひで

capeta（１２） 600 曽田正人 コンポラ先生（１２） 420 もとはしまさひで

capeta（１３） 600 曽田正人 コンポラ先生（１３） 420 もとはしまさひで

capeta（１４） 600 曽田正人 コンポラ先生（１４） 420 もとはしまさひで

capeta（１５） 600 曽田正人 コンポラ先生（１５） 420 もとはしまさひで

capeta（１６） 600 曽田正人 コンポラ先生（１６） 420 もとはしまさひで

capeta（１７） 600 曽田正人 コンポラ先生（１７） 420 もとはしまさひで

capeta（１８） 600 曽田正人 コンポラ先生II大ちゃんＪＲ（１） 420 もとはしまさひで

capeta（１９） 600 曽田正人 コンポラ先生II大ちゃんＪＲ（２） 420 もとはしまさひで

capeta（２０） 600 曽田正人 シバいたれタカ！（１） 420 沢田ひろふみ

capeta（２１） 600 曽田正人 シバいたれタカ！（２） 420 沢田ひろふみ

capeta（２２） 600 曽田正人 シバいたれタカ！（３） 420 沢田ひろふみ

capeta（２３） 600 曽田正人 シバいたれタカ！（４） 420 沢田ひろふみ

capeta（２４） 600 曽田正人 シバいたれタカ！（５） 420 沢田ひろふみ

capeta（２５） 600 曽田正人 チューニング特急 420 もとはしまさひで

capeta（２６） 600 曽田正人 ドンの息子たち（１） 420 もとはしまさひで

capeta（２７） 600 曽田正人 ドンの息子たち（２） 420 もとはしまさひで

capeta（２８） 600 曽田正人 パンチアウト（１） 420 もとはしまさひで

capeta（２９） 600 曽田正人 パンチアウト（２） 420 もとはしまさひで

capeta（３０） 600 曽田正人 強く成り上がれ！（１） 420 沢田ひろふみ

capeta（３１） 600 曽田正人 強く成り上がれ！（２） 420 沢田ひろふみ

capeta（３２） 600 曽田正人 強く成り上がれ！（３） 420 沢田ひろふみ

Ｃ－ｂｌｏｓｓｏｍ（１） 420 福井晴敏┴霜月かよ子 微笑によろしく（１） 420 もとはしまさひで

Ｃ－ｂｌｏｓｓｏｍ（２） 420 福井晴敏┴霜月かよ子 微笑によろしく（２） 420 もとはしまさひで

ＣＩＴＹマスカレード 480 深見じゅん 微笑によろしく（３） 420 もとはしまさひで

C系乙女恋盟 420 市川しんす┴成海柚希 微笑によろしく　スペシャル別巻 420 もとはしまさひで

Ｄ１ストリートリーガル　カッティング・エッジ 500 Ｄ１コーポレーション┴丸山康光┴谷中乱 微笑キック・オフ（１） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（１） 600 八神ひろき 微笑キック・オフ（２） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（２） 600 八神ひろき 微笑キック・オフ（３） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（３） 600 八神ひろき 微笑キック・オフ（４） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（４） 600 八神ひろき 微風のように（１） 600 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（５） 600 八神ひろき 微風のように（２） 600 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（６） 600 八神ひろき 銀駕乃太刀（１） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（７） 600 八神ひろき 銀駕乃太刀（２） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（８） 600 八神ひろき 銀駕乃太刀（３） 420 もとはしまさひで

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（９） 600 八神ひろき 風鳴の左近（１） 420 沢田ひろふみ

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（１０） 600 八神ひろき 風鳴の左近（２） 420 沢田ひろふみ

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（１１） 600 八神ひろき 風鳴の左近（３） 420 沢田ひろふみ

ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ（１２） 600 八神ひろき 風鳴の左近（４） 420 沢田ひろふみ

DEAR BOYS ACT II（１） 420 八神ひろき 鬼斬り十蔵（１） 600 せがわまさき



DEAR BOYS ACT II（２） 420 八神ひろき 鬼斬り十蔵（２） 600 せがわまさき

DEAR BOYS ACT II（３） 420 八神ひろき 鬼斬り十蔵（３） 600 せがわまさき

DEAR BOYS ACT II（４） 420 八神ひろき 鬼斬り十蔵（４） 600 せがわまさき

DEAR BOYS ACT II（５） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（１） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（６） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（２） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（７） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（３） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（８） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（４） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（９） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（５） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（１０） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（６） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（１１） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（７） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（１２） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（８） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（１３） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（９） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（１４） 420 八神ひろき Ｄｏｃｔｏｒ　Ｋ（１０） 420 真船一雄

DEAR BOYS ACT II（１５） 420 八神ひろき Ｖ８キッド（１） 420 もとはしまさひで

DEAR BOYS ACT II（１６） 420 八神ひろき Ｖ８キッド（２） 420 もとはしまさひで

DEAR BOYS ACT II（１７） 420 八神ひろき Ｖ８キッド（３） 420 もとはしまさひで

DEAR BOYS ACT II（１８） 420 八神ひろき Ｖ８キッド（４） 420 もとはしまさひで

DEAR BOYS ACT II（１９） 420 八神ひろき Ｖ８キッド（５） 420 もとはしまさひで

DEAR BOYS ACT II（２０） 420 八神ひろき エンゼルゲーム　さよならと未来のカケラ（上） 600 春原ロビンソン┴町田とし子

DEAR BOYS ACT II（２１） 420 八神ひろき エンゼルゲーム　さよならと未来のカケラ（下） 600 春原ロビンソン┴町田とし子

DEAR BOYS ACT II（２２） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（１） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２３） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（２） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２４） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（３） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２５） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（４） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２６） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（５） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２７） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（６） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２８） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（７） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（２９） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（８） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

DEAR BOYS ACT II（３０） 420 八神ひろき ドリィ　キルキル（９） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

Dear Friends リナ＆マキ 420 Ｙｏｓｈｉ┴渡辺あゆ ドリィ　キルキル（１０） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

Deep Love REAL（１） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ ドリィ　キルキル（１１） 420 蔵人幸明┴ノ村優介

Deep Love REAL（２） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（１） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（３） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（２） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（４） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（３） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（５） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（４） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（６） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（５） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（７） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（６） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（８） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（７） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（９） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（８） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（１０） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（９） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（１１） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（１０） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（１２） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（１１） 420 ムサヲ

Deep Love REAL（１３） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（１２）　美咲編 450 ムサヲ

Deep Love REAL（１４） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 恋と嘘（１２）　莉々奈編 450 ムサヲ

Deep Love REAL（１５） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 湯河原くんは大山田男子高校でモテる方法を考えていたが（１） 420 内乃秋也

Deep Love REAL（１６） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 湯河原くんは大山田男子高校でモテる方法を考えていたが（２） 420 内乃秋也

Deep Love REAL（１７） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ 湯河原くんは大山田男子高校でモテる方法を考えていたが（３） 420 内乃秋也

Deep Love REAL（１８） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ さんだらぼっち（１） 400 石ノ森章太郎

Deep Love REAL（１９） 600 Ｙｏｓｈｉ┴Ｔｅｔｓｕ さんだらぼっち（２） 400 石ノ森章太郎

Deep Love アユの物語（１） 420 Ｙｏｓｈｉ┴吉井ユウ さんだらぼっち（３） 400 石ノ森章太郎

Deep Love アユの物語（２） 420 Ｙｏｓｈｉ┴吉井ユウ さんだらぼっち（４） 400 石ノ森章太郎

Deep Love ホスト（１） 420 Ｙｏｓｈｉ┴吉井ユウ さんだらぼっち（５） 400 石ノ森章太郎

Deep Love ホスト（２） 420 Ｙｏｓｈｉ┴吉井ユウ さんだらぼっち（６） 400 石ノ森章太郎

Deep Love レイナの運命 420 Ｙｏｓｈｉ┴吉井ユウ さんだらぼっち（７） 400 石ノ森章太郎

Deep Loveパオの物語（１） 500 Ｙｏｓｈｉ┴黒沢明世 さんだらぼっち（８） 400 石ノ森章太郎

Deep Loveパオの物語（２） 500 Ｙｏｓｈｉ┴黒沢明世 さんだらぼっち（９） 400 石ノ森章太郎

ＤＯＬＬ 420 惣領冬実 さんだらぼっち（１０） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（１） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１１） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（２） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１２） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（３） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１３） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（４） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１４） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（５） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１５） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（６） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１６） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（７） 600 しげの秀一 さんだらぼっち（１７） 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（８） 600 しげの秀一 ちっちゃいときからキミが好き 420

春木さき┴はつはる┴みやうち沙矢┴千里みこ┴

石沢うみ┴比乃キオ

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（９） 600 しげの秀一 フォーカス奉行　朝日文左ヱ門 400 石ノ森章太郎

ＤＯ－Ｐ－ＫＡＮ（１０） 600 しげの秀一 マンガＭＵＫＡＳＨＩ話 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１） 420 むつ利之 ワルカロー 400 石ノ森章太郎┴トーマス・ショウ（石ノ森章太郎）

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（２） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（１） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（３） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（２） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（４） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（３） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（５） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（４） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（６） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（５） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（７） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（６） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（８） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（７） 420 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（９） 420 むつ利之 三神先生の愛し方（８） 450 相川ヒロ

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１０） 420 むつ利之 先生と近キョリ 420 みきもと凜┴春木さき┴マキノ┴るかな┴原田唯

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１１） 420 むつ利之 八百八町表裏　化粧師（１） 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１２） 420 むつ利之 八百八町表裏　化粧師（２） 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１３） 420 むつ利之 八百八町表裏　化粧師（３） 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１４） 420 むつ利之 北斎（１） 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１５） 420 むつ利之 北斎（２） 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１６） 420 むつ利之 大江戸医聞　十八文（１） 400 石ノ森章太郎

Ｄｒ．ＮＯＧＵＣＨＩ（１７） 420 むつ利之 大江戸医聞　十八文（２） 400 石ノ森章太郎

ＥＡＳＹ 600 しんむらけーいちろー 大江戸医聞　十八文（３） 400 石ノ森章太郎

Ｅａｓｙ！（１） 420 池沢理美 平賀源内『解国新書』より　七つ目小僧 400 石ノ森章太郎

Ｅａｓｙ！（２） 420 池沢理美 民話シリーズ 400 石ノ森章太郎

Erosの悪戯 500 耕野裕子 芭蕉 400 石ノ森章太郎

Eかもしんない！（１） 500 鈴木由美子 阿部のいる町（１） 420 宮島雅憲┴井上菜摘

Eかもしんない！（２） 500 鈴木由美子 阿部のいる町（２） 420 宮島雅憲┴井上菜摘

Ｆｏｒｇｅｔ－ｍｅ－ｎｏｔ（１） 857 鶴田謙二 魔法使いの事情（１） 420 西原梨花

Ｆｒｉｅｎｄｓ制服イレブン（１） 420 真柴ひろみ 魔法使いの事情（２） 420 西原梨花

Ｆｒｉｅｎｄｓ制服イレブン（２） 420 真柴ひろみ 煉獄のカルマ（１） 420 廣瀬俊┴春場ねぎ

Ｆｒｉｅｎｄｓ制服イレブン（３） 420 真柴ひろみ 煉獄のカルマ（２） 420 廣瀬俊┴春場ねぎ

GENESIS（１） 500 岡田耕始＆ＧＡＩＡ┴柳澤一明 煉獄のカルマ（３） 420 廣瀬俊┴春場ねぎ

GENESIS（２） 500 岡田耕始＆ＧＡＩＡ┴柳澤一明 煉獄のカルマ（４） 420 廣瀬俊┴春場ねぎ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 煉獄のカルマ（５） 420 廣瀬俊┴春場ねぎ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（１） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（２） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（４） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（３） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（５） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（４） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（６） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（５） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（７） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（６） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（８） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（７） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（９） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（８） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１０） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（９） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１１） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（１０） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１２） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（１１） 600 ハロルド作石



ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１３） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（１２） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１４） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（１３） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１５） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 ＲｉＮ（１４） 600 ハロルド作石

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１６） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 東村アキコ解体新書 700 東村アキコ┴アミューズメント出版部

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１７） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 アップルシードα（１） 720 黒田硫黄

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１８） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 アップルシードα（２） 720 黒田硫黄

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（１９） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 エシカルンテ（１） 600 森和美

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２０） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 エシカルンテ（２） 610 森和美

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２１） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 湯けむり球児（１） 600 森高夕次┴木下由一

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２２） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 湯けむり球児（２） 630 森高夕次┴木下由一

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２３） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２４） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（２） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２５） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（３） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２６） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（４） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２７） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（５） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２８） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（６） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（２９） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（７） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３０） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（８） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３１） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（９） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３２） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１０） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３３） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１１） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３４） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１２） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３５） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１３） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３６） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１４） 600 森高夕次┴アダチケイジ

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３７） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 グラゼニ～東京ドーム編～（１５） 600 アダチケイジ┴森高夕次

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３８） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 コトノバドライブ（１） 600 芦奈野ひとし

ＧｅｔＢａｃｋｅｒｓ－奪還屋－（３９） 420 青樹佑夜┴綾峰欄人 コトノバドライブ（２） 600 芦奈野ひとし

Ｇ-ｔａｓｔｅ（1） 700 八神ひろき コトノバドライブ（３） 600 芦奈野ひとし

Ｇ-ｔａｓｔｅ（２） 700 八神ひろき コトノバドライブ（４） 600 芦奈野ひとし

Ｇ-ｔａｓｔｅ（３） 700 八神ひろき 零崎軋識の人間ノック（１） 600 西尾維新┴チョモラン

Ｇ-ｔａｓｔｅ（４） 700 八神ひろき 零崎軋識の人間ノック（２） 600 西尾維新┴チョモラン

Ｇ-ｔａｓｔｅ（５） 700 八神ひろき 零崎軋識の人間ノック（３） 600 西尾維新┴チョモラン

Ｇ-ｔａｓｔｅ（６） 700 八神ひろき 零崎軋識の人間ノック（４） 600 西尾維新┴チョモラン

Ｇ-ｔａｓｔｅ（７） 700 八神ひろき くるみと七人のこびとたち（１） 420 高瀬綾

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１） 650 ツジトモ┴綱本将也 くるみと七人のこびとたち（２） 420 高瀬綾

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２） 650 ツジトモ┴綱本将也 くるみと七人のこびとたち（３） 420 高瀬綾

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３） 630 ツジトモ┴綱本将也 くるみと七人のこびとたち（４） 420 高瀬綾

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４） 650 ツジトモ┴綱本将也 くるみと七人のこびとたち（５） 420 高瀬綾

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５） 630 ツジトモ┴綱本将也 こっちむいてラブ！（１） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（６） 650 ツジトモ┴綱本将也 こっちむいてラブ！（２） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（７） 650 ツジトモ┴綱本将也 こっちむいてラブ！（３） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（８） 650 ツジトモ┴綱本将也 こっちむいてラブ！（４） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（９） 650 ツジトモ┴綱本将也 わんころべえ 420 あべゆりこ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１０） 650 ツジトモ┴綱本将也 アップルどりいむ（１） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１１） 650 ツジトモ┴綱本将也 アップルどりいむ（２） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１２） 650 ツジトモ┴綱本将也 アップルどりいむ（３） 420 あさぎり夕

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１３） 650 ツジトモ┴綱本将也 エンゼルゲームII　リバース（上） 600 春原ロビンソン┴町田とし子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１４） 650 ツジトモ┴綱本将也 エンゼルゲームII　リバース（下） 600 春原ロビンソン┴町田とし子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１５） 650 ツジトモ┴綱本将也 スクール×ファイト（１） 420 原明日美

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１６） 650 ツジトモ┴綱本将也 スクール×ファイト（２） 420 原明日美

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１７） 650 ツジトモ┴綱本将也 スクール×ファイト（３） 420 原明日美

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１８） 650 ツジトモ┴綱本将也 スクール×ファイト（４） 420 原明日美

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（１９） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２０） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（２） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２１） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（３） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２２） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（４） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２３） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（５） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２４） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（６） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２５） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（７） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２６） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（８） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２７） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（９） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２８） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１０） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（２９） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１１） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３０） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１２） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３１） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１３） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３２） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１４） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３３） 650 ツジトモ┴綱本将也 ハッピー！ハッピー♪（１５） 420 波間信子

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３４） 650 ツジトモ┴綱本将也 最強生徒会ツバキヨ（１） 420 原明日美

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３５） 630 ツジトモ┴綱本将也 最強生徒会ツバキヨ（２） 420 原明日美

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３６） 650 ツジトモ┴綱本将也 放課後ミンコフスキー（１） 600 青柳碧人┴帯屋ミドリ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３７） 650 ツジトモ┴綱本将也 放課後ミンコフスキー（２） 600 青柳碧人┴帯屋ミドリ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３８） 650 ツジトモ┴綱本将也 放課後ミンコフスキー（３） 600 青柳碧人┴帯屋ミドリ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（３９） 630 ツジトモ┴綱本将也 放課後ミンコフスキー（４） 600 青柳碧人┴帯屋ミドリ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４０） 630 ツジトモ┴綱本将也 放課後ミンコフスキー（５） 600 青柳碧人┴帯屋ミドリ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４１） 630 ツジトモ┴綱本将也 放課後ミンコフスキー（６） 600 青柳碧人┴帯屋ミドリ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４２） 630 ツジトモ┴綱本将也 ｍｉｎｉｍａ！（１） 420 桜井まちこ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４３） 600 ツジトモ┴綱本将也 ｍｉｎｉｍａ！（２） 420 桜井まちこ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４４） 650 ツジトモ┴綱本将也 ｍｉｎｉｍａ！（３） 420 桜井まちこ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４５） 650 ツジトモ┴綱本将也 ｍｉｎｉｍａ！（４） 420 桜井まちこ

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４６） 650 ツジトモ┴綱本将也 かけだせダッシュ！（１） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４７） 650 ツジトモ┴綱本将也 かけだせダッシュ！（２） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４８） 650 ツジトモ┴綱本将也 じったんの時短レシピ（１） 600 岡村みのり

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（４９） 630 ツジトモ┴綱本将也 じったんの時短レシピ（２） 600 岡村みのり

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５０） 620 ツジトモ┴綱本将也 じったんの時短レシピ（３） 600 岡村みのり

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５１） 620 ツジトモ┴綱本将也 ジョージ！ジョージ 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５２） 620 ツジトモ┴綱本将也 フラッシュＺ 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５３） 650 ツジトモ┴綱本将也 モ一度やろう（１） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５４） 650 ツジトモ┴綱本将也 モ一度やろう（２） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５５） 650 ツジトモ┴綱本将也 太陽伝（１） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５６） 650 ツジトモ┴綱本将也 太陽伝（２） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５７） 650 ツジトモ┴綱本将也 幽霊船 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５８） 650 ツジトモ┴綱本将也 新･黒い風（１） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（５９） 650 ツジトモ┴綱本将也 新･黒い風（２） 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（６０） 680 ツジトモ┴綱本将也 火の山の少年 400 石ノ森章太郎

ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ（６１） 680 ツジトモ┴綱本将也 火の鳥風太郎 400

石ノ森章太郎┴石塚不二太郎（赤塚不二夫・

石ノ森章太郎）

Ｇｉｒｌ’ｓ　Ｔａｌｋ　えっちな放課後 420

葉月かなえ┴吉野マリ┴ソラニユホ┴森下温

┴那波マオ┴真崎総子 王アラジン（１） 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（１） 600 永野のりこ 王アラジン（２） 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（２） 600 永野のりこ 秘境三千キロ 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（３） 600 永野のりこ 赤いトナカイ 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（４） 600 永野のりこ 闇の風（１） 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（５） 600 永野のりこ 闇の風（２） 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（６） 600 永野のりこ 黒い風 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（７） 600 永野のりこ ２００１年野球の旅　ガッツGO！魔人軍 400 石ノ森章太郎

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（８） 600 永野のりこ にゅーたん（１） 600 友美イチロウ

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（９） 600 永野のりこ にゅーたん（２） 600 友美イチロウ

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（１０） 600 永野のりこ ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド　女ンビ　―童貞ＳＯＳ―（１） 600 すぎむらしんいち

ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（１１） 600 永野のりこ ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド　女ンビ　―童貞ＳＯＳ―（２） 600 すぎむらしんいち



ＧＯＤ　ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　すげこまくん！（１２） 600 永野のりこ ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド　女ンビ　―童貞ＳＯＳ―（３） 600 すぎむらしんいち

ＧＯＬＤ 420 Ｃｈａｃｏ┴吉井ユウ ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド　女ンビ　―童貞ＳＯＳ―（４） 600 すぎむらしんいち

ＧＯＬＤ　ＤＡＳＨ（１） 600 もりやまつる ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド　女ンビ　―童貞ＳＯＳ―（５） 600 すぎむらしんいち

ＧＯＬＤ　ＤＡＳＨ（２） 600 もりやまつる ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド　女ンビ　―童貞ＳＯＳ―（６） 600 すぎむらしんいち

ＧＯＬＤ　ＤＡＳＨ（３） 600 もりやまつる 巨悪学園（１） 600 うどん┴長沢克泰

ＧＯＬＤ　ＤＡＳＨ（４） 600 もりやまつる 巨悪学園（２） 600 うどん┴長沢克泰

ＧＯＬＤ　ＤＡＳＨ（５） 600 もりやまつる 巨悪学園（３） 600 うどん┴長沢克泰

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（１） 500 かたおかみさお 後遺症ラジオ（１） 600 中山昌亮

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（２） 500 かたおかみさお 後遺症ラジオ（２） 600 中山昌亮

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（３） 500 かたおかみさお 後遺症ラジオ（３） 600 中山昌亮

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（４） 500 かたおかみさお 後遺症ラジオ（４） 600 中山昌亮

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（５） 500 かたおかみさお 後遺症ラジオ（５） 600 中山昌亮

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（６） 500 かたおかみさお 後遺症ラジオ（６） 600 中山昌亮

Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（７） 500 かたおかみさお 誘爆発作（１） 600 岡村星

ＧＲＥＥＮ（１） 500 二ノ宮知子 誘爆発作（２） 600 岡村星

ＧＲＥＥＮ（２） 500 二ノ宮知子 誘爆発作（３） 600 岡村星

ＧＲＥＥＮ（３） 500 二ノ宮知子 誘爆発作（４） 600 岡村星

ＧＲＥＥＮ（４） 500 二ノ宮知子 誘爆発作（５） 600 岡村星

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（１） 600 園田健一 アンデッドのソル（１） 420 夏川遊真

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（２） 600 園田健一 アンデッドのソル（２） 420 夏川遊真

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（３） 600 園田健一 カンナとでっち（１） 420 餡蜜

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（４） 600 園田健一 カンナとでっち（２） 420 餡蜜

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（５） 600 園田健一 カンナとでっち（３） 420 餡蜜

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（６） 600 園田健一 カンナとでっち（４） 420 餡蜜

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（７） 600 園田健一 カンナとでっち（５） 420 餡蜜

ＧＵＮ ＳＭＩＴＨ ＣＡＴＳ（８） 600 園田健一 カンナとでっち（６） 420 餡蜜

Ｇ組のＧ（１） 600 真右衛門 カンナとでっち（７） 420 餡蜜

Ｇ組のＧ（２） 600 真右衛門 明治異種格闘伝　雪風（１） 420 内田康平

Ｇ組のＧ（３） 600 真右衛門 明治異種格闘伝　雪風（２） 420 内田康平

Ｇ組のＧ（４） 600 真右衛門 明治異種格闘伝　雪風（３） 420 内田康平

Ｇ組のＧ（５） 600 真右衛門 明治異種格闘伝　雪風（４） 420 内田康平

HANABI-la初回転 420 藤緒マリカ 涙１００万粒のリアル　いじめはそこにある。 420

山田デイジー┴安藤なつみ┴リオコ┴大塚さとみ┴

ゆみみ

HEAVEN！！（１） 420 清野静流 その娘、武蔵（１） 600 田中相

HEAVEN！！（２） 420 清野静流 その娘、武蔵（２） 600 田中相

HEAVEN！！（３） 420 清野静流 その娘、武蔵（３） 600 田中相

ＨＩ５！（１） 420 松田尚正 思春期飛行（１） 600 江本晴

ＨＩ５！（２） 420 松田尚正 死と彼女とぼく　めぐる（１） 500 川口まどか

ＨＩ５！（３） 420 松田尚正 死と彼女とぼく　めぐる（２） 500 川口まどか

ＨＩ５！（４） 420 松田尚正 死と彼女とぼく　めぐる（３） 500 川口まどか

ＨＩ５！（５） 420 松田尚正 死と彼女とぼく　めぐる（４） 500 川口まどか

ＨＩ５！（６） 420 松田尚正 死と彼女とぼく　めぐる（５） 500 川口まどか

ＨＵＲＲＩＣＡＮＥ（ハリケーン） 1200 わたせせいぞう 死と彼女とぼく　めぐる（６） 500 川口まどか

H-エイチ-（１） 420 桜井まちこ 花吐き乙女（１） 800 松田奈緒子

H-エイチ-（２） 420 桜井まちこ 花吐き乙女（２） 800 松田奈緒子

H-エイチ-（３） 420 桜井まちこ 花吐き乙女（３） 800 松田奈緒子

H-エイチ-（４） 420 桜井まちこ 青春★オノマトペ（１） 500 江本晴

H-エイチ-（５） 420 桜井まちこ 青春★オノマトペ（２） 500 江本晴

H-エイチ-（６） 420 桜井まちこ 青春★オノマトペ（３） 500 江本晴

Hちゃうねん！ 420 みやうち沙矢 １００年たったらみんな死ぬ（上） 800 松田奈緒子

Hでキレイになってやる！ 420 くりはら美佳 １００年たったらみんな死ぬ（下） 800 松田奈緒子

Hなんてマダマダ！ 420 くりはら美佳 四月一日さんには僕がたりない（１） 420 遠山えま

Hなんてムリ、ムリ！ 420 くりはら美佳 四月一日さんには僕がたりない（２） 420 遠山えま

Ｈな秘め事＆快感　ぜんぶ見せますっ！！ 420

相川ヒロ┴叶のりこ┴ひうらさとる┴吉井ユウ

┴碧井サキ 四月一日さんには僕がたりない（３） 420 遠山えま

Ｈ－ラブトーク－ 420 桜井まちこ 四月一日さんには僕がたりない（４） 420 遠山えま

I amマッコイ（１） 420 小林まこと 四月一日さんには僕がたりない（５） 420 遠山えま

I amマッコイ（２） 420 小林まこと 四月一日さんには僕がたりない（６） 420 遠山えま

I amマッコイ（３） 420 小林まこと ツバサ　－ＷｏＲＬＤ　ＣＨＲｏＮｉＣＬＥ－　ニライカナイ編（１） 420 ＣＬＡＭＰ

I NEED YOU今も… 500 もりたゆうこ ツバサ　－ＷｏＲＬＤ　ＣＨＲｏＮｉＣＬＥ－　ニライカナイ編（２） 420 ＣＬＡＭＰ

if・・・彼と私 420 辻村弘子 ツバサ　－ＷｏＲＬＤ　ＣＨＲｏＮｉＣＬＥ－　ニライカナイ編（３） 420 ＣＬＡＭＰ

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（１） 600 こしばてつや 迷え！七つの大罪学園！（１） 420 鈴木央┴球木拾壱

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（２） 600 こしばてつや 迷え！七つの大罪学園！（２） 420 鈴木央┴球木拾壱

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（３） 600 こしばてつや 迷え！七つの大罪学園！（３） 420 鈴木央┴球木拾壱

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（４） 600 こしばてつや 迷え！七つの大罪学園！（４） 420 鈴木央┴球木拾壱

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（５） 600 こしばてつや 恋する私のそばにいて。 420

熊岡冬夕┴北川夕夏┴蒼井まもる┴町野いろは

┴中村ひなた┴黒野カンナ

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（６） 600 こしばてつや レッド　最後の６０日　そしてあさま山荘へ（１） 1000 山本直樹

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（７） 600 こしばてつや レッド　最後の６０日　そしてあさま山荘へ（２） 1000 山本直樹

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（８） 600 こしばてつや レッド　最後の６０日　そしてあさま山荘へ（３） 1000 山本直樹

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（９） 600 こしばてつや レッド　最後の６０日　そしてあさま山荘へ（４） 1000 山本直樹

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（１０） 600 こしばてつや やわらかい。課長　起田総司（１） 600 カレー沢薫

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（１１） 600 こしばてつや やわらかい。課長　起田総司（２） 600 カレー沢薫

ＩＫＥＮＡＩ！いんびテーション（１２） 600 こしばてつや やわらかい。課長　起田総司（３） 600 カレー沢薫

ＩＳ（１） 500 六花チヨ 新装版　ベムハンター・ソード（１） 1100 星野之宣

ＩＳ（２） 500 六花チヨ 新装版　ベムハンター・ソード（２） 1100 星野之宣

ＩＳ（３） 500 六花チヨ 女子高生チヨ（６４） 700 ひうらさとる

ＩＳ（４） 500 六花チヨ 江戸の告白 750 昌原光一

ＩＳ（５） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（１） 700 篠有紀子

ＩＳ（６） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（２） 700 篠有紀子

ＩＳ（７） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（３） 700 篠有紀子

ＩＳ（８） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（４） 700 篠有紀子

ＩＳ（９） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（５） 700 篠有紀子

ＩＳ（１０） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（６） 700 篠有紀子

ＩＳ（１１） 500 六花チヨ 花きゃべつひよこまめ（７） 700 篠有紀子

ＩＳ（１２） 500 六花チヨ πニャン（１） 600 東和広

ＩＳ（１３） 500 六花チヨ πニャン（２） 600 東和広

ＩＳ（１４） 500 六花チヨ πニャン（３） 600 東和広

ＩＳ（１５） 500 六花チヨ たりんたらん（１） 600 杉本萌

ＩＳ（１６） 500 六花チヨ たりんたらん（２） 600 杉本萌

ＩＳ（１７） 500 六花チヨ たりんたらん（３） 600 杉本萌

Joker 420 森谷幸子 九十九の満月（１） 600 小雨大豆

J物語（１） 600 楠みちはる 九十九の満月（２） 600 小雨大豆

J物語（２） 600 楠みちはる 九十九の満月（３） 600 小雨大豆

ＫＩＲＡＩ（１） 420 三浦実子 九十九の満月（４） 600 小雨大豆

ＫＩＲＡＩ（２） 420 三浦実子 猫まち主従（１） 600 玉置勉強

ＫＩＲＡＩ（３） 420 三浦実子 猫まち主従（２） 600 玉置勉強

ＫＩＲＡＩ（４） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（１） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

ＫＩＲＡＩ（５） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（２） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

ＫＩＲＡＩ（６） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（３） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

ＫＩＲＡＩ（７） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（４） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

ＫＩＲＡＩ（８） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（５） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

ＫＩＲＡＩ（９） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（６） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

ＫＩＲＡＩ（１０） 420 三浦実子 蒼穹のファフナー（７） 600 ＸＥＢＥＣ┴松下朋未

Ｋｉｓｓ♪ｋｉｓｓ♪ｋｉｓｓ 420 愛本みずほ 蒼穹のファフナー（８） 600 松下朋未┴ＸＥＢＥＣ

Kissの事情 420 海野つなみ 蒼穹のファフナー（９） 600 松下朋未┴ＸＥＢＥＣ

Ｌｉｎｅ 420 Ｃｈａｃｏ┴木村文子 ＢＥＣＫ（１） 600 ハロルド作石

Ｌｏｖｉｎ’　ｙｏｕ 420 森尾理奈 ＢＥＣＫ（２） 600 ハロルド作石

MAIの部屋（１） 933 唯登詩樹 ＢＥＣＫ（３） 600 ハロルド作石



MAIの部屋（２） 933 唯登詩樹 ＢＥＣＫ（４） 600 ハロルド作石

MAIの部屋（３） 933 唯登詩樹 ＢＥＣＫ（５） 600 ハロルド作石

MARS（１） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（６） 600 ハロルド作石

MARS（２） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（７） 600 ハロルド作石

MARS（３） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（８） 600 ハロルド作石

MARS（４） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（９） 600 ハロルド作石

MARS（５） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１０） 600 ハロルド作石

MARS（６） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１１） 600 ハロルド作石

MARS（７） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１２） 600 ハロルド作石

MARS（８） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１３） 600 ハロルド作石

MARS（９） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１４） 600 ハロルド作石

MARS（１０） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１５） 600 ハロルド作石

MARS（１１） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１６） 600 ハロルド作石

MARS（１２） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１７） 600 ハロルド作石

MARS（１３） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１８） 600 ハロルド作石

MARS（１４） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（１９） 600 ハロルド作石

MARS（１５） 420 惣領冬実 ＢＥＣＫ（２０） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（１） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２１） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（２） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２２） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（３） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２３） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（４） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２４） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（５） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２５） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（６） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２６） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（７） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２７） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（８） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２８） 600 ハロルド作石

ＭＡＹＡ～真夜中の少女～（９） 420 本島幸久 ＢＥＣＫ（２９） 600 ハロルド作石

Michao！　ハロウィン 400

おがわ甘藍┴武藤健司┴よこやまちちゃ┴吉

祥寺もなか┴成田昌和┴香乃呼ゆり┴大

久保ニュー┴岸田宗三 ＢＥＣＫ（３０） 600 ハロルド作石

MiChao！オータム  もみじLoveパック　ラブコメの秋 400

冬凪れく┴桜沢鈴┴アザミユウコ┴竹内モカ

┴椎名孝行┴高橋かも┴江崎サトウ┴山中

こころ┴瓜生花子┴真木ひいな ＢＥＣＫ（３１） 600 ハロルド作石

MiChao！オータム もみじLoveパック　TLの秋 400

御茶まちこ┴恭屋鮎美┴西山佑太┴鈴里

ハル┴ふさ十次┴ひよたから┴若武ジョウ┴ひ

のもとめぐる┴並木美樹┴宇都宮友紀 ＢＥＣＫ（３２） 600 ハロルド作石

MiChao！クリスマス「ガールズBOX」 400

中貫えり┴じんこ┴浦川まさる＆佳弥┴天城

小百合┴鈴木ぺんた┴江端恭子┴木村豪

┴フカザワナオコ┴今日マチ子 ＢＥＣＫ（３３） 600 ハロルド作石

MiChao！クリスマス「ボーイズラブBOX」 400

高橋ミサ┴祐也┴葵二葉＆紅三葉┴中都

える┴まめこ┴南京ぐれ子┴黒娜さかき┴Ｍ

ｉＣｈａｏ！ ＢＥＣＫ（３４） 600 ハロルド作石

MiChao！クリスマス「メンズBOX」 400

かわらじまコウ┴小田ひで次┴遠山光┴大林

森┴桜沢鈴┴桜川キオイ┴森優子┴和子 ヒゲの妊婦（４３） 700 ひうらさとる

MiChao！クリスマス「絶対恋愛クリスマス」 400

瓜生花子┴佐々木淳子┴水谷さるころ┴

柏屋コッコ┴橋本ライカ┴宗美智子┴山田ミ

ネコ┴アザミユウコ┴竹内モカ┴塚本知子┴

ＭｉＣｈａｏ！ 利根川りりかの実験室（１） 600 青柳碧人┴長谷垣なるみ

MiChao！クリスマス2007　ＴＬ　Xmas　トゥルー・ラブ 400

水口舞子┴森耶めめと┴桜井あなの┴香乃

呼ゆり┴もりひのと┴アザミユウコ┴並木美樹

┴ひなた茜┴御茶まちこ┴大久保ニュー┴Ｍ

ｉＣｈａｏ！ 利根川りりかの実験室（２） 600 青柳碧人┴長谷垣なるみ

MiChao！クリスマス2007　YOUNG MiChao！　聖夜◆上等 400

椎名孝行┴及川勝巳┴吉祥寺もなか┴九

門ケイ┴早見純┴木村豪┴超１Ｗ┴桜沢

鈴┴冬凪れく┴大森幸三┴卯木はるこ┴Ｍ

ｉＣｈａｏ！ 利根川りりかの実験室（３） 600 青柳碧人┴長谷垣なるみ

MiChao！クリスマス2007　美少女Xmas　くり☆ちゅ 400

おがわ甘藍┴米餅昭彦┴関根亮子┴しろみ

かずひさ┴なかどくにひこ┴井沢まさみ┴高橋

かも┴成田昌和┴ＭｉＣｈａｏ！ おかあさんとごいっしょ（１） 420 逢坂みえこ

MiChao！クリスマス2007　恋愛奇蹟Xmas　ぷちLOVE 400

松本つぼみ┴鈴里ハル┴よこやまちちゃ┴真

木ひいな┴猫原ねんず┴ワタナベチヒロ┴木

村琴々┴蘭子┴ひよたから┴オザキミカ┴Ｍ

ｉＣｈａｏ！ おかあさんとごいっしょ（２） 420 逢坂みえこ

MiChao！クリスマス2008　らぶ☆クリ 400

うさ銀太郎×森永ひとみ┴関根亮子┴井沢

まさみ┴岸田宗三┴ＭｉＣｈａｏ！ となりのたまげ太くん（１） 400 石ノ森章太郎

MiChao！クリスマス2008　絶頂★聖夜 400

ふさ十次┴阿部ゆたか┴よこやまちちゃ┴もり

ひのと┴鈴里ハル┴ＭｉＣｈａｏ！ となりのたまげ太くん（２） 400 石ノ森章太郎

MiChao！スプリング　さくらLoveパック 400

カナエサト┴越川珠江┴高橋ミサ┴西川かお

り┴春田ハナ┴鈴木ぺんた/ほのか┴木村豪

┴西山佑太┴香乃呼ゆり┴もりひのと┴今

日マチ子 オーとうちゃん（１） 400 石ノ森章太郎

MiChao！バレンタイン2009　とろける告白 400

森永ひとみ×うさ銀太郎┴阿部ゆたか┴よこ

やまちちゃ┴アザミユウコ┴西山佑太┴カナエ

サト┴今日マチ子┴米餅昭彦┴守靖ヒロヤ

×江端恭子┴西川かおり┴ＭｉＣｈａ オーとうちゃん（２） 400 石ノ森章太郎

MiChao！バレンタインBLブラウニーBOX 400

のもまりの┴立野真琴┴葵二葉/紅三葉┴

南京ぐれ子┴堀トモキ┴越川珠江┴恭屋鮎

美┴犬神モコ┴高橋ミサ キス・アンド・ライド（１） 420 薫原好江

MiChao！バレンタインTLスウィートBOX 400

カナエサト┴南里伊里┴春田ハナ┴ひのもと

めぐる┴西川かおり┴塚本知子 キス・アンド・ライド（２） 420 薫原好江

MiChao！バレンタインラブコメハニーBOX 400

西山佑太┴岸田宗三┴アザミユウコ┴もりひ

のと┴大沢まき┴高田祐子┴東海林秀明

┴イチノチハル グーチョキパッコン（１） 400 石ノ森章太郎

ＭＩＤＮＩＧＨＴ　ＴＲＩＰ 600 三山のぼる グーチョキパッコン（２） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（１） 420 石垣ゆうき シアワセくん 400

石ノ森章太郎┴いずみあすか（石ノ森章太郎）

┴南てい子（石ノ森章太郎）

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（２） 420 石垣ゆうき チックンタックン（１） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（３） 420 石垣ゆうき チックンタックン（２） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（４） 420 石垣ゆうき テレビ小僧（１） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（５） 420 石垣ゆうき テレビ小僧（２） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（６） 420 石垣ゆうき テレビ小僧（３） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（７） 420 石垣ゆうき テレビ小僧 少年ブック・冒険王版 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（８） 420 石垣ゆうき ドンキッコ（１） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（９） 420 石垣ゆうき ドンキッコ（２） 400 石ノ森章太郎

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（１０） 420 石垣ゆうき ハニー・ホリック（１） 420 栄羽弥

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（１１） 420 石垣ゆうき ハニー・ホリック（２） 420 栄羽弥

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（１２） 420 石垣ゆうき ハニー・ホリック（３） 420 栄羽弥

ＭＭＲ－マガジンミステリー調査班－（１３） 420 石垣ゆうき ハニー・ホリック（４） 420 栄羽弥

ＮＯｉＳＥ 600 弐瓶勉 うちのセンセイ（１） 420 花塚由

NUDE―ヌード― 420 叶のりこ うちのセンセイ（２） 420 花塚由

ＯＨ！　マイ天使（エンジェル）（１） 420 森尾理奈 わがまま姫とぼくの恋 420 さつきしろろ

ＯＨ！　マイ天使（エンジェル）（２） 420 森尾理奈 ヨーソロー！！　―宜シク候―（１） 602 三島衛里子

Oｈ！透明人間（１） 420 中西やすひろ ヨーソロー！！　―宜シク候―（２） 602 三島衛里子

Oｈ！透明人間（２） 420 中西やすひろ ヨーソロー！！　―宜シク候―（３） 600 三島衛里子

Oｈ！透明人間（３） 420 中西やすひろ ヨーソロー！！　―宜シク候―（４） 602 三島衛里子

Oｈ！透明人間（４） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（１） 630 ペトス

Oｈ！透明人間（５） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（２） 630 ペトス

Oｈ！透明人間（６） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（３） 630 ペトス

Oｈ！透明人間（７） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（４） 630 ペトス



Oｈ！透明人間（８） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（５） 630 ペトス

Oｈ！透明人間（９） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（６） 630 ペトス

Oｈ！透明人間（１０） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（７） 630 ペトス

Oｈ！透明人間（１１） 420 中西やすひろ 亜人ちゃんは語りたい（８） 630 ペトス

ＯＬ進化論（１） 600 秋月りす 亜人ちゃんは語りたい（９） 630 ペトス

ＯＬ進化論（２） 600 秋月りす 亜人ちゃんは語りたい（１０） 660 ペトス

ＯＬ進化論（３） 600 秋月りす 土俵を駈ける（１） 602 とみすず

ＯＬ進化論（４） 600 秋月りす 土俵を駈ける（２） 602 とみすず

ＯＬ進化論（５） 600 秋月りす 土俵を駈ける（３） 602 とみすず

ＯＬ進化論（６） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（１） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（７） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（２） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（８） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（３） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（９） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（４） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（１０） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（５） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（１１） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（６） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（１２） 600 秋月りす それでも僕は君が好き（７） 420 徐譽庭┴絵本奈央

ＯＬ進化論（１３） 600 秋月りす アポロにさよなら　Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　ｈｏｍｅ！（１） 420 道雪葵

ＯＬ進化論（１４） 600 秋月りす アポロにさよなら　Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　ｈｏｍｅ！（２） 420 道雪葵

ＯＬ進化論（１５） 600 秋月りす シンギュラー（１） 602 青木優

ＯＬ進化論（１６） 600 秋月りす シンギュラー（２） 602 青木優

ＯＬ進化論（１７） 600 秋月りす シンギュラー（３） 602 青木優

ＯＬ進化論（１８） 600 秋月りす センチレンタル少女（１） 420 蜷津直

ＯＬ進化論（１９） 600 秋月りす センチレンタル少女（２） 420 蜷津直

ＯＬ進化論（２０） 600 秋月りす センチレンタル少女（３） 420 蜷津直

ＯＬ進化論（２１） 600 秋月りす 青春ラバーズフェスティバル 420 馬瀬あずさ

ＯＬ進化論（２２） 600 秋月りす 少年ハリウッド―ＨＯＬＬＹ　ＴＲＩＰ　ＦＯＲ　ＹＯＵ― 600 橋口いくよ┴皇ソラ

ＯＬ進化論（２３） 600 秋月りす パラダイスレジデンス（０） 600 藤島康介

ＯＬ進化論（２４） 600 秋月りす パラダイスレジデンス（１） 600 藤島康介

ＯＬ進化論（２５） 600 秋月りす パラダイスレジデンス（２） 600 藤島康介

ＯＬ進化論（２６） 600 秋月りす パラダイスレジデンス（３） 600 藤島康介

ＯＬ進化論（２７） 600 秋月りす レジより愛をこめて～レジノ星子～ 700 曽根富美子

ＯＬ進化論（２８） 600 秋月りす ロックミー アマデウス（１） 602 イナベカズ┴浅乃帆翔

ＯＬ進化論（２９） 600 秋月りす ロックミー アマデウス（２） 602 イナベカズ┴浅乃帆翔┴大間九郎

ＯＬ進化論（３０） 600 秋月りす ロックミー アマデウス（３） 722 イナベカズ┴浅乃帆翔┴大間九郎

ＯＬ進化論（３１） 600 秋月りす 私のオオカミくん（１） 630 野切耀子

ＯＬ進化論（３２） 600 秋月りす 私のオオカミくん（２） 630 野切耀子

ＯＬ進化論（３３） 600 秋月りす 私のオオカミくん（３） 630 野切耀子

ＯＬ進化論（３４） 600 秋月りす 私のオオカミくん（４） 630 野切耀子

ＯＬ進化論（３５） 600 秋月りす ヴィラネス　―真伝・寛永御前試合―（１） 602 夢枕獏┴雨依新空

ＯＬ進化論（３６） 600 秋月りす ヴィラネス　―真伝・寛永御前試合―（２） 602 夢枕獏┴雨依新空

ＯＬ進化論（３７） 600 秋月りす ヴィラネス　―真伝・寛永御前試合―（３） 602 夢枕獏┴雨依新空

ＯＬ進化論（３８） 600 秋月りす レトリーバー・ハチ（１） 420 上田敦夫

ＯＬ進化論（３９） 820 秋月りす レトリーバー・ハチ（２） 420 上田敦夫

ＯＬ進化論（４０） 820 秋月りす 昭和の男（１） 600 入江喜和

ＯＬ進化論（４１） 820 秋月りす 昭和の男（２） 600 入江喜和

ＯＬ進化論（４２） 820 秋月りす 王狩（１） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（１） 600 高梨みどり 王狩（２） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（２） 600 高梨みどり 王狩（３） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（３） 600 高梨みどり ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（１） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（４） 600 高梨みどり ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（２） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（５） 600 高梨みどり ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（３） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（６） 600 高梨みどり ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（４） 600 青木幸子

Ｏｒｄｅｒ-Ｍａｄｅ（７） 600 高梨みどり ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（５） 600 青木幸子

Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｆｌｏｗｅｒｓ 500 望月玲子 ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（６） 600 青木幸子

Pinkの遺伝子（１） 420 柚月純 ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（７） 600 青木幸子

Pinkの遺伝子（２） 420 柚月純 ＺＯＯＫＥＥＰＥＲ（８） 600 青木幸子

Pinkの遺伝子（３） 420 柚月純 おやこっこ（上） 640 武田一義

Pinkの遺伝子（４） 420 柚月純 おやこっこ（下） 640 武田一義

Pinkの遺伝子（５） 420 柚月純 花井沢町公民館便り（１） 600 ヤマシタトモコ

Pinkの遺伝子（６） 420 柚月純 花井沢町公民館便り（２） 600 ヤマシタトモコ

Pinkの遺伝子（７） 420 柚月純 花井沢町公民館便り（３） 600 ヤマシタトモコ

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（１） 420 井上正治 北斎先生！！ 600 城戸みつる

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（２） 420 井上正治 星くずドロップ（１） 600 小嶋ララ子

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（３） 420 井上正治 星くずドロップ（２） 600 小嶋ララ子

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（４） 420 井上正治 星くずドロップ（３） 600 小嶋ララ子

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（５） 420 井上正治 星くずドロップ（４） 600 小嶋ララ子

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（６） 420 井上正治 血とチョコレート（１） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（７） 420 井上正治 血とチョコレート（２） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（８） 420 井上正治 血とチョコレート（３） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

ＰＯＬＩＣＥＭＡＮ（９） 420 井上正治 ありそうでＮＡＳＡ荘（１） 602 柊裕一

POWER　FOOL 600 狩撫麻礼┴守村大 ありそうでＮＡＳＡ荘（２） 602 柊裕一

POWER！！（１） 420 清野静流 ありそうでＮＡＳＡ荘（３） 602 柊裕一

POWER！！（２） 420 清野静流 ありそうでＮＡＳＡ荘（４） 602 柊裕一

POWER！！（３） 420 清野静流 つきがきれいですね★（１） 602 えだお

POWER！！（４） 420 清野静流 つきがきれいですね★（２） 602 えだお

POWER！！（５） 420 清野静流 クロノ・クラウド―試考天球―（１） 602 和泉雄己

POWER！！（６） 420 清野静流 クロノ・クラウド―試考天球―（２） 602 和泉雄己

POWER！！（７） 420 清野静流 ザ・ファブル（１） 690 南勝久

POWER！！（８） 420 清野静流 ザ・ファブル（２） 690 南勝久

POWER！！（９） 420 清野静流 ザ・ファブル（３） 690 南勝久

POWER！！（１０） 420 清野静流 ザ・ファブル（４） 690 南勝久

Ｐｕｒｅ　ｈｅａｒｔｓ―赤― 420 十和┴高島えり ザ・ファブル（５） 690 南勝久

Ｐなつ通り（１） 420 秋元奈美 ザ・ファブル（６） 690 南勝久

Ｐなつ通り（２） 420 秋元奈美 ザ・ファブル（７） 690 南勝久

Ｐなつ通り（３） 420 秋元奈美 ザ・ファブル（８） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（９） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１０） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１１） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１２） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（５） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１３） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（６） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１４） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（７） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１５） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（８） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１６） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（９） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１７） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１０） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１８） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１１） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（１９） 630 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１２） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（２０） 640 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１３） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（２１） 690 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１４） 420 加藤元浩 ザ・ファブル（２２） 720 南勝久

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１５） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（１） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１６） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（２） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１７） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（３） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１８） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（４） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（１９） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（５） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２０） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（６） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２１） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（７） 602 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２２） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（８） 630 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２３） 420 加藤元浩 ホクサイと飯さえあれば（９） 690 鈴木小波

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２４） 420 加藤元浩 大日本サムライガール新党（１） 602 至道流星┴荒木宰



Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２５） 420 加藤元浩 大日本サムライガール新党（２） 602 至道流星┴荒木宰

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２６） 420 加藤元浩 大日本サムライガール新党（３） 602 至道流星┴荒木宰

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２７） 420 加藤元浩 少女決戦オルギア（１） 602 江島絵理

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２８） 420 加藤元浩 少女決戦オルギア（２） 602 江島絵理

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（２９） 420 加藤元浩 少女決戦オルギア（３） 602 江島絵理

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３０） 420 加藤元浩 腐らんす日記（１） 602 大清水さち┴ヤス

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３１） 420 加藤元浩 腐らんす日記（２） 602 大清水さち┴ヤス

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３２） 420 加藤元浩 はりだま退魔塾 600 鈴見敦

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３３） 420 加藤元浩 アメフラシ（１） 600 鈴見敦

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３４） 420 加藤元浩 アメフラシ（２） 600 鈴見敦

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３５） 420 加藤元浩 伊藤潤二の猫日記　よん＆むー 600 伊藤潤二

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３６） 420 加藤元浩 本当にヤバイホラーストーリー　おうち地獄 420

ナフタレン水嶋┴秋本葉子┴紺のんこ┴大塚さと

み┴瑞樹しずか┴三月トモコ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３７） 420 加藤元浩 アルヴ・レズル―機械仕掛けの妖精たち― 600 山口優┴天羽銀

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３８） 420 加藤元浩 あたしとハサミは使いよう 420 みやうち沙矢

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（３９） 420 加藤元浩 いちごの王子とアントルメ（１） 420 上田美和

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４０） 420 加藤元浩 いちごの王子とアントルメ（２） 420 上田美和

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４１） 420 加藤元浩 いちごの王子とアントルメ（３） 420 上田美和

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４２） 420 加藤元浩 オレのひつじちゃん！ 420 フカワミキ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４３） 420 加藤元浩 キラキラ光る嘘の粒 600 カム

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４４） 420 加藤元浩 みならい女神プルプルんシャルム（１） 600 ジコウリュウ┴キダニエル┴マルイノ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４５） 420 加藤元浩 みならい女神プルプルんシャルム（２） 600 ジコウリュウ┴キダニエル┴マルイノ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４６） 420 加藤元浩 みならい女神プルプルんシャルム（３） 600 ジコウリュウ┴キダニエル┴マルイノ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４７） 420 加藤元浩 みならい女神プルプルんシャルム（４） 600 ジコウリュウ┴キダニエル┴マルイノ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４８） 420 加藤元浩 六本木ブラッククロス（１） 420 柳沢きみお┴モリヨウスケ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（４９） 420 加藤元浩 六本木ブラッククロス（２） 420 柳沢きみお┴モリヨウスケ

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―（５０） 420 加藤元浩 六本木ブラッククロス（３） 560 柳沢きみお┴モリヨウスケ

ＲＡＶＥ（１） 420 真島ヒロ 六本木ブラッククロス（４） 560 柳沢きみお┴モリヨウスケ

ＲＡＶＥ（２） 420 真島ヒロ 学戦都市アスタリスク外伝クインヴェールの翼（１） 420 三屋咲ゆう┴茜錆┴ｏｋｉｕｒａ

ＲＡＶＥ（３） 420 真島ヒロ 学戦都市アスタリスク外伝クインヴェールの翼（２） 420 三屋咲ゆう┴茜錆┴ｏｋｉｕｒａ

ＲＡＶＥ（４） 420 真島ヒロ 学戦都市アスタリスク外伝クインヴェールの翼（３） 420 三屋咲ゆう┴茜錆┴ｏｋｉｕｒａ

ＲＡＶＥ（５） 420 真島ヒロ 学戦都市アスタリスク外伝クインヴェールの翼（４） 420 三屋咲ゆう┴茜錆┴ｏｋｉｕｒａ

ＲＡＶＥ（６） 420 真島ヒロ 嗤う石（１） 420 有田恵一郎

ＲＡＶＥ（７） 420 真島ヒロ 嗤う石（２） 420 有田恵一郎

ＲＡＶＥ（８） 420 真島ヒロ 嗤う石（３） 420 有田恵一郎

ＲＡＶＥ（９） 420 真島ヒロ ゴールデン・デリシャス・アップルシャーベット 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（１０） 420 真島ヒロ ゆうてる場合か！ 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（１１） 420 真島ヒロ 毎日カラスヤサトシ（１） 600 カラスヤサトシ

ＲＡＶＥ（１２） 420 真島ヒロ 毎日カラスヤサトシ（２） 600 カラスヤサトシ

ＲＡＶＥ（１３） 420 真島ヒロ 口福三昧（１） 500 ラズウェル細木

ＲＡＶＥ（１４） 420 真島ヒロ 口福三昧（２） 500 ラズウェル細木

ＲＡＶＥ（１５） 420 真島ヒロ 七つの大罪　公式ファンブック　解体罪書 800 鈴木央

ＲＡＶＥ（１６） 420 真島ヒロ ラーメン食いてぇ！（上） 640 林明輝

ＲＡＶＥ（１７） 420 真島ヒロ ラーメン食いてぇ！（下） 640 林明輝

ＲＡＶＥ（１８） 420 真島ヒロ くまえもん 700 海野つなみ

ＲＡＶＥ（１９） 420 真島ヒロ 後宮（１） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２０） 420 真島ヒロ 後宮（２） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２１） 420 真島ヒロ 後宮（３） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２２） 420 真島ヒロ 後宮（４） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２３） 420 真島ヒロ 後宮（５） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２４） 420 真島ヒロ 小煌女（１） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２５） 420 真島ヒロ 小煌女（２） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２６） 420 真島ヒロ 小煌女（３） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２７） 420 真島ヒロ 小煌女（４） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２８） 420 真島ヒロ 小煌女（５） 500 海野つなみ

ＲＡＶＥ（２９） 420 真島ヒロ 学園宝島 420 海野つなみ

ＲＡＶＥ（３０） 420 真島ヒロ お兄ちゃん、ガチャ（１） 420 野島伸司┴千里みこ

ＲＡＶＥ（３１） 420 真島ヒロ お兄ちゃん、ガチャ（２） 420 野島伸司┴千里みこ

ＲＡＶＥ（３２） 420 真島ヒロ こいいじ（１） 500 志村貴子

ＲＡＶＥ（３３） 420 真島ヒロ こいいじ（２） 500 志村貴子

ＲＡＶＥ（３４） 420 真島ヒロ こいいじ（３） 500 志村貴子

ＲＡＶＥ（３５） 420 真島ヒロ こいいじ（４） 500 志村貴子

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ 500 かたおかみさお こいいじ（５） 500 志村貴子

ＲＥＳＥＴ　～リセット　ｎｅｗ　崩壊家族編～ 420 山本まゆり こいいじ（６） 500 志村貴子

ＲＩＳＩＮＧ  ＳＵＮ（１） 420 松本美緒 こいいじ（７） 500 志村貴子

ＲＩＳＩＮＧ  ＳＵＮ（２） 420 松本美緒 こいいじ（８） 500 志村貴子

ＲＩＳＩＮＧ  ＳＵＮ（３） 420 松本美緒 こいいじ（９） 500 志村貴子

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（１） 600 渡辺潤 こいいじ（１０） 500 志村貴子

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（２） 600 渡辺潤 ロクダイ（１） 420 コージィ城倉

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（３） 600 渡辺潤 ロクダイ（２） 420 コージィ城倉

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（４） 600 渡辺潤 ロクダイ（３） 420 コージィ城倉

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（５） 600 渡辺潤 ちゃんちきガッパ（１） 400 石ノ森章太郎

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（６） 600 渡辺潤 ちゃんちきガッパ（２） 400 石ノ森章太郎

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（７） 600 渡辺潤 アマゾンベビイ（１） 400 石ノ森章太郎

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（８） 600 渡辺潤 アマゾンベビイ（２） 400 石ノ森章太郎

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（９） 600 渡辺潤 アマゾンベビイ（３） 400 石ノ森章太郎

ＲＲＲ（ロックンロールリッキー）（１０） 600 渡辺潤 セクサドール（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓ６０チルドレン（１） 600 川畑聡一郎 セクサドール（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓ６０チルドレン（２） 600 川畑聡一郎 タイム虎ベル（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓ６０チルドレン（３） 600 川畑聡一郎 タイム虎ベル（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓ６０チルドレン（４） 600 川畑聡一郎 バンパイラ（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１） 420 小林尽 バンパイラ（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（２） 420 小林尽 四次元半　襖の下張り（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（３） 420 小林尽 四次元半　襖の下張り（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（４） 420 小林尽 四次元半　襖の下張り（３） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（５） 420 小林尽 四次元半　襖の下張り（４） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（６） 420 小林尽 四次元半　襖の下張り（５） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（７） 420 小林尽 奇妙な友人たち 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（８） 420 小林尽 魔法使いの弟子（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（９） 420 小林尽 魔法使いの弟子（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１０） 420 小林尽 魔法使いの弟子（３） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１１） 420 小林尽 ＣＭコマちゃん（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１２） 420 小林尽 ＣＭコマちゃん（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１３） 420 小林尽 ＣＭ野郎 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１４） 420 小林尽 Ｋｎｉｇｈｔ　ａｎｄＮ　ｄａｙ（１） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１５） 420 小林尽 Ｋｎｉｇｈｔ　ａｎｄＮ　ｄａｙ（２） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１６） 420 小林尽 Ｋｎｉｇｈｔ　ａｎｄＮ　ｄａｙ（３） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１７） 420 小林尽 Ｋｎｉｇｈｔ　ａｎｄＮ　ｄａｙ（４） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１８） 420 小林尽 Ｋｎｉｇｈｔ　ａｎｄＮ　ｄａｙ（５） 400 石ノ森章太郎

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（１９） 420 小林尽 こころ（１） 420 ももち麗子

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（２０） 420 小林尽 こころ（２） 420 ももち麗子

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（２１） 420 小林尽 こころ（３） 420 ももち麗子

Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｕｍｂｌｅ（２２） 420 小林尽 こころ（４） 420 ももち麗子

Seasons 420 森谷幸子 バトルスタディーズ（１） 650 なきぼくろ

Ｓｅｘ，Ｂａｓｅｂａｌｌ　＆　Ｒｏｃｋ’ｎｒｏｌｌ（１） 600 高口里純 バトルスタディーズ（２） 640 なきぼくろ

Ｓｅｘ，Ｂａｓｅｂａｌｌ　＆　Ｒｏｃｋ’ｎｒｏｌｌ（２） 600 高口里純 バトルスタディーズ（３） 640 なきぼくろ

ＳＦ名物 600 鶴田謙二 バトルスタディーズ（４） 650 なきぼくろ

Ｓｈａｐｅ ｏｆ Ｌｏｖｅ 420 栄羽弥 バトルスタディーズ（５） 650 なきぼくろ

ＳＩＮＧＬＥ ＡＣＴＩＯＮ ＡＲＭＹ（１） 600 ヒロモト森一 バトルスタディーズ（６） 640 なきぼくろ



ＳＩＮＧＬＥ ＡＣＴＩＯＮ ＡＲＭＹ（２） 600 ヒロモト森一 バトルスタディーズ（７） 650 なきぼくろ

SMUGGLER 600 真鍋昌平 バトルスタディーズ（８） 630 なきぼくろ

Ｓｐｉｒｉｔ　ｏｆ　Ｗｏｎｄｅｒ 1190 鶴田謙二 バトルスタディーズ（９） 650 なきぼくろ

Sprichworter Buch 619 駒井悠 バトルスタディーズ（１０） 650 なきぼくろ

ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＢＯＹＳ 500 祐也 バトルスタディーズ（１１） 650 なきぼくろ

ＳＴＯＮｅ（１） 600 ヒロモト森一 バトルスタディーズ（１２） 650 なきぼくろ

ＳＴＯＮｅ（２） 600 ヒロモト森一 バトルスタディーズ（１３） 650 なきぼくろ

Ｓカレ×初体験 420

叶のりこ┴山内のぞみ┴中村抹茶┴サブロウ

タ バトルスタディーズ（１４） 630 なきぼくろ

Ｓ系カレシ図鑑！ 420

栄羽弥┴水槻れん┴真崎総子┴吉野マリ

┴琥珀華菜┴菅田うり バトルスタディーズ（１５） 640 なきぼくろ

Ｓ彼好きですが、なにか？ 420

みきもと凜┴春木さき┴山内のぞみ┴桜庭

りょう┴Ｂ型┴池田ユキオ バトルスタディーズ（１６） 650 なきぼくろ

ＴＡＩＫＯ　キラキラシーズン 500 目白花子 バトルスタディーズ（１７） 650 なきぼくろ

ＴＡＪＯＭＡＲＵ 420

飴あられ┴市川森一┴水島力也┴２００

９「ＴＡＪＯＭＡＲＵ」製作委員会 バトルスタディーズ（１８） 620 なきぼくろ

Telescope Diaries（１） 420 海野つなみ バトルスタディーズ（１９） 650 なきぼくろ

Telescope Diaries（２） 420 海野つなみ バトルスタディーズ（２０） 620 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（１） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２１） 650 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（２） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２２） 650 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（３） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２３） 640 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（４） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２４） 640 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（５） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２５） 640 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（６） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２６） 650 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（７） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２７） 650 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（８） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２８） 650 なきぼくろ

ＴＥＮＫＡ　ＦＵＢＵ　信長（９） 420 ながてゆか バトルスタディーズ（２９） 650 なきぼくろ

ＴＨＥ　ＥＮＤ（１） 600 真鍋昌平 バトルスタディーズ（３０） 660 なきぼくろ

ＴＨＥ　ＥＮＤ（２） 600 真鍋昌平 バトルスタディーズ（３１） 660 なきぼくろ

ＴＨＥ　ＥＮＤ（３） 600 真鍋昌平 バトルスタディーズ（３２） 660 なきぼくろ

ＴＨＥ　ＥＮＤ（４） 600 真鍋昌平 バトルスタディーズ（３３） 660 なきぼくろ

ＹＯＵＮＸ（ヤンクス） 420 松本美緒 バトルスタディーズ（３４） 660 なきぼくろ

Ｙのテンション 600 くさのあきひろ ランド（１） 900 山下和美

あ～ん お口に幸せサプリ（１） 500 天城小百合┴ＭｉＣｈａｏ！ ランド（２） 800 山下和美

あ～ん食べちゃいたい！ 500 米餅昭彦┴ＭｉＣｈａｏ！ ランド（３） 800 山下和美

あ・い・が・ん（１） 400 月森雅十┴ＭｉＣｈａｏ！ ランド（４） 700 山下和美

あ・い・が・ん（２） 400 月森雅十┴ＭｉＣｈａｏ！ ランド（５） 700 山下和美

アーサーＧＡＲＡＧＥ（１） 600 たーし ランド（６） 700 山下和美

アーサーＧＡＲＡＧＥ（２） 600 たーし ランド（７） 740 山下和美

アーサーＧＡＲＡＧＥ（３） 600 たーし ランド（８） 740 山下和美

アーサーＧＡＲＡＧＥ（４） 600 たーし ランド（９） 740 山下和美

アーサーＧＡＲＡＧＥ（５） 600 たーし ランド（１０） 740 山下和美

ああっ女神さまっ（１） 600 藤島康介 ランド（１１） 740 山下和美

ああっ女神さまっ（２） 600 藤島康介 勇午　Ｆｉｎａｌ（１） 600 赤名修┴真刈信二

ああっ女神さまっ（３） 600 藤島康介 勇午　Ｆｉｎａｌ（２） 600 赤名修┴真刈信二

ああっ女神さまっ（４） 600 藤島康介 勇午　Ｆｉｎａｌ（３） 600 赤名修┴真刈信二

ああっ女神さまっ（５） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！ 600 駒井悠

ああっ女神さまっ（６） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（２） 600 駒井悠

ああっ女神さまっ（７） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（３） 600 駒井悠

ああっ女神さまっ（８） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（４） 630 駒井悠

ああっ女神さまっ（９） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（５） 630 駒井悠

ああっ女神さまっ（１０） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（６） 682 駒井悠

ああっ女神さまっ（１１） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（７） 650 駒井悠

ああっ女神さまっ（１２） 600 藤島康介 大人のそんな奴ァいねえ！！（８） 650 駒井悠

ああっ女神さまっ（１３） 600 藤島康介 新装版　ＢＬＡＭＥ！（１） 1800 弐瓶勉

ああっ女神さまっ（１４） 600 藤島康介 新装版　ＢＬＡＭＥ！（２） 1800 弐瓶勉

ああっ女神さまっ（１５） 600 藤島康介 新装版　ＢＬＡＭＥ！（３） 1800 弐瓶勉

ああっ女神さまっ（１６） 600 藤島康介 新装版　ＢＬＡＭＥ！（４） 1800 弐瓶勉

ああっ女神さまっ（１７） 600 藤島康介 新装版　ＢＬＡＭＥ！（５） 1800 弐瓶勉

ああっ女神さまっ（１８） 600 藤島康介 新装版　ＢＬＡＭＥ！（６） 1800 弐瓶勉

ああっ女神さまっ（１９） 600 藤島康介 オバタくん 800 梅本チンウー

ああっ女神さまっ（２０） 600 藤島康介 フラウ・ファウスト（１） 600 ヤマザキコレ

ああっ女神さまっ（２１） 600 藤島康介 フラウ・ファウスト（２） 600 ヤマザキコレ

ああっ女神さまっ（２２） 600 藤島康介 フラウ・ファウスト（３） 600 ヤマザキコレ

ああっ女神さまっ（２３） 600 藤島康介 フラウ・ファウスト（４） 600 ヤマザキコレ

ああっ女神さまっ（２４） 600 藤島康介 フラウ・ファウスト（５）　【特典付き】 600 ヤマザキコレ

ああっ女神さまっ（２５） 600 藤島康介 ネオ寄生獣ｆ（１） 420

岩明均┴中村明日美子┴由貴香織里┴小嶋ラ

ラ子┴ミキマキ┴黒榮ゆい┴駿河ヒカル┴新城一

ああっ女神さまっ（２６） 600 藤島康介 ネオ寄生獣ｆ（２） 420

岩明均┴遠山えま┴金田一蓮十郎┴久世番子

┴なるしまゆり┴厘のミキ┴わたなべあじあ┴小畑

友紀┴カシオ

ああっ女神さまっ（２７） 600 藤島康介 クッキングパパ ダイジェスト 600 うえやまとち

ああっ女神さまっ（２８） 600 藤島康介 ももプロＺ　ＡＥスーパースター列伝（１） 420 小城徹也

ああっ女神さまっ（２９） 600 藤島康介 ももプロＺ　ＡＥスーパースター列伝（２） 420 小城徹也

ああっ女神さまっ（３０） 600 藤島康介 ももプロＺ　ＡＥスーパースター列伝（３） 420 小城徹也

ああっ女神さまっ（３１） 600 藤島康介 中２の男子と第６感（１） 600 福満しげゆき

ああっ女神さまっ（３２） 600 藤島康介 中２の男子と第６感（２） 600 福満しげゆき

ああっ女神さまっ（３３） 600 藤島康介 中２の男子と第６感（３） 600 福満しげゆき

ああっ女神さまっ（３４） 600 藤島康介 中２の男子と第６感（４） 600 福満しげゆき

ああっ女神さまっ（３５） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（１） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（３６） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（２） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（３７） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（３） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（３８） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（４） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（３９） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（５） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（４０） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（６） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（４１） 600 藤島康介 俺の執事（♀）がイケている（７） 420 真崎総子

ああっ女神さまっ（４２） 600 藤島康介 楽園マリン 420 阿部あかね

ああっ女神さまっ（４３） 600 藤島康介 片想いフィーバー（１） 420 桑佳あさ

ああっ女神さまっ（４４） 600 藤島康介 片想いフィーバー（２） 420 桑佳あさ

ああっ女神さまっ（４５） 600 藤島康介 彼と彼女のチグハグ 420 真名子

ああっ女神さまっ（４６） 600 藤島康介 ハナハダハナヤ（１） 600 若菜

ああっ女神さまっ（４７） 600 藤島康介 ハナハダハナヤ（２） 600 若菜

ああっ女神さまっ（４８） 600 藤島康介 銀河は彼女ほどに（１） 420 高木ユーナ

あぁん…Ｈな快感愛 ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴サブロウタ┴相川ヒロ┴倉持マリ 銀河は彼女ほどに（２） 420 高木ユーナ

ああ播磨灘（１） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（３） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（３） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（４） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（４） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（５） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（５） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（６） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（６） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（７） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（７） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（８） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（８） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（９） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（９） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１０） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１０） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１１） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１１） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１２） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１２） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１３） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１３） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１４） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１４） 400 石ノ森章太郎



ああ播磨灘（１５） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１５） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１６） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１６） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１７） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１７） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１８） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１８） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（１９） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（１９） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２０） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２０） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２１） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２１） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２２） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２２） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２３） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２３） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２４） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２４） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２５） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２５） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２６） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２６） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２７） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２７） 400 石ノ森章太郎

ああ播磨灘（２８） 600 さだやす圭 マンガ日本の歴史（２８） 400 石ノ森章太郎

アイしてまこと！恋するヲトメスタア 400 南天佑┴ＭｉＣｈａｏ！ マンガ日本の歴史（２９） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３０） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３１） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（３） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３２） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（４） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３３） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（５） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３４） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（６） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３５） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（７） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３６） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（８） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３７） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（９） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３８） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１０） 600 守村大 マンガ日本の歴史（３９） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１１） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４０） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１２） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４１） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１３） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４２） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１４） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４３） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１５） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４４） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１６） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４５） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１７） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４６） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１８） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４７） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（１９） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４８） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２０） 600 守村大 マンガ日本の歴史（４９） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２１） 600 守村大 マンガ日本の歴史（５０） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２２） 600 守村大 マンガ日本の歴史（５１） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２３） 600 守村大 マンガ日本の歴史（５２） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２４） 600 守村大 マンガ日本の歴史（５３） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２５） 600 守村大 マンガ日本の歴史（５４） 400 石ノ森章太郎

あいしてる（２６） 600 守村大 マンガ日本の歴史（５５） 400 石ノ森章太郎

アイシテル ～海容～（１） 420 伊藤実 古事記 400 石ノ森章太郎

アイシテル ～海容～（２） 420 伊藤実 マンガ日本経済入門（１） 400 石ノ森章太郎

アイゼンファウスト　天保忍者伝（１） 500 山田風太郎┴長谷川哲也 マンガ日本経済入門（２） 400 石ノ森章太郎

アイゼンファウスト　天保忍者伝（２） 500 山田風太郎┴長谷川哲也 マンガ日本経済入門（３） 400 石ノ森章太郎

アイゼンファウスト　天保忍者伝（３） 500 山田風太郎┴長谷川哲也 老子道（１） 400 石ノ森章太郎

アイゼンファウスト　天保忍者伝（４） 500

山田風太郎┴長谷川哲也┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ 老子道（２） 400 石ノ森章太郎

あいつがゴッチ（１） 420 しもさか保 マンガ世界経済入門 400 石ノ森章太郎

あいつがゴッチ（２） 420 しもさか保 ２人におまかせ（１） 600 八神ひろき

あいつがゴッチ（３） 420 しもさか保 ２人におまかせ（２） 600 八神ひろき

あいつがゴッチ（４） 420 しもさか保 ２人におまかせ（３） 600 八神ひろき

あいつがゴッチ（５） 420 しもさか保 ２人におまかせ（４） 600 八神ひろき

あいつとララバイ（１） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（１） 600 安原いちる

あいつとララバイ（２） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（２） 600 安原いちる

あいつとララバイ（３） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（３） 600 安原いちる

あいつとララバイ（４） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（４） 600 安原いちる

あいつとララバイ（５） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（５） 600 安原いちる

あいつとララバイ（６） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（６） 600 安原いちる

あいつとララバイ（７） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（７） 600 安原いちる

あいつとララバイ（８） 420 楠みちはる ＡＮＧＥＬ　ＢＥＡＴ（８） 600 安原いちる

あいつとララバイ（９） 420 楠みちはる 蟲師　外譚集 600

漆原友紀┴芦奈野ひとし┴今井哲也┴熊倉隆

敏┴豊田徹也┴吉田基已

あいつとララバイ（１０） 420 楠みちはる 彼はカリスマ―新装版―（１） 420 海野つなみ

あいつとララバイ（１１） 420 楠みちはる 彼はカリスマ―新装版―（２） 420 海野つなみ

あいつとララバイ（１２） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（１） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１３） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（２） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１４） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（３） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１５） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（４） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１６） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（５） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１７） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（６） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１８） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（７） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（１９） 420 楠みちはる 育てち魔おう！（８） 420 飯島浩介

あいつとララバイ（２０） 420 楠みちはる 黒王子ｖｓ．白王子 420

マキノ┴恩田ゆじ┴相川ヒロ┴見崎なつみ┴真田

ちか┴ひぐちにちほ

あいつとララバイ（２１） 420 楠みちはる 浅見先生の秘密（１） 630 チカ

あいつとララバイ（２２） 420 楠みちはる 浅見先生の秘密（２） 630 チカ

あいつとララバイ（２３） 420 楠みちはる 浅見先生の秘密（３） 630 チカ

あいつとララバイ（２４） 420 楠みちはる 浅見先生の秘密（４） 630 チカ

あいつとララバイ（２５） 420 楠みちはる ＦＡＩＲＹ　ＧＩＲＬＳ（１） 420 真島ヒロ┴ＢＯＫＵ

あいつとララバイ（２６） 420 楠みちはる ＦＡＩＲＹ　ＧＩＲＬＳ（２） 420 真島ヒロ┴ＢＯＫＵ

あいつとララバイ（２７） 420 楠みちはる ＦＡＩＲＹ　ＧＩＲＬＳ（３） 420 真島ヒロ┴ＢＯＫＵ

あいつとララバイ（２８） 420 楠みちはる ＦＡＩＲＹ　ＧＩＲＬＳ（４） 420 真島ヒロ┴ＢＯＫＵ

あいつとララバイ（２９） 420 楠みちはる サムライダー（１） 600 すぎむらしんいち

あいつとララバイ（３０） 420 楠みちはる サムライダー（２） 600 すぎむらしんいち

あいつとララバイ（３１） 420 楠みちはる サムライダー（３） 600 すぎむらしんいち

あいつとララバイ（３２） 420 楠みちはる 彼女の感触（１） 420 前田峻也

あいつとララバイ（３３） 420 楠みちはる 彼女の感触（２） 420 前田峻也

あいつとララバイ（３４） 420 楠みちはる ホームセンターてんこ（１） 600 とだ勝之

あいつとララバイ（３５） 420 楠みちはる ホームセンターてんこ（２） 600 とだ勝之

あいつとララバイ（３６） 420 楠みちはる ホームセンターてんこ（３） 600 とだ勝之

あいつとララバイ（３７） 420 楠みちはる ホームセンターてんこ（４） 600 とだ勝之

あいつとララバイ（３８） 420 楠みちはる ホームセンターてんこ（５） 600 とだ勝之

あいつとララバイ（３９） 420 楠みちはる 創竜伝（上） 600 田中芳樹┴恵広史

アイドルを探せ（１） 500 吉田まゆみ 創竜伝（下） 600 田中芳樹┴恵広史

アイドルを探せ（２） 500 吉田まゆみ サマー・ソルト・ターン（１） 420 井龍一┴保志レンジ

アイドルを探せ（３） 500 吉田まゆみ サマー・ソルト・ターン（２） 420 井龍一┴保志レンジ

アイドルを探せ（４） 500 吉田まゆみ サマー・ソルト・ターン（３） 420 井龍一┴保志レンジ

アイドルを探せ（５） 500 吉田まゆみ サマー・ソルト・ターン（４） 420 井龍一┴保志レンジ

アイドルを探せ（６） 500 吉田まゆみ サマー・ソルト・ターン（５） 420 井龍一┴保志レンジ

アイドルを探せ（７） 500 吉田まゆみ 妖怪番長（１） 600 柴田ヨクサル

アイドルを探せ（８） 500 吉田まゆみ 妖怪番長（２） 600 柴田ヨクサル

アイドルを探せ（９） 500 吉田まゆみ 妖怪番長（３） 600 柴田ヨクサル

アイドルを探せ（１０） 500 吉田まゆみ 妖怪番長（４） 600 柴田ヨクサル

アイドルを探せ　番外編 500 吉田まゆみ 妖怪番長（５） 600 柴田ヨクサル

アクション留学生　チェ・ミミ１６歳 400 イ・ユジョン┴イ・ヒョンソク┴ＭｉＣｈａｏ！ 妖怪番長（６） 600 柴田ヨクサル

アクター（１） 600 かわぐちかいじ 妖怪番長（７） 600 柴田ヨクサル

アクター（２） 600 かわぐちかいじ 木城ゆきと画集　ＡＲＳ　ＭＡＧＮＡ　デビューから銃夢火星戦記まで 2900 木城ゆきと

アクター（３） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（１） 630 沙村広明



アクター（４） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（２） 630 沙村広明

アクター（５） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（３） 630 沙村広明

アクター（６） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（４） 630 沙村広明

アクター（７） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（５） 630 沙村広明

アクター（８） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（６） 630 沙村広明

アクター（９） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（７） 630 沙村広明

アクター（１０） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（８） 660 沙村広明

アクター（１１） 600 かわぐちかいじ 波よ聞いてくれ（９） 680 沙村広明

アクター（１２） 600 かわぐちかいじ 銃夢火星戦記（１） 620 木城ゆきと

アクター（１３） 600 かわぐちかいじ 銃夢火星戦記（２） 620 木城ゆきと

アクター（１４） 600 かわぐちかいじ 銃夢火星戦記（３） 620 木城ゆきと

アクマで純愛（１） 420 池沢理美 銃夢火星戦記（４） 620 木城ゆきと

アクマで純愛（２） 420 池沢理美 銃夢火星戦記（５） 620 木城ゆきと

あげ娘！涼子　魅惑のくちびる（１） 400 春日光広┴ＭｉＣｈａｏ！ 銃夢火星戦記（６） 630 木城ゆきと

あげ娘！涼子　魅惑のくちびる（２） 400 春日光広┴ＭｉＣｈａｏ！ 銃夢火星戦記（７） 640 木城ゆきと

あげ娘！涼子　魅惑のくちびる（３） 400 春日光広┴ＭｉＣｈａｏ！ 銃夢火星戦記（８） 650 木城ゆきと

あげ娘！涼子　魅惑のくちびる（４） 400 春日光広┴ＭｉＣｈａｏ！ 銃夢火星戦記（９） 650 木城ゆきと

アゴなしゲンとオレ物語（１） 600 平本アキラ どろろ 手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（２） 600 平本アキラ どろろ 手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（３） 600 平本アキラ アトムキャット 手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（４） 600 平本アキラ アトム今昔物語 手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（５） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（６） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（７） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（８） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（４） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（９） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（５） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１０） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（６） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１１） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（７） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１２） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（８） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１３） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（９） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１４） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（１０） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１５） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（１１） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１６） 600 平本アキラ ブラック・ジャック 手塚治虫文庫全集（１２） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１７） 600 平本アキラ リボンの騎士 手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１８） 600 平本アキラ リボンの騎士 手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（１９） 600 平本アキラ ロストワールド　メトロポリス 手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（２０） 600 平本アキラ 新宝島 手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（２１） 600 平本アキラ 来るべき世界　ファウスト 手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

アゴなしゲンとオレ物語（２２） 600 平本アキラ 盤上のポラリス（１） 420 木口糧┴若松卓宏

アゴなしゲンとオレ物語（２３） 600 平本アキラ 盤上のポラリス（２） 420 木口糧┴若松卓宏

アゴなしゲンとオレ物語（２４） 600 平本アキラ 盤上のポラリス（３） 420 木口糧┴若松卓宏

アゴなしゲンとオレ物語（２５） 600 平本アキラ 盤上のポラリス（４） 420 木口糧┴若松卓宏

アゴなしゲンとオレ物語（２６） 600 平本アキラ おねいも（１） 600 詩原ヒロ

アゴなしゲンとオレ物語（２７） 600 平本アキラ おねいも（２） 600 詩原ヒロ

アゴなしゲンとオレ物語（２８） 600 平本アキラ メタラブ（１） 600 小路啓之

アゴなしゲンとオレ物語（２９） 600 平本アキラ メタラブ（２） 600 小路啓之

アゴなしゲンとオレ物語（３０） 600 平本アキラ メタラブ（３） 600 小路啓之

アゴなしゲンとオレ物語（３１） 600 平本アキラ 怪盗ルヴァン（１） 640 亜樹直┴オキモト・シュウ

アゴなしゲンとオレ物語（３２） 600 平本アキラ 怪盗ルヴァン（２） 640 亜樹直┴オキモト・シュウ

あしたきっとあなたに 420 愛本みずほ 銀河乙女（１） 600 平和┴玉越博幸

あしたのシノプシス 420 河あきら 伯爵さまは甘い夜がお好き（１） 420 フクシマハルカ

あしたのジョー（１） 420 高森朝雄┴ちばてつや 伯爵さまは甘い夜がお好き（２） 420 フクシマハルカ

あしたのジョー（２） 420 高森朝雄┴ちばてつや 伯爵さまは甘い夜がお好き（３） 420 フクシマハルカ

あしたのジョー（３） 420 高森朝雄┴ちばてつや ハゲまして！桜井くん（１） 600 高倉あつこ

あしたのジョー（４） 420 高森朝雄┴ちばてつや ハゲまして！桜井くん（２） 600 高倉あつこ

あしたのジョー（５） 420 高森朝雄┴ちばてつや ハゲまして！桜井くん（３） 600 高倉あつこ

あしたのジョー（６） 420 高森朝雄┴ちばてつや ハゲまして！桜井くん（４） 600 高倉あつこ

あしたのジョー（７） 420 高森朝雄┴ちばてつや ハゲまして！桜井くん（５） 600 高倉あつこ

あしたのジョー（８） 420 高森朝雄┴ちばてつや 採ってごらんなさい！　女子大生就職難コメディー 600 高倉あつこ

あしたのジョー（９） 420 高森朝雄┴ちばてつや 恋する爆走クン　速田進ッ！ 600 高倉あつこ

あしたのジョー（１０） 420 高森朝雄┴ちばてつや もっと一緒にいたくって 500 高倉あつこ

あしたのジョー（１１） 420 高森朝雄┴ちばてつや クッキングボス　うえやまとち初期作品集 600 うえやまとち

あしたのジョー（１２） 420 高森朝雄┴ちばてつや 東京流星群（１） 600 あまおゆう

あしたのジョー（１３） 420 高森朝雄┴ちばてつや 東京流星群（２） 600 あまおゆう

あしたのジョー（１４） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（１） 500 沖田×華

あしたのジョー（１５） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（２） 500 沖田×華

あしたのジョー（１６） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（３） 500 沖田×華

あしたのジョー（１７） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（４） 500 沖田×華

あしたのジョー（１８） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（５） 500 沖田×華

あしたのジョー（１９） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（６） 500 沖田×華

あしたのジョー（２０） 420 高森朝雄┴ちばてつや 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（７） 500 沖田×華

あたしたちの快感桃色日記（１） 400

蘭子┴松本つぼみ┴柴田五十鈴┴若武ジョ

ウ┴成瀬千雪┴井波はじめ┴空木朔子┴

高橋依摘┴花田朔生 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（８） 500 沖田×華

あたしたちの快感桃色日記（２） 400

松本つぼみ┴江端恭子┴田中琳┴森千紗

┴池上花英┴レナ┴蘭子┴若武ジョウ┴桜

井あなの┴オザキミカ 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習い日記～（９） 500 沖田×華

アダムの葉っぱ 480 深見じゅん くじびきアンバランス（１） 600 木尾士目┴小梅けいと

あなたが愛した女 500 板本こうこ くじびきアンバランス（２） 600 木尾士目┴小梅けいと

あなたとわたしが似合う時 500 もりたゆうこ ぢごぷり（１） 600 木尾士目

あなたの胸で眠りたい 500 もりたゆうこ ぢごぷり（２） 600 木尾士目

アニマル・ラブ 420

栄羽弥┴真崎総子┴秋元奈美┴水槻れん

┴コンノナナエ┴たかはしあん Ｗｈａｔ’ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？９巻め 1524 小林まこと

あの空の向こうまで走れ！（１） 400 湖谷日陽┴安野仁┴ＭｉＣｈａｏ！ ガブリン（１） 420 小林まこと

あの空の向こうまで走れ！（２） 400 湖谷日陽┴安野仁┴ＭｉＣｈａｏ！ ガブリン（２） 420 小林まこと

あはっ一緒に暮らそ！（１） 400 西森生┴ＭｉＣｈａｏ！ ガブリン（３） 420 小林まこと

あはっ一緒に暮らそ！（２）カレッジ娘と付属高ボーイ 400 西森生┴ＭｉＣｈａｏ！ おはよう、いばら姫（１） 420 森野萌

あぶない！ルナ先生（１） 420 上村純子 おはよう、いばら姫（２） 420 森野萌

アブナイＨ娘♪　カラフル トコナッツ！ 500 中貫えり┴ＭｉＣｈａｏ！ おはよう、いばら姫（３） 420 森野萌

アブナイＨ娘♪　トコナッツ！（１） 500 中貫えり┴ＭｉＣｈａｏ！ おはよう、いばら姫（４） 420 森野萌

アブナイＨ娘♪　トコナッツ！（２） 500 中貫えり┴ＭｉＣｈａｏ！ おはよう、いばら姫（５） 450 森野萌

アブノーマル☆ラバーズ 400 山中こころ おはよう、いばら姫（６） 450 森野萌

アベックシャバダァ 500 石原まこちん ゴックン！ぷーちょ（１） 420 遠山えま

アメリカなんて大きらい！（１） 600 高梨みどり ゴックン！ぷーちょ（２） 420 遠山えま

アメリカなんて大きらい！（２） 600 高梨みどり ゴックン！ぷーちょ（３） 420 遠山えま

アララギ特急（エクスプレス）（１） 600 かわぐちかいじ クッキングパパのレシピ１０００ 926 うえやまとち

アララギ特急（エクスプレス）（２） 600 かわぐちかいじ 夜のクッキングパパ 600 うえやまとち

アララギ特急（エクスプレス）（３） 600 かわぐちかいじ 昼のクッキングパパ 600 うえやまとち

ありえない！トライアングル（１） 400 水口舞子┴ＭｉＣｈａｏ！ 朝のクッキングパパ 600 うえやまとち

ありえない！トライアングル（２） 400 水口舞子┴ＭｉＣｈａｏ！ 深夜のクッキングパパ 600 うえやまとち

アリス∞ワンダーランド（１） 500 タナカタカコ┴ＭｉＣｈａｏ！ １・２の三四郎２（１） 600 小林まこと

アリス∞ワンダーランド（２） 500 タナカタカコ┴ＭｉＣｈａｏ！ １・２の三四郎２（２） 600 小林まこと

アリス∞ワンダーランド（３） 500 タナカタカコ┴ＭｉＣｈａｏ！ １・２の三四郎２（３） 600 小林まこと

アリスにきっす 500 高橋千鶴 １・２の三四郎２（４） 600 小林まこと

アルティメットガチンコ 異種格闘技王伝説（１） 500 高橋伸輔┴ＭｉＣｈａｏ！ １・２の三四郎２（５） 600 小林まこと

アルティメットガチンコ 異種格闘技王伝説（２） 500 高橋伸輔┴ＭｉＣｈａｏ！ １・２の三四郎２（６） 600 小林まこと

アルティメットガチンコ 異種格闘技王伝説（３） 500 高橋伸輔┴ＭｉＣｈａｏ！ セレスティアルクローズ（１） 600 塩野干支郎次

アルティメットガチンコ 異種格闘技王伝説（４） 500 高橋伸輔┴ＭｉＣｈａｏ！ セレスティアルクローズ（２） 600 塩野干支郎次

アルティメットガチンコ 異種格闘技王伝説（５） 500 高橋伸輔┴ＭｉＣｈａｏ！ セレスティアルクローズ（３） 600 塩野干支郎次



アルファ＊ビースト 400 神谷甲士┴貞鐘アイコ┴ＭｉＣｈａｏ！ セレスティアルクローズ（４） 600 塩野干支郎次

アレ！アレ！！（１） 400 永野のりこ┴ＭｉＣｈａｏ！ セレスティアルクローズ（５） 600 塩野干支郎次

アレ！アレ！！（２） 400 永野のりこ┴ＭｉＣｈａｏ！ セレスティアルクローズ（６） 600 塩野干支郎次

あれもしたい、これもしたい 420 葉月かなえ セレスティアルクローズ（７） 600 塩野干支郎次

アンカサンドラ（１） 420 斐文士吾朗┴天道グミ セレスティアルクローズ（８） 600 塩野干支郎次

アンカサンドラ（２） 420 斐文士吾朗┴天道グミ セレスティアルクローズ（９） 600 塩野干支郎次

アンジェラ！！（１） 420 秋山舞子┴ソラニユホ セレスティアルクローズ（１０） 600 塩野干支郎次

アンジェラ！！（２） 420 秋山舞子┴ソラニユホ セレスティアルクローズ（１１） 600 塩野干支郎次

アンジェラ！！（３） 420 秋山舞子┴ソラニユホ 小国のアルタイルさん 600 カトウコトノ┴ソガシイナ

アンチ・バージンですが、なにか？ 420 菅田うり やけっぱちのマリア　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

アンナさんのおまめ（１） 500 鈴木由美子 ジャングル大帝　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

アンナさんのおまめ（２） 500 鈴木由美子 ジャングル大帝　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

アンナさんのおまめ（３） 500 鈴木由美子 ピノキオ　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

アンナさんのおまめ（４） 500 鈴木由美子 ユニコ　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

アンナさんのおまめ（５） 500 鈴木由美子 ユフラテの樹　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

アンナさんのおまめ（６） 500 鈴木由美子 人間ども集まれ！　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

アンバランスな関係（１） 400 御茶まちこ┴ＭｉＣｈａｏ！ 火の鳥　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

アンバランスな関係（２） 400 御茶まちこ┴ＭｉＣｈａｏ！ 火の鳥　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

アンパンの。（１） 420 小橋もと子 火の鳥　手塚治虫文庫全集（３） 700 手塚治虫

アンパンの。（２） 420 小橋もと子 火の鳥　手塚治虫文庫全集（４） 700 手塚治虫

いい朝みつけた 420 谷口亜夢 火の鳥　手塚治虫文庫全集（５） 700 手塚治虫

イヴの林檎（１） 600 倉上淳士 火の鳥　手塚治虫文庫全集（６） 700 手塚治虫

イヴの林檎（２） 600 倉上淳士 火の鳥　手塚治虫文庫全集（７） 700 手塚治虫

イヴの林檎（３） 600 倉上淳士 火の鳥　手塚治虫文庫全集（８） 700 手塚治虫

イヴの林檎（４） 600 倉上淳士 火の鳥　手塚治虫文庫全集（９） 700 手塚治虫

イヴの林檎（５） 600 倉上淳士 火の鳥　手塚治虫文庫全集（１０） 700 手塚治虫

ダイナマイト　ハニー 600 倉上淳士 火の鳥　手塚治虫文庫全集（１１） 700 手塚治虫

いきなり☆ラブばすマシーン（１） 400 鈴里ハル┴ＭｉＣｈａｏ！ 火の鳥　―少女クラブ版―　手塚治虫文庫全集 600 手塚治虫

いきなり☆ラブばすマシーン（２） 400 鈴里ハル┴ＭｉＣｈａｏ！ ピンキュー★★★（１） 420 佐久間力

いきなり☆ラブばすマシーン（３） 400 鈴里ハル┴ＭｉＣｈａｏ！ ピンキュー★★★（２） 420 佐久間力

いきなり☆ラブばすマシーン（４） 400 鈴里ハル┴ＭｉＣｈａｏ！ 沙流譚　―漢書―（１） 400 石ノ森章太郎

いきなりHeaven（１） 400 たかはしさなえ┴ＭｉＣｈａｏ！ 沙流譚　―漢書―（２） 400 石ノ森章太郎

いきなりHeaven（２） 400 たかはしさなえ┴ＭｉＣｈａｏ！ ねこたん。ｎｅｋｏｔａｎ（１） 420 大橋つよし

いきなりHeaven（３） 400 たかはしさなえ┴ＭｉＣｈａｏ！ ねこたん。ｎｅｋｏｔａｎ（２） 420 大橋つよし

いけない！ルナ先生（１） 420 上村純子 ねこたん。ｎｅｋｏｔａｎ（３） 420 大橋つよし

いけない！ルナ先生（２） 420 上村純子 ＨＯＴＥＬ　ＣＡＬＦＯＲＩＮＩＡ（１） 600 すぎむらしんいち

いけない！ルナ先生（３） 420 上村純子 ＨＯＴＥＬ　ＣＡＬＦＯＲＩＮＩＡ（２） 600 すぎむらしんいち

いけない！ルナ先生（４） 420 上村純子 ＨＯＴＥＬ　ＣＡＬＦＯＲＩＮＩＡ（３） 600 すぎむらしんいち

いけない！ルナ先生（５） 420 上村純子 ＨＯＴＥＬ　ＣＡＬＦＯＲＩＮＩＡ（４） 600 すぎむらしんいち

いけないＤＡＹ　ＤＲＥＡＭ（１） 420 中西やすひろ ＨＯＴＥＬ　ＣＡＬＦＯＲＩＮＩＡ（５） 600 すぎむらしんいち

いけないＤＡＹ　ＤＲＥＡＭ（２） 420 中西やすひろ 私がモテてごめんなさい 420

ぢゅん子┴北川夕夏┴はつはる┴真名子┴大野

仁美┴麻岡ままん

いけないＤＡＹ　ＤＲＥＡＭ（３） 420 中西やすひろ その「おこだわり」、俺にもくれよ！！（１） 700 清野とおる

いけないＳ・Ｅ・Ｘ 420 ひさわゆみ その「おこだわり」、俺にもくれよ！！（２） 700 清野とおる

いけない華子先生　ほけん-の-せんせ（１） 500 大橋薫┴ＭｉＣｈａｏ！ その「おこだわり」、俺にもくれよ！！（３） 700 清野とおる

いけない華子先生　ほけん-の-せんせ（２） 500 大橋薫┴ＭｉＣｈａｏ！ その「おこだわり」、俺にもくれよ！！（４） 700 清野とおる

いけない華子先生　ほけん-の-せんせ（３） 500 大橋薫┴ＭｉＣｈａｏ！ その「おこだわり」、俺にもくれよ！！（５） 710 清野とおる

イケナイ秘蜜×桃色日記　攻めカレ編 400

百乃モト┴ひのもとめぐる┴松本つぼみ┴大

橋薫┴成瀬千雪┴田中琳┴オザキミカ┴若

武ジョウ┴江端恭子┴石崎真信┴ＭｉＣ

ｈａｏ！ ブレイン・トラッカー　リピート・ユーフォリア 600 多田乃伸明

イジメテミタイ 420 秋元奈美 藤原伯爵の受難（１） 600 青辺マヒト

いずみちゃんといずみくん 500 鈴木由美子 藤原伯爵の受難（２） 600 青辺マヒト

いたみ 420 ももち麗子 藤原伯爵の受難（３） 600 青辺マヒト

いちごたちの放課後 420 赤羽みちえ ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　ファルコンのコンピュータ・ハッキング 700 ＦＡＬＣＯＮ

いちごパンツ’85 420 三原陽子 すたぴぃ～あなたはもっと輝ける～（１） 600 ほおのきソラ

いちばんブス☆みつけた 420 三原陽子 すたぴぃ～あなたはもっと輝ける～（２） 600 ほおのきソラ

いとこ同士 420 有羽なぎさ クドラクの晩餐 （１） 600 霜月かよ子

いのち（１） 420 ももち麗子 クドラクの晩餐 （２） 600 霜月かよ子

いのち（２） 420 ももち麗子 月光 600 ウチヤマユージ

いのち（３） 420 ももち麗子 火葬場のない町に鐘が鳴る時（１） 602 和夏弘雨┴碧海景

いのち（４） 420 ももち麗子 火葬場のない町に鐘が鳴る時（２） 602 和夏弘雨┴碧海景

いのち（５） 420 ももち麗子 火葬場のない町に鐘が鳴る時（３） 602 和夏弘雨┴碧海景

いのちの火が見える 420 菊川近子 火葬場のない町に鐘が鳴る時（４） 602 和夏弘雨┴碧海景

イハーブの生活（１） 600 小路啓之 火葬場のない町に鐘が鳴る時（５） 602 和夏弘雨┴碧海景

イハーブの生活（２） 600 小路啓之 火葬場のない町に鐘が鳴る時（６） 602 和夏弘雨┴碧海景

イハーブの生活（３） 600 小路啓之 火葬場のない町に鐘が鳴る時（７） 602 和夏弘雨┴碧海景

いまどき少女図鑑（１） 420 たておか夏希 火葬場のない町に鐘が鳴る時（８） 602 和夏弘雨┴碧海景

いまどき少女図鑑（２） 420 たておか夏希 火葬場のない町に鐘が鳴る時（９） 602 和夏弘雨┴碧海景

いよっおみっちゃん 600 山田芳裕 火葬場のない町に鐘が鳴る時（１０） 602 和夏弘雨┴碧海景

インストール 420 綿矢りさ┴みづき水脈 火葬場のない町に鐘が鳴る時（１１） 602 和夏弘雨┴碧海景

ヴァージンズ　最強の純愛 420 倉持マリ┴すえのぶけいこ┴他 火葬場のない町に鐘が鳴る時（１２） 602 和夏弘雨┴碧海景

ヴァイブ（１） 700 みやすのんき 火葬場のない町に鐘が鳴る時（１３） 630 和夏弘雨┴碧海景

ヴァンデミエールの翼（１） 600 鬼頭莫宏 火葬場のない町に鐘が鳴る時（１４） 700 和夏弘雨┴碧海景

ヴァンデミエールの翼（２） 600 鬼頭莫宏 神様！　仏様！　きつね様！（１） 602 亀和田康太┴浅草アリス

ヴィーナス・プロジェクト 420 秋元奈美 ３×３ＥＹＥＳ　幻獣の森の遭難者（１） 602 高田裕三

ウイニング・チケット（１） 600 小松大幹┴河村清明 ３×３ＥＹＥＳ　幻獣の森の遭難者（２） 602 高田裕三

ウイニング・チケット（２） 600 小松大幹┴河村清明 ３×３ＥＹＥＳ　幻獣の森の遭難者（３） 602 高田裕三

ウイニング・チケット（３） 600 小松大幹┴河村清明 ３×３ＥＹＥＳ　幻獣の森の遭難者（４） 602 高田裕三

ウイニング・チケット（４） 600 小松大幹┴河村清明 摂氏１００℃の微熱（１） 602 岡本健志┴野咲あや

ウイニング・チケット（５） 600 小松大幹┴河村清明 摂氏１００℃の微熱（２） 602 岡本健志┴野咲あや

ウイニング・チケット（６） 600 小松大幹┴河村清明 グランド・ツアー　英国式大修学旅行 400 本城靖久┴石ノ森章太郎┴仲倉重郎

ウイニング・チケット（７） 600 小松大幹┴河村清明 しようよ完結編（前編） 500 小野佳苗

ウイニング・チケット（８） 600 小松大幹┴河村清明 しようよ完結編（後編） 500 小野佳苗

ウイニング・チケット（９） 600 小松大幹┴河村清明 のぼる小寺さん（１） 630 珈琲

ウイニング・チケット（１０） 600 小松大幹┴河村清明 のぼる小寺さん（２） 630 珈琲

ウイニング・チケット（１１） 600 小松大幹┴河村清明 のぼる小寺さん（３） 630 珈琲

ウイニング・チケット（１２） 600 小松大幹┴河村清明 のぼる小寺さん（４） 630 珈琲

ウイニング・チケット（１３） 600 小松大幹┴河村清明 はじめてだってば！（１） 600 咲香里

ウイニング・チケット（１４） 600 小松大幹┴河村清明 はじめてだってば！（２） 600 咲香里

ウイニング・チケット（１５） 600 小松大幹┴河村清明 はじめてだってば！（３） 600 咲香里

ウイニング・チケット（１６） 600 小松大幹┴河村清明 もっと、××ください。（１） 420 築島治┴九瀬しき┴玉島ノン┴芳川といろ

ウイニング・チケット（１７） 600 小松大幹┴河村清明 もっと、××ください。（２） 420 藤もも┴ひさわゆみ┴桃生有希┴藤代香澄

ウイニング・チケット（１８） 600 小松大幹┴河村清明 もっと、××ください。（３） 420 河原田瞳美┴中野まや花┴ひさわゆみ

ウイニング・チケット（１９） 600 小松大幹┴河村清明 サボテン君　レモン・キッド　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ウイニング・チケット（２０） 600 小松大幹┴河村清明 ネオ・ファウスト　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ウイニング・チケット（２１） 600 小松大幹┴河村清明 ハイジと山男（１） 420 安藤なつみ

ウエディング・ベルは四度鳴る 420 文月今日子 ハイジと山男（２） 420 安藤なつみ

ウォッチシュワッチ愛して恋！！ 420 中西やすひろ ハイジと山男（３） 420 安藤なつみ

うた魂♪ 420 栗原裕光┴寄田みゆき バイバイ・ブラザー（１） 420 神葉理世

ウッハ！ハーレム学生寮（１） 600 松浦まどか バイバイ・ブラザー（２） 420 神葉理世

ウッハ！ハーレム学生寮（２） 600 松浦まどか バンパイヤ　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

ウッハ！ハーレム学生寮（３） 600 松浦まどか バンパイヤ　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

ウッハ！ハーレム学生寮（４） 600 松浦まどか ブンむくれ！！ 600 曽根富美子

ウッハ！ハーレム学生寮（５） 600 松浦まどか ミッドナイト　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

ウッハ！ハーレム学生寮（６） 600 松浦まどか ミッドナイト　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

ウッハ！ハーレム学生寮（７） 600 松浦まどか ミッドナイト　手塚治虫文庫全集（３） 700 手塚治虫

エア・ギア（１） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（１） 420 うどん┴やき

エア・ギア（２） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（２） 420 うどん┴やき



エア・ギア（３） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（３） 420 うどん┴やき

エア・ギア（４） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（４） 420 うどん┴やき

エア・ギア（５） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（５） 420 うどん┴やき

エア・ギア（６） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（６） 420 うどん┴やき

エア・ギア（７） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（７） 420 うどん┴やき

エア・ギア（８） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（８） 420 うどん┴やき

エア・ギア（９） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（９） 420 うどん┴やき

エア・ギア（１０） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（１０） 420 うどん┴やき

エア・ギア（１１） 420 大暮維人 主将！！　地院家若美（１１） 420 うどん┴やき

エア・ギア（１２） 420 大暮維人 人間昆虫記　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

エア・ギア（１３） 420 大暮維人 漫画大学　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

エア・ギア（１４） 420 大暮維人 漫画生物学　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

エア・ギア（１５） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

エア・ギア（１６） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

エア・ギア（１７） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

エア・ギア（１８） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（４） 800 手塚治虫

エア・ギア（１９） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（５） 800 手塚治虫

エア・ギア（２０） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（６） 800 手塚治虫

エア・ギア（２１） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（７） 800 手塚治虫

エア・ギア（２２） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（８） 800 手塚治虫

エア・ギア（２３） 420 大暮維人 鉄腕アトム　手塚治虫文庫全集（９） 800 手塚治虫

エア・ギア（２４） 420 大暮維人 青春リミテッド 600 湖住ふじこ

エア・ギア（２５） 420 大暮維人 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ブルー・ミストラル（１） 420 真島ヒロ┴渡辺留衣

エア・ギア（２６） 420 大暮維人 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ブルー・ミストラル（２） 420 真島ヒロ┴渡辺留衣

エア・ギア（２７） 420 大暮維人 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ブルー・ミストラル（３） 420 真島ヒロ┴渡辺留衣

エア・ギア（２８） 420 大暮維人 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ブルー・ミストラル（４） 420 真島ヒロ┴渡辺留衣

エア・ギア（２９） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１） 420 加藤元浩

エア・ギア（３０） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（２） 420 加藤元浩

エア・ギア（３１） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（３） 420 加藤元浩

エア・ギア（３２） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（４） 420 加藤元浩

エア・ギア（３３） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（５） 420 加藤元浩

エア・ギア（３４） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（６） 420 加藤元浩

エア・ギア（３５） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（７） 420 加藤元浩

エア・ギア（３６） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（８） 420 加藤元浩

エア・ギア（３７） 420 大暮維人 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（９） 420 加藤元浩

エスカレーション～塀の中の少女たち～ 420 芹沢由紀子 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１０） 420 加藤元浩

えっ！？こんな初Ｈあたしだけ！？ 420 小越なつえ Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１１） 420 加藤元浩

えっちな乙女★桃色日記　イジワル男子編 400

石崎真信┴田中琳┴松本つぼみ┴オザキミ

カ┴春田ハナ┴若武ジョウ┴桜井あなの┴成

瀬千雪┴春花そら┴江端恭子 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１２） 420 加藤元浩

えの素（１） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１３） 420 加藤元浩

えの素（２） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１４） 420 加藤元浩

えの素（３） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１５） 420 加藤元浩

えの素（４） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１６） 420 加藤元浩

えの素（５） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１７） 420 加藤元浩

えの素（６） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１８） 420 加藤元浩

えの素（７） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（１９） 450 加藤元浩

えの素（８） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（２０） 450 加藤元浩

えの素（９） 600 榎本俊二 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（２１） 450 加藤元浩

エマージング（１） 600 外薗昌也 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　―証明終了―（２２） 480 加藤元浩

エマージング（２） 600 外薗昌也 Ｑ．Ｅ．Ｄ．ｉｆｆ　ー証明終了ー（２３） 480 加藤元浩

エリアの騎士（１） 420 伊賀大晃┴月山可也 恵比寿学園中等科日曜補習組探偵団（１） 600 蓮乗寺メイ┴ＴＫＫＴ

エリアの騎士（２） 420 伊賀大晃┴月山可也 恵比寿学園中等科日曜補習組探偵団（２） 600 蓮乗寺メイ┴ＴＫＫＴ

エリアの騎士（３） 420 伊賀大晃┴月山可也 遠い食卓 660 イシダナオキ

エリアの騎士（４） 420 伊賀大晃┴月山可也 好きにならないよ、センパイ（１） 420 はつはる

エリアの騎士（５） 420 伊賀大晃┴月山可也 好きにならないよ、センパイ（２） 420 はつはる

エリアの騎士（６） 420 伊賀大晃┴月山可也 好きにならないよ、センパイ（３） 420 はつはる

エリアの騎士（７） 420 伊賀大晃┴月山可也 好きにならないよ、センパイ（４） 420 はつはる

エリアの騎士（８） 420 伊賀大晃┴月山可也 Ｆｉｎａｌ　Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ ファイナルリクエスト（１） 700 日下一郎┴ヒューガ

エリアの騎士（９） 420 伊賀大晃┴月山可也 Ｆｉｎａｌ　Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ ファイナルリクエスト（２） 700 日下一郎┴ヒューガ

エリアの騎士（１０） 420 伊賀大晃┴月山可也 Ｆｉｎａｌ　Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ ファイナルリクエスト（３） 700 日下一郎┴ヒューガ

エリアの騎士（１１） 420 伊賀大晃┴月山可也 Ｆｉｎａｌ　Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ ファイナルリクエスト（４） 1050 日下一郎┴ヒューガ

エリアの騎士（１２） 420 伊賀大晃┴月山可也 Ｆｉｎａｌ　Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ ファイナルリクエスト（５） 1500 日下一郎┴ヒューガ

エリアの騎士（１３） 420 伊賀大晃┴月山可也 Ｆｉｎａｌ　Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ ファイナルリクエスト（６） 1500 日下一郎┴ヒューガ

エリアの騎士（１４） 420 伊賀大晃┴月山可也 夢幻伝説タカマガハラ（１） 420 立川恵

エリアの騎士（１５） 420 伊賀大晃┴月山可也 夢幻伝説タカマガハラ（２） 420 立川恵

エリアの騎士（１６） 420 伊賀大晃┴月山可也 夢幻伝説タカマガハラ（３） 420 立川恵

エリアの騎士（１７） 420 伊賀大晃┴月山可也 夢幻伝説タカマガハラ（４） 420 立川恵

エリアの騎士（１８） 420 伊賀大晃┴月山可也 夢幻伝説タカマガハラ（５） 420 立川恵

エリアの騎士（１９） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハケンの麻生さん（１） 600 仲川麻子

エリアの騎士（２０） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（１） 420 押見修造

エリアの騎士（２1） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（２） 420 押見修造

エリアの騎士（２２） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（３） 420 押見修造

エリアの騎士（２３） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（４） 420 押見修造

エリアの騎士（２４） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（５） 420 押見修造

エリアの騎士（２５） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（６） 420 押見修造

エリアの騎士（２６） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（７） 420 押見修造

エリアの騎士（２７） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（８） 420 押見修造

エリアの騎士（２８） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（９） 420 押見修造

エリアの騎士（２９） 420 伊賀大晃┴月山可也 ハピネス（１０） 420 押見修造

エリアの騎士（３０） 420 伊賀大晃┴月山可也 蝉丸残日録（１） 600 ツナミノユウ

エリアの騎士（３１） 420 伊賀大晃┴月山可也 蝉丸残日録（２） 600 ツナミノユウ

エリアの騎士（３２） 420 伊賀大晃┴月山可也 鉄腕アトム別巻　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

エリアの騎士（３３） 420 伊賀大晃┴月山可也 １０ミニッツ　メイド 600 水寺葛

エリアの騎士（３４） 420 伊賀大晃┴月山可也 繋がる個体（１） 600 山本中学

エリアの騎士（３５） 420 伊賀大晃┴月山可也 繋がる個体（２） 600 山本中学

エリアの騎士（３６） 420 伊賀大晃┴月山可也 繋がる個体（３） 600 山本中学

エリアの騎士（３７） 420 伊賀大晃┴月山可也 繋がる個体（４） 600 山本中学

エリアの騎士（３８） 420 伊賀大晃┴月山可也 つまさきおとしと私（１） 600 ツナミノユウ

エリアの騎士（３９） 420 伊賀大晃┴月山可也 つまさきおとしと私（２） 600 ツナミノユウ

エリアの騎士（４０） 420 伊賀大晃┴月山可也 メモリアル・リアル（１） 420 棗悠李

エリアの騎士（４１） 420 伊賀大晃┴月山可也 名前をつけて保存しますか？ 420 雁須磨子

エリアの騎士（４２） 420 伊賀大晃┴月山可也 唇にキミの色（１） 420 岩下慶子

エリアの騎士（４３） 420 伊賀大晃┴月山可也 唇にキミの色（２） 420 岩下慶子

エリアの騎士（４４） 420 伊賀大晃┴月山可也 地球の裏側で蝶がはばたくと、どこかで誰かがキスをする。 420 砂塚旬

エリアの騎士（４５） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（１） 420 みきもと凜

エリアの騎士（４６） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（２） 420 みきもと凜

エリアの騎士（４７） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（３） 420 みきもと凜

エリアの騎士（４８） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（４） 420 みきもと凜

エリアの騎士（４９） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（５） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５０） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（６） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５１） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（７） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５２） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（８） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５３） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（９） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５４） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（１０） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５５） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（１１） 420 みきもと凜

エリアの騎士（５６） 420 伊賀大晃┴月山可也 午前０時、キスしに来てよ（１２） 470 みきもと凜

エリアの騎士（５７） 420 伊賀大晃┴月山可也 黒博物館　ゴーストアンドレディ（上） 880 藤田和日郎

エリートヤンキー三郎（１） 600 阿部秀司 黒博物館　ゴーストアンドレディ（下） 880 藤田和日郎



エリートヤンキー三郎（２） 600 阿部秀司 あしたのジョーに憧れて（１） 600 川三番地

エリートヤンキー三郎（３） 600 阿部秀司 あしたのジョーに憧れて（２） 600 川三番地

エリートヤンキー三郎（４） 600 阿部秀司 あしたのジョーに憧れて（３） 600 川三番地

エリートヤンキー三郎（５） 600 阿部秀司 新装版　サイコメトラーＥＩＪＩ　元祖・みっちゃん登場編 800 安童夕馬┴朝基まさし

エリートヤンキー三郎（６） 600 阿部秀司 ゴッドファーザーの息子　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

エリートヤンキー三郎（７） 600 阿部秀司 トイレのテンコさん（１） 602 しまこ美季┴不器用なヤン

エリートヤンキー三郎（８） 600 阿部秀司 ヒエラルキーに泳ぐ深海魚は夢を見る（１） 602 まくた┴池★沼太郎

エリートヤンキー三郎（９） 600 阿部秀司 ヒエラルキーに泳ぐ深海魚は夢を見る（２） 602 まくた┴池★沼太郎

エリートヤンキー三郎（１０） 600 阿部秀司 メンヘラ刑事（１） 602 カズミヤアキラ┴本田晴巳

エリートヤンキー三郎（１１） 600 阿部秀司 メンヘラ刑事（２） 602 カズミヤアキラ┴本田晴巳

エリートヤンキー三郎（１２） 600 阿部秀司 恋人の注文承ります！（１） 602 伊藤翔太┴浅野夏

エリートヤンキー三郎（１３） 600 阿部秀司 死刑遊戯　Ｄｅａｔｈ　Ｐｅｎａｌｔｙ（１） 602 竜┴人九間四朗

エリートヤンキー三郎（１４） 600 阿部秀司 煉獄ゲーム（１） 602 北野弘務┴福原蓮士┴江崎双六

エリートヤンキー三郎（１５） 600 阿部秀司 煉獄ゲーム（２） 602 北野弘務┴福原蓮士┴江崎双六

エリートヤンキー三郎（１６） 600 阿部秀司 煉獄ゲーム（３） 602 北野弘務┴福原蓮士┴江崎双六

エリートヤンキー三郎（１７） 600 阿部秀司 煉獄ゲーム（４） 602 北野弘務┴福原蓮士┴江崎双六

エリートヤンキー三郎（１８） 600 阿部秀司 煉獄ゲーム（５） 602 北野弘務┴福原蓮士┴江崎双六

エリートヤンキー三郎（１９） 600 阿部秀司 煉獄ゲーム（６） 602 北野弘務┴江崎双六┴福原蓮士

エリートヤンキー三郎（２０） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎（２１） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（２） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎（２２） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（３） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎（２３） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（４） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎（２４） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（５） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎（２５） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（６） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎（２６） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（７） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（８） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（９） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（３） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１０） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（４） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１１） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（５） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１２） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（６） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１３） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（７） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１４） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（８） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１５） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（９） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１６） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１０） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１７） 640 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１１） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１８） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１２） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（１９） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１３） 600 阿部秀司 きのう何食べた？（２０） 650 よしながふみ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１４） 600 阿部秀司 クッキングパパ　大人気メニューシリーズ　肉編 600 うえやまとち

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１５） 600 阿部秀司 振り向くな君は（１） 420 安田剛士

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１６） 600 阿部秀司 振り向くな君は（２） 420 安田剛士

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１７） 600 阿部秀司 振り向くな君は（３） 420 安田剛士

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１８） 600 阿部秀司 振り向くな君は（４） 420 安田剛士

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（１９） 600 阿部秀司 絶叫ライブラリー　呪われた赤い本 420

ゆみみ┴秋本葉子┴瑞樹しずか┴侑えのき┴リオ

コ┴八木原こと

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２０） 600 阿部秀司 絶叫ライブラリー　悪魔のチェーンメール 420

秋本葉子┴佐藤みなみ┴伊藤みんご┴大塚さと

み┴侑えのき┴吉永季美┴八木原こと

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２１） 600 阿部秀司 ちよこれいと（１） 420 フクシマハルカ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２２） 600 阿部秀司 ちよこれいと（２） 420 フクシマハルカ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２３） 600 阿部秀司 ちよこれいと（３） 420 フクシマハルカ

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２４） 600 阿部秀司 はたらく細胞（１） 600 清水茜

エリートヤンキー三郎　第２部　風雲野望編（２５） 600 阿部秀司 はたらく細胞（２） 600 清水茜

エンジェリック・ハウス 420 安野モヨコ はたらく細胞（３）【電子限定おまけ付き】 600 清水茜

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（１） 600 三田紀房 はたらく細胞（４）【電子限定イラスト付き】 600 清水茜

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（２） 600 三田紀房 はたらく細胞（５） 600 清水茜

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（３） 600 三田紀房 はたらく細胞（６） 600 清水茜

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（４） 600 三田紀房 ばるぼら　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（５） 600 三田紀房 まとめ★グロッキーヘブン（１） 630 みたおでん

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（６） 600 三田紀房 まとめ★グロッキーヘブン（２） 630 みたおでん

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（７） 600 三田紀房 まとめ★グロッキーヘブン（３） 630 みたおでん

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（８） 600 三田紀房 まとめ★グロッキーヘブン（４） 630 みたおでん

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（９） 600 三田紀房 まとめ★グロッキーヘブン（５） 630 みたおでん

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（１０） 600 三田紀房 まとめ★グロッキーヘブン（６） 630 みたおでん

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（１１） 600 三田紀房 オレンジ・プラネット （１） 420 フクシマハルカ

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（１２） 600 三田紀房 オレンジ・プラネット （２） 420 フクシマハルカ

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（１３） 600 三田紀房 オレンジ・プラネット （３） 420 フクシマハルカ

エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝（１４） 600 三田紀房 オレンジ・プラネット （４） 420 フクシマハルカ

エンブリヲ（１） 600 小川幸辰 オレンジ・プラネット （５） 420 フクシマハルカ

エンブリヲ（２） 600 小川幸辰 カーテン・コール（１） 420 三原陽子

エンブリヲ（３） 600 小川幸辰 カーテン・コール（２） 420 三原陽子

エンマ（１） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（３） 420 三原陽子

エンマ（２） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（４） 420 三原陽子

エンマ（３） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（５） 420 三原陽子

エンマ（４） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（６） 420 三原陽子

エンマ（５） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（７） 420 三原陽子

エンマ（６） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（８） 420 三原陽子

エンマ（７） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（９） 420 三原陽子

エンマ（８） 420 土屋計┴ののやまさき カーテン・コール（１０） 420 三原陽子

おかしな２人（１） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１１） 420 三原陽子

おかしな２人（２） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１２） 420 三原陽子

おかしな２人（３） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１３） 420 三原陽子

おかしな２人（４） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１４） 420 三原陽子

おかしな２人（５） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１５） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（６） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１６） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（７） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１７） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（８） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１８） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（９） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（１９） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１０） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２０） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１１） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２１） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１２） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２２） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１３） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２３） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１４） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２４） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１５） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２５） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかしな２人（１６） 600 やまさき十三┴さだやす圭 カーテン・コール（２６） 420 三原陽子┴衿野未矢

おかまの一徹スペシャル 500 目白花子 キミノネイロ（１） 420 フクシマハルカ

おさわがせラスベガス学園（１） 420 中西やすひろ キミノネイロ（２） 420 フクシマハルカ

おさわがせラスベガス学園（２） 420 中西やすひろ キミノネイロ（３） 420 フクシマハルカ

オシゴトじかん 400 市松┴ＭｉＣｈａｏ！ キミノネイロ（４） 420 フクシマハルカ

オセロ。（１） 420 池沢理美 バカビリーバー（１） 600 市川マサ

オセロ。（２） 420 池沢理美 バカビリーバー（２） 600 市川マサ

オセロ。（３） 420 池沢理美 バカビリーバー（３） 600 市川マサ

オセロ。（４） 420 池沢理美 バカビリーバー（４） 600 市川マサ

オセロ。（５） 420 池沢理美 バカビリーバー（５） 600 市川マサ

オセロ。（６） 420 池沢理美 ボーイフレンド（１） 420 山田デイジー

オセロ。（７） 420 池沢理美 ボーイフレンド（２） 420 山田デイジー

おせん（１） 600 きくち正太 ボーイフレンド（３） 420 山田デイジー

おせん（２） 600 きくち正太 ライオンブックス　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

おせん（３） 600 きくち正太 ライオンブックス　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

おせん（４） 600 きくち正太 ライオンブックス　手塚治虫文庫全集（３） 700 手塚治虫



おせん（５） 600 きくち正太 ラティーノ（１） 600 おおひなたごう

おせん（６） 600 きくち正太 ラティーノ（２） 600 おおひなたごう

おせん（７） 600 きくち正太 ラティーノ（３） 600 おおひなたごう

おせん（８） 600 きくち正太 刹那グラフィティ（１） 600 木乃ひのき

おせん（９） 600 きくち正太 刹那グラフィティ（２） 600 木乃ひのき

おせん（１０） 600 きくち正太 刹那グラフィティ（３） 600 木乃ひのき

おせん（１１） 600 きくち正太 刹那グラフィティ（４） 600 木乃ひのき

おせん（１２） 600 きくち正太 半熟レストラン（１） 420 荻丸雅子

おせん（１３） 600 きくち正太 半熟レストラン（２） 420 荻丸雅子

おせん（１４） 600 きくち正太 半熟レストラン（３） 420 荻丸雅子

おせん（１５） 600 きくち正太 半熟レストラン（４） 420 荻丸雅子

おせん（１６） 600 きくち正太 半熟レストラン（５） 420 荻丸雅子

おたまじゃくしはかえるのこ 400 甘福あまね 半熟レストラン（６） 420 荻丸雅子

おてやわらかにぴんく！！（１） 420 遠山光 半熟レストラン（７） 420 荻丸雅子

おてやわらかにぴんく！！（２） 420 遠山光 告白　本当にあったツライいじめ 420 高上優里子┴原明日美┴秋本葉子┴三浦瑞希

おてやわらかにぴんく！！（３） 420 遠山光 悪役シンデレラ 420 三月薫

おとぎのまちのれな（１） 600 はっとりみつる 新しい彼女がフラグをおられたら（１） 400 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ

おとぎのまちのれな（２） 600 はっとりみつる 新しい彼女がフラグをおられたら（２） 400 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ

おとぎのまちのれな（３） 600 はっとりみつる 新しい彼女がフラグをおられたら（３） 400 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ

おとぎのまちのれな（４） 600 はっとりみつる 新しい彼女がフラグをおられたら（４） 400 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ

おとぎのまちのれな（５） 600 はっとりみつる 本当にヤバイホラーストーリー　ネット地獄 420

地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴ナフタレン水嶋┴

ゆみみ┴三月トモコ┴侑えのき┴藤原トリュフ┴山

川千春

おとぎのまちのれな（６） 600 はっとりみつる 本当にヤバイホラーストーリー　心友地獄 420

地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴ナフタレン水嶋┴

秋本葉子┴ゆみみ┴紺のんこ┴三月トモコ┴侑え

のき

おとぎのまちのれな（７） 600 はっとりみつる 本当にヤバイホラーストーリー　教室地獄 420

地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴ナフタレン水嶋┴

ゆみみ┴渡辺留衣┴侑えのき┴吉田はるゆき

オトメゴコロ（１） 420 渡辺あゆ 源博士の異常な××（１） 420 寄田みゆき

オトメゴコロ（２） 420 渡辺あゆ 源博士の異常な××（２） 420 寄田みゆき

おひっこし 600 沙村広明 源博士の異常な××（３） 420 寄田みゆき

おひとりさま日和 420 森下温 霧籠姫と魔法使い（１） 600 ネスミチサト

オフィス北極星（１） 600 真刈信二┴中山昌亮 霧籠姫と魔法使い（２） 600 ネスミチサト

オフィス北極星（２） 600 真刈信二┴中山昌亮 ＡＡＡ（１） 420 フクシマハルカ

オフィス北極星（３） 600 真刈信二┴中山昌亮 ＡＡＡ（２） 420 フクシマハルカ

オフィス北極星（４） 600 真刈信二┴中山昌亮 ＡＡＡ（３） 420 フクシマハルカ

オフィス北極星（５） 600 真刈信二┴中山昌亮 ＡＡＡ（４） 420 フクシマハルカ

オフィス北極星（６） 600 真刈信二┴中山昌亮 おねいちゃんといっしょ（１） 420 みなと鈴

オフィス北極星（７） 600 真刈信二┴中山昌亮 おねいちゃんといっしょ（２） 420 みなと鈴

オフィス北極星（８） 600 真刈信二┴中山昌亮 おねいちゃんといっしょ（３） 420 みなと鈴

オフィス北極星（９） 600 真刈信二┴中山昌亮 おねいちゃんといっしょ（４） 420 みなと鈴

オフィス北極星（１０） 600 真刈信二┴中山昌亮 おねいちゃんといっしょ（５） 420 みなと鈴

オマタかおる（１） 600 鈴木由美子 のーぷろぶれむ家族（１） 602 麦盛なぎ

オマタかおる（２） 600 鈴木由美子 のーぷろぶれむ家族（２） 602 麦盛なぎ

お気に召すまま（１） 420 布浦翼 地獄でメスがひかる　なかよし６０周年記念版 600 高階良子

お気に召すまま（２） 420 布浦翼 彼女はろくろ首（１） 420 二駅ずい

お気に召すまま（３） 420 布浦翼 彼女はろくろ首（２） 420 二駅ずい

お気に召すまま（４） 420 布浦翼 彼女はろくろ首（３） 420 二駅ずい

お気に召すまま（５） 420 布浦翼 彼女はろくろ首（４） 420 二駅ずい

お気に召すまま（６） 420 布浦翼 花と黒鋼（１） 602 篠丸のどか

お茶の間（１） 600 望月峯太郎 花と黒鋼（２） 602 篠丸のどか

お茶の間（２） 600 望月峯太郎 花と黒鋼（３） 602 篠丸のどか

お茶の間（３） 600 望月峯太郎 花と黒鋼（４） 680 篠丸のどか

お天気お姉さん（１） 600 安達哲 赤橙（１） 420 大部慧史┴小川亮

お天気お姉さん（２） 600 安達哲 赤橙（２） 420 大部慧史┴小川亮

お天気お姉さん（３） 600 安達哲 赤橙（３） 420 大部慧史┴小川亮

お天気お姉さん（４） 600 安達哲 おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（１） 400 雪室俊一┴たかなししずえ

お天気お姉さん（５） 600 安達哲 おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（２） 600 雪室俊一┴たかなししずえ

お天気お姉さん（６） 600 安達哲 おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（３） 600 雪室俊一┴たかなししずえ

お天気お姉さん（７） 600 安達哲 おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（４） 600 雪室俊一┴たかなししずえ

お天気お姉さん（８） 600 安達哲 おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（５） 600 雪室俊一┴たかなししずえ

ガーターベルトにkissして 420 秋元奈美 おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（６） 600 雪室俊一┴たかなししずえ

ガール　ガール　ガール！！ 420 赤羽みちえ おはよう！スパンク　なかよし６０周年記念版（７） 600 雪室俊一┴たかなししずえ

ガールズ（１） 500 吉田まゆみ ふしぎなメルモ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ガールズ（２） 500 吉田まゆみ ようこそ！　微笑寮へ　なかよし６０周年記念版（１） 400 遠藤察男┴あゆみゆい

ガールズ（３） 500 吉田まゆみ ようこそ！　微笑寮へ　なかよし６０周年記念版（２） 600 遠藤察男┴あゆみゆい

ガイアの娘（１） 420 庄司陽子 ようこそ！　微笑寮へ　なかよし６０周年記念版（３） 600 遠藤察男┴あゆみゆい

ガイアの娘（２） 420 庄司陽子 ようこそ！　微笑寮へ　なかよし６０周年記念版（４） 600 遠藤察男┴あゆみゆい

ガイアの娘（３） 420 庄司陽子 ようこそ！　微笑寮へ　なかよし６０周年記念版（５） 600 遠藤察男┴あゆみゆい

ガイアの娘（４） 420 庄司陽子 ブッダ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ガガガガ（１） 850 山下ゆたか ブッダ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ガガガガ（２） 1048 山下ゆたか ブッダ　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

ガガガガ（３） 1219 山下ゆたか ブッダ　手塚治虫文庫全集（４） 800 手塚治虫

ガガガガ（４） 1219 山下ユタカ ブッダ　手塚治虫文庫全集（５） 800 手塚治虫

ガガガガ（５） 600 山下ユタカ ブッダ　手塚治虫文庫全集（６） 800 手塚治虫

ガキおやじ（１） 600 いがらしみきお ブッダ　手塚治虫文庫全集（７） 800 手塚治虫

ガキおやじ（２） 600 いがらしみきお 凸凹アニメーション（１） 420 宮島雅憲┴五十嵐正邦

ガキおやじ（３） 600 いがらしみきお 凸凹アニメーション（２） 420 宮島雅憲┴五十嵐正邦

ガクラン八年組（１） 420 しもさか保 吊金先生（１） 420 加茂ユウジ

ガクラン八年組（２） 420 しもさか保 吊金先生（２） 420 加茂ユウジ

ガクラン八年組（３） 420 しもさか保 地球を呑む　手塚治虫文庫全集 900 手塚治虫

ガクラン八年組（４） 420 しもさか保 奇子　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ガクラン八年組（５） 420 しもさか保 奇子　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ガクラン八年組（６） 420 しもさか保 海のトリトン　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ガクラン八年組（７） 420 しもさか保 海のトリトン　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ガクラン八年組（８） 420 しもさか保 火星博士　一千年后の世界　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ガクラン八年組（９） 420 しもさか保 衛星ガール 600 穐山きえ

ガクラン八年組（１０） 420 しもさか保 鳥人大系　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ガクラン八年組（１１） 420 しもさか保 Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（１） 600 ジャスミン・ギュ

カザフスタン旅行団 629 駒井悠 Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（２） 600 ジャスミン・ギュ

カジムヌガタイ 600 比嘉慂 Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（３） 600 ジャスミン・ギュ

カップル乱れ打ち 500

松苗あけみ┴小野佳苗┴きくち正太┴環ち

ひろ┴石原まこちん┴高倉あつこ┴宇仁田ゆ

み┴やまだないと Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（４） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（１） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（５） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（２） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（６） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（３） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（７） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（４） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（８） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（５） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（９） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（６） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（１０） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（７） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（１１） 600 ジャスミン・ギュ

カテキン（８） 600 オジロマコト Ｂａｃｋ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｇｉｒｌｓ（１２） 630 ジャスミン・ギュ

カテキン（９） 600 オジロマコト 深海マンガ　くらげちゃん　くらげ日和 619 そにしけんじ

カテキン（１０） 600 オジロマコト 漢晋春秋司馬仲達伝三国志　しばちゅうさん（１） 600 末弘

かなしい箱（上） 480 深見じゅん 漢晋春秋司馬仲達伝三国志　しばちゅうさん（２） 600 末弘

かなしい箱（下） 480 深見じゅん 漢晋春秋司馬仲達伝三国志　しばちゅうさん（３） 600 末弘

カネが泣いている（１） 600 国友やすゆき 漢晋春秋司馬仲達伝三国志　しばちゅうさん（４） 600 末弘

カネが泣いている（２） 600 国友やすゆき 漢晋春秋司馬仲達伝三国志　しばちゅうさん（５） 600 末弘

カネが泣いている（３） 600 国友やすゆき 出口のない海 420 横山秀夫┴松尾しより



カノちゃんのユーガな種（１） 500 望月玲子 まんが　新白河原人　ウーパ！（１） 600 守村大

カノちゃんのユーガな種（２） 500 望月玲子 まんが　新白河原人　ウーパ！（２） 600 守村大

カノちゃんのユーガな種（３） 500 望月玲子 まんが　新白河原人　ウーパ！（３） 600 守村大

カノちゃんのユーガな種（４） 500 望月玲子 まんが　新白河原人　ウーパ！（４） 600 守村大

カバチタレ！（１） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 まんが　新白河原人　ウーパ！（５） 600 守村大

カバチタレ！（２） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 まんが　新白河原人　ウーパ！（６） 600 守村大

カバチタレ！（３） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 まんが　新白河原人　ウーパ！（７） 600 守村大

カバチタレ！（４） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 まんが　新白河原人　ウーパ！（８） 600 守村大

カバチタレ！（５） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 まんが　新白河原人　ウーパ！（９） 610 守村大

カバチタレ！（６） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 まんが　新白河原人　ウーパ！（１０） 610 守村大

カバチタレ！（７） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 ガラスの城の記録　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

カバチタレ！（８） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 カブキなさい（１） 420 吉田まゆみ

カバチタレ！（９） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 カブキなさい（２） 420 吉田まゆみ

カバチタレ！（１０） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 カブキなさい（３） 420 吉田まゆみ

カバチタレ！（１１） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 カブキなさい（４） 420 吉田まゆみ

カバチタレ！（１２） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（１） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１３） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（２） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１４） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（３） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１５） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（４） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１６） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（５） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１７） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（６） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１８） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（７） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（１９） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（８） 420 河崎芽衣

カバチタレ！（２０） 600 青木雄二┴田島隆┴東風孝広 助産院へおいでよ（９） 420 河崎芽衣

カフーを待ちわびて 420 原田マハ┴有羽なぎさ 助産院へおいでよ（１０） 420 河崎芽衣

かみちゃまかりん（１） 420 コゲどんぼ Ｋ　―Ｌｏｓｔ　Ｓｍａｌｌ　Ｗｏｒｌｄ―（１） 600

壁井ユカコ（ＧｏＲＡ）┴おおきたよる┴ＧｏＲ

Ａ・ＧｏＨａｎｄｓ

かみちゃまかりん（２） 420 コゲどんぼ Ｋ　―Ｌｏｓｔ　Ｓｍａｌｌ　Ｗｏｒｌｄ―（２） 600

壁井ユカコ（ＧｏＲＡ）┴おおきたよる┴ＧｏＲ

Ａ・ＧｏＨａｎｄｓ

かみちゃまかりん（３） 420 コゲどんぼ Ｋ　―Ｌｏｓｔ　Ｓｍａｌｌ　Ｗｏｒｌｄ―（３） 600

壁井ユカコ（ＧｏＲＡ）┴おおきたよる┴ＧｏＲ

Ａ・ＧｏＨａｎｄｓ

かみちゃまかりん（４） 420 コゲどんぼ ＡＬＬ　ＮＵＤＥ 848 すぎむらしんいち

かみちゃまかりん（５） 420 コゲどんぼ ＷＨＯ！？（１） 500 板本こうこ

かみちゃまかりん（６） 420 コゲどんぼ ＷＨＯ！？（２） 500 板本こうこ

かみちゃまかりん（７） 420 コゲどんぼ ＷＨＯ！？（３） 500 板本こうこ

カメレオン（１） 420 加瀬あつし ＷＨＯ！？（４） 500 板本こうこ

カメレオン（２） 420 加瀬あつし ＷＨＯ！？（５） 500 板本こうこ

カメレオン（３） 420 加瀬あつし ＷＨＯ！？（６） 500 板本こうこ

カメレオン（４） 420 加瀬あつし ＷＨＯ！？（７） 500 板本こうこ

カメレオン（５） 420 加瀬あつし ＷＨＯ！？（８） 500 板本こうこ

カメレオン（６） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（７） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（２） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（８） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（３） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（９） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（４） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１０） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（５） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１１） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（６） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１２） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（７） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１３） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（８） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１４） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（９） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１５） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１０） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１６） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１１） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１７） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１２） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１８） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１３） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（１９） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１４） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（２０） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１５） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（２１） 420 加瀬あつし 救急ハート治療室（１６） 500 沖野ヨーコ

カメレオン（２２） 420 加瀬あつし 青空クリニック（１） 500 軽部潤子

カメレオン（２３） 420 加瀬あつし 青空クリニック（２） 500 軽部潤子

カメレオン（２４） 420 加瀬あつし 青空クリニック（３） 500 軽部潤子

カメレオン（２５） 420 加瀬あつし 青空クリニック（４） 500 軽部潤子

カメレオン（２６） 420 加瀬あつし 青空クリニック（５） 500 軽部潤子

カメレオン（２７） 420 加瀬あつし 青空クリニック（６） 500 軽部潤子

カメレオン（２８） 420 加瀬あつし 青空クリニック（７） 500 軽部潤子

カメレオン（２９） 420 加瀬あつし 青空クリニック（８） 500 軽部潤子

カメレオン（３０） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１） 420 森永あい

カメレオン（３１） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（２） 420 森永あい

カメレオン（３２） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（３） 420 森永あい

カメレオン（３３） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（４） 420 森永あい

カメレオン（３４） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（５） 420 森永あい

カメレオン（３５） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（６） 420 森永あい

カメレオン（３６） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（７） 420 森永あい

カメレオン（３７） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（８） 420 森永あい

カメレオン（３８） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（９） 420 森永あい

カメレオン（３９） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１０） 420 森永あい

カメレオン（４０） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１１） 420 森永あい

カメレオン（４１） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１２） 420 森永あい

カメレオン（４２） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１３） 420 森永あい

カメレオン（４３） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１４） 420 森永あい

カメレオン（４４） 420 加瀬あつし 山田太郎ものがたり（１５） 420 森永あい

カメレオン（４５） 420 加瀬あつし 王子様には毒がある。（１） 420 柚月純

カメレオン（４６） 420 加瀬あつし 王子様には毒がある。（２） 420 柚月純

カメレオン（４７） 420 加瀬あつし 王子様には毒がある。（３） 420 柚月純

ガラスのペンギン 420 ささやななえこ 王子様には毒がある。（４） 420 柚月純

ガラスの回廊 500 望月玲子 王子様には毒がある。（５） 420 柚月純

カラダはハチミツ 420 富永裕美 王子様には毒がある。（６） 420 柚月純

カラプリ 600 麻宮騎亜 王子様には毒がある。（７） 420 柚月純

からふるSTORY 420 吉田まゆみ 王子様には毒がある。（８） 420 柚月純

カルビにしてね！（１） 600 高倉あつこ 王子様には毒がある。（９） 420 柚月純

カルビにしてね！（２） 600 高倉あつこ 王子様には毒がある。（１０）　【電子版限定描きおろしマンガ付き】 420 柚月純

カルビにしてね！（３） 600 高倉あつこ 擬人家（１） 602 武東宗哉

カルビにしてね！（４） 600 高倉あつこ 擬人家（２） 602 武東宗哉

かわいいといってくれ 420 三原陽子 Ｄ・Ｆ・Ｏ／デス・ファンタジー・オペラ（１） 602 咲良宗一郎┴岡田伸一

カンタリス（１） 600 三山のぼる Ｄ・Ｆ・Ｏ／デス・ファンタジー・オペラ（２） 602 咲良宗一郎┴岡田伸一

カンタリス（２） 600 三山のぼる Ｕ１２（１） 620 闇川コウ

かんとく（１） 600 コージィ城倉 Ｕ１２（２） 620 闇川コウ

かんとく（２） 600 コージィ城倉 Ｕ１２（３） 620 闇川コウ

かんとく（３） 600 コージィ城倉 Ｕ１２（４） 620 闇川コウ

かんとく（４） 600 コージィ城倉 Ｕ１２（５） 620 闇川コウ

かんとく（５） 600 コージィ城倉 Ｕ１２（６） 640 闇川コウ

かんとく（６） 600 コージィ城倉 Ｕ１２（７） 670 闇川コウ

カンナさん大成功です！（１） 500 鈴木由美子 Ｕ１２（８） 694 闇川コウ

カンナさん大成功です！（２） 500 鈴木由美子 Ｕ１２（９） 694 闇川コウ

カンナさん大成功です！（３） 500 鈴木由美子 ―女神―　なかよし６０周年記念版 600 早稲田ちえ

カンナさん大成功です！（４） 500 鈴木由美子 あらしの妖精　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

カンナさん大成功です！（５） 500 鈴木由美子 こんな編集者と寝てはいけない（１） 420 なかまひろ

キスの角度 400 夏野涼┴春花そら こんな編集者と寝てはいけない（２） 420 なかまひろ

キッスでＧＯ！ 420 尾崎七千夏 こんな編集者と寝てはいけない（３） 420 なかまひろ

キマイラ（１） 600 戸田幸宏┴八坂考訓 エンゼルの丘　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

キマイラ（２） 600 戸田幸宏┴八坂考訓 ビッグＸ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫



キマイラ（３） 600 戸田幸宏┴八坂考訓 ビッグＸ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

キマイラ（４） 600

八坂考訓┴戸田幸宏┴Ｊｏｎａｔｈａ

ｎ　Ｌｉｖｉｎｇｓｔｏｎ　Ｓｅａｇｕ ペルソナＱ　シャドウ　オブ　ザ　ラビリンス　Ｓｉｄｅ：Ｐ３（１） 420 アトラス┴飛田漱

キマイラ（５） 686

八坂考訓┴Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｌｉｖｉ

ｎｇｓｔｏｎ　Ｓｅａｇｕｌｌ ペルソナＱ　シャドウ　オブ　ザ　ラビリンス　Ｓｉｄｅ：Ｐ３（２） 420 アトラス┴飛田漱

ギャルソンカフェで会いましょう（１） 500 のもまりの┴ＭｉＣｈａｏ！ リボンの騎士　―少女クラブ版―　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ギャルソンカフェで会いましょう（２） 500 のもまりの┴ＭｉＣｈａｏ！ ルードウィヒ・Ｂ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ギャルソンカフェで会いましょう（３） 500 のもまりの┴ＭｉＣｈａｏ！ 七色いんこ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（１） 420 中村真理子 七色いんこ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（２） 420 中村真理子 七色いんこ　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（３） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（４） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（５） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（６） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（４） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（７） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（５） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（８） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（６） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（９） 420 中村真理子 三つ目がとおる　手塚治虫文庫全集（７） 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（１０） 420 中村真理子 初恋はじめました。（１） 420 山田デイジー

ギャルボーイ！（１１） 420 中村真理子 初恋はじめました。（２） 420 山田デイジー

ギャルボーイ！（１２） 420 中村真理子 初恋はじめました。（３） 420 山田デイジー

ギャルボーイ！（１３） 420 中村真理子 初恋はじめました。（４） 420 山田デイジー

ギャルボーイ！（１４） 420 中村真理子 初恋はじめました。（５） 420 山田デイジー

ギャルボーイ！（１５） 420 中村真理子 双子の騎士　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（１６） 420 中村真理子 地底国の怪人　魔法屋敷　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（１７） 420 中村真理子 地球の悪魔　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（１８） 420 中村真理子 増すコミ（１） 420 名島啓二

ギャルボーイ！（１９） 420 中村真理子 増すコミ（２） 420 名島啓二

ギャルボーイ！（２０） 420 中村真理子 女なのでしょうがない（１） 420 近由子

ギャルボーイ！（２１） 420 中村真理子 女なのでしょうがない（２） 420 近由子

ギャルボーイ！（２２） 420 中村真理子 女なのでしょうがない（３） 420 近由子

ギャルボーイ！（２３） 420 中村真理子 女なのでしょうがない（４） 420 近由子

ギャルボーイ！（２４） 420 中村真理子 女なのでしょうがない（５） 420 近由子

ギャルボーイ！（２５） 420 中村真理子 空気の底　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ギャルボーイ！（２６） 420 中村真理子 雨のち晴れゾン日和（１） 420 キヨミズリュウタロウ

ギャルボーイ！（２７） 420 中村真理子 雨のち晴れゾン日和（２） 420 キヨミズリュウタロウ

ギャルボーイ！（２８） 420 中村真理子 雨のち晴れゾン日和（３） 420 キヨミズリュウタロウ

ギャルボーイ！（２９） 420 中村真理子 ＣＨＡＮＧＥ－Ｒ（１） 420 上野二兎

ギャルボーイ！（３０） 420 中村真理子 ＣＨＡＮＧＥ－Ｒ（２） 420 上野二兎

ギャルボーイ！（３１） 420 中村真理子

ＴＡＬＥ　ＯＦ　ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＩＣＥ　ＴＲＡＩＬ～氷の

軌跡～（上） 420 真島ヒロ┴白土悠介

ギャルボーイ！（３２） 420 中村真理子

ＴＡＬＥ　ＯＦ　ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＩＣＥ　ＴＲＡＩＬ～氷の

軌跡～（下） 420 真島ヒロ┴白土悠介

ギャルボーイ！（３３） 420 中村真理子 ＱＥＤ　百人一首の呪（上） 600 松本救助┴高田崇史

ギャル革命　Ｇ－Ｒｅｖｏ 500 結菜┴Ｋｉｒａ┴ＳＧＲ ＱＥＤ　百人一首の呪（下） 600 松本救助┴高田崇史

ギャル男 THE 爆誕！（１） 420 中邑天 あさはかな夢みし（１） 600 瀧波ユカリ

ギャル男 THE 爆誕！（２） 420 中邑天 あさはかな夢みし（２） 600 瀧波ユカリ

ギャル男 THE 爆誕！（３） 420 中邑天 あさはかな夢みし（３） 600 瀧波ユカリ

ギャル男 THE 爆誕！（４） 420 中邑天 さぼリーマン　飴谷甘太朗（１） 600 萩原天晴┴アビディ井上

ギャル男 THE 爆誕！（５） 420 中邑天 さぼリーマン　飴谷甘太朗（２） 600 萩原天晴┴アビディ井上

キャン・キャン・キャンパス！（１） 400 木村豪┴ＭｉＣｈａｏ！ ふつつか者の兄ですが（１） 600 日暮キノコ

キャン・キャン・キャンパス！（２） 400 木村豪┴ＭｉＣｈａｏ！ ふつつか者の兄ですが（２） 600 日暮キノコ

キャン・キャン・キャンパス！（３） 400 木村豪┴ＭｉＣｈａｏ！ ふつつか者の兄ですが（３） 600 日暮キノコ

キャン・キャン・キャンパス！（４） 400 木村豪┴ＭｉＣｈａｏ！ ふつつか者の兄ですが（４） 600 日暮キノコ

キャン・キャン・キャンパス！（５） 400 木村豪┴ＭｉＣｈａｏ！ ふつつか者の兄ですが（５） 600 日暮キノコ

ギャンブルレーサー（１） 600 田中誠 ふつつか者の兄ですが（６） 600 日暮キノコ

ギャンブルレーサー（２） 600 田中誠 クッキングパパ　大人気メニューシリーズ　丼編 600 うえやまとち

ギャンブルレーサー（３） 600 田中誠 先輩が好き 420

南波あつこ┴マキノ┴はつはる┴岩井あき┴比乃

キオ

ギャンブルレーサー（４） 600 田中誠 太陽を堕とした男 600 会田薫

ギャンブルレーサー（５） 600 田中誠 疼く春 600 会田薫

ギャンブルレーサー（６） 600 田中誠 飴菓子（１） 600 群青

ギャンブルレーサー（７） 600 田中誠 飴菓子（２） 600 群青

ギャンブルレーサー（８） 600 田中誠 飴菓子（３） 600 群青

ギャンブルレーサー（９） 600 田中誠 飴菓子（４） 600 群青

ギャンブルレーサー（１０） 600 田中誠 ＫＥＭＡＲＩ 600 長谷川ろく

ギャンブルレーサー（１１） 600 田中誠 トモヱ幸福研究所 500 美川べるの

ギャンブルレーサー（１２） 600 田中誠 Ｃｏｍｅ ｏｎ 初恋！（１） 420 庄司陽子

ギャンブルレーサー（１３） 600 田中誠 Ｃｏｍｅ ｏｎ 初恋！（２） 420 庄司陽子

ギャンブルレーサー（１４） 600 田中誠 Ｃｏｍｅ ｏｎ 初恋！（３） 420 庄司陽子

ギャンブルレーサー（１５） 600 田中誠 むぅぶ（１） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（１６） 600 田中誠 むぅぶ（２） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（１７） 600 田中誠 むぅぶ（３） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（１８） 600 田中誠 むぅぶ（４） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（１９） 600 田中誠 むぅぶ（５） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２０） 600 田中誠 むぅぶ（６） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２１） 600 田中誠 むぅぶ（７） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２２） 600 田中誠 むぅぶ（８） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２３） 600 田中誠 むぅぶ（９） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２４） 600 田中誠 むぅぶ（１０） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２５） 600 田中誠 むぅぶ（１１） 480 深見じゅん

ギャンブルレーサー（２６） 600 田中誠 キッチンの達人（１） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（２７） 600 田中誠 キッチンの達人（２） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（２８） 600 田中誠 キッチンの達人（３） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（２９） 600 田中誠 キッチンの達人（４） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３０） 600 田中誠 キッチンの達人（５） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３１） 600 田中誠 キッチンの達人（６） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３２） 600 田中誠 キッチンの達人（７） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３３） 600 田中誠 キッチンの達人（８） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３４） 600 田中誠 キッチンの達人（９） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３５） 600 田中誠 キッチンの達人（１０） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３６） 600 田中誠 キッチンの達人（１１） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３７） 600 田中誠 キッチンの達人（１２） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３８） 600 田中誠 キッチンの達人（１３） 420 清水康代

ギャンブルレーサー（３９） 600 田中誠 キッチンの達人（１４） 420 清水康代

きょにゅう★刑事 420 ハットリユカコ キッチンの達人（１５） 420 清水康代

キラキラ！（１） 700 安達哲 キッチンの達人（１６） 420 清水康代

キラキラ！（２） 700 安達哲 ダーリン騎士団（１） 420 庄司陽子

キラキラ！（３） 700 安達哲 ダーリン騎士団（２） 420 庄司陽子

キラキラ！（４） 700 安達哲 ダーリン騎士団（３） 420 庄司陽子

キラキラ！（５） 700 安達哲 ダーリン騎士団（４） 420 庄司陽子

キリコ（１） 600 木葉功一 リセットアウト（１） 420 庄司陽子

キリコ（２） 600 木葉功一 リセットアウト（２） 420 庄司陽子

キリコ（３） 600 木葉功一 リセットアウト（３） 420 庄司陽子

キリコ（４） 600 木葉功一 リセットアウト（４） 420 庄司陽子

キレイな男の子 420 はやかわともこ 夢の航跡（１） 420 庄司陽子

キレルぜ！青春 420 池沢理美 夢の航跡（２） 420 庄司陽子

クイーンエメラルダス（１） 700 松本零士 夢の航跡（３） 420 庄司陽子

クイーンエメラルダス（２） 700 松本零士 夢の航跡（４） 420 庄司陽子



クーの世界（１） 600 小田ひで次 天下御免！（１） 420 庄司陽子

クーの世界（２） 600 小田ひで次 天下御免！（２） 420 庄司陽子

クジラに願いを 500 篠有紀子 天下御免！（３） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１） 600 うえやまとち 天下御免！（４） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２） 600 うえやまとち 天下御免！（５） 420 庄司陽子

クッキングパパ（３） 600 うえやまとち 天下御免！（６） 420 庄司陽子

クッキングパパ（４） 600 うえやまとち 天下御免！（７） 420 庄司陽子

クッキングパパ（５） 600 うえやまとち 天下御免！（８） 420 庄司陽子

クッキングパパ（６） 600 うえやまとち 天下御免！（９） 420 庄司陽子

クッキングパパ（７） 600 うえやまとち 春・飛行（１） 420 庄司陽子

クッキングパパ（８） 600 うえやまとち 春・飛行（２） 420 庄司陽子

クッキングパパ（９） 600 うえやまとち 春・飛行（３） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１０） 600 うえやまとち 春・飛行（４） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１１） 600 うえやまとち 春・飛行（５） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１２） 600 うえやまとち 春・飛行（６） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１３） 600 うえやまとち 春・飛行（７） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１４） 600 うえやまとち 春・飛行（８） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１５） 600 うえやまとち 春・飛行（９） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１６） 600 うえやまとち 春・飛行（１０） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１７） 600 うえやまとち 春・飛行（１１） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１８） 600 うえやまとち 春・飛行（１２） 420 庄司陽子

クッキングパパ（１９） 600 うえやまとち 春・飛行（１３） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２０） 600 うえやまとち 春・飛行（１４） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２１） 600 うえやまとち 春・飛行（１５） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２２） 600 うえやまとち 虹の航路（１） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２３） 600 うえやまとち 虹の航路（２） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２４） 600 うえやまとち 虹の航路（３） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２５） 600 うえやまとち 虹の航路（４） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２６） 600 うえやまとち 虹の航路（５） 420 庄司陽子

クッキングパパ（２７） 600 うえやまとち パノラマデリュージョン（１） 600 小原愼司

クッキングパパ（２８） 600 うえやまとち パノラマデリュージョン（２） 600 小原愼司

クッキングパパ（２９） 600 うえやまとち パノラマデリュージョン（３） 600 小原愼司

クッキングパパ（３０） 600 うえやまとち 菫画報（１） 600 小原愼司

クッキングパパ（３１） 600 うえやまとち 菫画報（２） 600 小原愼司

クッキングパパ（３２） 600 うえやまとち 菫画報（３） 600 小原愼司

クッキングパパ（３３） 600 うえやまとち 菫画報（４） 600 小原愼司

クッキングパパ（３４） 600 うえやまとち 超２まいめ 600 アサミジョー

クッキングパパ（３５） 600 うえやまとち セキララにキス（１） 420 芥文絵

クッキングパパ（３６） 600 うえやまとち セキララにキス（２） 420 芥文絵

クッキングパパ（３７） 600 うえやまとち セキララにキス（３） 420 芥文絵

クッキングパパ（３８） 600 うえやまとち セキララにキス（４） 420 芥文絵

クッキングパパ（３９） 600 うえやまとち セキララにキス（５） 420 芥文絵

クッキングパパ（４０） 600 うえやまとち セキララにキス（６） 420 芥文絵

クッキングパパ（４１） 600 うえやまとち セキララにキス（７） 420 芥文絵

クッキングパパ（４２） 600 うえやまとち セキララにキス（８） 420 芥文絵

クッキングパパ（４３） 600 うえやまとち セキララにキス（９） 450 芥文絵

クッキングパパ（４４） 600 うえやまとち ペルソナＱ　シャドウ　オブ　ザ　ラビリンス　Ｓｉｄｅ：Ｐ４（１） 600 アトラス┴みずのもと

クッキングパパ（４５） 600 うえやまとち ペルソナＱ　シャドウ　オブ　ザ　ラビリンス　Ｓｉｄｅ：Ｐ４（２） 600 アトラス┴みずのもと

クッキングパパ（４６） 600 うえやまとち ペルソナＱ　シャドウ　オブ　ザ　ラビリンス　Ｓｉｄｅ：Ｐ４（３） 600 アトラス┴みずのもと

クッキングパパ（４７） 600 うえやまとち ペルソナＱ　シャドウ　オブ　ザ　ラビリンス　Ｓｉｄｅ：Ｐ４（４） 600 アトラス┴みずのもと

クッキングパパ（４８） 600 うえやまとち おこぼれ姫と円卓の騎士（１） 630 石田リンネ┴暁かおり┴起家一子

クッキングパパ（４９） 600 うえやまとち おこぼれ姫と円卓の騎士（２） 630 石田リンネ┴暁かおり┴起家一子

クッキングパパ（５０） 600 うえやまとち おこぼれ姫と円卓の騎士（３） 630 石田リンネ┴暁かおり┴起家一子

クッキングパパ（５１） 600 うえやまとち Ｋ　―カウントダウン―（１） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴来楽

零（ＧｏＲＡ）

クッキングパパ（５２） 600 うえやまとち Ｋ　―カウントダウン―（２） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴来楽

零（ＧｏＲＡ）

クッキングパパ（５３） 600 うえやまとち 戦渦のカノジョ（１） 600 冨澤浩気

クッキングパパ（５４） 600 うえやまとち 戦渦のカノジョ（２） 600 冨澤浩気

クッキングパパ（５５） 600 うえやまとち 戦渦のカノジョ（３） 600 冨澤浩気

クッキングパパ（５６） 600 うえやまとち 戦渦のカノジョ（４） 600 冨澤浩気

クッキングパパ（５７） 600 うえやまとち 戦渦のカノジョ（５） 600 冨澤浩気

クッキングパパ（５８） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（１） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（５９） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（２） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６０） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（３） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６１） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（４） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６２） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（５） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６３） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（６） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６４） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（７） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６５） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（８） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６６） 600 うえやまとち 僕たちがやりました（９） 600 金城宗幸┴荒木光

クッキングパパ（６７） 600 うえやまとち

サーマン　ＳＥＩＳＨＵＮ　ＺＡＮＫＯＫＵ　ＨＡＫＵＤＡＫＵ　Ｃ

ＯＭＥＤＹ・・・・ＤＡＢＥＳＡ（１） 620 佐々木昇平

クッキングパパ（６８） 600 うえやまとち

サーマン　ＳＥＩＳＨＵＮ　ＺＡＮＫＯＫＵ　ＨＡＫＵＤＡＫＵ　Ｃ

ＯＭＥＤＹ・・・・ＤＡＢＥＳＡ（２） 630 佐々木昇平

クッキングパパ（６９） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（１） 550 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７０） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（２） 600 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７１） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（３） 600 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７２） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（４） 600 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７３） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（５） 600 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７４） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（６） 600 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７５） 600 うえやまとち 東京ミュウミュウ　なかよし６０周年記念版（７） 600 征海未亜┴吉田玲子

クッキングパパ（７６） 600 うえやまとち もののけ◇しぇありんぐ（１） 680 クール教信者

クッキングパパ（７７） 600 うえやまとち もののけ◇しぇありんぐ（２） 680 クール教信者

クッキングパパ（７８） 600 うえやまとち もののけ◇しぇありんぐ（３） 680 クール教信者

クッキングパパ（７９） 600 うえやまとち もののけ◇しぇありんぐ（４） 680 クール教信者

クッキングパパ（８０） 600 うえやまとち 忍のＢＡＮ（１） 420 石沢庸介

クッキングパパ（８１） 600 うえやまとち 忍のＢＡＮ（２） 420 石沢庸介

クッキングパパ（８２） 600 うえやまとち あずきちゃん（１） 420 秋元康┴木村千歌

クッキングパパ（８３） 600 うえやまとち あずきちゃん（２） 420 秋元康┴木村千歌

クッキングパパ（８４） 600 うえやまとち あずきちゃん（３） 420 秋元康┴木村千歌

クッキングパパ（８５） 600 うえやまとち あずきちゃん（４） 420 秋元康┴木村千歌

クッキングパパ（８６） 600 うえやまとち あずきちゃん（５） 420 秋元康┴木村千歌

クッキングパパ（８７） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　禁断ラブ（１） 420 吉野マリ

クッキングパパ（８８） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　禁断ラブ（２） 420 吉野マリ

クッキングパパ（８９） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　禁断ラブ（３） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９０） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　禁断ラブ（４） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９１） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　純愛ラブ（１） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９２） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　純愛ラブ（２） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９３） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　純愛ラブ（３） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９４） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　純愛ラブ（４） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９５） 600 うえやまとち 吉野マリ初期傑作読み切り集　純愛ラブ（５） 420 吉野マリ

クッキングパパ（９６） 600 うえやまとち ユー　ガッタ　ラブソング　鳥飼茜短編集 420 鳥飼茜

クッキングパパ（９７） 600 うえやまとち

すべてがＦになる　－ＴＨＥ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＩＮＳＩＤＥＲ－

（１） 600 森博嗣┴霜月かいり

クッキングパパ（９８） 600 うえやまとち

すべてがＦになる　－ＴＨＥ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＩＮＳＩＤＥＲ－

（２） 600 森博嗣┴霜月かいり

クッキングパパ（９９） 600 うえやまとち 第伍特捜（１） 420 鉄田猿児



クッキングパパ（１００） 600 うえやまとち 第伍特捜（２） 420 鉄田猿児

クッキングパパ（１０１） 600 うえやまとち 絡新婦の理（１） 420 京極夏彦┴志水アキ

クッキングパパ（１０２） 600 うえやまとち 絡新婦の理（２） 420 京極夏彦┴志水アキ

クッキングパパ（１０３） 600 うえやまとち 絡新婦の理（３） 420 京極夏彦┴志水アキ

クッキングパパ（１０４） 600 うえやまとち 絡新婦の理（４） 420 京極夏彦┴志水アキ

クッキングパパ（１０５） 600 うえやまとち 秋月あきひろのポジション（１） 600 野村宗弘

クッキングパパ（１０６） 600 うえやまとち 秋月あきひろのポジション（２） 600 野村宗弘

クッキングパパ（１０７） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（１） 600 きくち正太

クッキングパパ（１０８） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（２） 600 きくち正太

クッキングパパ（１０９） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（３） 600 きくち正太

クッキングパパ（１１０） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（４） 600 きくち正太

クッキングパパ（１１１） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（５） 600 きくち正太

クッキングパパ（１１２） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（６） 600 きくち正太

クッキングパパ（１１３） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（７） 600 きくち正太

クッキングパパ（１１４） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（８） 620 きくち正太

クッキングパパ（１１５） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（９） 630 きくち正太

クッキングパパ（１１６） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（１０） 630 きくち正太

クッキングパパ（１１７） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（１１） 630 きくち正太

クッキングパパ（１１８） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（１２） 640 きくち正太

クッキングパパ（１１９） 600 うえやまとち 瑠璃と料理の王様と（１３） 650 きくち正太

クッキングパパ（１２０） 600 うえやまとち シュマリ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１２１） 600 うえやまとち シュマリ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１２２） 600 うえやまとち きりひと讃歌　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

クッキングパパ（１２３） 600 うえやまとち きりひと讃歌　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

クッキングパパ（１２４） 600 うえやまとち フライングベン　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１２５） 600 うえやまとち フライングベン　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１２６） 600 うえやまとち 冒険放送局　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

クッキングパパ（１２７） 600 うえやまとち フースケ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

クッキングパパ（１２８） 600 うえやまとち 平原太平記　ふしぎ旅行記　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

クッキングパパ（１２９） 600 うえやまとち 上を下へのジレッタ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３０） 600 うえやまとち スーパー太平記　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３１） 600 うえやまとち ０マン　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３２） 600 うえやまとち ０マン　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３３） 600 うえやまとち 陽だまりの樹　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３４） 600 うえやまとち 陽だまりの樹　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３５） 600 うえやまとち 陽だまりの樹　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３６） 600 うえやまとち 陽だまりの樹　手塚治虫文庫全集（４） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３７） 600 うえやまとち 陽だまりの樹　手塚治虫文庫全集（５） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３８） 600 うえやまとち 陽だまりの樹　手塚治虫文庫全集（６） 800 手塚治虫

クッキングパパ（１３９） 600 うえやまとち クッキングパパ　読者セレクション 600 うえやまとち

クッキングパパ（１４０） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（１） 630 水野十子

クッキングパパ（１４１） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（２） 630 水野十子

クッキングパパ（１４２） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（３） 630 水野十子

クッキングパパ（１４３） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（４） 630 水野十子

クッキングパパ（１４４） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（５） 630 水野十子

クッキングパパ（１４５） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（６） 630 水野十子

クッキングパパ（１４６） 600 うえやまとち 遙かなる時空の中で６（７） 630 水野十子

クッキングパパ（１４７） 600 うえやまとち オリオリスープ（１） 680 綿貫芳子

クッキングパパ（１４８） 600 うえやまとち オリオリスープ（２） 680 綿貫芳子

クッキングパパ（１４９） 600 うえやまとち オリオリスープ（３） 680 綿貫芳子

クッキングパパ（１５０） 600 うえやまとち オリオリスープ（４） 680 綿貫芳子

クッキングパパ（１５１） 610 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５２） 630 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（２） 670 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５３） 640 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５４） 640 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５５） 640 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（５） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５６） 650 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（６） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５７） 650 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（７） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５８） 650 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（８） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１５９） 650 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（９） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１６０） 660 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（１０） 600 オキモト・シュウ┴亜樹直

クッキングパパ（１６１） 660 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（１１） 600 オキモト・シュウ┴亜樹直

クッキングパパ（１６２） 660 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（１２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

クッキングパパ（１６３） 660 うえやまとち マリアージュ～神の雫　最終章～（１３） 600 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（１） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（１４） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（２） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（１５） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（３） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（１６） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（４） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（１７） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（５） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（１８） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（６） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（１９） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（７） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２０） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（８） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２１） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（９） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２２） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（１０） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２３） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（１１） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２４） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（１２） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２５） 640 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（１３） 420 朝基まさし┴安童夕馬 マリアージュ～神の雫　最終章～（２６） 700 オキモト・シュウ┴亜樹直

クニミツの政（１４） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（１） 420 しらかわきくの

クニミツの政（１５） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（２） 420 しらかわきくの

クニミツの政（１６） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（３） 420 しらかわきくの

クニミツの政（１７） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（４） 420 しらかわきくの

クニミツの政（１８） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（５） 420 しらかわきくの

クニミツの政（１９） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（６） 420 しらかわきくの

クニミツの政（２０） 420 朝基まさし┴安童夕馬 モモ缶（７） 420 しらかわきくの

クニミツの政（２１） 420 朝基まさし┴安童夕馬 いちばん星キラリ（１） 420 菅田うり

クニミツの政（２２） 420 朝基まさし┴安童夕馬 いちばん星キラリ（２） 420 菅田うり

クニミツの政（２３） 420 朝基まさし┴安童夕馬 おかか（１） 600 まつだこうた

クニミツの政（２４） 420 朝基まさし┴安童夕馬 おかか（２） 600 まつだこうた

クニミツの政（２５） 420 朝基まさし┴安童夕馬 じんじゃーえーる（１） 600 維邪之托刀

クニミツの政（２６） 420 朝基まさし┴安童夕馬 じんじゃーえーる（２） 600 維邪之托刀

クニミツの政（２７） 420 朝基まさし┴安童夕馬 そばにいてもいいんだぜ 420 小鳩めばる

グミ・チョコレート・パイン（１） 600 大槻ケンヂ┴佐佐木勝彦┴清水沢亮 カレから顎クイ 420

マキノ┴見崎なつみ┴るかな┴安曇ゆうひ┴松本

真以子┴あかり

グミ・チョコレート・パイン（２） 600 大槻ケンヂ┴佐佐木勝彦┴清水沢亮 ゴロセウム（１） 600 馬場康誌

グミ・チョコレート・パイン（３） 600 大槻ケンヂ┴佐佐木勝彦┴清水沢亮 ゴロセウム（２） 600 馬場康誌

クライシス（１） 600 真刈信二┴高橋のぼる ゴロセウム（３） 600 馬場康誌

クライシス（２） 600 真刈信二┴高橋のぼる ゴロセウム（４） 600 馬場康誌

クライシス（３） 600 真刈信二┴高橋のぼる ゴロセウム（５） 600 馬場康誌

クライシス（４） 600 真刈信二┴高橋のぼる ゴロセウム（６） 600 馬場康誌

くらくらパラダイス（１） 420 中西やすひろ ジャバウォッキー１９１４（１） 600 久正人

くらくらパラダイス（２） 420 中西やすひろ ジャバウォッキー１９１４（２） 600 久正人

クリアネス 420 倉持マリ┴十和 ジャバウォッキー１９１４（３） 600 久正人

グリーンヒル（１） 600 古谷実 ジャバウォッキー１９１４（４） 600 久正人

グリーンヒル（２） 600 古谷実 スモーキング（１） 600 岩城宏士

グリーンヒル（３） 600 古谷実 スモーキング（２） 600 岩城宏士

クリオの男 743 木葉功一 スモーキング（３） 600 岩城宏士

ぐるぐるポンちゃん（１） 420 池沢理美 スモーキング（４） 600 岩城宏士

ぐるぐるポンちゃん（２） 420 池沢理美 スモーキング（５） 600 岩城宏士

ぐるぐるポンちゃん（３） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１） 420 寺嶋裕二



ぐるぐるポンちゃん（４） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん（５） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（３） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん（６） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（４） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん（７） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（５） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん（８） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（６） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん（９） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（７） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん　おかわりッ（１） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（８） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん　おかわりッ（２） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（９） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん　おかわりッ（３） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１０） 420 寺嶋裕二

ぐるぐるポンちゃん　おかわりッ（４） 420 池沢理美 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１１） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（１） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１２） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（２） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１３） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（３） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１４） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（４） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１５） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（５） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１６） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（６） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１７） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（７） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１８） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（８） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（１９） 420 寺嶋裕二

クロオビ！隼太（９） 420 作田和哉 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２０） 420 寺嶋裕二

ケイ先生の通信簿（１） 500 軽部潤子 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２１） 420 寺嶋裕二

ケイ先生の通信簿（２） 500 軽部潤子 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２２） 420 寺嶋裕二

ケーキ畑のプリンセス 420 星野めみ ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２３） 420 寺嶋裕二

ケータイ小説より泣ける読者体験手記 420

有羽なぎさ┴みづき水脈┴吉沢蛍┴森脇葵

┴森尾理奈┴かわちゆかり ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２４） 420 寺嶋裕二

けだものだもの（１） 420 フクシマハルカ ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２５） 420 寺嶋裕二

けだものだもの（２） 420 フクシマハルカ ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２６） 420 寺嶋裕二

けだものだもの（３） 420 フクシマハルカ ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２７） 450 寺嶋裕二

げんしけん（１） 600 木尾士目 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２８） 450 寺嶋裕二

げんしけん（２） 600 木尾士目 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（２９） 450 寺嶋裕二

げんしけん（３） 600 木尾士目 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（３０） 450 寺嶋裕二

げんしけん（４） 600 木尾士目 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（３１） 450 寺嶋裕二

げんしけん（５） 600 木尾士目 ダイヤのＡ　ａｃｔ２（３２） 450 寺嶋裕二

げんしけん（６） 600 木尾士目 ハピラハジマル 420 ふかさわ映

げんしけん（７） 600 木尾士目 マルコと数学王子 420 亜南くじら

げんしけん（８） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（１） 420 金田陽介

げんしけん（９） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（２） 420 金田陽介

げんしけん（１０） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（３） 420 金田陽介

げんしけん（１１） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（４） 420 金田陽介

げんしけん（１２） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（５） 420 金田陽介

げんしけん（１３） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（６） 420 金田陽介

げんしけん（１４） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（７） 420 金田陽介

げんしけん（１５） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（８） 420 金田陽介

げんしけん（１６） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（９） 420 金田陽介

げんしけん（１７） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（１０） 420 金田陽介

げんしけん（１８） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（１１） 420 金田陽介

げんしけん（１９） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（１２） 420 金田陽介

げんしけん（２０） 600 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（１３） 420 金田陽介

げんしけん（２１） 610 木尾士目 寄宿学校のジュリエット（１４） 420 金田陽介

こ～んなにきみを I LOVE YOU！ 420 愛本みずほ 寄宿学校のジュリエット（１５） 420 金田陽介

ゴーストタウンに星が降る 700 山下和美 寄宿学校のジュリエット（１６） 420 金田陽介

ゴーストハント（１） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 おとりよせミッドナイト 602 ハナムラ

ゴーストハント（２） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（１） 600 今井ユウ

ゴーストハント（３） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（２） 600 今井ユウ

ゴーストハント（４） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（３） 600 今井ユウ

ゴーストハント（５） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（４） 600 今井ユウ

ゴーストハント（６） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（５） 600 今井ユウ

ゴーストハント（７） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（６） 600 今井ユウ

ゴーストハント（８） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 ちこたん、こわれる（７） 600 今井ユウ

ゴーストハント（９） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 もはや私は貴腐人です（１） 680 鶴ゆみか

ゴーストハント（１０） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 もはや私は貴腐人です（２） 680 鶴ゆみか

ゴーストハント（１１） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 もはや私は貴腐人です（３） 680 鶴ゆみか

ゴーストハント（１２） 420 小野不由美┴いなだ詩穂 よしふみとからあげ（１） 680 関口かんこ

コータローまかりとおる！（１） 420 蛭田達也 よしふみとからあげ（２） 680 関口かんこ

コータローまかりとおる！（２） 420 蛭田達也 よしふみとからあげ（３） 680 関口かんこ

コータローまかりとおる！（３） 420 蛭田達也 よしふみとからあげ（４） 680 関口かんこ

コータローまかりとおる！（４） 420 蛭田達也 よしふみとからあげ（５） 680 関口かんこ

コータローまかりとおる！（５） 420 蛭田達也 よしふみとからあげ（６） 680 関口かんこ

コータローまかりとおる！（６） 420 蛭田達也 ゴーストライター（１） 600 御影夏

コータローまかりとおる！（７） 420 蛭田達也 ゴーストライター（２） 600 御影夏

コータローまかりとおる！（８） 420 蛭田達也 ゴーストライター（３） 620 御影夏

コータローまかりとおる！（９） 420 蛭田達也 セーラーエース（１） 600 しげの秀一

コータローまかりとおる！（１０） 420 蛭田達也 セーラーエース（２） 600 しげの秀一

コータローまかりとおる！（１１） 420 蛭田達也 セーラーエース（３） 600 しげの秀一

コータローまかりとおる！（１２） 420 蛭田達也 セーラーエース（４） 600 しげの秀一

コータローまかりとおる！（１３） 420 蛭田達也 セーラーエース（５） 600 しげの秀一

コータローまかりとおる！（１４） 420 蛭田達也 セーラーエース（６） 600 しげの秀一

コータローまかりとおる！（１５） 420 蛭田達也 ツースリー（１） 420 高畑弓

コータローまかりとおる！（１６） 420 蛭田達也 ツースリー（２） 420 高畑弓

コータローまかりとおる！（１７） 420 蛭田達也 デザートイーグル（１） 420 和久井健

コータローまかりとおる！（１８） 420 蛭田達也 デザートイーグル（２） 420 和久井健

コータローまかりとおる！（１９） 420 蛭田達也 デザートイーグル（３） 420 和久井健

コータローまかりとおる！（２０） 420 蛭田達也 デザートイーグル（４） 420 和久井健

コータローまかりとおる！（２１） 420 蛭田達也 デザートイーグル（５） 420 和久井健

コータローまかりとおる！（２２） 420 蛭田達也 吉祥寺だけが住みたい街ですか？（１） 600 マキヒロチ

コータローまかりとおる！（２３） 420 蛭田達也 吉祥寺だけが住みたい街ですか？（２） 600 マキヒロチ

コータローまかりとおる！（２４） 420 蛭田達也 吉祥寺だけが住みたい街ですか？（３） 600 マキヒロチ

コータローまかりとおる！（２５） 420 蛭田達也 吉祥寺だけが住みたい街ですか？（４） 600 マキヒロチ

コータローまかりとおる！（２６） 420 蛭田達也 吉祥寺だけが住みたい街ですか？（５） 600 マキヒロチ

コータローまかりとおる！（２７） 420 蛭田達也 吉祥寺だけが住みたい街ですか？（６） 630 マキヒロチ

コータローまかりとおる！（２８） 420 蛭田達也 四季 600 森博嗣┴猫目トーチカ

コータローまかりとおる！（２９） 420 蛭田達也 眠れる森のカロン（１） 602 茂木清香

コータローまかりとおる！（３０） 420 蛭田達也 眠れる森のカロン（２） 602 茂木清香

コータローまかりとおる！（３１） 420 蛭田達也 眠れる森のカロン（３） 602 茂木清香

コータローまかりとおる！（３２） 420 蛭田達也 私が言うとおりになる（１） 602 毛魂一直線

コータローまかりとおる！（３３） 420 蛭田達也 私が言うとおりになる（２） 602 毛魂一直線

コータローまかりとおる！（３４） 420 蛭田達也 私が言うとおりになる（３） 602 毛魂一直線

コータローまかりとおる！（３５） 420 蛭田達也 終末の天気（１） 600 作元健司┴津覇圭一

コータローまかりとおる！（３６） 420 蛭田達也 終末の天気（２） 600 作元健司┴津覇圭一

コータローまかりとおる！（３７） 420 蛭田達也 終末の天気（３） 600 作元健司┴津覇圭一

コータローまかりとおる！（３８） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（３９） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（２） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４０） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（３） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４１） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（４） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４２） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（５） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４３） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（６） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４４） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（７） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４５） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（８） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４６） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（９） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４７） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１０） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー



コータローまかりとおる！（４８） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１１） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（４９） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１２） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５０） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１３） 600 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５１） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１４） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５２） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１５） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５３） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１６） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５４） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１７） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５５） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１８） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５６） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（１９） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５７） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（２０） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５８） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（２１） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

コータローまかりとおる！（５９） 420 蛭田達也 転生したらスライムだった件（２２） 650 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

ゴールドフィンガーテクニック 420 藤緒マリカ もんもんモノノ怪（１） 600 車谷晴子

コクロ（１） 500 杉作┴ＭｉＣｈａｏ！ もんもんモノノ怪（２） 600 車谷晴子

コクロ（２） 500 杉作┴ＭｉＣｈａｏ！ もんもんモノノ怪（３） 600 車谷晴子

コクロ（３） 500 杉作┴ＭｉＣｈａｏ！ もんもんモノノ怪（４） 600 車谷晴子

コクロ（４） 500 杉作┴ＭｉＣｈａｏ！ ラブコメのバカ（１） 600 櫻井しゅしゅしゅ

こころいっぱいＫＩＳＳ 420 谷口亜夢 ラブコメのバカ（２） 600 櫻井しゅしゅしゅ

ココロの花 420 桜井まちこ ラブコメのバカ（３） 600 櫻井しゅしゅしゅ

コスプレ☆アニマル（１） 420 栄羽弥 ディクテーターズ　―列島の独裁者―（１） 420 樋口紀信

コスプレ☆アニマル（２） 420 栄羽弥 ディクテーターズ　―列島の独裁者―（２） 420 樋口紀信

コスプレ☆アニマル（３） 420 栄羽弥 ディクテーターズ　―列島の独裁者―（３） 420 樋口紀信

コスプレ☆アニマル（４） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（１） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（５） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（２） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（６） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（３） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（７） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（４） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（８） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（５） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（９） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（６） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（１０） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（７） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（１１） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（８） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（１２） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（９） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（１３） 420 栄羽弥 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね（１０） 420 要マジュロ┴榊原宗々

コスプレ☆アニマル（１４） 420 栄羽弥 掟上今日子の備忘録（１） 600 西尾維新┴浅見よう

コスメの魔法（１） 500 あいかわももこ 掟上今日子の備忘録（２） 600 西尾維新┴浅見よう

コスメの魔法（２） 500 あいかわももこ 掟上今日子の備忘録（３） 600 西尾維新┴浅見よう

コスメの魔法（３） 500 あいかわももこ 掟上今日子の備忘録（４） 600 西尾維新┴浅見よう

コスメの魔法（４） 500 あいかわももこ 掟上今日子の備忘録（５） 600 西尾維新┴浅見よう

コスメの魔法（５） 500 あいかわももこ 虚構推理（１） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（６） 500 あいかわももこ 虚構推理（２） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（７） 500 あいかわももこ 虚構推理（３） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（８） 500 あいかわももこ 虚構推理（４） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（９） 500 あいかわももこ 虚構推理（５） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（１０） 500 あいかわももこ 虚構推理（６） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（１１） 500 あいかわももこ 虚構推理（７） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（１２） 500 あいかわももこ 虚構推理（８） 420 城平京┴片瀬茶柴

コスメの魔法（１３） 500 あいかわももこ 虚構推理（９） 420 片瀬茶柴┴城平京

コスメの魔法（１４） 500 あいかわももこ 虚構推理（１０） 420 片瀬茶柴┴城平京

コスメの魔法（１５） 500 あいかわももこ 虚構推理（１１） 420 片瀬茶柴┴城平京

コスメの魔法（１６） 500 あいかわももこ 虚構推理（１２） 420 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（１） 600 国友やすゆき 虚構推理（１３） 420 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（２） 600 国友やすゆき 虚構推理（１４） 420 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（３） 600 国友やすゆき 虚構推理（１５） 420 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（４） 600 国友やすゆき 虚構推理（１６） 450 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（５） 600 国友やすゆき 虚構推理（１７） 480 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（６） 600 国友やすゆき 虚構推理（１８） 560 片瀬茶柴┴城平京

コッコちゃん（７） 600 国友やすゆき ターンＫ（１） 420 廣田大地

コッコちゃん（８） 600 国友やすゆき ターンＫ（２） 420 廣田大地

コッコちゃん（９） 600 国友やすゆき 神様のジョーカー（１） 620 楠みちはる┴佐原ミズ

コッコちゃん（１０） 600 国友やすゆき 神様のジョーカー（２） 620 楠みちはる┴佐原ミズ

こっちむいてスーキー 420 たかなししずえ 神様のジョーカー（３） 620 楠みちはる┴佐原ミズ

ごっつ好っきやねん 420 みやうち沙矢 新装版　ハッピーエンド 700 ジョージ朝倉

ゴッドハンド輝（１） 420 山本航暉 クロスチェンジャー 600 針玉ヒロキ

ゴッドハンド輝（２） 420 山本航暉 どついたれ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（３） 420 山本航暉 ガムガムパンチ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（４） 420 山本航暉 ザ・クレーター　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（５） 420 山本航暉 ジャングル魔境　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（６） 420 山本航暉 ダイヤのＢ！！　青道高校吹奏楽部（１） 420 寺嶋裕二┴馬籠ヤヒロ

ゴッドハンド輝（７） 420 山本航暉 ダイヤのＢ！！　青道高校吹奏楽部（２） 420 寺嶋裕二┴馬籠ヤヒロ

ゴッドハンド輝（８） 420 山本航暉 ダイヤのＢ！！　青道高校吹奏楽部（３） 420 寺嶋裕二┴馬籠ヤヒロ

ゴッドハンド輝（９） 420 山本航暉 ドン・ドラキュラ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１０） 420 山本航暉 ドン・ドラキュラ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１１） 420 山本航暉 ハトよ天まで　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１２） 420 山本航暉 ハトよ天まで　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１３） 420 山本航暉 ブッキラによろしく！　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１４） 420 山本航暉 マグマ大使　手塚治虫文庫全集 1000 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１５） 420 山本航暉 ミクロイドＳ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１６） 420 山本航暉 ミクロイドＳ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１７） 420 山本航暉 メタモルフォーゼ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１８） 420 山本航暉 勇者ダン　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

ゴッドハンド輝（１９） 420 山本航暉 新選組　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（２０） 420 山本航暉 甲組の徹　庫内手・機関助士編 600 池田邦彦

ゴッドハンド輝（２１） 420 山本航暉 魔神ガロン　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（２２） 420 山本航暉 魔神ガロン　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ゴッドハンド輝（２３） 420 山本航暉 ３８度線上の怪物　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

ゴッドハンド輝（２４） 420 山本航暉 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＺＥＲＯ（１） 520 真島ヒロ

ゴッドハンド輝（２５） 420 山本航暉 ＳＦミックス　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

ゴッドハンド輝（２６） 420 山本航暉 まじめ系クズの日常（１） 420 ナンキダイ

ゴッドハンド輝（２７） 420 山本航暉 まじめ系クズの日常（２） 420 ナンキダイ

ゴッドハンド輝（２８） 420 山本航暉 まじめ系クズの日常（３） 420 ナンキダイ

ゴッドハンド輝（２９） 420 山本航暉 ウイニング・チケットＩＩ（１） 600 小松大幹┴河村清明

ゴッドハンド輝（３０） 420 山本航暉 ウイニング・チケットＩＩ（２） 600 小松大幹┴河村清明

ゴッドハンド輝（３１） 420 山本航暉 ウイニング・チケットＩＩ（３） 600 小松大幹┴河村清明

ゴッドハンド輝（３２） 420 山本航暉 ウイニング・チケットＩＩ（４） 600 小松大幹┴河村清明

ゴッドハンド輝（３３） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（１） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（３４） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（２） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（３５） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（３） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（３６） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（４） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（３７） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（５） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（３８） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（６） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（３９） 420 山本航暉 サクラブリゲイド（７） 600 日向寺明徳┴あずま京太郎

ゴッドハンド輝（４０） 420 山本航暉 ヒメアノ～ル（１） 600 古谷実

ゴッドハンド輝（４１） 420 山本航暉 ヒメアノ～ル（２） 600 古谷実

ゴッドハンド輝（４２） 420 山本航暉 ヒメアノ～ル（３） 600 古谷実

ゴッドハンド輝（４３） 420 山本航暉 ヒメアノ～ル（４） 600 古谷実

ゴッドハンド輝（４４） 420 山本航暉 ヒメアノ～ル（５） 600 古谷実

ゴッドハンド輝（４５） 420 山本航暉 ヒメアノ～ル（６） 600 古谷実

ゴッドハンド輝（４６） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（１） 450 藤もも

ゴッドハンド輝（４７） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（２） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（４８） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（３） 420 藤もも



ゴッドハンド輝（４９） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（４） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（５０） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（５） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（５１） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（６） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（５２） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（７） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（５３） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（８） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（５４） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（９） 420 藤もも

ゴッドハンド輝（５５） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（１０） 450 藤もも

ゴッドハンド輝（５６） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（１１） 450 藤もも

ゴッドハンド輝（５７） 420 山本航暉 恋わずらいのエリー（１２） 450 藤もも

ゴッドハンド輝（５８） 420 山本航暉 金の彼女　銀の彼女（１） 420 赤衣丸歩郎

ゴッドハンド輝（５９） 420 山本航暉 金の彼女　銀の彼女（２） 420 赤衣丸歩郎

ゴッドハンド輝（６０） 420 山本航暉 金の彼女　銀の彼女（３） 420 赤衣丸歩郎

ゴッドハンド輝（６１） 420 山本航暉 金の彼女　銀の彼女（４） 420 赤衣丸歩郎

ゴッドハンド輝（６２） 420 山本航暉 金の彼女　銀の彼女（５） 420 赤衣丸歩郎

ゴッドマザーの息子（１） 420 文月今日子 金の彼女　銀の彼女（６） 420 赤衣丸歩郎

ゴッドマザーの息子（２） 420 文月今日子 金の彼女　銀の彼女（７） 420 赤衣丸歩郎

ゴドー（１） 600 三山のぼる 金の彼女　銀の彼女（８） 420 赤衣丸歩郎

ゴドー（２） 600 三山のぼる 金の彼女　銀の彼女（９） 420 赤衣丸歩郎

こねこどこのこ 400 葵二葉┴紅三葉 金の彼女　銀の彼女（１０） 420 赤衣丸歩郎

この恋に一途です 420

ジョージ朝倉┴吉岡李々子┴みやうち沙矢

┴鳥飼茜┴しほ┴きだち 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（１） 600 こしのりょう┴高杉良

こまった関係 420 森谷幸子 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（２） 600 こしのりょう┴高杉良

こんな初H、あたしだけ！？ 420 小越なつえ 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（３） 600 こしのりょう┴高杉良

こんな男に手を出すな！ 500 ひうらさとる 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（４） 600 こしのりょう┴高杉良

コンパイラ（１） 600 麻宮騎亜 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（５） 600 こしのりょう┴高杉良

コンパイラ（２） 600 麻宮騎亜 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（６） 600 こしのりょう┴高杉良

コンパイラ（３） 600 麻宮騎亜 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（７） 600 こしのりょう┴高杉良

サイコ（１） 420 寺館和子 銀行渉外担当　竹中治夫　～『金融腐蝕列島』より～（８） 600 こしのりょう┴高杉良

サイコ（２） 420 寺館和子 Ｕ－３１（１） 600 綱本将也┴吉原基貴

サイコ（３） 420 寺館和子 Ｕ－３１（２） 600 綱本将也┴吉原基貴

サイコドクター（１） 600 亜樹直┴的場健 はっちゃん、またね　多発性骨髄腫とともに生きた夫婦の１０９４日 600 池沢理美

サイコドクター（２） 600 亜樹直┴的場健 アベンジャーズ／ゾンビ・アセンブル（１） 420 小宮山優作

サイコドクター（３） 600 亜樹直┴的場健 アベンジャーズ／ゾンビ・アセンブル（２） 420 小宮山優作

サイコドクター（４） 600 亜樹直┴的場健 クダンノゴトシ（１） 600 渡辺潤

サイコドクター（５） 600 亜樹直┴的場健 クダンノゴトシ（２） 600 渡辺潤

サイコドクター（６） 600 亜樹直┴的場健 クダンノゴトシ（３） 600 渡辺潤

サイコドクター（７） 600 亜樹直┴的場健 クダンノゴトシ（４） 600 渡辺潤

サイコドクター（８） 600 亜樹直┴的場健 クダンノゴトシ（５） 600 渡辺潤

サイコドクター楷恭介（１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ クダンノゴトシ（６） 600 渡辺潤

サイコドクター楷恭介（２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 大攻者ナギ（１） 420 加遠宏伸

サイコドクター楷恭介（３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 大攻者ナギ（２） 420 加遠宏伸

サイコドクター楷恭介（４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ さんかく屋根街アパート（１） 420 藤末さくら

サイコバスターズ（１） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 さんかく屋根街アパート（２） 420 藤末さくら

サイコバスターズ（２） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 さんかく屋根街アパート（３） 420 藤末さくら

サイコバスターズ（３） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 さんかく屋根街アパート（４） 420 藤末さくら

サイコバスターズ（４） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 そろそろ家の話をしましょう。（１） 600 西本英雄

サイコバスターズ（５） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 そろそろ家の話をしましょう。（２） 600 西本英雄

サイコバスターズ（６） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 アニメタ！（１） 600 花村ヤソ

サイコバスターズ（７） 420 青樹佑夜┴奈央晃徳 アニメタ！（２） 600 花村ヤソ

サイコメトラーＥＩＪＩ（１） 420 安童夕馬┴朝基まさし アニメタ！（３） 600 花村ヤソ

サイコメトラーＥＩＪＩ（２） 420 安童夕馬┴朝基まさし アニメタ！（４） 600 花村ヤソ

サイコメトラーＥＩＪＩ（３） 420 安童夕馬┴朝基まさし アニメタ！（５） 630 花村ヤソ

サイコメトラーＥＩＪＩ（４） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（５） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（２） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（６） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（３） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（７） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（４） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（８） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（５） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（９） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（６） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１０） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（７） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１１） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（８） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１２） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（９） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１３） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１０） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１４） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１１） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１５） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１２） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１６） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１３） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１７） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１４） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１８） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１５） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（１９） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１６） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（２０） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１７） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（２１） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１８） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（２２） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（１９） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（２３） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（２０） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（２４） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（２１） 560 柳内大樹

サイコメトラーＥＩＪＩ（２５） 420 安童夕馬┴朝基まさし ギャングキング（２２） 560 柳内大樹

サオリ 600 松本光司 ギャングキング（２３） 560 柳内大樹

さくらの唄（上） 600 安達哲 ギャングキング（２４） 560 柳内大樹

さくらの唄（下） 600 安達哲 ギャングキング（２５） 560 柳内大樹

さくらん 857 安野モヨコ ギャングキング（２６） 560 柳内大樹

さくらんぼ物語（１） 420 立原あゆみ ギャングキング（２７） 560 柳内大樹

さくらんぼ物語（２） 420 立原あゆみ ギャングキング（２８） 560 柳内大樹

さくらんぼ物語（３） 420 立原あゆみ ギャングキング（２９） 560 柳内大樹

さくらんぼ物語（４） 420 立原あゆみ ギャングキング（３０） 560 柳内大樹

さくらんぼ物語（５） 420 立原あゆみ ギャングキング（３１） 600 柳内大樹

さくらんぼ物語（６） 420 立原あゆみ ギャングキング（３２） 630 柳内大樹

さくらんぼ物語（７） 420 立原あゆみ ギャングキング（３３） 630 柳内大樹

さくらんぼ物語（８） 420 立原あゆみ ギャングキング（３４） 630 柳内大樹

さくらんぼ物語（９） 420 立原あゆみ ギャングキング（３５） 640 柳内大樹

さくらんぼ物語（１０） 420 立原あゆみ ギャングキング（３６） 640 柳内大樹

さくらんぼ物語（１１） 420 立原あゆみ ギャングキング（３７） 650 柳内大樹

さくらんぼ物語（１２） 420 立原あゆみ デリシャス！（１） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくらんぼ物語（１３） 420 立原あゆみ デリシャス！（２） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくらんぼ物語（１４） 420 立原あゆみ デリシャス！（３） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくらんぼ物語（１５） 420 立原あゆみ デリシャス！（４） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくらんぼ物語（１６） 420 立原あゆみ デリシャス！（５） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくらんぼ物語（１７） 420 立原あゆみ デリシャス！（６） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくら河　Ｖｏｌｌｅｙ-ｂｏｙｓ（１） 420 真崎総子 デリシャス！（７） 420 小林深雪┴あゆみゆい

さくら河　Ｖｏｌｌｅｙ-ｂｏｙｓ（２） 420 真崎総子 Ｎｉｇｈｔ　Ｋｉｎｇ（１） 420 田代弓矢

さくら前線 420 たておか夏希 Ｎｉｇｈｔ　Ｋｉｎｇ（２） 420 田代弓矢

さすらいの家政婦　竜！（１） 420 布浦翼 Ｖｅｔ’ｓ　Ｅｇｇ（１） 620 ほづみりや

さすらいの家政婦　竜！（２） 420 布浦翼 Ｖｅｔ’ｓ　Ｅｇｇ（２） 640 ほづみりや

さすらいの家政婦　竜！（３） 420 布浦翼 Ｖｅｔ’ｓ　Ｅｇｇ（３） 600 ほづみりや

さすらいの家政婦　竜！（４） 420 布浦翼 つきみぐさ（１） 600 小野田真央

さすらいの派遣社員　お竜！（１） 420 布浦翼 つきみぐさ（２） 600 小野田真央

さすらいの派遣社員　お竜！（２） 420 布浦翼 欲鬼（１） 420 色原みたび

さすらいの派遣社員　お竜！（３） 420 布浦翼 欲鬼（２） 420 色原みたび

さすらいの口ぶえ 420 高階良子 欲鬼（３） 420 色原みたび

サトラレ（１） 600 佐藤マコト 欲鬼（４） 420 色原みたび

サトラレ（２） 600 佐藤マコト 欲鬼（５） 420 色原みたび

サトラレ（３） 600 佐藤マコト 欲鬼（６） 420 色原みたび



サトラレ（４） 600 佐藤マコト 欲鬼（７）　【電子限定ペーパー付】 500 色原みたび

サトラレ（５） 600 佐藤マコト 欲鬼（８） 420 色原みたび

サトラレ（６） 600 佐藤マコト 欲鬼（９） 500 色原みたび

サトラレ（７） 600 佐藤マコト アッパーロード（１） 420 山本航暉

サトラレ（８） 600 佐藤マコト アッパーロード（２） 420 山本航暉

さばおり劇場（１） 600 いがらしみきお アッパーロード（３） 420 山本航暉

さばおり劇場（２） 600 いがらしみきお 疾風伝説　彦佐（１） 420 山本航暉

サマー・ヌード 420 有羽なぎさ 疾風伝説　彦佐（２） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（３） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（２） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（４） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（３） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（５） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（４） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（６） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（５） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（７） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（６） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（８） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（７） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（９） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（８） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（１０） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（９） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（１１） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１０） 420 久米田康治 疾風伝説　彦佐（１２） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１１） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（１） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１２） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（２） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１３） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（３） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１４） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（４） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１５） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（５） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１６） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（６） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１７） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（７） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１８） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（８） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（１９） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（９） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（２０） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（１０） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（２１） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（１１） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（２２） 420 久米田康治 疾風伝説彦佐　疾風の七星剣（１２） 420 山本航暉

さよなら絶望先生（２３） 420 久米田康治 花びらの島 700 下田将也

さよなら絶望先生（２４） 420 久米田康治 将棋の渡辺くん（１） 800 伊奈めぐみ

さよなら絶望先生（２５） 420 久米田康治 将棋の渡辺くん（２） 800 伊奈めぐみ

さよなら絶望先生（２６） 420 久米田康治 将棋の渡辺くん（３） 800 伊奈めぐみ

さよなら絶望先生（２７） 420 久米田康治 将棋の渡辺くん（４） 800 伊奈めぐみ

さよなら絶望先生（２８） 420 久米田康治 将棋の渡辺くん（５） 800 伊奈めぐみ

さよなら絶望先生（２９） 420 久米田康治 将棋の渡辺くん（６） 800 伊奈めぐみ

さよなら絶望先生（３０） 420 久米田康治 アドルフに告ぐ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

シーラカンス（１） 420 霜月かよ子 アドルフに告ぐ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

シーラカンス（２） 420 霜月かよ子 アドルフに告ぐ　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

ジェノムズ（１） 600 荒巻圭子 アポロの歌　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ジェノムズ（２） 600 荒巻圭子 アラバスター　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ジェノムズ（３） 600 荒巻圭子 ケン１探偵長　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ジェリービーンズ（１） 420 安野モヨコ サイレントメビウス（１） 600 麻宮騎亜

ジェリービーンズ（２） 420 安野モヨコ サイレントメビウス（２） 600 麻宮騎亜

ジェリービーンズ（３） 420 安野モヨコ サイレントメビウス（３） 600 麻宮騎亜

ジェリービーンズ（４） 420 安野モヨコ サイレントメビウス（４） 600 麻宮騎亜

しおんの王（１） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 サイレントメビウス（５） 600 麻宮騎亜

しおんの王（２） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 サイレントメビウス（６） 600 麻宮騎亜

しおんの王（３） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 サイレントメビウス（７） 600 麻宮騎亜

しおんの王（４） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 サイレントメビウス（８） 600 麻宮騎亜

しおんの王（５） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 タイガーブックス　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

しおんの王（６） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 タイガーブックス　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

しおんの王（７） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 タイガーブックス　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

しおんの王（８） 600 かとりまさる┴安藤慈朗 タイガーブックス　手塚治虫文庫全集（４） 800 手塚治虫

シゲキMAX！オンナ教師とハチミツ少年（１） 400 カナエサト┴ＭｉＣｈａｏ！ ダスト８　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

シゲキMAX！オンナ教師とハチミツ少年（２） 400 カナエサト┴ＭｉＣｈａｏ！ ナンバー７　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

シゲキMAX！オンナ教師とハチミツ少年（３） 400 カナエサト┴ＭｉＣｈａｏ！ ナンバー７　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

ジゴロ 420 叶のりこ フィルムは生きている　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ジジジイ 695 小山宙哉 ボンバ！　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

しし座の木曜日 420 谷口亜夢 ロストワールド私家版　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

シバトラ（１） 420 安童夕馬┴朝基まさし 手塚治虫漫画全集未収録作品集　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

シバトラ（２） 420 安童夕馬┴朝基まさし 手塚治虫漫画全集未収録作品集　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

シバトラ（３） 420 安童夕馬┴朝基まさし 手塚治虫漫画全集未収録作品集　手塚治虫文庫全集（３） 1000 手塚治虫

シバトラ（４） 420 安童夕馬┴朝基まさし 新世界ルルー　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

シバトラ（５） 420 安童夕馬┴朝基まさし 神様の横顔（１） 600 朔ユキ蔵

シバトラ（６） 420 安童夕馬┴朝基まさし 神様の横顔（２） 600 朔ユキ蔵

シバトラ（７） 420 安童夕馬┴朝基まさし 神様の横顔（３） 650 朔ユキ蔵

シバトラ（８） 420 安童夕馬┴朝基まさし 絶叫ライブラリー　後ろにだれかいる 420

ナフタレン水嶋┴ゆみみ┴秋本葉子┴幸凪優┴

伊藤みんご┴三月トモコ┴八木原こと┴あやあや

シバトラ（９） 420 安童夕馬┴朝基まさし タマラ 420 惣領冬実

シバトラ（１０） 420 安童夕馬┴朝基まさし ＭＡＲＳ外伝 420 惣領冬実

シバトラ（１１） 420 安童夕馬┴朝基まさし ４Ｄ（１） 600 橘尚毅┴汐里

シバトラ（１２） 420 安童夕馬┴朝基まさし ４Ｄ（２） 600 橘尚毅┴汐里

シバトラ（１３） 420 安童夕馬┴朝基まさし ４Ｄ（３） 600 橘尚毅┴汐里

シバトラ（１４） 420 安童夕馬┴朝基まさし ４Ｄ（４） 600 橘尚毅┴汐里

シバトラ（１５） 420 安童夕馬┴朝基まさし 螺旋人同時上映　速水螺旋人短編集 600 速水螺旋人

ジパング（１） 600 かわぐちかいじ

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ：Ｐｏｗｅｒ　Ｓｎｉｐｓ

（１） 600 皇月ノブ┴岩永亮太郎

ジパング（２） 600 かわぐちかいじ

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ：Ｐｏｗｅｒ　Ｓｎｉｐｓ

（２） 600 皇月ノブ┴岩永亮太郎

ジパング（３） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（４） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（２） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（５） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（３） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（６） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（４） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（７） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（５） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（８） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（６） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（９） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（７） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１０） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（８） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１１） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（９） 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１２） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１０） 680 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１３） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１１） 680 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１４） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１２） 680 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１５） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１３） 680 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１６） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１４） 680 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１７） 600 かわぐちかいじ ディアスポリス－異邦警察－（１５） 750 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

ジパング（１８） 600 かわぐちかいじ 制服ぬいだら♪（１） 600 渡辺航

ジパング（１９） 600 かわぐちかいじ 制服ぬいだら♪（２） 600 渡辺航

ジパング（２０） 600 かわぐちかいじ 制服ぬいだら♪（３） 600 渡辺航

ジパング（２１） 600 かわぐちかいじ 制服ぬいだら♪（４） 600 渡辺航

ジパング（２２） 600 かわぐちかいじ 制服ぬいだら♪（５） 600 渡辺航

ジパング（２３） 600 かわぐちかいじ 制服ぬいだら♪（６） 600 渡辺航

ジパング（２４） 600 かわぐちかいじ 萩尾望都・田中アコ短編集　ゲバラシリーズ　菱川さんと猫 619 田中アコ┴萩尾望都

ジパング（２５） 600 かわぐちかいじ 高田タミ恋愛読み切り集　オトナの引力（１） 420 高田タミ

ジパング（２６） 600 かわぐちかいじ 高田タミ恋愛読み切り集　オトナの引力（２） 420 高田タミ

ジパング（２７） 600 かわぐちかいじ 高田タミ恋愛読み切り集　オトナの引力（３） 420 高田タミ

ジパング（２８） 600 かわぐちかいじ 高田タミ恋愛読み切り集　オトナの引力（４） 420 高田タミ

ジパング（２９） 600 かわぐちかいじ 探偵チームＫＺ事件ノート（１） 420 藤本ひとみ┴住滝良┴桜倉メグ

ジパング（３０） 600 かわぐちかいじ 探偵チームＫＺ事件ノート（２） 420 藤本ひとみ┴住滝良┴桜倉メグ



ジパング（３１） 600 かわぐちかいじ ちん×ぱら（１） 600 松本藍

ジパング（３２） 600 かわぐちかいじ ちん×ぱら（２） 640 松本藍

ジパング（３３） 600 かわぐちかいじ お客様は神様です。（１） 600 メイジメロウ

ジパング（３４） 600 かわぐちかいじ お客様は神様です。（２） 600 メイジメロウ

ジパング（３５） 600 かわぐちかいじ お客様は神様です。（３） 600 メイジメロウ

ジパング（３６） 600 かわぐちかいじ イリビノデ（１） 420 ハイバラノセ

ジパング（３７） 600 かわぐちかいじ イリビノデ（２） 420 ハイバラノセ

ジパング（３８） 600 かわぐちかいじ 夢喰い探偵―宇都宮アイリの帰還―（１） 420 義元ゆういち

ジパング（３９） 600 かわぐちかいじ 夢喰い探偵―宇都宮アイリの帰還―（２） 420 義元ゆういち

ジパング（４０） 600 かわぐちかいじ 夢喰い探偵―宇都宮アイリの帰還―（３） 420 義元ゆういち

ジパング（４１） 600 かわぐちかいじ 愛・天地無用！ 600 梶島正樹┴仲里はるな

ジパング（４２） 600 かわぐちかいじ ひとはけの虹（１） 600 Ｃｕｖｉｅ

ジパング（４３） 600 かわぐちかいじ ひとはけの虹（２） 600 Ｃｕｖｉｅ

ジャイアント（１） 600 山田芳裕 ひとはけの虹（３） 600 Ｃｕｖｉｅ

ジャイアント（２） 600 山田芳裕 よい子のための尾玉なみえ童話集（１）人魚姫 600 尾玉なみえ

ジャイアント（３） 600 山田芳裕 よい子のための尾玉なみえ童話集（２）　雪の女王 600 尾玉なみえ

ジャイアント（４） 600 山田芳裕 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ外伝（１） 420 真島ヒロ┴芝野郷太

ジャイアント（５） 600 山田芳裕 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ外伝（２） 420 真島ヒロ┴芝野郷太

ジャイアント（６） 600 山田芳裕 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ外伝（３） 420 真島ヒロ┴芝野郷太

ジャイアント（７） 600 山田芳裕 あたし、キスした。（１） 420 満井春香

ジャイアント（８） 600 山田芳裕 あたし、キスした。（２） 420 満井春香

ジャイアント（９） 600 山田芳裕 おれは猿飛だ！　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

じゃぐちくん 500 まめこ ひょうたん駒子　手塚治虫文庫全集 900 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１） 600 楠みちはる ほいくの王さま（１） 600 落合さより

シャコタン★ブギ（２） 600 楠みちはる ほいくの王さま（２） 600 落合さより

シャコタン★ブギ（３） 600 楠みちはる ほいくの王さま（３） 600 落合さより

シャコタン★ブギ（４） 600 楠みちはる ほいくの王さま（４） 600 落合さより

シャコタン★ブギ（５） 600 楠みちはる ほいくの王さま（５） 600 落合さより

シャコタン★ブギ（６） 600 楠みちはる ほいくの王さま（６） 600 落合さより

シャコタン★ブギ（７） 600 楠みちはる アバンチュール２１　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（８） 600 楠みちはる オズマ隊長　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（９） 600 楠みちはる オズマ隊長　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１０） 600 楠みちはる オズマ隊長　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１１） 600 楠みちはる カナリアたちの舟 660 高松美咲

シャコタン★ブギ（１２） 600 楠みちはる グリンゴ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１３） 600 楠みちはる グリンゴ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１４） 600 楠みちはる スリル博士　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１５） 600 楠みちはる ナスビ女王　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１６） 600 楠みちはる ブルンガ１世　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（１７） 600 楠みちはる マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（１） 650 タナカカツキ

シャコタン★ブギ（１８） 600 楠みちはる マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（２） 640 タナカカツキ

シャコタン★ブギ（１９） 600 楠みちはる マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（３） 630 タナカカツキ

シャコタン★ブギ（２０） 600 楠みちはる マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（４） 650 タナカカツキ

シャコタン★ブギ（２１） 600 楠みちはる マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（５） 650 タナカカツキ

シャコタン★ブギ（２２） 600 楠みちはる マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（６） 650 タナカカツキ

シャコタン★ブギ（２３） 600 楠みちはる ライオンブックス　おもしろブック版　手塚治虫文庫全集 900 手塚治虫

シャコタン★ブギ（２４） 600 楠みちはる 弁慶　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

シャコタン★ブギ（２５） 600 楠みちはる 旋風Ｚ　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

シャコタン★ブギ（２６） 600 楠みちはる 未来人カオス　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（２７） 600 楠みちはる 未来人カオス　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

シャコタン★ブギ（２８） 600 楠みちはる ＢＬＡＣＫ-ＢＯＸ（１） 640 高橋ツトム

シャコタン★ブギ（２９） 600 楠みちはる ＢＬＡＣＫ-ＢＯＸ（２） 640 高橋ツトム

シャコタン★ブギ（３０） 600 楠みちはる ＢＬＡＣＫ-ＢＯＸ（３） 640 高橋ツトム

シャコタン★ブギ（３１） 600 楠みちはる ＢＬＡＣＫ-ＢＯＸ（４） 640 高橋ツトム

シャコタン★ブギ（３２） 600 楠みちはる ＢＬＡＣＫ-ＢＯＸ（５） 640 高橋ツトム

ジャンクフード（１） 400 井上正治┴Ｓｈｕｎ┴ＭｉＣｈａｏ！ ＢＬＡＣＫ-ＢＯＸ（６） 722 高橋ツトム

ジャンクフード（２） 400 井上正治┴Ｓｈｕｎ┴ＭｉＣｈａｏ！ Ｉ．Ｌ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ジャンクフード（３） 400 井上正治┴Ｓｈｕｎ┴ＭｉＣｈａｏ！ Ｗ３　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

シュート！（１） 420 大島司 Ｗ３　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

シュート！（２） 420 大島司 きみはかわいい女の子（１） 420 いちのへ瑠美

シュート！（３） 420 大島司 きみはかわいい女の子（２） 420 いちのへ瑠美

シュート！（４） 420 大島司 きみはかわいい女の子（３） 420 いちのへ瑠美

シュート！（５） 420 大島司 きみはかわいい女の子（４） 420 いちのへ瑠美

シュート！（６） 420 大島司 きみはかわいい女の子（５） 420 いちのへ瑠美

シュート！（７） 420 大島司 きみはかわいい女の子（６） 420 いちのへ瑠美

シュート！（８） 420 大島司 きみはかわいい女の子（７） 420 いちのへ瑠美

シュート！（９） 420 大島司 きみはかわいい女の子（８） 420 いちのへ瑠美

シュート！（１０） 420 大島司 きみはかわいい女の子（９） 420 いちのへ瑠美

シュート！（１１） 420 大島司 きみはかわいい女の子（１０） 420 いちのへ瑠美

シュート！（１２） 420 大島司 きみはかわいい女の子（１１） 450 いちのへ瑠美

シュート！（１３） 420 大島司 きみはかわいい女の子（１２） 450 いちのへ瑠美

シュート！（１４） 420 大島司 きみはかわいい女の子（１３） 450 いちのへ瑠美

シュート！（１５） 420 大島司 おやすみジャック・ザ・リッパー（１） 600 二宮愛┴名尾生博┴キナコ

シュート！（１６） 420 大島司 おやすみジャック・ザ・リッパー（２） 600 二宮愛┴名尾生博┴キナコ

シュート！（１７） 420 大島司 おやすみジャック・ザ・リッパー（３） 600 二宮愛┴名尾生博┴キナコ

シュート！（１８） 420 大島司 ピンポンドライブ（１） 420 吉田はるゆき

シュート！（１９） 420 大島司 ピンポンドライブ（２） 420 吉田はるゆき

シュート！（２０） 420 大島司 ピンポンドライブ（３） 420 吉田はるゆき

シュート！（２１） 420 大島司 愛犬わをん 600 石川チカ

シュート！（２２） 420 大島司 銀座からまる百貨店お客様相談室（１） 600 鈴木マサカズ┴関根眞一

シュート！（２３） 420 大島司 銀座からまる百貨店お客様相談室（２） 600 鈴木マサカズ┴関根眞一

シュート！（２４） 420 大島司 銀座からまる百貨店お客様相談室（３） 600 鈴木マサカズ┴関根眞一

シュート！（２５） 420 大島司 銀座からまる百貨店お客様相談室（４） 600 鈴木マサカズ┴関根眞一

シュート！（２６） 420 大島司 銀座からまる百貨店お客様相談室（５） 600 鈴木マサカズ┴関根眞一

シュート！（２７） 420 大島司 先パイ、教えてください（１） 420 桜沢きゆ

シュート！（２８） 420 大島司 先パイ、教えてください（２） 420 桜沢きゆ

シュート！（２９） 420 大島司 プロメテオ（１） 600 北原雅紀┴小野洋一郎

シュート！（３０） 420 大島司 プロメテオ（２） 600 北原雅紀┴小野洋一郎

シュート！（３１） 420 大島司 スキスキ　ダーリン 420 清野静流

シュート！（３２） 420 大島司 ドクター早乙女（１） 600 村田ひろゆき

シュート！（３３） 420 大島司 ドクター早乙女（２） 600 村田ひろゆき

シュガシュガルーン（１） 420 安野モヨコ ドクター早乙女（３） 600 村田ひろゆき

シュガシュガルーン（２） 420 安野モヨコ ドクター早乙女（４） 600 村田ひろゆき

シュガシュガルーン（３） 420 安野モヨコ ドクター早乙女（５） 600 村田ひろゆき

シュガシュガルーン（４） 420 安野モヨコ ドクター早乙女（６） 600 村田ひろゆき

シュガシュガルーン（５） 420 安野モヨコ ドクター早乙女（７） 600 村田ひろゆき

シュガシュガルーン（６） 420 安野モヨコ ブッキングライフ（１） 600 高田裕三

シュガシュガルーン（７） 420 安野モヨコ ブッキングライフ（２） 600 高田裕三

シュガシュガルーン（８） 420 安野モヨコ 九十九眠る　しずめ　明治十七年編（１） 600 高田裕三

しようよ（１） 600 倉上淳士 九十九眠る　しずめ　明治十七年編（２） 600 高田裕三

しようよ（２） 600 倉上淳士 九十九眠る　しずめ　明治十七年編（３） 600 高田裕三

ジョーダンはよしこちゃん！ 500 鈴木由美子 九十九眠る　しずめ　明治十七年編（４） 619 高田裕三

ショコラLOVEパック　TL 400

夏咲たかお┴鈴里ハル┴木村琴々┴並木

美樹┴真木ひいな┴ひなた茜┴松本つぼみ

┴柴田五十鈴┴御茶まちこ┴桐カオル 恋愛マエストロ（１） 600 桜川千晃

ショコラLOVEパック　ぷちLOVE 400

夏咲たかお┴鈴里ハル┴木村琴々┴並木

美樹┴真木ひいな┴ひなた茜┴松本つぼみ

┴柴田五十鈴┴御茶まちこ┴桐カオル 恋愛マエストロ（２） 600 桜川千晃

しわあせ（１） 600 山田芳裕 熱いぞ！　猫ヶ谷！！（１） 600 克・亜樹



シンデレラ戦争 420 河あきら 熱いぞ！　猫ヶ谷！！（２） 600 克・亜樹

スイート10（テン）（１） 500 こやまゆかり 熱いぞ！　猫ヶ谷！！（３） 600 克・亜樹

スイート10（テン）（２） 500 こやまゆかり 熱いぞ！　猫ヶ谷！！（４） 600 克・亜樹

スイート10（テン）（３） 500 こやまゆかり 熱いぞ！　猫ヶ谷！！（５） 600 克・亜樹

スイート10（テン）（４） 500 こやまゆかり 熱いぞ！　猫ヶ谷！！（６） 600 克・亜樹

スイート10（テン）（５） 500 こやまゆかり ２×ＢＯＮＥ（１） 600 清水幸詩郎

スイート10（テン）（６） 500 こやまゆかり ２×ＢＯＮＥ（２） 600 清水幸詩郎

スイート10（テン）（７） 500 こやまゆかり ２×ＢＯＮＥ（３） 600 清水幸詩郎

スーパーショット（１） 500 板本こうこ ３センチメンタル（１） 600 板羽皆

スーパーショット（２） 500 板本こうこ ３センチメンタル（２） 600 板羽皆

スーパードクターＫ（1） 420 真船一雄 ３センチメンタル（３） 600 板羽皆

スーパードクターＫ（２） 420 真船一雄 ＨａＨａ（１） 630 押切蓮介

スーパードクターＫ（３） 420 真船一雄 ＮＥＣＲＯＭＡＮＣＥＲ（１） 600 ソガシイナ

スーパードクターＫ（４） 420 真船一雄 ＮＥＣＲＯＭＡＮＣＥＲ（２） 600 ソガシイナ

スーパードクターＫ（５） 420 真船一雄 ＮＥＣＲＯＭＡＮＣＥＲ（３） 600 ソガシイナ

スーパードクターＫ（６） 420 真船一雄 ＮＥＣＲＯＭＡＮＣＥＲ（４） 600 ソガシイナ

スーパードクターＫ（７） 420 真船一雄 色は匂へど（上） 600 よしだもろへ

スーパードクターＫ（８） 420 真船一雄 色は匂へど（下） 600 よしだもろへ

スーパードクターＫ（９） 420 真船一雄 ＧＥＴ　ＰＬＥＡＳＵＲＥ！ 600 かたおかみさお

スーパードクターＫ（1０） 420 真船一雄 けももの 600 遠藤弘昭

スーパードクターＫ（１１） 420 真船一雄 こぐまレンサ　完全版 600 ロクニシコージ

スーパードクターＫ（１２） 420 真船一雄 こんちきちん（１） 600 鎌田洋次

スーパードクターＫ（１３） 420 真船一雄 こんちきちん（２） 600 鎌田洋次

スーパードクターＫ（１４） 420 真船一雄 こんちきちん（３） 600 鎌田洋次

スーパードクターＫ（１５） 420 真船一雄 さよならＤｅｃｅｍｂｅｒ 600 楠みちはる

スーパードクターＫ（１６） 420 真船一雄 すべてに射矢ガール（１） 600 ロクニシコージ

スーパードクターＫ（１７） 420 真船一雄 すべてに射矢ガール（２） 600 ロクニシコージ

スーパードクターＫ（１８） 420 真船一雄 すべてに射矢ガール（３） 600 ロクニシコージ

スーパードクターＫ（１９） 420 真船一雄 すべてに射矢ガール（４） 600 ロクニシコージ

スーパードクターＫ（２０） 420 真船一雄 すべてに射矢ガール（５） 600 ロクニシコージ

スーパードクターＫ（２１） 420 真船一雄 たもっさんの時間（１） 600 風間やんわり

スーパードクターＫ（２２） 420 真船一雄 たもっさんの時間（２） 600 風間やんわり

スーパードクターＫ（２３） 420 真船一雄 たもっさんの時間（３） 600 風間やんわり

スーパードクターＫ（２４） 420 真船一雄 たもっさんの時間（４） 600 風間やんわり

スーパードクターＫ（２５） 420 真船一雄 たもっさんの時間（５） 600 風間やんわり

スーパードクターＫ（２６） 420 真船一雄 やけに重たい輪行袋 600 鎌田洋次

スーパードクターＫ（２７） 420 真船一雄 アマレスけんちゃん 634 若杉公徳

スーパードクターＫ（２８） 420 真船一雄 カラコカコ～ン（１） 600 こうのこうじ

スーパードクターＫ（２９） 420 真船一雄 カラコカコ～ン（２） 600 こうのこうじ

スーパードクターＫ（３０） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！（１） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３１） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！（２） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３２） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！（３） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３３） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！（４） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３４） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　暴走編（１） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３５） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　暴走編（２） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３６） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　暴走編（３） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３７） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　暴走編（４） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３８） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　迷走編（１） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（３９） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　迷走編（２） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（４０） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　迷走編（３） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（４１） 420 真船一雄 ガタピシ車でいこう！！　迷走編（４） 600 山本マサユキ

スーパードクターＫ（４２） 420 真船一雄 ゲヘヘのヌベコ 600 鈴木一世

スーパードクターＫ（４３） 420 真船一雄 バッキバキのバッキバキ！ 600 築備経利

スーパードクターＫ（４４） 420 真船一雄 マスター寿 600 ふじかつぴこ

スエちゃんはヒミツ 420 池沢理美 ユキポンのお仕事（１） 600 東和広

スカイブルーへようこそ 700 山下和美 ユキポンのお仕事（２） 600 東和広

スカタン天国（１） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（３） 600 東和広

スカタン天国（２） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（４） 600 東和広

スカタン天国（３） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（５） 600 東和広

スカタン天国（４） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（６） 600 東和広

スカタン野郎（１） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（７） 600 東和広

スカタン野郎（２） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（８） 600 東和広

スカタン野郎（３） 600 北道正幸 ユキポンのお仕事（９） 600 東和広

スキ　ドキ 420 渡辺あゆ ユキポンのお仕事（１０） 600 東和広

スキャンダラス 420 叶のりこ ユキポンのお仕事（１１） 600 東和広

スキャンティー危機一髪 420 あまねかずみ ユキポンのお仕事（１２） 600 東和広

すくうるでいず（１） 420 美村あきの ユキポンのお仕事（１３） 600 東和広

すくうるでいず（２） 420 美村あきの ユキポンのお仕事（１４） 600 東和広

すくうるでいず（３） 420 美村あきの ユキポンのお仕事（１５） 600 東和広

すくうるでいず（４） 420 美村あきの ユビキタス大和（１） 600 ルノアール兄弟

すずめすずなり（１） 600 秋山はる ユビキタス大和（２） 600 ルノアール兄弟

すずめすずなり（２） 600 秋山はる ユビキタス大和（３） 600 ルノアール兄弟

すずめすずなり（３） 600 秋山はる ユビキタス大和（４） 600 ルノアール兄弟

ずっと先の話 1100 望月峯太郎 ルノアール兄弟の愛した大童貞 600 ルノアール兄弟

ストリートライダー（１） 420 しもさか保 二瘤駱駝（１） 600 雨中恭┴明石英之

ストリートライダー（２） 420 しもさか保 二瘤駱駝（２） 600 雨中恭┴明石英之

ストリートライダー（３） 420 しもさか保 二瘤駱駝（３） 600 雨中恭┴明石英之

スナオなカラダ 420 倉持マリ 二瘤駱駝（４） 600 雨中恭┴明石英之

スマッシュ！（１） 420 咲香里 六本木リサイクルショップシーサー 600 山本マサユキ

スマッシュ！（２） 420 咲香里 単車野郎 600 きらたかし

スマッシュ！（３） 420 咲香里 獣国志 600 ルノアール兄弟

スマッシュ！（４） 420 咲香里 肉の唄（１） 600 コウノコウジ

スマッシュ！（５） 420 咲香里 肉の唄（２） 600 コウノコウジ

スマッシュ！（６） 420 咲香里 肉の唄（３） 600 コウノコウジ

スマッシュ！（７） 420 咲香里 遊撃少女遊美（１） 600 小金丸大和┴高橋伸輔

スマッシュ！（８） 420 咲香里 遊撃少女遊美（２） 600 小金丸大和┴高橋伸輔

スマッシュ！（９） 420 咲香里 遊撃少女遊美（３） 600 小金丸大和┴高橋伸輔

スマッシュ！（１０） 420 咲香里 遊撃少女遊美（４） 600 小金丸大和┴高橋伸輔

スマッシュ！（１１） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（１） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１２） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（２） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１３） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（３） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１４） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（４） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１５） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（５） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１６） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（６） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１７） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（７） 600 前川かずお┴島久

スマッシュ！（１８） 420 咲香里 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（８） 600 前川かずお┴島久

スミレ １６歳！！（１） 420 永吉たける 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（９） 600 前川かずお┴島久

スミレ １６歳！！（２） 420 永吉たける 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（１０） 600 前川かずお┴島久

スミレ １６歳！！（３） 420 永吉たける 闘破蛇烈伝ＤＥＩ４８（１１） 600 前川かずお┴島久

スミレ １６歳！！（４） 420 永吉たける 青龍＜ブルードラゴン＞（１） 600 木内一雅┴八坂考訓

スミレ １６歳！！（５） 420 永吉たける 青龍＜ブルードラゴン＞（２） 600 木内一雅┴八坂考訓

スミレ １７歳！！（１） 420 永吉たける 青龍＜ブルードラゴン＞（３） 600 木内一雅┴八坂考訓

スミレ １７歳！！（２） 420 永吉たける 青龍＜ブルードラゴン＞（４） 600 木内一雅┴八坂考訓

スローセックス（１） 420 成海柚希┴市川しんす┴アダム徳永 青龍＜ブルードラゴン＞（５） 600 木内一雅┴八坂考訓

スローセックス（２） 420 成海柚希┴市川しんす┴アダム徳永 青龍＜ブルードラゴン＞（６） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（１） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（７） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（２） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（８） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（３） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（９） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（４） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１０） 600 木内一雅┴八坂考訓



セイントアダムズ（５） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１１） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（６） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１２） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（７） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１３） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（８） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１４） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（９） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１５） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（１０） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１６） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（１１） 420 庄司陽子 青龍＜ブルードラゴン＞（１７） 600 木内一雅┴八坂考訓

セイントアダムズ（１２） 420 庄司陽子 ＤＥＩ４８ 600 島久┴前川かずお

セイントアダムズ（１３） 420 庄司陽子 ＷＯＲＫＩＮＧ　ＣＬＡＳＳ（１） 600 水野トビオ

セイントアダムズ（１４） 420 庄司陽子 ＷＯＲＫＩＮＧ　ＣＬＡＳＳ（２） 600 水野トビオ

セーラー服とエプロン 420 波間信子 ＷＯＲＫＩＮＧ　ＣＬＡＳＳ（３） 600 水野トビオ

セカンドストリップ 420 ＫＵＪＩＲＡ ＷＯＲＫＩＮＧ　ＣＬＡＳＳ（４） 600 水野トビオ

ぜったいドキドキする本当にあったナイショの恋とＨ 420

寄田みゆき┴やさか┴水槻れん┴ももか┴

マッサ留美子┴ボール┴みづき水脈┴上原

亜美┴ＫＵＪＩＲＡ┴さや┴日向琴子┴

キャバちん┴チイ┴理子 もももも百田さん（１） 420 浦田カズヒロ

ぜったい感動する１０代の妊娠と結婚 420

かわちゆかり┴丘上あい┴森尾理奈┴あしだ

かおる┴折原みと もももも百田さん（２） 420 浦田カズヒロ

センチメンタル 500 吉田まゆみ ディノ・サピエンス（１） 602 安井ミイト┴森よし

ゾクゾクしちゃうの 420 はやかわともこ ディノ・サピエンス（２） 602 安井ミイト┴森よし

そのとき、世界が変わった 500 成瀬涼子 ナヴァグラハ　ＤｅｆｅｎＤ　９　Ｔｒｉｇｇｅｒｓ（１） 600 小野大輔┴近藤孝行┴小林裕和┴塩沢天人志

そのひとことがいえなくて 420 武田京子 ナヴァグラハ　ＤｅｆｅｎＤ　９　Ｔｒｉｇｇｅｒｓ（２） 600 小野大輔┴近藤孝行┴塩沢天人志┴小林裕和

その恋、テレクラから。 420 真崎総子 ナヴァグラハ　ＤｅｆｅｎＤ　９　Ｔｒｉｇｇｅｒｓ（３） 600 小野大輔┴近藤孝行┴塩沢天人志┴小林裕和

ソフトにGiGoLo（１） 600 山口かつみ 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１） 600 むらさきゆきや┴福田直叶┴鶴崎貴大

ソフトにGiGoLo（２） 600 山口かつみ 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（２） 600 むらさきゆきや┴福田直叶┴鶴崎貴大

そらトびタマシイ 876 五十嵐大介 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（３） 600 むらさきゆきや┴福田直叶┴鶴崎貴大

それでも恋は永遠（１） 500 もりたゆうこ 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（４） 600 むらさきゆきや┴福田直叶┴鶴崎貴大

それでも恋は永遠（２） 500 もりたゆうこ 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（５） 600 むらさきゆきや┴福田直叶┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（６） 600 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（２） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（７） 600 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（３） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（８） 600 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（４） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（９） 600 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（５） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１０） 600 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（６） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１１） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（７） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１２） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（８） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１３） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（９） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１４） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１０） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１５） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１１） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１６） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１２） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１７） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１３） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１８） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１４） 600 駒井悠 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（１９） 650 福田直叶┴むらさきゆきや┴鶴崎貴大

そんな奴ァいねえ！！（１５） 600 駒井悠 青空ラバー（１） 420 三浦糀

タイガーマスク（１） 420 梶原一騎┴辻なおき 青空ラバー（２） 420 三浦糀

タイガーマスク（２） 420 梶原一騎┴辻なおき 旗持偏屈男（１） 600 高田裕三

タイガーマスク（３） 420 梶原一騎┴辻なおき 旗持偏屈男（２） 600 高田裕三

タイガーマスク（４） 420 梶原一騎┴辻なおき 旗持偏屈男（３） 600 高田裕三

タイガーマスク（５） 420 梶原一騎┴辻なおき Ｇ．Ｉ．Ｄ．（１） 600 庄司陽子

タイガーマスク（６） 420 梶原一騎┴辻なおき Ｇ．Ｉ．Ｄ．（２） 600 庄司陽子

タイガーマスク（７） 420 梶原一騎┴辻なおき エロキュン 420

マキノ┴餡蜜┴恩田ゆじ┴町野いろは┴るかな┴

黒野カンナ

タイガーマスク（８） 420 梶原一騎┴辻なおき 深海少女（１） 420 稲葉誠

タイガーマスク（９） 420 梶原一騎┴辻なおき 深海少女（２） 420 稲葉誠

タイガーマスク（１０） 420 梶原一騎┴辻なおき ワイルド　ファンシー　ダイナマイト！（１） 420 フムアルヌクファムップアッファ

タイガーマスク（１１） 420 梶原一騎┴辻なおき 君が死ぬ夏に（１） 420 大柴健

タイガーマスク（１２） 420 梶原一騎┴辻なおき 君が死ぬ夏に（２） 420 大柴健

タイガーマスク（１３） 420 梶原一騎┴辻なおき 君が死ぬ夏に（３） 420 大柴健

タイガーマスク（１４） 420 梶原一騎┴辻なおき 君が死ぬ夏に（４） 420 大柴健

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１） 420 愛本みずほ 君が死ぬ夏に（５） 420 大柴健

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（２） 420 愛本みずほ 君が死ぬ夏に（６） 420 大柴健

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（３） 420 愛本みずほ 君が死ぬ夏に（７） 420 大柴健

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（４） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（１） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（５） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（２） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（６） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（３） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（７） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（４） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（８） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（５） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（９） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（６） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１０） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（７） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１１） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（８） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１２） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（９） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１３） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（１０） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１４） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（１１） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１５） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（１２） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１６） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（１３） 420 大久保篤

だいすき！！～ゆずの子育て日記～（１７） 420 愛本みずほ 炎炎ノ消防隊（１４） 420 大久保篤

ダイナマイト★ビューティー！！（１） 600 松浦まどか 炎炎ノ消防隊（１５） 420 大久保篤

ダイナマイト★ビューティー！！（２） 600 松浦まどか 炎炎ノ消防隊（１６） 420 大久保篤

ダイナマイトなハニー 420 尾崎七千夏 炎炎ノ消防隊（１７） 420 大久保篤

だから人生やめられない 500 秋本尚美 炎炎ノ消防隊（１８） 420 大久保篤

だきしめて 420 夢野一子 炎炎ノ消防隊（１９） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（１） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２０） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（２） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２１） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（３） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２２） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（４） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２３） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（５） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２４） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（６） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２５） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（７） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２６） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（８） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２７） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（９） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２８） 420 大久保篤

タケコさんの恋人（１０） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（２９） 450 大久保篤

タケコさんの恋人（１１） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（３０） 450 大久保篤

タケコさんの恋人（１２） 500 望月玲子 炎炎ノ消防隊（３１） 450 大久保篤

たっくんに恋してる！（１） 420 森尾理奈 炎炎ノ消防隊（３２） 450 大久保篤

たっくんに恋してる！（２） 420 森尾理奈 炎炎ノ消防隊（３３） 450 大久保篤

たっくんに恋してる！（３） 420 森尾理奈 炎炎ノ消防隊（３４） 450 大久保篤

たっくんに恋してる！（４） 420 森尾理奈 おしりマカロン（１） 600 青空明

たっくんに恋してる！（５） 420 森尾理奈 ステイゴールド（１） 420 大島司

たっくんに恋してる！（６） 420 森尾理奈 ステイゴールド（２） 420 大島司

たっくんに恋してる！（７） 420 森尾理奈 ステイゴールド（３） 420 大島司

たっくんに恋してる！（８） 420 森尾理奈 マコちゃんのリップクリーム（１） 600 尾玉なみえ

たっくんに恋してる！（９） 420 森尾理奈 マコちゃんのリップクリーム（２） 600 尾玉なみえ

たっくんに恋してる！（１０） 420 森尾理奈 マコちゃんのリップクリーム（３） 600 尾玉なみえ

ダニ（１） 600 さだやす圭 マコちゃんのリップクリーム（４） 600 尾玉なみえ

ダニ（２） 600 さだやす圭 マコちゃんのリップクリーム（５） 600 尾玉なみえ

ダニ（３） 600 さだやす圭 マコちゃんのリップクリーム（６） 600 尾玉なみえ

ダニ（４） 600 さだやす圭 マコちゃんのリップクリーム（７） 600 尾玉なみえ

ダニ（５） 600 さだやす圭 マコちゃんのリップクリーム（８） 600 尾玉なみえ

ダニ（６） 600 さだやす圭 マコちゃんのリップクリーム（９） 600 尾玉なみえ

タブーの体温 420 倉持マリ マコちゃんのリップクリーム（１０） 600 尾玉なみえ



ダブルベッド 500 こやまゆかり マコちゃんのリップクリーム（１１） 600 尾玉なみえ

たんたかタン（１） 400 桜川キオイ┴ＭｉＣｈａｏ！ 籠女の邑（１） 600 Ｃｕｖｉｅ

たんたかタン（２） 400 桜川キオイ┴ＭｉＣｈａｏ！ 籠女の邑（２） 600 Ｃｕｖｉｅ

たんたかタン（３） 400 桜川キオイ┴ＭｉＣｈａｏ！ 籠女の邑（３） 600 Ｃｕｖｉｅ

たんたかタン（４） 400 桜川キオイ 月と指先の間（１） 600 稚野鳥子

たんたかタン（５） 400 桜川キオイ 月と指先の間（２） 600 稚野鳥子

だんだら　浪士紅蓮隊 （１） 400 てしろぎたかし┴ＭｉＣｈａｏ！ 月と指先の間（３） 600 稚野鳥子

だんだら　浪士紅蓮隊 （２） 400 てしろぎたかし┴ＭｉＣｈａｏ！ 月と指先の間（４） 600 稚野鳥子

だんだら　浪士紅蓮隊 （３） 400 てしろぎたかし┴ＭｉＣｈａｏ！ おとむらいさん（１） 420 大谷紀子

チークレット・らぶ（１） 420 小橋もと子 おとむらいさん（２） 420 大谷紀子

チークレット・らぶ（２） 420 小橋もと子 おとむらいさん（３） 420 大谷紀子

チーズスイートホーム（１） 876 こなみかなた おとむらいさん（４） 420 大谷紀子

チーズスイートホーム（２） 857 こなみかなた ふしぎな少年　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

チーズスイートホーム（３） 848 こなみかなた ぼくの孫悟空　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

チーズスイートホーム（４） 857 こなみかなた ぼくの孫悟空　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

チーズスイートホーム（５） 848 こなみかなた ぼくの孫悟空　手塚治虫文庫全集（３） 800 手塚治虫

チーズスイートホーム（６） 848 こなみかなた アトリエ７７７（１） 420 きら

チーズスイートホーム（７） 848 こなみかなた アトリエ７７７（２） 420 きら

チーズスイートホーム（８） 876 こなみかなた アトリエ７７７（３） 420 きら

チーズスイートホーム（９） 867 こなみかなた アトリエ７７７（４） 420 きら

チーズスイートホーム（１０） 876 こなみかなた アトリエ７７７（５） 420 きら

チーズスイートホーム（１１） 876 こなみかなた アトリエ７７７（６） 420 きら

チーズスイートホーム（１２） 900 こなみかなた インフェルノ（１） 600 高殿円┴ＲＵＲＵ

チノミ（１） 600 吉永龍太 インフェルノ（２） 600 高殿円┴ＲＵＲＵ

チノミ（２） 600 吉永龍太 インフェルノ（３） 600 高殿円┴ＲＵＲＵ

チノミ(３) 600 吉永龍太 インフェルノ（４） 600 高殿円┴ＲＵＲＵ

ちょっとお砂糖貸して 420 中村真理子 インフェルノ（５） 600 ＲＵＲＵ┴高殿円

ツヨシしっかりしなさい（１） 600 永松潔 キャプテンＫｅｎ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（２） 600 永松潔 ゴブリン公爵　手塚治虫文庫全集 900 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（３） 600 永松潔 ジャングルタロ　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（４） 600 永松潔 ディザインズ（１） 620 五十嵐大介

ツヨシしっかりしなさい（５） 600 永松潔 ディザインズ（２） 620 五十嵐大介

ツヨシしっかりしなさい（６） 600 永松潔 ディザインズ（３） 620 五十嵐大介

ツヨシしっかりしなさい（７） 600 永松潔 ディザインズ（４） 648 五十嵐大介

ツヨシしっかりしなさい（８） 600 永松潔 ディザインズ（５） 630 五十嵐大介

ツヨシしっかりしなさい（９） 600 永松潔 ノーマン　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１０） 600 永松潔 ノーマン　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１１） 600 永松潔 バンビ　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１２） 600 永松潔 プライム・ローズ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１３） 600 永松潔 プライム・ローズ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１４） 600 永松潔 ロック冒険記　手塚治虫文庫全集 700 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１５） 600 永松潔 ロップくん　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１６） 600 永松潔 一輝まんだら　手塚治虫文庫全集（１） 700 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１７） 600 永松潔 一輝まんだら　手塚治虫文庫全集（２） 700 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１８） 600 永松潔 冒険狂時代　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ツヨシしっかりしなさい（１９） 600 永松潔 新寶島　オリジナル版　手塚治虫文庫全集 600 酒井七馬┴手塚治虫

ツヨシもっとしっかりしなさい（１） 600 永松潔 白いパイロット　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ツヨシもっとしっかりしなさい（２） 600 永松潔 花と忍び（１） 420 長谷垣なるみ

ツヨシもっとしっかりしなさい（３） 600 永松潔 花と忍び（２） 420 長谷垣なるみ

ツヨシもっとしっかりしなさい（４） 600 永松潔 花と忍び（３） 420 長谷垣なるみ

ツヨシもっとしっかりしなさい（５） 600 永松潔 花と忍び（４） 420 長谷垣なるみ

ディープグリーン（１） 500 佐々木淳子┴ＭｉＣｈａｏ！ 鏡の前で会いましょう（１） 420 坂井恵理

ディープグリーン（２） 500 佐々木淳子┴ＭｉＣｈａｏ！ 鏡の前で会いましょう（２） 420 坂井恵理

ディープグリーン（３） 500 佐々木淳子┴ＭｉＣｈａｏ！ 鏡の前で会いましょう（３） 420 坂井恵理

ディープグリーン（４） 500 佐々木淳子┴ＭｉＣｈａｏ！ 鬼丸大将　手塚治虫文庫全集 800 手塚治虫

ディスコミュニケーション（１） 600 植芝理一 ＭＷ　手塚治虫文庫全集（１） 800 手塚治虫

ディスコミュニケーション（２） 600 植芝理一 ＭＷ　手塚治虫文庫全集（２） 800 手塚治虫

ディスコミュニケーション（３） 600 植芝理一 アイドル地獄変＜完全版＞ 600 尾玉なみえ

ディスコミュニケーション（４） 600 植芝理一 カタリベのりすと（１） 600 藤屋いずこ

ディスコミュニケーション（５） 600 植芝理一 カタリベのりすと（２） 600 藤屋いずこ

ディスコミュニケーション（６） 600 植芝理一 カタリベのりすと（３） 600 藤屋いずこ

ディスコミュニケーション（７） 600 植芝理一 カタリベのりすと（４） 600 藤屋いずこ

ディスコミュニケーション（８） 600 植芝理一 カタリベのりすと（５） 600 藤屋いずこ

ディスコミュニケーション（９） 600 植芝理一 カタリベのりすと（６） 600 藤屋いずこ

ディスコミュニケーション（１０） 600 植芝理一 少年エスパーねじめ＜完全版＞ 600 尾玉なみえ

ディスコミュニケーション（１１） 600 植芝理一 尾玉なみえ短編集　脳酸球 600 尾玉なみえ

ディスコミュニケーション（１２） 600 植芝理一 空色動画（１） 600 片山ユキヲ

ディスコミュニケーション（１３） 600 植芝理一 空色動画（２） 600 片山ユキヲ

ディスコミュニケーション学園編 600 植芝理一 空色動画（３） 600 片山ユキヲ

ディスコミュニケーション精霊編（１） 600 植芝理一 純情パイン＜完全版＞ 600 尾玉なみえ

ディスコミュニケーション精霊編（２） 600 植芝理一 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（１） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

ディスコミュニケーション精霊編（３） 600 植芝理一 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（２） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（１） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（３） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（２） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（４） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（３） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（５） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（４） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（６） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（５） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（７） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（６） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 ＸＢＬＡＤＥ　＋　―ＣＲＯＳＳ―（８） 600 イダタツヒコ┴士貴智志

テレパシー少女「蘭」（７） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 柄ラボ 800 宇仁田ゆみ

テレパシー少女「蘭」（８） 600 あさのあつこ┴いーだ俊嗣 センゴク権兵衛（１） 660 宮下英樹

テンペスト（１） 420 庄司陽子 センゴク権兵衛（２） 600 宮下英樹

テンペスト（２） 420 庄司陽子 センゴク権兵衛（３） 600 宮下英樹

トイ・プードル絶対主義♪　今日のフランビー 420 富永裕美 センゴク権兵衛（４） 600 宮下英樹

どうだ貫一（１） 600 真刈信二┴さだやす圭 センゴク権兵衛（５） 600 宮下英樹

どうだ貫一（２） 600 真刈信二┴さだやす圭 センゴク権兵衛（６） 600 宮下英樹

どうだ貫一（３） 600 真刈信二┴さだやす圭 センゴク権兵衛（７） 600 宮下英樹

どうだ貫一（４） 600 真刈信二┴さだやす圭 センゴク権兵衛（８） 600 宮下英樹

どうだ貫一（５） 600 真刈信二┴さだやす圭 センゴク権兵衛（９） 600 宮下英樹

どうだ貫一（６） 600 真刈信二┴さだやす圭 センゴク権兵衛（１０） 600 宮下英樹

ドクトル・ノンベ（１） 600 中原とほる センゴク権兵衛（１１） 600 宮下英樹

ドクトル・ノンベ（２） 600 中原とほる センゴク権兵衛（１２） 630 宮下英樹

トッキュー！！（１） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１３） 630 宮下英樹

トッキュー！！（２） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１４） 630 宮下英樹

トッキュー！！（３） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１５） 630 宮下英樹

トッキュー！！（４） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１６） 630 宮下英樹

トッキュー！！（５） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１７） 630 宮下英樹

トッキュー！！（６） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１８） 630 宮下英樹

トッキュー！！（７） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（１９） 690 宮下英樹

トッキュー！！（８） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２０） 660 宮下英樹

トッキュー！！（９） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２１） 690 宮下英樹

トッキュー！！（１０） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２２） 660 宮下英樹

トッキュー！！（１１） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２３） 660 宮下英樹

トッキュー！！（１２） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２４） 690 宮下英樹

トッキュー！！（１３） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２５） 730 宮下英樹

トッキュー！！（１４） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２６） 730 宮下英樹

トッキュー！！（１５） 420 小森陽一┴久保ミツロウ センゴク権兵衛（２７） 750 宮下英樹

トッキュー！！（１６） 420 小森陽一┴久保ミツロウ トラビスといっしょなら（１） 600 中田あも

トッキュー！！（１７） 420 小森陽一┴久保ミツロウ トラビスといっしょなら（２） 600 中田あも

トッキュー！！（１８） 420 小森陽一┴久保ミツロウ 戦国外道伝　ローカ＝アローカ（１） 600 佐藤将┴長谷川明



トッキュー！！（１９） 420 小森陽一┴久保ミツロウ 戦国外道伝　ローカ＝アローカ（２） 600 佐藤将┴長谷川明

トッキュー！！（２０） 420 小森陽一┴久保ミツロウ 戦国外道伝　ローカ＝アローカ（３） 600 佐藤将┴長谷川明

ドトウの笹口組（１） 600 若林健次 この女に賭けろ（１） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（２） 600 若林健次 この女に賭けろ（２） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（３） 600 若林健次 この女に賭けろ（３） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（４） 600 若林健次 この女に賭けろ（４） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（５） 600 若林健次 この女に賭けろ（５） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（６） 600 若林健次 この女に賭けろ（６） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（７） 600 若林健次 この女に賭けろ（７） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（８） 600 若林健次 この女に賭けろ（８） 600 周良貨┴夢野一子

ドトウの笹口組（９） 600 若林健次 この女に賭けろ（９） 600 周良貨┴夢野一子

となりの８０１ちゃん　腐女子的高校生活（１） 420 仁┴小島アジコ この女に賭けろ（１０） 600 周良貨┴夢野一子

となりの８０１ちゃん　腐女子的高校生活（２） 420 仁┴小島アジコ この女に賭けろ（１１） 600 周良貨┴夢野一子

となりの８０１ちゃん　腐女子的高校生活（３） 420 仁┴小島アジコ この女に賭けろ（１２） 600 周良貨┴夢野一子

ドラゴンヘッド（１） 600 望月峯太郎 この女に賭けろ（１３） 600 周良貨┴夢野一子

ドラゴンヘッド（２） 600 望月峯太郎 この女に賭けろ（１４） 600 周良貨┴夢野一子

ドラゴンヘッド（３） 600 望月峯太郎 この女に賭けろ（１５） 600 周良貨┴夢野一子

ドラゴンヘッド（４） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（１） 450 立樹まや

ドラゴンヘッド（５） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（２） 450 立樹まや

ドラゴンヘッド（６） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（３） 450 立樹まや

ドラゴンヘッド（７） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（４） 450 立樹まや

ドラゴンヘッド（８） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（５） 450 立樹まや

ドラゴンヘッド（９） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（６） 450 立樹まや

ドラゴンヘッド（１０） 600 望月峯太郎 これはきっと恋じゃない（７） 450 立樹まや

ドラゴン桜（１） 650 三田紀房 これはきっと恋じゃない（８） 450 立樹まや

ドラゴン桜（２） 650 三田紀房 これはきっと恋じゃない（９） 450 立樹まや

ドラゴン桜（３） 650 三田紀房 これはきっと恋じゃない（１０） 450 立樹まや

ドラゴン桜（４） 650 三田紀房 これはきっと恋じゃない（１１） 450 立樹まや

ドラゴン桜（５） 630 三田紀房 これはきっと恋じゃない（１２） 450 立樹まや

ドラゴン桜（６） 630 三田紀房 これはきっと恋じゃない（１３） 450 立樹まや

ドラゴン桜（７） 630 三田紀房 アニメ監獄学園を創った男たち 600 平本アキラ┴ハナムラ

ドラゴン桜（８） 630 三田紀房 ゴルフ１３（１） 600 赤衣丸歩郎

ドラゴン桜（９） 650 三田紀房 ゴルフ１３（２） 600 赤衣丸歩郎

ドラゴン桜（１０） 650 三田紀房 ゴルフ１３（３） 600 赤衣丸歩郎

ドラゴン桜（１１） 630 三田紀房 ゴルフ１３（４） 600 赤衣丸歩郎

ドラゴン桜（１２） 650 三田紀房 タイタニア（１） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１３） 630 三田紀房 タイタニア（２） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１４） 630 三田紀房 タイタニア（３） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１５） 650 三田紀房 タイタニア（４） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１６） 650 三田紀房 タイタニア（５） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１７） 640 三田紀房 タイタニア（６） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１８） 640 三田紀房 タイタニア（７） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（１９） 640 三田紀房 タイタニア（８） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（２０） 650 三田紀房 タイタニア（９） 600 田中芳樹┴ガンテツ

ドラゴン桜（２１） 650 三田紀房 好きな人ができました（１） 420

はつはる┴春木さき┴石沢うみ┴深間愛┴斉木

優┴霧花じゃこ┴ひぐちにちほ

トラブルハネムーン 420 文月今日子 獄彩絵画　江口夏実「鬼灯の冷徹」カラーイラスト集 1800 江口夏実

ドリ－ムネットＰＡＰＡ（１） 420 柴田亜美 獄彩絵画　江口夏実「鬼灯の冷徹」カラーイラスト集　弐 2500 江口夏実

ドリ－ムネットＰＡＰＡ（２） 420 柴田亜美 アップフェルラント物語 700 田中芳樹┴ふくやまけいこ

ドリ－ムネットＰＡＰＡ（３） 420 柴田亜美 夏の魔術（上） 600 田中芳樹┴ふくやまけいこ

ドリ－ムネットＰＡＰＡ（４） 420 柴田亜美 夏の魔術（下） 600 田中芳樹┴ふくやまけいこ

とろけてフォーリン・ラブ 420 相川ヒロ インフェクション（１） 420 及川徹

ナイショのひみこさん（１） 600 魚戸おさむ インフェクション（２） 420 及川徹

ナイショのひみこさん（２） 600 魚戸おさむ インフェクション（３） 420 及川徹

ナイショの恋人 420 ふじや奈央 インフェクション（４） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１） 600 南勝久 インフェクション（５） 420 及川徹

ナニワトモアレ（２） 600 南勝久 インフェクション（６） 420 及川徹

ナニワトモアレ（３） 600 南勝久 インフェクション（７） 420 及川徹

ナニワトモアレ（４） 600 南勝久 インフェクション（８） 420 及川徹

ナニワトモアレ（５） 600 南勝久 インフェクション（９） 420 及川徹

ナニワトモアレ（６） 600 南勝久 インフェクション（１０） 420 及川徹

ナニワトモアレ（７） 600 南勝久 インフェクション（１１） 420 及川徹

ナニワトモアレ（８） 600 南勝久 インフェクション（１２） 420 及川徹

ナニワトモアレ（９） 600 南勝久 インフェクション（１３） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１０） 600 南勝久 インフェクション（１４） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１１） 600 南勝久 インフェクション（１５） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１２） 600 南勝久 インフェクション（１６） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１３） 600 南勝久 インフェクション（１７） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１４） 600 南勝久 インフェクション（１８） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１５） 600 南勝久 インフェクション（１９） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１６） 600 南勝久 インフェクション（２０） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１７） 600 南勝久 インフェクション（２１） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１８） 600 南勝久 インフェクション（２２） 420 及川徹

ナニワトモアレ（１９） 600 南勝久 インフェクション（２３） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２０） 600 南勝久 インフェクション（２４） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２１） 600 南勝久 インフェクション（２５） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２２） 600 南勝久 インフェクション（２６） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２３） 600 南勝久 インフェクション（２７） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２４） 600 南勝久 インフェクション（２８） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２５） 600 南勝久 インフェクション（２９） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２６） 600 南勝久 インフェクション（３０） 450 及川徹

ナニワトモアレ（２７） 600 南勝久 女王陛下の補給線（１） 420 カワグチタケシ

ナニワトモアレ（２８） 600 南勝久 女王陛下の補給線（２） 420 カワグチタケシ

なみだ 420 ももち麗子 女王陛下の補給線（３） 420 カワグチタケシ

ナルシス　シン様（１） 420 みかわ咲 氷上のクラウン（１） 600 タヤマ碧

なるたる（１） 600 鬼頭莫宏 氷上のクラウン（２） 600 タヤマ碧

なるたる（２） 600 鬼頭莫宏 氷上のクラウン（３） 600 タヤマ碧

なるたる（３） 600 鬼頭莫宏 亭主元気でマゾがいい！（１） 600 六反りょう

なるたる（４） 600 鬼頭莫宏 亭主元気でマゾがいい！（２） 600 六反りょう

なるたる（５） 600 鬼頭莫宏 亭主元気でマゾがいい！（３） 600 六反りょう

なるたる（６） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（１） 420 ろびこ

なるたる（７） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（２） 420 ろびこ

なるたる（８） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（３） 420 ろびこ

なるたる（９） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（４） 420 ろびこ

なるたる（１０） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（５） 420 ろびこ

なるたる（１１） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（６） 420 ろびこ

なるたる（１２） 600 鬼頭莫宏 僕と君の大切な話（７） 450 ろびこ

なんでもツルカメ（１） 600 犬丸りん 新生ＭＭＲ迫りくる人類滅亡３大危機！！ 420 石垣ゆうき

なんでもツルカメ（２） 600 犬丸りん 無敵の人（１） 420 甲斐谷忍

ニンジャスズメ　おちゅん 500 じんこ┴ＭｉＣｈａｏ！ 無敵の人（２） 420 甲斐谷忍

ねぇ、ｈｏｎｅｙ知らないの？（１） 500 ひうらさとる 無敵の人（３） 420 甲斐谷忍

ねぇ、ｈｏｎｅｙ知らないの？（２） 500 ひうらさとる 無敵の人（４） 420 甲斐谷忍

ネコもっちり 500 黒娜さかき┴ＭｉＣｈａｏ！ 終電ちゃん（１） 600 藤本正二

ねじれた闇 420 辻村弘子 終電ちゃん（２） 600 藤本正二

ノイローゼダンシング 600 山下ユタカ 終電ちゃん（３） 600 藤本正二

のだめカンタービレ（１） 500 二ノ宮知子 終電ちゃん（４） 600 藤本正二

のだめカンタービレ（２） 500 二ノ宮知子 終電ちゃん（５） 600 藤本正二

のだめカンタービレ（３） 500 二ノ宮知子 終電ちゃん（６） 610 藤本正二

のだめカンタービレ（４） 500 二ノ宮知子 終電ちゃん（７） 610 藤本正二



のだめカンタービレ（５） 500 二ノ宮知子 終電ちゃん（８） 630 藤本正二

のだめカンタービレ（６） 500 二ノ宮知子 終電ちゃん（９） 640 藤本正二

のだめカンタービレ（７） 500 二ノ宮知子 葬送のリミット（１） 600 篠房六郎

のだめカンタービレ（８） 500 二ノ宮知子 葬送のリミット（２） 600 篠房六郎

のだめカンタービレ（９） 500 二ノ宮知子 葬送のリミット（３） 740 篠房六郎

のだめカンタービレ（１０） 500 二ノ宮知子 西遊筋（１） 600 ＯＴＯＳＡＭＡ

のだめカンタービレ（１１） 500 二ノ宮知子 西遊筋（２） 600 ＯＴＯＳＡＭＡ

のだめカンタービレ（１２） 500 二ノ宮知子 西遊筋（３） 600 ＯＴＯＳＡＭＡ

のだめカンタービレ（１３） 500 二ノ宮知子 西遊筋（４） 600 ＯＴＯＳＡＭＡ

のだめカンタービレ（１４） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（１） 660 武田すん

のだめカンタービレ（１５） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（２） 660 武田すん

のだめカンタービレ（１６） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（３） 660 武田すん

のだめカンタービレ（１７） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（４） 660 武田すん

のだめカンタービレ（１８） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（５） 660 武田すん

のだめカンタービレ（１９） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（６） 660 武田すん

のだめカンタービレ（２０） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（７） 660 武田すん

のだめカンタービレ（２１） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（８） 660 武田すん

のだめカンタービレ（２２） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（９） 660 武田すん

のだめカンタービレ（２３） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（１０） 660 武田すん

のだめカンタービレ（２４） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（１１） 660 武田すん

のだめカンタービレ（２５） 500 二ノ宮知子 グレイプニル（１２） 660 武田すん

のぼるくんたち（１） 600 いがらしみきお ハルユリ（１） 600 ななつ藤

のぼるくんたち（２） 600 いがらしみきお ハルユリ（２） 600 ななつ藤

のんちゃんのり弁（１） 600 入江喜和 ピーチボーイリバーサイド（１） 420 クール教信者┴ヨハネ

のんちゃんのり弁（２） 600 入江喜和 ピーチボーイリバーサイド（２） 420 クール教信者┴ヨハネ

のんちゃんのり弁（３） 600 入江喜和 ピーチボーイリバーサイド（３） 420 クール教信者┴ヨハネ

のんちゃんのり弁（４） 600 入江喜和 ピーチボーイリバーサイド（４） 420 クール教信者┴ヨハネ

バージン・レッスン 420 秋元奈美 ピーチボーイリバーサイド（５） 420 ヨハネ┴クール教信者

バージンによろしく（１） 600 史村翔┴守村大 ピーチボーイリバーサイド（６） 420 ヨハネ┴クール教信者

バージンによろしく（２） 600 史村翔┴守村大 ピーチボーイリバーサイド（７） 420 ヨハネ┴クール教信者

ハートカクテル（１） 800 わたせせいぞう ピーチボーイリバーサイド（８） 420 ヨハネ┴クール教信者

ハートカクテル（２） 800 わたせせいぞう ピーチボーイリバーサイド（９） 420 ヨハネ┴クール教信者

ハートカクテル（３） 800 わたせせいぞう ピーチボーイリバーサイド（１０） 450 ヨハネ┴クール教信者

ハートカクテル（４） 800 わたせせいぞう ピーチボーイリバーサイド（１１） 450 ヨハネ┴クール教信者

ハートカクテル（５） 800 わたせせいぞう ピーチボーイリバーサイド（１２） 480 ヨハネ┴クール教信者

ハートカクテル（６） 800 わたせせいぞう 紺田照の合法レシピ（１） 600 馬田イスケ

ハートカクテル（７） 800 わたせせいぞう 紺田照の合法レシピ（２） 600 馬田イスケ

ハートカクテル（８） 800 わたせせいぞう 紺田照の合法レシピ（３） 600 馬田イスケ

ハートカクテル（９） 800 わたせせいぞう 紺田照の合法レシピ（４） 600 馬田イスケ

ハートカクテル（１０） 800 わたせせいぞう 紺田照の合法レシピ（５） 600 馬田イスケ

ハートカクテル（１１） 800 わたせせいぞう 紺田照の合法レシピ（６） 600 馬田イスケ

ハートキャッチいずみちゃん（１） 420 遠山光 紺田照の合法レシピ（７） 600 馬田イスケ

ハートキャッチいずみちゃん（２） 420 遠山光 紺田照の合法レシピ（８） 600 馬田イスケ

ハートキャッチいずみちゃん（３） 420 遠山光 紺田照の合法レシピ（９） 600 馬田イスケ

ハートキャッチいずみちゃん（４） 420 遠山光 ゴーガイ！　岩手チャグチャグ新聞社　ベストセレクション 420 飛鳥あると

ハートキャッチいずみちゃん（５） 420 遠山光 ゴーガイ！　岩手チャグチャグ新聞社　明日へ 420 飛鳥あると

ハートキャッチいずみちゃん（６） 420 遠山光 ししまいガール（１） 600 さとう柏花

ハートキャッチいずみちゃん（７） 420 遠山光 ししまいガール（２） 600 さとう柏花

ハートキャッチいずみちゃん（８） 420 遠山光 絶叫ライブラリー　恐怖のかくれんぼ 420

白沢まりも┴瀬田ハルヒ┴秋本葉子┴桜倉メグ┴

リオコ┴八木原こと┴あやあや

ハートキャッチいずみちゃん（９） 420 遠山光 セクシーボイス＆ロボ（１） 680 黒田硫黄

ハートにピアス（１） 600 遠山光 セクシーボイス＆ロボ（２） 680 黒田硫黄

ハートにピアス（２） 600 遠山光 エイト（１） 600 楠みちはる

ハートにピアス（３） 600 遠山光 エイト（２） 600 楠みちはる

ハートにピアス（４） 600 遠山光 エイト（３） 600 楠みちはる

ハートの証明 420 中村真理子 エイト（４） 600 楠みちはる

ハートブレイクなんてへっちゃら 420 湊よりこ オカルティック・ナイン（１） 600 志倉千代丸┴銃爺┴ｐａｋｏ┴花林ソラ

ハート通信from_M 420 谷口亜夢 オカルティック・ナイン（２） 600 志倉千代丸┴銃爺┴ｐａｋｏ┴花林ソラ

ハーフ・アンド・ハーフ（１） 420 那波マオ オカルティック・ナイン（３） 650 志倉千代丸┴銃爺┴ｐａｋｏ┴花林ソラ

ハーフ・アンド・ハーフ（２） 420 那波マオ オカルティック・ナイン（４） 650 志倉千代丸┴銃爺┴ｐａｋｏ┴花林ソラ

ハーフ・シングル（１） 500 板本こうこ チンピラのび～る 600 高橋のぼる

ハーフ・シングル（２） 500 板本こうこ 井の頭ガーゴイル（１） 600 藤沢とおる

ハーフ・ボイルド・エンジェル 420 愛本みずほ 井の頭ガーゴイル（２） 600 藤沢とおる

はい、チーズ！！（１） 420 ごとう和 井の頭ガーゴイル（３） 600 藤沢とおる

はい、チーズ！！（２） 420 ごとう和 井の頭ガーゴイル（４） 600 藤沢とおる

バイクメ～ン（１） 600 望月峯太郎 井の頭ガーゴイル（５） 600 藤沢とおる

バイクメ～ン（２） 600 望月峯太郎 彼はアイドル 420

みきもと凜┴森永あい┴和泉みお┴松田裕子┴

原田唯衣┴さとる┴ひぐちにちほ

バイクメ～ン（３） 600 望月峯太郎 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１） 600 藤沢とおる

バイクメ～ン（４） 600 望月峯太郎 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（２） 600 藤沢とおる

はいすく～る 500 吉田まゆみ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（３） 600 藤沢とおる

バカとゴッホ（１） 600 加藤伸吉 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（４） 600 藤沢とおる

バカとゴッホ（２） 600 加藤伸吉 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（５） 600 藤沢とおる

バカ姉弟（１） 952 安達哲 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（６） 600 藤沢とおる

バカ姉弟（２） 952 安達哲 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（７） 600 藤沢とおる

バカ姉弟（３） 952 安達哲 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（８） 600 藤沢とおる

バカ姉弟（４） 952 安達哲 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（９） 600 藤沢とおる

バカ姉弟（５） 1000 安達哲 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１０） 600 藤沢とおる

パギぽこ！ インドネシア極楽生活 500 茶花ぽこ┴ＭｉＣｈａｏ！ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１１） 630 藤沢とおる

ばくだんホスト（１） 420 森脇葵 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１２） 630 藤沢とおる

ばくだんホスト（２） 420 森脇葵 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１３） 690 藤沢とおる

ばくだんホスト―新人ホスト編― 420 森脇葵 ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１４） 690 藤沢とおる

バクとコムギ 600 前川つかさ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１５） 720 藤沢とおる

ハゲしいな！桜井くん（１） 600 高倉あつこ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１６） 720 藤沢とおる

ハゲしいな！桜井くん（２） 600 高倉あつこ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１７） 660 藤沢とおる

ハゲしいな！桜井くん（３） 600 高倉あつこ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１８） 730 藤沢とおる

ハゲしいな！桜井くん（４） 600 高倉あつこ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（１９） 730 藤沢とおる

ハゲしいな！桜井くん（５） 600 高倉あつこ ＧＴＯ　パラダイス・ロスト（２０） 730 藤沢とおる

ハゲしいな！桜井くん（６） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（７） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（２） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（８） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（３） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（９） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（４） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１０） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（５） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１１） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（６） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１２） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（７） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１３） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（８） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１４） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（９） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１５） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１０） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１６） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１１） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん（１７） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１２） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん　新婚編（１） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１３） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん　新婚編（２） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１４） 420 安田剛士

ハゲしいな！桜井くん　新婚編（３） 600 高倉あつこ Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１５） 420 安田剛士

バジリスク～甲賀忍法帖～（１） 619 山田風太郎┴せがわまさき Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１６） 420 安田剛士

バジリスク～甲賀忍法帖～（２） 619 山田風太郎┴せがわまさき Ｏｖｅｒ　Ｄｒｉｖｅ（１７） 420 安田剛士

バジリスク～甲賀忍法帖～（３） 619 山田風太郎┴せがわまさき ａｇｅｈａ 420 桜井亜美┴渡辺あゆ

バジリスク～甲賀忍法帖～（４） 619 山田風太郎┴せがわまさき からん（１） 600 木村紺

バジリスク～甲賀忍法帖～（５） 667 山田風太郎┴せがわまさき からん（２） 600 木村紺

バスガイド物語　栄羽弥初期傑作集 420 栄羽弥 からん（３） 600 木村紺



ぱすてる（１） 420 小林俊彦 からん（４） 600 木村紺

ぱすてる（２） 420 小林俊彦 からん（５） 600 木村紺

ぱすてる（３） 420 小林俊彦 からん（６） 600 木村紺

ぱすてる（４） 420 小林俊彦 からん（７） 686 木村紺

ぱすてる（５） 420 小林俊彦 巨娘（１） 620 木村紺

ぱすてる（６） 420 小林俊彦 巨娘（２） 620 木村紺

ぱすてる（７） 420 小林俊彦 巨娘（３） 620 木村紺

ぱすてる（８） 420 小林俊彦 巨娘（４） 620 木村紺

ぱすてる（９） 420 小林俊彦 巨娘（５） 640 木村紺

ぱすてる（１０） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（１） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１１） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（２） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１２） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（３） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１３） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（４） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１４） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（５） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１５） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（６） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１６） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（７） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１７） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（８） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１８） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（９） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（１９） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（１０） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（２０） 420 小林俊彦 黒豹と１６歳（１１） 420 鳥海ペドロ

ぱすてる（２１） 420 小林俊彦 オッパイをとったカレシ。 420 芹沢由紀子

ぱすてる（２２） 420 小林俊彦 スポイラー甘利（１） 600 浦津ゆうじ

ぱすてる（２３） 420 小林俊彦 スポイラー甘利（２） 600 浦津ゆうじ

ぱすてる（２４） 420 小林俊彦 スポイラー甘利（３） 600 浦津ゆうじ

ぱすてる（２５） 420 小林俊彦 囚獄のヴァニタス（１） 600 秋月壱葉

ぱすてる（２６） 420 小林俊彦 囚獄のヴァニタス（２） 600 秋月壱葉

ぱすてる（２７） 420 小林俊彦 囚獄のヴァニタス（３） 600 秋月壱葉

ぱすてる（２８） 420 小林俊彦 囚獄のヴァニタス（４） 600 秋月壱葉

ぱすてる（２９） 420 小林俊彦 能面女子の花子さん（１） 630 織田涼

ぱすてる（３０） 420 小林俊彦 能面女子の花子さん（２） 630 織田涼

ぱすてる（３１） 420 小林俊彦 能面女子の花子さん（３） 630 織田涼

ぱすてる（３２） 420 小林俊彦 能面女子の花子さん（４）　電子限定描きおろし特典つき 630 織田涼

バタアシ金魚（１） 600 望月峯太郎 能面女子の花子さん（５） 630 織田涼

バタアシ金魚（２） 600 望月峯太郎 能面女子の花子さん（６） 630 織田涼

バタアシ金魚（３） 600 望月峯太郎 能面女子の花子さん（７） 630 織田涼

バタアシ金魚（４） 600 望月峯太郎 能面女子の花子さん（８） 630 織田涼

バタアシ金魚（５） 600 望月峯太郎 進撃の巨人　ＬＯＳＴ　ＧＩＲＬＳ（１） 420 諫山創┴瀬古浩司┴不二涼介

バタアシ金魚（６） 600 望月峯太郎 進撃の巨人　ＬＯＳＴ　ＧＩＲＬＳ（２） 420 諫山創┴瀬古浩司┴不二涼介

ハダカノオトコ 420 くりはら美佳 てのひらの熱を（１） 420 北野詠一

ハダカの恋人 420 ふじや奈央 てのひらの熱を（２） 420 北野詠一

はちみつフェロモン 420 ふじや奈央 てのひらの熱を（３） 420 北野詠一

はちみつ少年 420 吉野マリ 漆黒の天（１） 420 坂本憲司郎

パッパカパー（１） 600 史村翔┴水野トビオ 漆黒の天（２） 420 坂本憲司郎

パッパカパー（２） 600 史村翔┴水野トビオ 漆黒の天（３） 420 坂本憲司郎

パッパカパー（３） 600 史村翔┴水野トビオ まがりひろあきのじゆうちょう 600 まがりひろあき

パッパカパー（４） 600 史村翔┴水野トビオ ちづかマップ 850 衿沢世衣子

パッパカパー（５） 600 史村翔┴水野トビオ Ｋ　―ドリーム・オブ・グリーン―（１） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴来楽

零（ＧｏＲＡ）

パッパカパー（６） 600 史村翔┴水野トビオ 制服ロビンソン（１） 600 箕星太朗

パッパカパー（７） 600 史村翔┴水野トビオ 制服ロビンソン（２） 600 箕星太朗

パッパカパー（８） 600 史村翔┴水野トビオ 制服ロビンソン（３） 600 箕星太朗

パッパカパー（９） 600 史村翔┴水野トビオ 制服ロビンソン（４） 600 箕星太朗

バドガール　時速350km（１） 400 細川幸恵┴ＭｉＣｈａｏ！ 猫ヶ原（１） 600 武井宏之

パパは馬券師！！（１） 600 むつ利之 猫ヶ原（２） 600 武井宏之

パパは馬券師！！（２） 600 むつ利之 猫ヶ原（３） 600 武井宏之

パパは馬券師！！（３） 600 むつ利之 猫ヶ原（４） 600 武井宏之

ぱペットレボリューション（１） 500 真伊藤 猫ヶ原（５） 600 武井宏之

はまりんこ（１） 600 かわすみひろし うちのクラスの女子がヤバい（１） 600 衿沢世衣子

はまりんこ（２） 600 かわすみひろし うちのクラスの女子がヤバい（２） 600 衿沢世衣子

バラが咲いた 420 ジョージ朝倉 うちのクラスの女子がヤバい（３） 600 衿沢世衣子

バリバリ伝説（１） 420 しげの秀一 アイ先生はわからない（１） 600 児玉潤

バリバリ伝説（２） 420 しげの秀一 アイ先生はわからない（２） 600 児玉潤

バリバリ伝説（３） 420 しげの秀一 アイ先生はわからない（３） 600 児玉潤

バリバリ伝説（４） 420 しげの秀一 誓約のフロントライン（１） 600 鈴木鈴（ＧｏＲＡ）┴佐藤ミト┴柳瀬敬之

バリバリ伝説（５） 420 しげの秀一 誓約のフロントライン（２） 600 鈴木鈴（ＧｏＲＡ）┴佐藤ミト┴柳瀬敬之

バリバリ伝説（６） 420 しげの秀一 誓約のフロントライン（３） 600 鈴木鈴（ＧＯＲＡ）┴佐藤ミト┴柳瀬敬之

バリバリ伝説（７） 420 しげの秀一 誓約のフロントライン（４） 600 鈴木鈴（ＧｏＲＡ）┴佐藤ミト┴柳瀬敬之

バリバリ伝説（８） 420 しげの秀一 誓約のフロントライン（５） 600 佐藤ミト┴鈴木鈴（ＧｏＲＡ）┴柳瀬敬之

バリバリ伝説（９） 420 しげの秀一 誓約のフロントライン（６） 600 佐藤ミト┴鈴木鈴（ＧｏＲＡ）┴柳瀬敬之

バリバリ伝説（１０） 420 しげの秀一 ＡＲＡＭＩＴＡＭＡ（１） 600 ゴツボ×リュウジ

バリバリ伝説（１１） 420 しげの秀一 ＡＲＡＭＩＴＡＭＡ（２） 600 ゴツボ×リュウジ

バリバリ伝説（１２） 420 しげの秀一 ＡＲＡＭＩＴＡＭＡ（３） 600 ゴツボ×リュウジ

バリバリ伝説（１３） 420 しげの秀一 ＡＲＡＭＩＴＡＭＡ（４） 600 ゴツボ×リュウジ

バリバリ伝説（１４） 420 しげの秀一 溶解人間（１） 420 新谷信貴

バリバリ伝説（１５） 420 しげの秀一 溶解人間（２） 420 新谷信貴

バリバリ伝説（１６） 420 しげの秀一 グランドステーション～上野駅鉄道公安室日常～（１） 600 池田邦彦

バリバリ伝説（１７） 420 しげの秀一 グランドステーション～上野駅鉄道公安室日常～（２） 600 池田邦彦

バリバリ伝説（１８） 420 しげの秀一 フロイデ 600 車戸亮太

バリバリ伝説（１９） 420 しげの秀一 九十九くんの愛はまちがっている（１） 420 雪森さくら

バリバリ伝説（２０） 420 しげの秀一 九十九くんの愛はまちがっている（２） 420 雪森さくら

バリバリ伝説（２１） 420 しげの秀一 地球のおわりは恋のはじまり（１） 420 タアモ

バリバリ伝説（２２） 420 しげの秀一 地球のおわりは恋のはじまり（２） 420 タアモ

バリバリ伝説（２３） 420 しげの秀一 地球のおわりは恋のはじまり（３） 420 タアモ

バリバリ伝説（２４） 420 しげの秀一 地球のおわりは恋のはじまり（４） 420 タアモ

バリバリ伝説（２５） 420 しげの秀一 地球のおわりは恋のはじまり（５） 420 タアモ

バリバリ伝説（２６） 420 しげの秀一 ふんばれ、がんばれ、ギランバレー！ 600 たむらあやこ

バリバリ伝説（２７） 420 しげの秀一 宇宙のガズゥ 600 横内なおき

バリバリ伝説（２８） 420 しげの秀一 きらめきのがおか（１） 600 ゴトウユキコ

バリバリ伝説（２９） 420 しげの秀一 きらめきのがおか（２） 600 ゴトウユキコ

バリバリ伝説（３０） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（１） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３１） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（２） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３２） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（３） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３３） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（４） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３４） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（５） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３５） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（６） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３６） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（７） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３７） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（８） 630 三田紀房

バリバリ伝説（３８） 420 しげの秀一 アルキメデスの大戦（９） 630 三田紀房

ハルジャン 600 小山宙哉 アルキメデスの大戦（１０） 630 三田紀房

はるまげどん（１） 600 守村大 アルキメデスの大戦（１１） 630 三田紀房

はるまげどん（２） 600 守村大 アルキメデスの大戦（１２） 630 三田紀房

はるまげどん（３） 600 守村大 アルキメデスの大戦（１３） 630 三田紀房

はるまげどん（４） 600 守村大 アルキメデスの大戦（１４） 630 三田紀房

はるまげどん（５） 600 守村大 アルキメデスの大戦（１５） 630 三田紀房

バレンタイン・キッス 420 赤羽みちえ アルキメデスの大戦（１６） 630 三田紀房

ハロー張りネズミ（１） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（１７） 630 三田紀房

ハロー張りネズミ（２） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（１８） 630 三田紀房

ハロー張りネズミ（３） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（１９） 650 三田紀房

ハロー張りネズミ（４） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２０） 690 三田紀房



ハロー張りネズミ（５） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２１） 690 三田紀房

ハロー張りネズミ（６） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２２） 690 三田紀房

ハロー張りネズミ（７） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２３） 690 三田紀房

ハロー張りネズミ（８） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２４） 690 三田紀房

ハロー張りネズミ（９） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２５） 690 三田紀房

ハロー張りネズミ（１０） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２６） 730 三田紀房

ハロー張りネズミ（１１） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２７） 730 三田紀房

ハロー張りネズミ（１２） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２８） 730 三田紀房

ハロー張りネズミ（１３） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（２９） 730 三田紀房

ハロー張りネズミ（１４） 600 弘兼憲史 アルキメデスの大戦（３０） 730 三田紀房

ハロー張りネズミ（１５） 600 弘兼憲史 少女不十分（１） 600 西尾維新┴はっとりみつる

ハロー張りネズミ（１６） 600 弘兼憲史 少女不十分（２） 600 西尾維新┴はっとりみつる

ハロー張りネズミ（１７） 600 弘兼憲史 少女不十分（３） 600 西尾維新┴はっとりみつる

ハロー張りネズミ（１８） 600 弘兼憲史 悲鳴伝（１） 602 西尾維新┴光谷理

ハロー張りネズミ（１９） 600 弘兼憲史 悲鳴伝（２） 602 西尾維新┴光谷理

ハロー張りネズミ（２０） 600 弘兼憲史 悲鳴伝（３） 602 西尾維新┴光谷理

ハロー張りネズミ（２１） 600 弘兼憲史 悲鳴伝（４） 602 西尾維新┴光谷理

ハロー張りネズミ（２２） 600 弘兼憲史 渡くんの××が崩壊寸前（１） 620 鳴見なる

ハロー張りネズミ（２３） 600 弘兼憲史 渡くんの××が崩壊寸前（２） 602 鳴見なる

ハロー張りネズミ（２４） 600 弘兼憲史 渡くんの××が崩壊寸前（３） 602 鳴見なる

パンツの中の用心棒 420 あまねかずみ 渡くんの××が崩壊寸前（４） 602 鳴見なる

ピアノの森（１） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（５） 602 鳴見なる

ピアノの森（２） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（６） 630 鳴見なる

ピアノの森（３） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（７） 630 鳴見なる

ピアノの森（４） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（８） 630 鳴見なる

ピアノの森（５） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（９） 660 鳴見なる

ピアノの森（６） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（１０） 660 鳴見なる

ピアノの森（７） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（１１） 690 鳴見なる

ピアノの森（８） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（１２） 660 鳴見なる

ピアノの森（９） 600 一色まこと 渡くんの××が崩壊寸前（１３） 660 鳴見なる

ピアノの森（１０） 600 一色まこと アルティメット・アンチヒーロー（１） 600 海空りく┴うおぬまゆう┴Ｎａｒｄａｃｋ

ピアノの森（１１） 600 一色まこと アルティメット・アンチヒーロー（２） 600 海空りく┴うおぬまゆう┴Ｎａｒｄａｃｋ

ピアノの森（１２） 600 一色まこと アンゴってル！（１） 648 川崎順平

ピアノの森（１３） 600 一色まこと イッパツ危機娘（１） 600 原田重光

ピアノの森（１４） 600 一色まこと イッパツ危機娘（２） 600 原田重光

ピアノの森（１５） 600 一色まこと イッパツ危機娘（３） 600 原田重光

ピアノの森（１６） 600 一色まこと イッパツ危機娘（４） 600 原田重光

ピアノの森（１７） 630 一色まこと イッパツ危機娘（５） 600 原田重光

ピアノの森（１８） 630 一色まこと イッパツ危機娘（６） 600 原田重光

ピアノの森（１９） 600 一色まこと ストッパー毒島（１） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２０） 630 一色まこと ストッパー毒島（２） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２１） 600 一色まこと ストッパー毒島（３） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２２） 600 一色まこと ストッパー毒島（４） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２３） 600 一色まこと ストッパー毒島（５） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２４） 630 一色まこと ストッパー毒島（６） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２５） 630 一色まこと ストッパー毒島（７） 600 ハロルド作石

ピアノの森（２６） 820 一色まこと ストッパー毒島（８） 600 ハロルド作石

ビーチｄｅ萌え萌え！～お助けランジェリー百科～ 420 吉沢蛍 ストッパー毒島（９） 600 ハロルド作石

ビタミン 420 すえのぶけいこ ストッパー毒島（１０） 600 ハロルド作石

ひまあり（１） 600 上野顕太郎 ストッパー毒島（１１） 600 ハロルド作石

ひまあり（２） 600 上野顕太郎 ストッパー毒島（１２） 600 ハロルド作石

ひみこい（１） 420 ろびこ ボクラハナカヨシ（１） 600 田中誠

ひみこい（２） 420 ろびこ ボクラハナカヨシ（２） 600 田中誠

ヒミツの禁断愛 420

柚月純┴森永あい┴ジョージ朝倉┴相川ヒ

ロ┴北川夕夏┴鳥飼茜┴ひぐちにちほ ボクラハナカヨシ（３） 600 田中誠

ひめHo！だい（１） 400

Ｍｅａｖｅ／山田にゃん┴桜沢鈴┴ＥＬ

ＤＯ┴ＭｉＣｈａｏ！ マコちゃん、さ 600 たまいずみ

ひめHo！だい（２） 400

玉野南┴Ｍｅａｖｅ┴華尾ス太郎┴桜沢

鈴┴ＨＢ┴成夏万智┴ＥＬＤＯ┴ＲＯ

ＢＥＲＴＡ┴ＭｉＣｈａｏ！ マコちゃん、さ（２） 600 たまいずみ

ひめHo！だい（３） 400

桜沢鈴┴香乃呼ゆり┴Ｍａｅｖｅ┴ＨＢ

┴華尾ス太郎┴玉野南┴美祢カイ┴多々

田ヨシオ┴成夏万智 精霊使い　エレメンタラー（１） 600 岡崎武士

ひめHo！だい（４） 400

百合豪院是臼┴吉祥寺もなか┴香乃呼ゆ

り┴わらしべ┴Ｍｅａｖｅ┴成夏万智┴Ｋ

ＡＢＥ┴佐藤茶菓子┴ＲＯＢＥＲＴＡ

┴オオツキ┴ＭｉＣｈａｏ！ 精霊使い　エレメンタラー（２） 600 岡崎武士

ひめHo！だい（５） 400

美祢カイ┴多々田ヨシオ┴ＨＢ┴香乃呼ゆ

り┴山田にや┴Ａｎｔｉｋｉｍ┴わらしべ

┴ちんじゃおろおす┴ＲＯＢＥＲＴＡ 精霊使い　エレメンタラー（３） 600 岡崎武士

ひめHo！だい　美少女☆まるだし編 400

桜沢鈴┴美祢カイ┴多々田ヨシオ┴Ｍａｅ

ｖｅ┴成夏万智┴中野義智 ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＴＨＥ　ＭＡＩＮ　ＤＩＳＨ（１） 600 吉富昭仁

ひめくり～む（１） 400

おがわ甘藍┴萩原玲二┴倉上淳士┴吉祥

寺もなか┴ふじかつぴこ┴泉市朗┴ぎるがめっ

しゅ★騎士 ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＴＨＥ　ＭＡＩＮ　ＤＩＳＨ（２） 600 吉富昭仁

ひめくり～む（２） 400

Ｃｕｖｉｅ┴吉田蛇作┴倉上淳士┴武

藤健司┴山下ユタカ ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＴＨＥ　ＭＡＩＮ　ＤＩＳＨ（３） 600 吉富昭仁

ひめくり～む（３） 400

山口譲司┴倉上淳士┴しろみかずひさ┴関

根亮子┴Ｈｉｋｏ┴じゅきあきら・Ｔ・ ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＴＨＥ　ＭＡＩＮ　ＤＩＳＨ（４） 600 吉富昭仁

ひめクリ☆絶頂ナースクリニック 400 山中こころ ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＴＨＥ　ＭＡＩＮ　ＤＩＳＨ（５） 600 吉富昭仁

ピンクのバナナ 420 三原陽子 ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＴＨＥ　ＭＡＩＮ　ＤＩＳＨ（６） 600 吉富昭仁

ファンキー・モンキーティーチャー（１） 600 もりやまつる ＦＩＸ　ＹＯＵ（１） 600 惣本蒼

ファンキー・モンキーティーチャー（２） 600 もりやまつる ＦＩＸ　ＹＯＵ（２） 600 惣本蒼

ファンキー・モンキーティーチャー（３） 600 もりやまつる 実録！関東昭和軍（１） 600 田中誠

ファンキー・モンキーティーチャー（４） 600 もりやまつる 実録！関東昭和軍（２） 600 田中誠

ファンキー・モンキーティーチャー（５） 600 もりやまつる 実録！関東昭和軍（３） 600 田中誠

ファンキー・モンキーティーチャー（６） 600 もりやまつる 実録！関東昭和軍（４） 600 田中誠

ファンキー・モンキーティーチャー（７） 600 もりやまつる 実録！関東昭和軍（５） 600 田中誠

ファンキー・モンキーティーチャー（８） 600 もりやまつる 実録！関東昭和軍（６） 600 田中誠

ファンキー・モンキーティーチャー（９） 600 もりやまつる 金のタマゴ（１） 420 カツヲ

フェチ、彼の×× 420 はやしだちひろ 金のタマゴ（２） 420 カツヲ

ふくはうち（１） 420 文月今日子 青葉くんに聞きたいこと（１） 420 遠山えま

ふくはうち（２） 420 文月今日子 青葉くんに聞きたいこと（２） 420 遠山えま

ふくはうち（３） 420 文月今日子 青葉くんに聞きたいこと（３） 420 遠山えま

ふくはうち（４） 420 文月今日子 青葉くんに聞きたいこと（４） 420 遠山えま

ふくふくふにゃ～ん　いの巻 420 こなみかなた 青葉くんに聞きたいこと（５） 420 遠山えま

ふくふくふにゃ～ん　ろの巻 420 こなみかなた 青葉くんに聞きたいこと（６） 420 遠山えま

ふくふくふにゃ～ん　はの巻 420 こなみかなた 青葉くんに聞きたいこと（７） 420 遠山えま

ふくふくふにゃ～ん　にの巻 420 こなみかなた 青葉くんに聞きたいこと（８） 420 遠山えま

ふくふくふにゃ～ん　ほの巻 420 こなみかなた アヴァルト（１） 600 光永康則

ふくふくふにゃ～ん　への巻 420 こなみかなた アヴァルト（２） 600 光永康則

ふくふくふにゃ～ん　との巻 420 こなみかなた アヴァルト（３） 600 光永康則

ふくふくふにゃ～ん　ちの巻 420 こなみかなた アヴァルト（４） 600 光永康則

ふくふくふにゃ～ん　りの巻 420 こなみかなた アヴァルト（５） 600 光永康則

ふくふくふにゃ～ん　ぬの巻 420 こなみかなた アヴァルト（６） 600 光永康則

ふくふくふにゃ～ん　るの巻 420 こなみかなた ＡＫＡＧＩ　ＦＡＭＩＬＩＡ 420 中西達哉

ふくふくふにゃ～ん　をの巻 420 こなみかなた 東京都北区赤羽以外の話 600 清野とおる

ふしぎふしぎ（１） 800 山崎浩 ＣＶ．オレ！（１） 420 上野春生┴松岡禎丞



ぶたいぬ（１） 600 さだやす圭 ＣＶ．オレ！（２） 420 上野春生┴松岡禎丞

ぶたいぬ（２） 600 さだやす圭 あした、仲直り 420 蒼井まもる

ぶたいぬ（３） 600 さだやす圭 あんさんぶるスターズ！（１） 600 紗与イチ┴ＨａｐｐｙＥｌｅｍｅｎｔｓＫ．

ふたりめの神話（１） 400 曽祢まさこ あんさんぶるスターズ！（２） 600 紗与イチ┴ＨａｐｐｙＥｌｅｍｅｎｔｓＫ．

ふたりめの神話（２） 400 曽祢まさこ あんさんぶるスターズ！（３） 600 紗与イチ┴ＨａｐｐｙＥｌｅｍｅｎｔｓＫ．

ふつつかなおなか。 420 中村美穂 あんさんぶるスターズ！（４） 600 紗与イチ┴ＨａｐｐｙＥｌｅｍｅｎｔｓＫ．

フットボール鷹（１） 420 川崎のぼる にじいろコンプレックス（１） 602 ばったん

フットボール鷹（２） 420 川崎のぼる にじいろコンプレックス（２） 602 ばったん

フットボール鷹（３） 420 川崎のぼる にのに（１） 602 柏木大樹

フットボール鷹（４） 420 川崎のぼる にのに（２） 602 柏木大樹

フットボール鷹（５） 420 川崎のぼる シュガードッグ（１） 600 池野雅博

フットボール鷹（６） 420 川崎のぼる シュガードッグ（２） 600 池野雅博

フットボール鷹（７） 420 川崎のぼる シュガードッグ（３） 600 池野雅博

フットボール鷹（８） 420 川崎のぼる シュガードッグ（４） 600 池野雅博

フットボール鷹（９） 420 川崎のぼる 御手洗潔＠星籠の海（１） 600 島田荘司┴赤名修

フットボール鷹（１０） 420 川崎のぼる 御手洗潔＠星籠の海（２） 600 島田荘司┴赤名修

ぷっぷちゃん（１） 600 鶴屋次楼┴永松潔 新約Ｍａｒｃｈｅｎ（１） 600 鳥飼やすゆき┴Ｓｏｕｎｄ　Ｈｏｒｉｚｏｎ

ぷっぷちゃん（２） 600 鶴屋次楼┴永松潔 新約Ｍａｒｃｈｅｎ（２） 720 Ｓｏｕｎｄ　Ｈｏｒｉｚｏｎ┴鳥飼やすゆき

ぷっぷちゃん（３） 600 鶴屋次楼┴永松潔 新約Ｍａｒｃｈｅｎ（３） 720 ＳｏｕｎｄＨｏｒｉｚｏｎ┴鳥飼やすゆき

ブライダルブルー 500 もりたゆうこ 新約Ｍａｒｃｈｅｎ（４） 720 鳥飼やすゆき┴ＳｏｕｎｄＨｏｒｉｚｏｎ

プラネテス（１） 750 幸村誠 新約Ｍａｒｃｈｅｎ（５） 600 鳥飼やすゆき┴ＳｏｕｎｄＨｏｒｉｚｏｎ

プラネテス（２） 750 幸村誠 生まれてはじめて恋してます 420

いちのへ瑠美┴蒼井まもる┴中村ひなた┴斉木優

┴麻岡ままん

プラネテス（３） 750 幸村誠 生贄投票（１） 602 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

プラネテス（４） 750 幸村誠 生贄投票（２） 602 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

ふられ上手わかれ下手 420 あまねかずみ 生贄投票（３） 602 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

プリティーヨーガ（１） 600 稲留正義 生贄投票（４） 602 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

プリティーヨーガ（２） 600 稲留正義 生贄投票（５） 602 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

ブルー・ワールド（１） 796 星野之宣 生贄投票（６） 602 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

ブルー・ワールド（２） 796 星野之宣 生贄投票（７） 690 江戸川エドガワ┴葛西竜哉

ブルー・ワールド（３） 790 星野之宣 花街ヒイロヲ（１） 600 寺井赤音

ブルー・ワールド（４） 790 星野之宣 花街ヒイロヲ（２） 600 寺井赤音

ブレイザードライブ（１） 420 岸本聖史 花街ヒイロヲ（３） 600 寺井赤音

ブレイザードライブ（２） 420 岸本聖史 花街ヒイロヲ（４） 600 寺井赤音

ブレイザードライブ（３） 420 岸本聖史 グリモワールの庭（１） 600 はる桜菜

ブレイザードライブ（４） 420 岸本聖史 グリモワールの庭（２） 600 はる桜菜

ブレイザードライブ（５） 420 岸本聖史 グリモワールの庭（３） 600 はる桜菜

ブレイザードライブ（６） 420 岸本聖史 グリモワールの庭（４） 600 はる桜菜

ブレイザードライブ（７） 420 岸本聖史 島耕作のアジア新世紀伝 600 弘兼憲史

ブレイザードライブ（８） 420 岸本聖史 疾風の勇人（１） 600 大和田秀樹

ブレイザードライブ（９） 420 岸本聖史 疾風の勇人（２） 600 大和田秀樹

プレ桜桃物語（１） 420 立原あゆみ 疾風の勇人（３） 600 大和田秀樹

プレ桜桃物語（２） 420 立原あゆみ 疾風の勇人（４） 600 大和田秀樹

プロポーズ通り 420 三原陽子 疾風の勇人（５） 600 大和田秀樹

ぺし（１） 600 風呂前有 疾風の勇人（６） 600 大和田秀樹

ぺし（２） 600 風呂前有 疾風の勇人（７） 600 大和田秀樹

ぺし（３） 600 風呂前有 Ｂの食卓（１） 600 天道グミ

ぺし（４） 600 風呂前有 Ｂの食卓（２） 600 天道グミ

ベストイレブン（１） 420 いずみ誠 Ｂの食卓（３） 600 天道グミ

ベストイレブン（２） 420 いずみ誠 わにとかげぎす（１） 600 古谷実

ベストイレブン（３） 420 いずみ誠 わにとかげぎす（２） 600 古谷実

ベッドの中のホットケーキ 480 深見じゅん わにとかげぎす（３） 600 古谷実

ヘルプマン！（１） 600 くさか里樹 わにとかげぎす（４） 600 古谷実

ヘルプマン！（２） 600 くさか里樹 交血の組曲（１） 600 オノタケオ

ヘルプマン！（３） 600 くさか里樹 交血の組曲（２） 600 オノタケオ

ヘルプマン！（４） 600 くさか里樹 交血の組曲（３） 600 オノタケオ

ヘルプマン！（５） 600 くさか里樹 遠野美術館（１） 620 ａｎｃｏｕ

ヘルプマン！（６） 600 くさか里樹 遠野美術館（２） 620 ａｎｃｏｕ

ヘルプマン！（７） 600 くさか里樹 遠野美術館（３） 620 ａｎｃｏｕ

ヘルプマン！（８） 600 くさか里樹 黒白（上） 630 とりのなん子

ヘルプマン！（９） 600 くさか里樹 黒白（中） 650 とりのなん子

ヘルプマン！（１０） 600 くさか里樹 黒白（下） 650 とりのなん子

ヘルプマン！（１１） 600 くさか里樹 猫嬢ムーム（１） 800 今日マチ子

ヘルプマン！（１２） 600 くさか里樹 猫嬢ムーム（２） 800 今日マチ子

ヘルプマン！（１３） 600 くさか里樹 ヤギくんとメイさん（１） 600 びっけ

ヘルプマン！（１４） 600 くさか里樹 ヤギくんとメイさん（２） 600 びっけ

ヘルプマン！（１５） 600 くさか里樹 ヤギくんとメイさん（３） 600 びっけ

ヘルプマン！（１６） 600 くさか里樹 悪魔アプリ　戦慄のマリオネット 420 秋本葉子

ヘルプマン！（１７） 600 くさか里樹 いんらんベイベー（１） 600 森井暁正

ヘルプマン！（１８） 600 くさか里樹 いんらんベイベー（２） 600 森井暁正

ヘルプマン！（１９） 600 くさか里樹 フリンジマン（１） 600 青木Ｕ平

ヘルプマン！（２０） 600 くさか里樹 フリンジマン（２） 600 青木Ｕ平

ヘルプマン！（２１） 600 くさか里樹 フリンジマン（３） 600 青木Ｕ平

ヘルプマン！（２２） 600 くさか里樹 フリンジマン（４） 600 青木Ｕ平

ヘルプマン！（２３） 600 くさか里樹 黒猫ＤＡＮＣＥ（１） 420 安田剛士

ヘルプマン！（２４） 600 くさか里樹 黒猫ＤＡＮＣＥ（２） 420 安田剛士

ヘルプマン！（２５） 600 くさか里樹 黒猫ＤＡＮＣＥ（３） 420 安田剛士

ヘルプマン！（２６） 600 くさか里樹 ３回まわって恋をして（１） 600 うつろあきこ

ヘルプマン！（２７） 600 くさか里樹 ３回まわって恋をして（２） 600 うつろあきこ

ヘンカノ 600 大橋薫 ３回まわって恋をして（３） 600 うつろあきこ

ボインでごめんね（１） 420 成海柚希 ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＯＶＥＲ　ＴＩＭＥ（１） 420 八神ひろき

ホーリートーカー（１） 420 綾峰欄人 ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＯＶＥＲ　ＴＩＭＥ（２） 420 八神ひろき

ホーリートーカー（２） 420 綾峰欄人 ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＯＶＥＲ　ＴＩＭＥ（３） 420 八神ひろき

ホーリートーカー（３） 420 綾峰欄人 ＤＥＬＥＴＥ（１） 600 川上真司┴永田諒

ホーリートーカー（４） 420 綾峰欄人 ＤＥＬＥＴＥ（２） 600 川上真司┴永田諒

ホーリートーカー（５） 420 綾峰欄人 ＤＥＬＥＴＥ（３） 704 川上真司┴永田諒

ホーリートーカー（６） 420 綾峰欄人 ロボニートみつお（１） 600 小田原ドラゴン

ホカベン（１） 600 中嶋博行┴カワラニサイ ロボニートみつお（２） 600 小田原ドラゴン

ホカベン（２） 600 中嶋博行┴カワラニサイ ロボニートみつお（３） 600 小田原ドラゴン

ホカベン（３） 600 中嶋博行┴カワラニサイ ニァイズ　東京都写真美術館ニュース別冊～『クレムリン』出張版 550 カレー沢薫

ホカベン（４） 600 中嶋博行┴カワラニサイ ネコあね。（１） 420 奈良一平

ホカベン（５） 600 中嶋博行┴カワラニサイ ネコあね。（２） 420 奈良一平

ホカベン（６） 600 中嶋博行┴カワラニサイ ネコあね。（３） 420 奈良一平

ほぐし屋　捷（１） 600 村田ひろゆき ネコあね。（４） 420 奈良一平

ほぐし屋　捷（２） 600 村田ひろゆき ネコあね。（５） 420 奈良一平

ほぐし屋　捷（３） 600 村田ひろゆき ネコあね。（６） 420 奈良一平

ぼくのはねはきみ 420 北川夕夏 かわいいから許す 420 三月薫

ぼくの村の話（１） 600 尾瀬あきら とけない恋とチョコレート（１） 420 ももち麗子

ぼくの村の話（２） 600 尾瀬あきら とけない恋とチョコレート（２） 420 ももち麗子

ぼくの村の話（３） 600 尾瀬あきら ゼイチョー！　～納税課第三収納係～（１） 600 慎結

ぼくの村の話（４） 600 尾瀬あきら ゼイチョー！　～納税課第三収納係～（２） 600 慎結

ぼくの村の話（５） 600 尾瀬あきら ゼイチョー！　～納税課第三収納係～（３） 600 慎結

ぼくの村の話（６） 600 尾瀬あきら ゼイチョー！　～納税課第三収納係～（４） 600 慎結

ぼくの村の話（７） 600 尾瀬あきら 境界のミクリナ（１） 600 松本ひで吉

ぼくはおとうと 600 小原愼司 境界のミクリナ（２） 600 松本ひで吉

ホタルノヒカリ（１） 500 ひうらさとる 境界のミクリナ（３） 600 松本ひで吉

ホタルノヒカリ（２） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（１） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（３） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（２） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（４） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（３） 600 カワハラ恋



ホタルノヒカリ（５） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（４） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（６） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（５） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（７） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（６） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（８） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（７） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（９） 500 ひうらさとる 淫らな青ちゃんは勉強ができない（８） 600 カワハラ恋

ホタルノヒカリ（１０） 500 ひうらさとる 都会のトム＆ソーヤ（１） 600 はやみねかおる┴フクシマハルカ

ホタルノヒカリ（１１） 500 ひうらさとる 都会のトム＆ソーヤ（２） 600 はやみねかおる┴フクシマハルカ

ホタルノヒカリ（１２） 500 ひうらさとる 都会のトム＆ソーヤ（３） 600 はやみねかおる┴フクシマハルカ

ホタルノヒカリ（１３） 500 ひうらさとる 魔王インストール（１） 600 森田ウユニ

ホタルノヒカリ（１４） 500 ひうらさとる 魔王インストール（２） 600 森田ウユニ

ホタルノヒカリ（１５） 500 ひうらさとる 魔王インストール（３） 600 森田ウユニ

ぽちょむきん（１） 600 北道正幸 ２９歳独身中堅冒険者の日常（１） 420 奈良一平

ぽちょむきん（２） 600 北道正幸 ２９歳独身中堅冒険者の日常（２） 420 奈良一平

ぽちょむきん（３） 600 北道正幸 ２９歳独身中堅冒険者の日常（３） 420 奈良一平

ぽちょむきん（４） 600 北道正幸 ２９歳独身中堅冒険者の日常（４） 420 奈良一平

ホワイトアルバム 700 安達哲 ２９歳独身中堅冒険者の日常（５） 420 奈良一平

マイダスの薔薇　黄金のギャンブラー（１） 400 宮崎信ニ┴金井たつお┴ＭｉＣｈａｏ！ ２９歳独身中堅冒険者の日常（６） 420 奈良一平

マイダスの薔薇　黄金のギャンブラー（２） 400 宮崎信ニ┴金井たつお┴ＭｉＣｈａｏ！ ２９歳独身中堅冒険者の日常（７） 420 奈良一平

マイダスの薔薇　黄金のギャンブラー（３） 400 宮崎信ニ┴金井たつお┴ＭｉＣｈａｏ！ ２９歳独身中堅冒険者の日常（８） 420 奈良一平

マイダスの薔薇　黄金のギャンブラー（４） 400 宮崎信ニ┴金井たつお┴ＭｉＣｈａｏ！ ２９歳独身中堅冒険者の日常（９） 420 奈良一平

マジヤバ・カレシ 420 ますみの彩 ２９歳独身中堅冒険者の日常（１０） 420 奈良一平

ママはキャバ嬢！（１） 420 森山まなみ┴森尾理奈 ２９歳独身中堅冒険者の日常（１１） 450 奈良一平

ママはキャバ嬢！（２） 420 森山まなみ┴森尾理奈 ２９歳独身中堅冒険者の日常（１２） 450 奈良一平

ママはキャバ嬢！（３） 420 森山まなみ┴森尾理奈 ２９歳独身中堅冒険者の日常（１３） 450 奈良一平

ママはキャバ嬢！（４） 420 森山まなみ┴森尾理奈 ２９歳独身中堅冒険者の日常（１４） 450 奈良一平

ママはキャバ嬢！（５） 420 森山まなみ┴森尾理奈 ＴとＪＫ 420

三次マキ┴上田美和┴松本真以子┴三月ソラ┴

時名きうい

ママはキャバ嬢！（６） 420 森山まなみ┴森尾理奈 プリズンハーツ（１） 600 駿河ヒカル

ママはキャバ嬢！（７） 420 森山まなみ┴森尾理奈 プリズンハーツ（２） 600 駿河ヒカル

ママはキャバ嬢！（８） 420 森山まなみ┴森尾理奈 プリズンハーツ（３） 600 駿河ヒカル

ママはキャバ嬢！（９） 420 森山まなみ┴森尾理奈 孤島の鬼（１） 600 江戸川乱歩┴ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

ママはキャバ嬢！（１０） 420 森山まなみ┴森尾理奈 孤島の鬼（２） 600 江戸川乱歩┴ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

ママはキャバ嬢！（１１） 420 森山まなみ┴森尾理奈 孤島の鬼（３） 600 江戸川乱歩┴ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

ママはキャバ嬢！（１２） 420 森山まなみ┴森尾理奈 キマイラの爪痕（１） 602 上西淳二┴村田屋

マラソンマン（１） 420 井上正治 キマイラの爪痕（２） 602 上西淳二┴村田屋

マラソンマン（２） 420 井上正治 キマイラの爪痕（３） 600 上西淳二┴村田屋

マラソンマン（３） 420 井上正治 クライシス・ガールズ（１） 600 吉川ヒロアキ

マラソンマン（４） 420 井上正治 クライシス・ガールズ（２） 600 吉川ヒロアキ

マラソンマン（５） 420 井上正治 乱歩アナザー　―明智小五郎狂詩曲―（１） 600 江戸川乱歩┴薫原好江┴平井憲太郎

マラソンマン（６） 420 井上正治 乱歩アナザー　―明智小五郎狂詩曲―（２） 600 江戸川乱歩┴薫原好江┴平井憲太郎

マラソンマン（７） 420 井上正治 乱歩アナザー　―明智小五郎狂詩曲―（３） 600 江戸川乱歩┴薫原好江┴平井憲太郎

マラソンマン（８） 420 井上正治 かくしごと（１） 600 久米田康治

マラソンマン（９） 420 井上正治 かくしごと（２） 600 久米田康治

マラソンマン（１０） 420 井上正治 かくしごと（３） 600 久米田康治

マラソンマン（１１） 420 井上正治 かくしごと（４） 600 久米田康治

マラソンマン（１２） 420 井上正治 かくしごと（５） 600 久米田康治

マラソンマン（１３） 420 井上正治 かくしごと（６） 600 久米田康治

マラソンマン（１４） 420 井上正治 かくしごと（７） 600 久米田康治

マラソンマン（１５） 420 井上正治 かくしごと（８） 600 久米田康治

マラソンマン（１６） 420 井上正治 かくしごと（９） 600 久米田康治

マラソンマン（１７） 420 井上正治 かくしごと（１０） 600 久米田康治

マラソンマン（１８） 420 井上正治 かくしごと（１１） 660 久米田康治

マラソンマン（１９） 420 井上正治 かくしごと（１２） 600 久米田康治

み・だ・ら（１） 420 叶のりこ 刻待アパートメント 600 小川彌生

み・だ・ら（２） 420 叶のりこ ゴールデンゴールド（１） 620 堀尾省太

み・だ・ら（３） 420 叶のりこ ゴールデンゴールド（２） 620 堀尾省太

みこたん　巫女さまは女子高生（１） 500 倉上淳士┴ＭｉＣｈａｏ！ ゴールデンゴールド（３） 620 堀尾省太

みこたん　巫女さまは女子高生（２） 500 倉上淳士┴ＭｉＣｈａｏ！ ゴールデンゴールド（４） 620 堀尾省太

ミスター味っ子（１） 420 寺沢大介 ゴールデンゴールド（５） 610 堀尾省太

ミスター味っ子（２） 420 寺沢大介 ゴールデンゴールド（６） 610 堀尾省太

ミスター味っ子（３） 420 寺沢大介 ゴールデンゴールド（７） 640 堀尾省太

ミスター味っ子（４） 420 寺沢大介 ゴールデンゴールド（８） 650 堀尾省太

ミスター味っ子（５） 420 寺沢大介 ゴールデンゴールド（９） 650 堀尾省太

ミスター味っ子（６） 420 寺沢大介 不思議なゆりこさん（１） 600 木村亨平

ミスター味っ子（７） 420 寺沢大介 僕が私になるために 600 平沢ゆうな

ミスター味っ子（８） 420 寺沢大介 春よ来るな（１） 600 草水敏┴濱崎真代

ミスター味っ子（９） 420 寺沢大介 春よ来るな（２） 600 草水敏┴濱崎真代

ミスター味っ子（１０） 420 寺沢大介 春よ来るな（３） 600 草水敏┴濱崎真代

ミスター味っ子（１１） 420 寺沢大介 春よ来るな（４） 600 草水敏┴濱崎真代

ミスター味っ子（１２） 420 寺沢大介 春よ来るな（５） 600 草水敏┴濱崎真代

ミスター味っ子（１３） 420 寺沢大介 これはきっと恋じゃない【アマゾン限定特典付】（２） 450 立樹まや

ミスター味っ子（１４） 420 寺沢大介 いい百鬼夜行 850 川西ノブヒロ

ミスター味っ子（１５） 420 寺沢大介 ミザントロープな彼女（１） 600 厘のミキ

ミスター味っ子（１６） 420 寺沢大介 ミザントロープな彼女（２） 600 厘のミキ

ミスター味っ子（１７） 420 寺沢大介 ミザントロープな彼女（３） 620 厘のミキ

ミスター味っ子（１８） 420 寺沢大介 ヴァムピール特別編　ＫＩＮＧ　ＡＮＤ　ＢＡＲＯＮ＋（１） 686 樹なつみ

ミスター味っ子（１９） 420 寺沢大介 ヴァムピール特別編　ＫＩＮＧ　ＡＮＤ　ＢＡＲＯＮ＋（２） 638 樹なつみ

ミルク　クローゼット（１） 600 富沢ひとし 乱飛乱外（１） 600 田中ほさな

ミルク　クローゼット（２） 600 富沢ひとし 乱飛乱外（２） 600 田中ほさな

ミルク　クローゼット（３） 600 富沢ひとし 乱飛乱外（３） 600 田中ほさな

ミルク　クローゼット（４） 600 富沢ひとし 乱飛乱外（４） 600 田中ほさな

みるくモーニング 420 ごとう和 乱飛乱外（５） 600 田中ほさな

メガネ男子な彼。 420

ジョージ朝倉┴桜井まちこ┴相川ヒロ┴北川

夕夏┴鳥飼茜┴仁┴Ｂ型 乱飛乱外（６） 600 田中ほさな

メガネ男子の強引な辱め　～蘭子　Ｓ系男子読みきりセレクション～ 400 蘭子┴ＭｉＣｈａｏ！ 乱飛乱外（７） 600 田中ほさな

めぐり愛２５時 420 辻村弘子 乱飛乱外（８） 600 田中ほさな

めぐり愛ハウス（１） 420 中西やすひろ 乱飛乱外（９） 600 田中ほさな

めぐり愛ハウス（２） 420 中西やすひろ 二輪乃書　ギャンブルレーサー（１） 600 田中誠

めぐり愛ハウス（３） 420 中西やすひろ 二輪乃書　ギャンブルレーサー（２） 600 田中誠

めぐり愛ハウス（４） 420 中西やすひろ 二輪乃書　ギャンブルレーサー（３） 600 田中誠

めぐり愛ハウス（５） 420 中西やすひろ 二輪乃書　ギャンブルレーサー（４） 600 田中誠

めぐり愛ハウス（６） 420 中西やすひろ 二輪乃書　ギャンブルレーサー（５） 600 田中誠

めっちゃ好っきやねん 420 みやうち沙矢 二輪乃書　ギャンブルレーサー（６） 600 田中誠

メフィスト（１） 600 三山のぼる 二輪乃書　ギャンブルレーサー（７） 600 田中誠

メフィスト（２） 600 三山のぼる 幸子に幸あれ（１） 600 生春巻

メフィスト（３） 600 三山のぼる 幸子に幸あれ（２） 600 生春巻

メフィスト（４） 600 三山のぼる 幸子に幸あれ（３） 600 生春巻

メフィスト（５） 600 三山のぼる 甘々と稲妻　つむぎと作るおうちごはん 1000 雨隠ギド┴帯刀陽

メフィスト（６） 600 三山のぼる 絶叫ライブラリー　恐怖のコイバナ 420

ハタノヒヨコ┴あおいみつ┴渡辺留衣┴伊藤みんご

┴秋本葉子┴日向きょう┴八木原こと

メロドラマ（１） 600 村上もとか 荒呼吸（１） 619 松本英子

メロドラマ（２） 600 村上もとか 荒呼吸（２） 629 松本英子

もう一度（１） 420 武田京子 荒呼吸（３） 629 松本英子

もう一度（２） 420 武田京子 荒呼吸（４） 638 松本英子

もっけ（１） 600 熊倉隆敏 荒呼吸（５） 714 松本英子

もっけ（２） 600 熊倉隆敏 さよならジュリエッタ（１） 600 道明宏明

もっけ（３） 600 熊倉隆敏 さよならジュリエッタ（２） 600 道明宏明

もっけ（４） 600 熊倉隆敏 さよならジュリエッタ（３） 600 道明宏明

もっけ（５） 600 熊倉隆敏 サイコバンク（１） 620 芹沢直樹



もっけ（６） 600 熊倉隆敏 サイコバンク（２） 600 芹沢直樹

もっけ（７） 600 熊倉隆敏 サイコバンク（３） 630 芹沢直樹

もっけ（８） 600 熊倉隆敏 サイコバンク（４） 630 芹沢直樹

もっけ（９） 600 熊倉隆敏 ダンガンロンパ害伝　キラーキラー（１） 560 スパイク・チュンソフト┴笹古みとも

もっとＧＯＯＤキッス！（１） 420 河方かおる ダンガンロンパ害伝　キラーキラー（２） 560 スパイク・チュンソフト┴笹古みとも

もっとＧＯＯＤキッス！（２） 420 河方かおる ダンガンロンパ害伝　キラーキラー（３） 560 スパイク・チュンソフト┴笹古みとも

もっとＧＯＯＤキッス！（３） 420 河方かおる 七つの大罪プロダクション（１） 420 鈴木央┴坂元千笑

もっとＧＯＯＤキッス！（４） 420 河方かおる 七つの大罪プロダクション（２） 420 鈴木央┴坂元千笑

もっとＧＯＯＤキッス！（５） 420 河方かおる 七つの大罪プロダクション（３） 420 鈴木央┴坂元千笑

もっとＧＯＯＤキッス！（６） 420 河方かおる 七つの大罪プロダクション（４） 420 坂元千笑┴鈴木央

もっとＧＯＯＤキッス！（７） 420 河方かおる 旧約Ｍａｒｃｈｅｎ（１） 719 ソガシイナ┴Ｓｏｕｎｄ　Ｈｏｒｉｚｏｎ

もっとＧＯＯＤキッス！（８） 420 河方かおる 旧約Ｍａｒｃｈｅｎ（２） 719 ソガシイナ┴ＳｏｕｎｄＨｏｒｉｚｏｎ

もっとＧＯＯＤキッス！（９） 420 河方かおる 男子バド部に女子が紛れてる　シークレットバドミントンクラブ（１） 420 にいさとる

もっとＧＯＯＤキッス！（１０） 420 河方かおる 男子バド部に女子が紛れてる　シークレットバドミントンクラブ（２） 420 にいさとる

もっとＧＯＯＤキッス！（１１） 420 河方かおる 男子バド部に女子が紛れてる　シークレットバドミントンクラブ（３） 420 にいさとる

もっとＧＯＯＤキッス！（１２） 420 河方かおる 男子バド部に女子が紛れてる　シークレットバドミントンクラブ（４） 420 にいさとる

もっとＧＯＯＤキッス！（１３） 420 河方かおる 男子バド部に女子が紛れてる　シークレットバドミントンクラブ（５） 420 にいさとる

もっとＧＯＯＤキッス！（１４） 420 河方かおる ゲスのポリス（１） 420 須崎洋輔

もっとＧＯＯＤキッス！（１５） 420 河方かおる ゲスのポリス（２） 420 須崎洋輔

もっとＧＯＯＤキッス！（１６） 420 河方かおる 星野、目をつぶって。（１） 420 永椎晃平

もっとＧＯＯＤキッス！（１７） 420 河方かおる 星野、目をつぶって。（２） 420 永椎晃平

もっとＧＯＯＤキッス！（１８） 420 河方かおる 星野、目をつぶって。（３） 420 永椎晃平

もっとＧＯＯＤキッス！（１９） 420 河方かおる 星野、目をつぶって。（４） 420 永椎晃平

もっとＧＯＯＤキッス！（２０） 420 河方かおる 星野、目をつぶって。（５） 420 永椎晃平

もっとＨに愛されたい！ 420

叶のりこ┴はやかわともこ┴ひうらさとる┴柚月

純┴ふじや奈央┴渋木まさみ 星野、目をつぶって。（６） 420 永椎晃平

もっとナイショの恋人 420 ふじや奈央 星野、目をつぶって。（７） 420 永椎晃平

モテたくないの 420 はやかわともこ 星野、目をつぶって。（８） 420 永椎晃平

もらって　ダーリン 420 倉持マリ 星野、目をつぶって。（９） 420 永椎晃平

モンスターハンターオラージュ（１） 420 真島ヒロ┴カプコン 星野、目をつぶって。（１０） 420 永椎晃平

モンスターハンターオラージュ（２） 420 真島ヒロ┴カプコン 星野、目をつぶって。（１１） 420 永椎晃平

モンスターハンターオラージュ（３） 420 真島ヒロ┴カプコン 星野、目をつぶって。（１２） 420 永椎晃平

モンスターハンターオラージュ（４） 420 真島ヒロ┴カプコン 星野、目をつぶって。（１３） 420 永椎晃平

ヤクゼン！　韓国美少女の挑戦（１） 500 チェ・ヘウング ＥＸ～少年漂流～（１） 420 山田恵庸

ヤクゼン！　韓国美少女の挑戦（２） 500 チェ・ヘウング ＥＸ～少年漂流～（２） 420 山田恵庸

やさしいアニキのつくりかた 420 丘上あい ＥＸ～少年漂流～（３） 420 山田恵庸

やさしい彼氏のつくりかた　やさしい子供のつくりかた　番外編 420 丘上あい ＥＸ～少年漂流～（４） 420 山田恵庸

やす子の太陽（１） 600 山浦章 ＥＸ～少年漂流～（５） 420 山田恵庸

やす子の太陽（２） 600 山浦章 ヤキュガミ（１） 600 クロマツテツロウ┴次恒一

やす子の太陽（３） 600 山浦章 ヤキュガミ（２） 600 クロマツテツロウ┴次恒一

やす子の太陽（４） 600 山浦章 ヤキュガミ（３） 600 クロマツテツロウ┴次恒一

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１） 420 はやかわともこ ヤキュガミ（４） 600 次恒一┴クロマツテツロウ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２） 420 はやかわともこ 顔がいいから許しちゃう（１） 420 原田唯衣

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３） 420 はやかわともこ 顔がいいから許しちゃう（２） 420 原田唯衣

ヤマトナデシコ七変化　完全版（４） 420 はやかわともこ Ｃｕｌｄｃｅｐｔ（１） 600 かねこしんや

ヤマトナデシコ七変化　完全版（５） 420 はやかわともこ Ｃｕｌｄｃｅｐｔ（２） 600 かねこしんや

ヤマトナデシコ七変化　完全版（６） 420 はやかわともこ Ｃｕｌｄｃｅｐｔ（３） 600 かねこしんや

ヤマトナデシコ七変化　完全版（７） 420 はやかわともこ Ｃｕｌｄｃｅｐｔ（４） 600 かねこしんや

ヤマトナデシコ七変化　完全版（８） 420 はやかわともこ Ｃｕｌｄｃｅｐｔ（５） 600 かねこしんや

ヤマトナデシコ七変化　完全版（９） 420 はやかわともこ Ｃｕｌｄｃｅｐｔ（６） 600 かねこしんや

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１０） 420 はやかわともこ あなしん初期作品集「３＋１サンプライチ」 420 あなしん

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１１） 420 はやかわともこ はじめましてさようなら 500 六多いくみ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１２） 420 はやかわともこ はじめましてさようなら（２） 500 六多いくみ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１３） 420 はやかわともこ はじめましてさようなら（３） 500 六多いくみ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１４） 420 はやかわともこ コンビニお嬢さま（１） 600 松本明澄

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１５） 420 はやかわともこ コンビニお嬢さま（２） 600 松本明澄

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１６） 420 はやかわともこ コンビニお嬢さま（３） 600 松本明澄

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１７） 420 はやかわともこ コンビニお嬢さま（４） 600 松本明澄

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１８） 420 はやかわともこ コンビニお嬢さま（５） 600 松本明澄

ヤマトナデシコ七変化　完全版（１９） 420 はやかわともこ コンビニお嬢さま（６） 600 松本明澄

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２０） 420 はやかわともこ ジャジャジャジャーン！（１） 600 田中マコト

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２１） 420 はやかわともこ ジャジャジャジャーン！（２） 600 田中マコト

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２２） 420 はやかわともこ ネオ寄生獣 920

岩明均┴萩尾望都┴太田モアレ┴竹谷隆之┴

韮沢靖┴真島ヒロ┴ＰＥＡＣＨ-ＰＩＴ┴熊倉

隆敏┴皆川亮二┴植芝理一┴遠藤浩輝┴瀧波

ユカリ┴平本アキラ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２３） 420 はやかわともこ 九条くんの美味なる放課後（１） 600 ｊａｍ３

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２４） 420 はやかわともこ 九条くんの美味なる放課後（２） 600 ｊａｍ３

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２５） 420 はやかわともこ 宇宙のプロフィル 700 こがたくう

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２６） 420 はやかわともこ 星野さん家のアルとカナ（１） 600 ミキマキ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２７） 420 はやかわともこ 星野さん家のアルとカナ（２） 600 ミキマキ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２８） 420 はやかわともこ 母はハタチの夢を見る 420 逢坂みえこ

ヤマトナデシコ七変化　完全版（２９） 420 はやかわともこ 池袋ヲトメ道戦記（１） 600 殿ヶ谷美由記

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３０） 420 はやかわともこ 池袋ヲトメ道戦記（２） 600 殿ヶ谷美由記

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３１） 420 はやかわともこ ｔｅｌｌ　ｙｏｕｒ　ｓｔｏｒｙ（１） 600 赤井聖雪

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３２） 420 はやかわともこ ｔｅｌｌ　ｙｏｕｒ　ｓｔｏｒｙ（２） 600 赤井聖雪

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３３） 420 はやかわともこ ぼくは愛を証明しようと思う。（１） 600 藤沢数希┴井雲くす

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３４） 420 はやかわともこ ぼくは愛を証明しようと思う。（２） 600 藤沢数希┴井雲くす

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３５） 420 はやかわともこ ぼくは愛を証明しようと思う。（３） 630 藤沢数希┴井雲くす

ヤマトナデシコ七変化　完全版（３６） 420 はやかわともこ 恋のツキ（１） 600 新田章

ヤマトナデシコ七変化　The best　A 420 はやかわともこ 恋のツキ（２） 600 新田章

ヤマトナデシコ七変化　The best　B 420 はやかわともこ 恋のツキ（３） 600 新田章

ヤマトナデシコ七変化　The best　C 420 はやかわともこ 恋のツキ（４） 600 新田章

ヤマトナデシコ七変化　The best　D 420 はやかわともこ 恋のツキ（５） 600 新田章

やまとの羽根（１） 600 咲香里 恋のツキ（６） 610 新田章

やまとの羽根（２） 600 咲香里 恋のツキ（７） 610 新田章

やまとの羽根（３） 600 咲香里 超人間要塞　ヒロシ戦記（１） 600 大間九郎┴まつだこうた

やまとの羽根（４） 600 咲香里 超人間要塞　ヒロシ戦記（２） 600 大間九郎┴まつだこうた

ヤマト猛る！（１） 600 宮下英樹 超人間要塞　ヒロシ戦記（３） 610 大間九郎┴まつだこうた

ヤマト猛る！（２） 600 宮下英樹 超人間要塞　ヒロシ戦記（４） 610 大間九郎┴まつだこうた

ヤマト猛る！（３） 600 宮下英樹 よろこびのうた 880 ウチヤマユージ

ヤマト猛る！（４） 600 宮下英樹 同級生に恋をした（１） 420 美麻りん

ヤマト猛る！（５） 600 宮下英樹 同級生に恋をした（２） 420 美麻りん

ヤマト猛る！（６） 600 宮下英樹 同級生に恋をした（３） 420 美麻りん

ヤング 島耕作（１） 600 弘兼憲史 同級生に恋をした（４） 420 美麻りん

ヤング 島耕作（２） 600 弘兼憲史 同級生に恋をした（５） 420 美麻りん

ヤング 島耕作（３） 600 弘兼憲史 同級生に恋をした（６） 420 美麻りん

ヤング 島耕作（４） 600 弘兼憲史 同級生に恋をした（７） 420 美麻りん

ゆうのカクテル（１） 500 江端恭子┴守靖ヒロヤ┴ＭｉＣｈａｏ！ 局地的王道食（１） 740 松本英子

ゆびきりげんまん 600 犬丸りん 局地的王道食（２） 740 松本英子

ようこそ　ナデシコ婦人科 500 ほのか┴鈴木ぺんた あたまがビッグバン（１） 420 斉藤富士夫

ヨコハマ買い出し紀行（１） 600 芦奈野ひとし あたまがビッグバン（２） 420 斉藤富士夫

ヨコハマ買い出し紀行（２） 600 芦奈野ひとし かましたらんかい！！（１） 420 幸野武

ヨコハマ買い出し紀行（３） 600 芦奈野ひとし かましたらんかい！！（２） 420 幸野武

ヨコハマ買い出し紀行（４） 600 芦奈野ひとし ぶっとび！潤二郎（１） 420 真船一雄

ヨコハマ買い出し紀行（５） 600 芦奈野ひとし ぶっとび！潤二郎（２） 420 真船一雄

ヨコハマ買い出し紀行（６） 600 芦奈野ひとし ぶっとび！潤二郎（３） 420 真船一雄

ヨコハマ買い出し紀行（７） 600 芦奈野ひとし ぶっとび！潤二郎（４） 420 真船一雄

ヨコハマ買い出し紀行（８） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（１） 420 村生ミオ



ヨコハマ買い出し紀行（９） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（２） 420 村生ミオ

ヨコハマ買い出し紀行（１０） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（３） 420 村生ミオ

ヨコハマ買い出し紀行（１１） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（４） 420 村生ミオ

ヨコハマ買い出し紀行（１２） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（５） 420 村生ミオ

ヨコハマ買い出し紀行（１３） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（６） 420 村生ミオ

ヨコハマ買い出し紀行（１４） 600 芦奈野ひとし もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（７） 420 村生ミオ

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（１） 600 須賀原洋行 もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（８） 420 村生ミオ

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（２） 600 須賀原洋行 もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（９） 420 村生ミオ

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（３） 600 須賀原洋行 もしかしてＫＯＩＢＩＴＯ（１０） 420 村生ミオ

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（４） 600 須賀原洋行 ゴールデンパチンカー（１） 420 磯崎恵一

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（５） 600 須賀原洋行 ゴールデンパチンカー（２） 420 磯崎恵一

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（６） 600 須賀原洋行 スニーカーすとりいと 420 村生ミオ

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（７） 600 須賀原洋行 四角いジャングル（１） 600 梶原一騎┴中城健

よしえサン　ニョーボとダンナの実在日記（８） 600 須賀原洋行 四角いジャングル（２） 600 梶原一騎┴中城健

よしえサンち（１） 600 須賀原洋行 四角いジャングル（３） 600 梶原一騎┴中城健

よしえサンち（２） 600 須賀原洋行 四角いジャングル（４） 600 梶原一騎┴中城健

よしえサンち（３） 600 須賀原洋行 四角いジャングル（５） 600 梶原一騎┴中城健

ヨリが跳ぶ（１） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（２） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（２） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（３） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（３） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（４） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（４） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（５） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（５） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（６） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（６） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（７） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（７） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（８） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（８） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（９） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（９） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１０） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１０） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１１） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１１） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１２） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１２） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１３） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１３） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１４） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１４） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１５） 600 ヒラマツ・ミノル 明王伝レイ（１５） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１６） 600 ヒラマツ・ミノル 蒼き氷河の果てに… 420 島崎譲

ヨリが跳ぶ（１７） 600 ヒラマツ・ミノル 蓮華伝説アスラ（１） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１８） 600 ヒラマツ・ミノル 蓮華伝説アスラ（２） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（１９） 600 ヒラマツ・ミノル 蓮華伝説アスラ（３） 420 菊池としを

ヨリが跳ぶ（２０） 600 ヒラマツ・ミノル 蓮華伝説アスラ（４） 420 菊池としを

ライフ（１） 420 すえのぶけいこ 蓮華伝説アスラ（５） 420 菊池としを

ライフ（２） 420 すえのぶけいこ Ｍ．Ｉ．Ｑ．（１） 420 マスヤマコム┴浅井信悟┴冨田かおり

ライフ（３） 420 すえのぶけいこ Ｍ．Ｉ．Ｑ．（２） 420 マスヤマコム┴浅井信悟┴冨田かおり

ライフ（４） 420 すえのぶけいこ Ｍ．Ｉ．Ｑ．（３） 420 マスヤマコム┴浅井信悟┴冨田かおり

ライフ（５） 420 すえのぶけいこ ＴＶジャッカー（１） 420 河方かおる

ライフ（６） 420 すえのぶけいこ ＴＶジャッカー（２） 420 河方かおる

ライフ（７） 420 すえのぶけいこ ＴＶジャッカー（３） 420 河方かおる

ライフ（８） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（１） 600 萩原天晴┴福本伸行┴橋本智広┴三好智樹

ライフ（９） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（２） 600 萩原天晴┴福本伸行┴橋本智広┴三好智樹

ライフ（１０） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（３） 600 萩原天晴┴福本伸行┴橋本智広┴三好智樹

ライフ（１１） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（４） 600 萩原天晴┴福本伸行┴橋本智広┴三好智樹

ライフ（１２） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（５） 600 福本伸行┴萩原天晴┴三好智樹┴橋本智広

ライフ（１３） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（６） 600 福本伸行┴萩原天晴┴三好智樹┴橋本智広

ライフ（１４） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（７） 600 福本伸行┴萩原天晴┴三好智樹┴橋本智広

ライフ（１５） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（８） 630 福本伸行┴萩原天晴┴三好智樹┴橋本智広

ライフ（１６） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（９） 630 福本伸行┴萩原天晴┴三好智樹┴橋本智広

ライフ（１７） 420 すえのぶけいこ 中間管理録トネガワ（１０） 630 福本伸行┴萩原天晴┴三好智樹┴橋本智広

ライフ（１８） 420 すえのぶけいこ 夢みることは　やめられない（１） 420 小林深雪┴牧村久実

ライフ（１９） 420 すえのぶけいこ 夢みることは　やめられない（２） 420 小林深雪┴牧村久実

ライフ（２０） 450 すえのぶけいこ 夢みることは　やめられない（３） 420 小林深雪┴牧村久実

ラヴＬＯＶＥ・ウオーミングアップ 420 栗原まもる 夢みることは　やめられない（４） 420 小林深雪┴牧村久実

らじかる好キャンティ（１） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（１） 420 花森ぴんく┴横手美智子

らじかる好キャンティ（２） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（２） 420 花森ぴんく┴横手美智子

らじかる好キャンティ（３） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（３） 420 花森ぴんく┴横手美智子

らじかる好キャンティ（４） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（４） 420 花森ぴんく┴横手美智子

らじかる好キャンティ（５） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（５） 420 花森ぴんく┴横手美智子

らじかる好キャンティ（６） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（６） 420 花森ぴんく┴横手美智子

らじかる好キャンティ（７） 600 山口かつみ ぴちぴちピッチ（７） 420 花森ぴんく┴横手美智子

ラストオーダー（１） 600 前川つかさ リメインバッド（１） 600 中川貴賀

ラストオーダー（２） 600 前川つかさ 今日の５の２ 600 桜場コハル

ラストオーダー（３） 600 前川つかさ 夏にきいてくれ（１） 420 西尚美

ラヂオヘッド（１） 933 内藤曜ノ介 夏にきいてくれ（２） 420 西尚美

ラッシュで失礼しま～す 420 村生ミオ 怪談イズデッド　ライジング（１） 600 飯島しんごう

ラブ・マスターＸ（１） 420 安野モヨコ 赤灯えれじい　東京物語 600 きらたかし

ラブ・マスターＸ（２） 420 安野モヨコ カンフータオ 600 前川たけし

ラブ・マスターＸ（３） 420 安野モヨコ セブンティーン　セブンティーン 420 楠みちはる

ラブ☆バランス１：２ 420 ソラニユホ マドンナは眠らない 420 村生ミオ

ラブ★トリプル！ 420 秋山舞子┴たかはしあん ワン・ツー・スリー！ 420 楠みちはる

ラブLESSON・ABC 420 倉持マリ 飛べ跳べアニマ！！ 420 佐藤晴美

ラブカレ　極上メンズ読本！　ＢＬＡＣＫ 420

葉月かなえ┴水槻れん┴岩下慶子┴吉野

マリ┴みかわ咲┴赤塚祭┴栄羽弥 絶叫ライブラリー　学校には霊がいる 420

八木原こと┴美麻りん┴菊本さや┴咲夜ゆき┴佐

藤みなみ┴渡辺留衣┴秋本葉子

ラブカレ　極上メンズ読本！　ｏｖｅｒ２０ 420

葉月かなえ┴ひさわゆみ┴コンノナナエ┴水

槻れん┴岩下慶子┴森脇葵 戦国ヴァンプ（１） 630 ほおのきソラ

ラブカレ　極上メンズ読本！　ｕｎｄｅｒ２０ 420

葉月かなえ┴ろびこ┴コンノナナエ┴真崎総

子┴ただまなみ┴吉野マリ 戦国ヴァンプ（２） 630 ほおのきソラ

ラブカレ　極上メンズ読本！　ＷＨＩＴＥ 420

葉月かなえ┴ろびこ┴那波マオ┴吉野マリ┴

森下温┴阿部あかね┴松田ツネヲ 戦国ヴァンプ（３） 630 ほおのきソラ

ラブカレ　極上メンズ読本！　スーツ男子 420

栄羽弥┴森脇葵┴水槻れん┴琥珀華菜┴

ろびこ┴みかわ咲 戦国ヴァンプ（４） 630 ほおのきソラ

ラブカレ～極上メンズ読本！～ 420

栄羽弥┴真崎総子┴那波マオ┴みかわ咲

┴ろびこ┴桜井真優 戦国ヴァンプ（５） 630 ほおのきソラ

ラブホってる？ 420 御吉晴子 手品先輩（１） 600 アズ

ランパブへ行こう！ 420 真崎総子 手品先輩（２） 600 アズ

リーマンギャンブラーマウス（１） 600 高橋のぼる 手品先輩（３） 600 アズ

リーマンギャンブラーマウス（２） 600 高橋のぼる 手品先輩（４） 600 アズ

リーマンギャンブラーマウス（３） 600 高橋のぼる 手品先輩（５） 630 アズ

リーマンギャンブラーマウス（４） 600 高橋のぼる 手品先輩（６） 630 アズ

リーマンギャンブラーマウス　女体地獄編 700 高橋のぼる 手品先輩（７） 630 アズ

リカレント・ブルー（１） 700

かわらじまコウ┴ｂｍＳＨＩＯ┴ＭｉＣｈ

ａｏ！ 手品先輩（８） 630 アズ

リカレント・ブルー（２） 700

かわらじまコウ┴ｂｍＳＨＩＯ┴ＭｉＣｈ

ａｏ！ 熱響！　乙女フェスティバル（１） 600 平和┴ささのゆゆすけ

リップス（１） 600 船堀斉晃 『ガロ』版鬼太郎夜話　水木しげる漫画大全集（上） 1650 水木しげる

リップス（２） 600 船堀斉晃 『ガロ』版鬼太郎夜話　水木しげる漫画大全集（下） 1650 水木しげる

リップス（３） 600 船堀斉晃 のんのんばあ他　水木しげる漫画大全集 2200 水木しげる

リップス（４） 600 船堀斉晃 ぽけっとまん他　水木しげる漫画大全集 2200 水木しげる┴吉田哲郎┴小栗虫太郎

リトル・ジャンパー（１） 600 高田裕三 ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（１） 2300 水木しげる

リトル・ジャンパー（２） 600 高田裕三 ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（２） 2400 水木しげる

リトル・ジャンパー（３） 600 高田裕三 ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（３） 2800 水木しげる

リトル・ジャンパー（４） 600 高田裕三 ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（４） 2800 水木しげる

リトル・ジャンパー（５） 600 高田裕三 ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（５） 2800 水木しげる



リトル・ジャンパー（６） 600 高田裕三 ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（６） 2800 水木しげる

リトル・ジャンパー（７） 600 高田裕三 フーシギくん他　水木しげる漫画大全集 1900

水木しげる┴浜田廣介┴芥川龍之介┴小泉八

雲┴松谷みよ子

リトル・フォレスト（１） 950 五十嵐大介 マーメイド・ボーイズ（１） 600 さらちよみ

リトル・フォレスト（２） 950 五十嵐大介 マーメイド・ボーイズ（２） 600 さらちよみ

リブライアン’featuring　ＨＩＲＯ『ライアン キス』 400 若武ジョウ┴ＧＯＫＵ マーメイド・ボーイズ（３） 600 さらちよみ

リブライアン’featuring　ＴＡＫＡ『Cafe Libra～カフェ・ライブラ～』 400 成瀬千雪┴ＧＯＫＵ 悪魔くん　水木しげる漫画大全集 2350 水木しげる

リモート（１） 600 天樹征丸┴こしばてつや 縄文少年ヨギ　水木しげる漫画大全集 1700 水木しげる

リモート（２） 600 天樹征丸┴こしばてつや 貸本版墓場鬼太郎　水木しげる漫画大全集（１） 2100 水木しげる┴小泉八雲

リモート（３） 600 天樹征丸┴こしばてつや 貸本版墓場鬼太郎　水木しげる漫画大全集（２） 2400 水木しげる

リモート（４） 600 天樹征丸┴こしばてつや 貸本版墓場鬼太郎　水木しげる漫画大全集（３） 2300 水木しげる

リモート（５） 600 天樹征丸┴こしばてつや 貸本版墓場鬼太郎　水木しげる漫画大全集（４） 2200 水木しげる

リモート（６） 600 天樹征丸┴こしばてつや 貸本版墓場鬼太郎　水木しげる漫画大全集（５） 2500 水木しげる

リモート（７） 600 天樹征丸┴こしばてつや あでやかにあざみ（１） 420 西尚美

リモート（８） 600 天樹征丸┴こしばてつや あでやかにあざみ（２） 420 西尚美

リモート（９） 600 天樹征丸┴こしばてつや あでやかにあざみ（３） 420 西尚美

リモート（１０） 600 天樹征丸┴こしばてつや あでやかにあざみ（４） 420 西尚美

リンガフランカ 600 滝沢麻耶 まひろ体験（１） 420 西尚美

レディ・プラスティック 600 深谷陽 まひろ体験（２） 420 西尚美

れもん白書（１） 500 吉田まゆみ まひろ体験（３） 420 西尚美

れもん白書（２） 500 吉田まゆみ まひろ体験（４） 420 西尚美

れもん白書（３） 500 吉田まゆみ まひろ体験（５） 420 西尚美

レンアイ色素 420 吉井ユウ まひろ体験（６） 420 西尚美

ロスト・ヴァージン・プロジェクト（１） 420 水槻れん まひろ体験（７） 420 西尚美

ロスト・ヴァージン・プロジェクト（２） 420 水槻れん まひろ体験（８） 420 西尚美

ロスト・ヴァージン・プロジェクト（３） 420 永瀬れいこ┴水槻れん まひろ体験（９） 420 西尚美

ロスト・ヴァージン・プロジェクト（４） 420 永瀬れいこ┴水槻れん まひろ体験（１０） 420 西尚美

ロスト・ヴァージン・プロジェクト（５） 420 永瀬れいこ┴水槻れん まひろ体験（１１） 420 西尚美

ロマンスのたまご 420 海野つなみ ＢＵＳＴＥＲ　ＤＲＥＳＳ（１） 420 貞松龍壱

ロマンチック・バーバリアンズ 500 望月玲子 ＢＵＳＴＥＲ　ＤＲＥＳＳ（２） 420 貞松龍壱

ロンタイＢＡＢＹ（１） 500 高口里純 ＢＵＳＴＥＲ　ＤＲＥＳＳ（３） 420 貞松龍壱

ロンタイＢＡＢＹ（２） 500 高口里純 ＢＵＳＴＥＲ　ＤＲＥＳＳ（４） 420 貞松龍壱

ロンタイＢＡＢＹ（３） 500 高口里純 おしえて先生、恋の仕方 420

相川ヒロ┴見崎なつみ┴七海のじ┴霧花じゃこ┴

岡野セキ

ロンタイＢＡＢＹ（４） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（１） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（５） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（２） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（６） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（３） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（７） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（４） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（８） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（５） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（９） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（６） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（１０） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（７） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（１１） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（８） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（１２） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（９） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（１３） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（１０） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（１４） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（１１） 420 新川直司

ロンタイＢＡＢＹ（１５） 500 高口里純 さよなら私のクラマー（１２） 420 新川直司

ワガママな野獣　やぁん！（１） 400 西川かおり さよなら私のクラマー（１３） 420 新川直司

ワガママな野獣　やぁん！（２） 400 西川かおり さよなら私のクラマー（１４） 420 新川直司

わくわくファンタジア 500 高橋千鶴 ぼっちアルバム（１） 600 ひらいたけし

わたしが死んだ夜 400 曽祢まさこ カンブリア（１） 420 渡嘉敷拓

わたしと彼と彼の恋 420 くりはら美佳 カンブリア（２） 420 渡嘉敷拓

わたしのからだ わたしのねだん 420 堺湊┴芹沢由紀子 カンブリア（３） 420 渡嘉敷拓

ワッハマン（１） 600 あさりよしとお ボクは宇宙人に恋をした。 420 亜南くじら

ワッハマン（２） 600 あさりよしとお 四月は君の嘘Ｃｏｄａ 420 新川直司

ワッハマン（３） 600 あさりよしとお 少女　新装版 500 湊かなえ┴岩下慶子

ワッハマン（４） 600 あさりよしとお 戦国学園（１） 420 伊藤イット

ワッハマン（５） 600 あさりよしとお 戦国学園（２） 420 伊藤イット

ワッハマン（６） 600 あさりよしとお 新武者ガンダム　七人の超将軍（１） 500 神田正宏┴クラフト団┴大河原邦夫

ワッハマン（７） 600 あさりよしとお 新武者ガンダム　七人の超将軍（２） 500 神田正宏┴クラフト団┴大河原邦夫

ワッハマン（８） 600 あさりよしとお ＳＤ　武者ガンダム風雲録（１） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

ワッハマン（９） 600 あさりよしとお ＳＤ　武者ガンダム風雲録（２） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

ワッハマン（１０） 600 あさりよしとお ＳＤ　武者ガンダム風雲録（３） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

ワッハマン（１１） 600 あさりよしとお ＳＤ　武者ガンダム風雲録（４） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

われナベにとじブタ 420 あまねかずみ ＳＤ　武者ガンダム風雲録（５） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

ワン・モア・バレンタイン 500 目白花子 ＳＤ　武者ガンダム風雲録（６） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

ワンペイジ・ワンタイム 500 もりたゆうこ ＳＤ　武者ガンダム風雲録（７） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

哀しい気分ＤＥ失恋倶楽部 420 愛本みずほ ＳＤ　武者ガンダム風雲録（８） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

愛さずにはいられない（１） 420 松本美緒 ＳＤ　武者ガンダム風雲録（９） 500

やまと虹一┴クラフト団┴横井孝二（レイアップ）

┴大河原邦男

愛さずにはいられない（２） 420 松本美緒 ＳＤガンダム外伝　特別版　騎士ガンダム物語（１） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛してる（１） 500 もりたゆうこ ＳＤガンダム外伝　特別版　騎士ガンダム物語（２） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛してる（２） 500 もりたゆうこ ＳＤガンダム外伝　特別版　騎士ガンダム物語（３） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛してる（３） 500 もりたゆうこ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（１） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛してる（４） 500 もりたゆうこ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（２） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛してる（５） 500 もりたゆうこ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（３） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛してる（６） 500 もりたゆうこ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（４） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛の大奥　華迷宮 400 浦川まさる＆佳弥 ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（５） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛の大奥　吉宗悲恋 呪われた姫君 400 良歩五郎┴あさみさとる┴ＭｉＣｈａｏ！ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（６） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛の大奥　犬将軍綱吉への復讐 400 良歩五郎┴富沢みどり┴ＭｉＣｈａｏ！ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（７） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛の大奥　将軍家光が愛したキリシタン 400

良歩五郎┴井出智香恵┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（８） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛の大奥　篤姫 密命を帯びた花嫁 400

良歩五郎┴佐々木みすず┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（９） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛の大奥　お世継ぎ毒殺！？天英院vs月光院 400

良歩五郎┴井出智香恵┴富沢みどり┴Ｍ

ｉＣｈａｏ！ ＳＤガンダム外伝　騎士ガンダム物語（１０） 500

ほしの竜一┴伴内弁太┴横井孝二┴桧山智幸

（レイアップ）

愛を許さないで 420 森谷幸子 はじめての田中論理 420 船津紳平

逢う魔が時 420 はざまもり アキバタリアン（１） 600 稲船敬二┴ＴＡＴＳＵＢＯＮ

悪女（わる）（１） 480 深見じゅん アキバタリアン（２） 600 稲船敬二┴ＴＡＴＳＵＢＯＮ

悪女（わる）（２） 480 深見じゅん 神食の値段（１） 600 ゆづか正成

悪女（わる）（３） 480 深見じゅん 神食の値段（２） 600 ゆづか正成



悪女（わる）（４） 480 深見じゅん 公式ガイドブック　四月は君の嘘　Ｐｒｅｌｕｄｅ 700 新川直司

悪女（わる）（５） 480 深見じゅん 彼女と彼女の猫 600 新海誠┴山口つばさ

悪女（わる）（６） 480 深見じゅん 探偵プロビデンス　迷宮事件解明録 600 外木寸

悪女（わる）（７） 480 深見じゅん 残念なキャプテンとわがままな王様たち（１） 600 あづち涼

悪女（わる）（８） 480 深見じゅん 残念なキャプテンとわがままな王様たち（２） 600 あづち涼

悪女（わる）（９） 480 深見じゅん 流星傘下（１） 600 ミナヅキアキラ

悪女（わる）（１０） 480 深見じゅん 流星傘下（２） 600 ミナヅキアキラ

悪女（わる）（１１） 480 深見じゅん 流星傘下（３） 600 ミナヅキアキラ

悪女（わる）（１２） 480 深見じゅん 発症区（１） 620 いとまん

悪女（わる）（１３） 480 深見じゅん 発症区（２） 620 いとまん

悪女（わる）（１４） 480 深見じゅん 発症区（３） 650 いとまん

悪女（わる）（１５） 480 深見じゅん 空のカイン（１） 600 険持ちよ

悪女（わる）（１６） 480 深見じゅん 空のカイン（２） 600 険持ちよ

悪女（わる）（１７） 480 深見じゅん 芝ノ上ジャンクション（１） 600 谷古宇剛

悪女（わる）（１８） 480 深見じゅん 芝ノ上ジャンクション（２） 600 谷古宇剛

悪女（わる）（１９） 480 深見じゅん マンガ家再入門（１） 850 中川いさみ

悪女（わる）（２０） 480 深見じゅん マンガ家再入門（２） 850 中川いさみ

悪女（わる）（２１） 480 深見じゅん マンガ家再入門（３） 850 中川いさみ

悪女（わる）（２２） 480 深見じゅん マンガ家再入門（４） 850 中川いさみ

悪女（わる）（２３） 480 深見じゅん 魔法つかいプリキュア！　プリキュアコレクション（１） 600 東堂いづみ┴上北ふたご

悪女（わる）（２４） 480 深見じゅん 魔法つかいプリキュア！　プリキュアコレクション（２） 600 東堂いづみ┴上北ふたご

悪女（わる）（２５） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（１） 420 西尚美

悪女（わる）（２６） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（２） 420 西尚美

悪女（わる）（２７） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（３） 420 西尚美

悪女（わる）（２８） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（４） 420 西尚美

悪女（わる）（２９） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（５） 420 西尚美

悪女（わる）（３０） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（６） 420 西尚美

悪女（わる）（３１） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（７） 420 西尚美

悪女（わる）（３２） 480 深見じゅん お姑さまといわれても（８） 420 西尚美

悪女（わる）（３３） 480 深見じゅん 「忍法秘話」掲載作品〔全〕　水木しげる漫画大全集 1900 水木しげる

悪女（わる）（３４） 480 深見じゅん たんぽ（１） 420 若宮弘明

悪女（わる）（３５） 480 深見じゅん たんぽ（２） 420 若宮弘明

悪女（わる）（３６） 480 深見じゅん たんぽ（３） 420 若宮弘明

悪女（わる）（３７） 480 深見じゅん たんぽ（４） 420 若宮弘明

悪魔のほほえみ 420 菊川近子 たんぽ（５） 420 若宮弘明

悪魔の十三夜（１） 400 曽祢まさこ たんぽ（６） 420 若宮弘明

悪魔の十三夜（２） 400 曽祢まさこ ウチの使い魔がすみません（１） 600 櫓刃鉄火

悪魔は眠らず 420 菊川近子 ウチの使い魔がすみません（２） 600 櫓刃鉄火

綾音は女子高生　イッてきま～す！（１） 500 塚本知子┴ＭｉＣｈａｏ！ ウチの使い魔がすみません（３） 600 櫓刃鉄火

綾音は女子高生　イッてきま～す！（２） 500 塚本知子┴ＭｉＣｈａｏ！ ウチの使い魔がすみません（４） 600 櫓刃鉄火

闇夜の恋人 420 菊川近子 ウチの使い魔がすみません（５） 630 櫓刃鉄火

意地悪 500 篠有紀子 ウチの使い魔がすみません（６） 630 櫓刃鉄火

一瞬の季節 420 おおにし真 ウチの使い魔がすみません（７） 660 櫓刃鉄火

一生（かずお）！（１） 600 太田垣康男 ウチの使い魔がすみません（８） 660 櫓刃鉄火

一生（かずお）！（２） 600 太田垣康男 ウチの使い魔がすみません（９） 660 櫓刃鉄火

一生（かずお）！（３） 600 太田垣康男 ウチの使い魔がすみません（１０） 680 櫓刃鉄火

一生（かずお）！（４） 600 太田垣康男 ウチの使い魔がすみません（１１） 680 櫓刃鉄火

淫魔よ踊れ、僕の舌で（１） 400 安宅十也 コケカキイキイ他　水木しげる漫画大全集 2000 水木しげる

淫魔よ踊れ、僕の舌で（２） 400 安宅十也 バーバーハーバーＮＧ 648 小池田マヤ

宇宙家族カールビンソンSC完全版（１） 600 あさりよしとお ベイビーゴッド　残虐と純情のメジェドさま（１） 420 瀬上あきら

宇宙家族カールビンソンSC完全版（２） 600 あさりよしとお ベイビーゴッド　残虐と純情のメジェドさま（２） 420 瀬上あきら

宇宙家族カールビンソンSC完全版（３） 600 あさりよしとお ベイビーゴッド　残虐と純情のメジェドさま（３） 420 瀬上あきら

宇宙家族カールビンソンSC完全版（４） 600 あさりよしとお ベイビー・ワールドエンド（１） 420 堀内厚徳

宇宙家族カールビンソンSC完全版（５） 600 あさりよしとお ベイビー・ワールドエンド（２） 420 堀内厚徳

宇宙家族カールビンソンSC完全版（６） 600 あさりよしとお ベイビー・ワールドエンド（３） 420 堀内厚徳

宇宙家族カールビンソンSC完全版（７） 600 あさりよしとお ベイビー・ワールドエンド（４） 420 堀内厚徳

宇宙家族カールビンソンSC完全版（８） 600 あさりよしとお 七つの大罪　キングのまんが道（１） 420 鈴木央┴小野大空

宇宙家族カールビンソンSC完全版（９） 600 あさりよしとお 七つの大罪　キングのまんが道（２） 420 鈴木央┴小野大空

宇宙家族カールビンソンSC完全版（１０） 600 あさりよしとお 七つの大罪　キングのまんが道（３） 420 鈴木央┴小野大空

宇宙家族カールビンソンSC完全版（１１） 600 あさりよしとお 世界怪奇シリーズ〔全〕／サラリーマン死神〔全〕他　水木しげる漫画大全 1850 水木しげる

宇宙兄弟（１） 660 小山宙哉 今日のミカド☆（１） 600 高橋祐

宇宙兄弟（２） 660 小山宙哉 今日のミカド☆（２） 600 高橋祐

宇宙兄弟（３） 660 小山宙哉 戦記短編集　幽霊艦長他　水木しげる漫画大全集 2100 水木しげる

宇宙兄弟（４） 660 小山宙哉 東海道四谷怪談／耳なし芳一　水木しげる漫画大全集 2100 水木しげる

宇宙兄弟（５） 660 小山宙哉 貸本戦記漫画集　戦場の誓い他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

宇宙兄弟（６） 660 小山宙哉 貸本漫画集　ロケットマン他　水木しげる漫画大全集 2100 水木しげる

宇宙兄弟（７） 660 小山宙哉 貸本漫画集　怪獣ラバン他　水木しげる漫画大全集 2100 水木しげる

宇宙兄弟（８） 660 小山宙哉 貸本漫画集　地底の足音他　水木しげる漫画大全集 1700 水木しげる

宇宙兄弟（９） 660 小山宙哉 貸本漫画集　化烏他　水木しげる漫画大全集 1900 水木しげる

宇宙兄弟（１０） 660 小山宙哉 貸本漫画集　花の流れ星他　水木しげる漫画大全集 1850 水木しげる

宇宙兄弟（１１） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（１） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１２） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（２） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１３） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（３） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１４） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（４） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１５） 650 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（５） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１６） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（６） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１７） 650 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（７） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１８） 650 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（８） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（１９） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（９） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（２０） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（１０） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（２１） 650 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（１１） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（２２） 660 小山宙哉 超戦士　ガンダム野郎（１２） 500 やまと虹一┴クラフト団┴大河原邦男

宇宙兄弟（２３） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（１） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（２４） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（２） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（２５） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（３） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（２６） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（４） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（２７） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（５） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（２８） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（６） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（２９） 660 小山宙哉 ＣＲＯＳＳ　ＯＶＥＲ（７） 420 瀬尾公治

宇宙兄弟（３０） 660 小山宙哉 ＬＡＳＴＭＡＮ－ラストマン－（１） 420 二宮裕次

宇宙兄弟（３１） 650 小山宙哉 ＬＡＳＴＭＡＮ－ラストマン－（２） 420 二宮裕次

宇宙兄弟（３２） 650 小山宙哉 ＬＡＳＴＭＡＮ－ラストマン－（３） 420 二宮裕次

宇宙兄弟（３３） 660 小山宙哉 ＱＢかりん　警視庁特殊ＳＰ班（１） 500 西山優里子

宇宙兄弟（３４） 660 小山宙哉 ＱＢかりん　警視庁特殊ＳＰ班（２） 500 西山優里子

宇宙兄弟（３５） 660 小山宙哉 ＱＢかりん　警視庁特殊ＳＰ班（３） 500 西山優里子

宇宙兄弟（３６） 660 小山宙哉 ＱＢかりん　警視庁特殊ＳＰ班（４） 500 西山優里子

宇宙兄弟（３７） 650 小山宙哉

昭和元禄落語心中【アマゾン限定描き下ろし購入特典ペーパー付き】

（１０） 600 雲田はるこ

宇宙兄弟（３８） 660 小山宙哉 亀のジョンソン 600 大島安希子

宇宙兄弟（３９） 650 小山宙哉 亀のジョンソン【アマゾン限定描き下ろし購入特典ペーパー付き】 600 大島安希子

宇宙兄弟（４０） 650 小山宙哉 この剣が月を斬る（１） 420 堀内厚徳

宇宙兄弟（４１） 660 小山宙哉 この剣が月を斬る（２） 420 堀内厚徳

宇宙兄弟（４２） 660 小山宙哉 この剣が月を斬る（３） 420 堀内厚徳

嘘つきな彼女 420 清野静流 オイレンシュピーゲル（１） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル

英国少年　寄宿舎でつかまえろ！（１） 500 高橋ミサ オイレンシュピーゲル（２） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル

英国少年　寄宿舎でつかまえろ！（２） 500 高橋ミサ┴ＭｉＣｈａｏ！ オイレンシュピーゲル（３） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル

駅員ジョニー（１） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる オイレンシュピーゲル（４） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル

駅員ジョニー（２） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる オイレンシュピーゲル（５） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル

駅員ジョニー（３） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる オイレンシュピーゲル（６） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル



駅員ジョニー（４） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる オイレンシュピーゲル（７） 600 冲方丁┴二階堂ヒカル

駅員ジョニー（５） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる 美少年探偵団（１） 600 西尾維新┴小田すずか┴キナコ

駅員ジョニー（６） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる 美少年探偵団（２） 600 西尾維新┴小田すずか┴キナコ

駅員ジョニー（７） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる 美少年探偵団（３） 600 西尾維新┴小田すずか┴キナコ

越後荒川堂夜話（１） 952 石坂和道 美少年探偵団（４） 600 小田すずか┴西尾維新┴キナコ

猿ロック（１） 600 芹沢直樹 美少年探偵団（５） 600 小田すずか┴西尾維新┴キナコ

猿ロック（２） 600 芹沢直樹 Ｄｒ．プリズナー（１） 420 石川小松┴上田敦夫

猿ロック（３） 600 芹沢直樹 Ｄｒ．プリズナー（２） 420 石川小松┴上田敦夫

猿ロック（４） 600 芹沢直樹 Ｄｒ．プリズナー（３） 420 石川小松┴上田敦夫

猿ロック（５） 600 芹沢直樹 Ｄｒ．プリズナー（４） 420 石川小松┴上田敦夫

猿ロック（６） 600 芹沢直樹 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　Ｓ（１） 420 真島ヒロ

猿ロック（７） 600 芹沢直樹 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　Ｓ（２） 420 真島ヒロ

猿ロック（８） 600 芹沢直樹 なんくる姉さん（１） 602 久米田康治┴ヤス

猿ロック（９） 600 芹沢直樹 なんくる姉さん（２） 602 久米田康治┴ヤス

猿ロック（１０） 600 芹沢直樹 なんくる姉さん（３） 602 久米田康治┴ヤス

猿ロック（１１） 600 芹沢直樹 なんくる姉さん（４） 630 ヤス┴久米田康治

猿ロック（１２） 600 芹沢直樹 なんくる姉さん（５） 630 ヤス┴久米田康治

猿ロック（１３） 600 芹沢直樹 やおろちの巫女さん（１） 602 武月睦

猿ロック（１４） 600 芹沢直樹 やおろちの巫女さん（２） 602 武月睦

猿ロック（１５） 600 芹沢直樹 やおろちの巫女さん（３） 602 武月睦

猿ロック（１６） 600 芹沢直樹 やおろちの巫女さん（４） 602 武月睦

猿ロック（１７） 600 芹沢直樹 アダチケイジ大全集　Ｔｈｅ　ＤＲＩＦＴＥＲＳ 829 アダチケイジ

猿ロック（１８） 600 芹沢直樹 ガタガール（１） 600 小原ヨシツグ

猿ロック（１９） 600 芹沢直樹 ガタガール（２） 600 小原ヨシツグ

猿ロック（２０） 600 芹沢直樹 ゲレクシス（１） 600 古谷実

猿ロック（２１） 600 芹沢直樹 ゲレクシス（２） 600 古谷実

猿ロック（２２） 600 芹沢直樹 ルシエルナガ（１） 600 イダタツヒコ┴Ｋｆａｃｅ

遠い放課後 420 立原あゆみ ルシエルナガ（２） 600 イダタツヒコ┴Ｋｆａｃｅ

王様のタマゴ 420 はやかわともこ 社畜！　修羅コーサク（１） 602 江戸パイン

沖ノ澤グラフィティ（１） 420 庄司陽子 社畜！　修羅コーサク（２） 602 江戸パイン

沖ノ澤グラフィティ（２） 420 庄司陽子 祕十村（１） 602 宗方馨┴白輝蓮

沖ノ澤グラフィティ（３） 420 庄司陽子 祕十村（２） 602 宗方馨┴白輝蓮

俺と悪魔のブルーズ　迷い児の十字路（１） 666 平本アキラ 祕十村（３） 620 宗方馨┴白輝蓮

俺と悪魔のブルーズ　３２口径を右手に（２） 666 平本アキラ 赤い糸ください（１） 420 さつきしろろ

俺と悪魔のブルーズ　禁酒の町（３） 666 平本アキラ 赤い糸ください（２） 420 さつきしろろ

俺と悪魔のブルーズ　地獄の猟犬に奢れ（４） 666 平本アキラ 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（１） 660 蔵石ユウ┴イナベカズ┴水谷健吾

俺と悪魔のブルーズ 夜更けの彷徨 （５） 666 平本アキラ 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（２） 602 蔵石ユウ┴イナベカズ┴水谷健吾

化石の島 420 高階良子 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（３） 602 蔵石ユウ┴イナベカズ┴水谷健吾

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（４） 602 蔵石ユウ┴イナベカズ┴水谷健吾

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（５） 602 蔵石ユウ┴イナベカズ┴水谷健吾

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（３） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（６） 630 イナベカズ┴蔵石ユウ┴水谷健吾

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（４） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 食糧人類－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ－（７） 660 イナベカズ┴蔵石ユウ┴水谷健吾

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（５） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 ＡＬＬ　ＯＵＴ！！　オフィシャルキャラクターブック　公式選手名鑑 880 雨瀬シオリ

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（６） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 ＤＮＡは教えてくれない（１） 600 みんたろう

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（７） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 ＤＮＡは教えてくれない（２） 600 みんたろう

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（８） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 レオン　上 500 大倉かおり┴清智英

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（９） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 レオン　下 500 大倉かおり┴清智英

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１０） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 冷たい校舎の時は止まる（１） 600 辻村深月┴新川直司

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１１） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 冷たい校舎の時は止まる（２） 600 辻村深月┴新川直司

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１２） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 冷たい校舎の時は止まる（３） 600 辻村深月┴新川直司

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１３） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 冷たい校舎の時は止まる（４） 600 辻村深月┴新川直司

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１４） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 ディアスポリス－異邦警察－９９９篇 630 すぎむらしんいち┴リチャード・ウー

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１５） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ　Ｆａｎｔａｓｙ　東離劍遊紀（１） 600 虚淵玄（ニトロプラス）┴佐久間結衣

仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１６） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ　Ｆａｎｔａｓｙ　東離劍遊紀（２） 600 虚淵玄（ニトロプラス）┴佐久間結衣

仮面天使（１） 600 若菜将平 Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ　Ｆａｎｔａｓｙ　東離劍遊紀（３） 600 虚淵玄（ニトロプラス）┴佐久間結衣

仮面天使（２） 600 若菜将平 Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ　Ｆａｎｔａｓｙ　東離劍遊紀（４） 600 佐久間結衣┴虚淵玄（ニトロプラス）

仮面天使（３） 600 若菜将平 マリー・アントワネット 750 惣領冬実

仮面天使（４） 600 若菜将平

３０動詞でおどろくほどカンタンに話せるようになる　マンガで英会話 ～Ａ

ＮＧＲＹ　ＢＩＲＤＳ　ＳＴＥＬＬＡ～ 1200 ハタノヒヨコ┴木村達哉┴ロビオエンターテインメント

仮面天使（５） 600 若菜将平 『ぼくら』版カッパの三平他　水木しげる漫画大全集 1800 水木しげる

加治隆介の議（１） 600 弘兼憲史 カンベンしてちょ！（１） 420 木村千歌

加治隆介の議（２） 600 弘兼憲史 カンベンしてちょ！（２） 420 木村千歌

加治隆介の議（３） 600 弘兼憲史 カンベンしてちょ！（３） 420 木村千歌

加治隆介の議（４） 600 弘兼憲史 カンベンしてちょ！（４） 420 木村千歌

加治隆介の議（５） 600 弘兼憲史 カンベンしてちょ！（５） 420 木村千歌

加治隆介の議（６） 600 弘兼憲史 デスペナ（１） 600 押川雲太朗┴江戸川エドガワ

加治隆介の議（７） 600 弘兼憲史 デスペナ（２） 600 押川雲太朗┴江戸川エドガワ

加治隆介の議（８） 600 弘兼憲史 デスペナ（３） 600 押川雲太朗┴江戸川エドガワ

加治隆介の議（９） 600 弘兼憲史 ルート２２５ 600 藤野千夜┴志村貴子

加治隆介の議（１０） 600 弘兼憲史 不思議シリーズ〔全〕　水木しげる漫画大全集 1800 水木しげる

加治隆介の議（１１） 600 弘兼憲史 妖怪変化シリーズ〔全〕　水木しげる漫画大全集 2050 水木しげる

加治隆介の議（１２） 600 弘兼憲史 斬り介とジョニー四百九十九人斬り 619 榎本俊二

加治隆介の議（１３） 600 弘兼憲史 木槌の誘い　水木しげる漫画大全集 1800 水木しげる

加治隆介の議（１４） 600 弘兼憲史 沖田総司他　付四コマ漫画　水木しげる漫画大全集 1900 水木しげる

加治隆介の議（１５） 600 弘兼憲史 猫楠他　水木しげる漫画大全集 2100 水木しげる

加治隆介の議（１６） 600 弘兼憲史 神木兄弟おことわり（１） 420 恩田ゆじ

加治隆介の議（１７） 600 弘兼憲史 神木兄弟おことわり（２） 420 恩田ゆじ

加治隆介の議（１８） 600 弘兼憲史 神木兄弟おことわり（３） 420 恩田ゆじ

加治隆介の議（１９） 600 弘兼憲史 神木兄弟おことわり（４） 420 恩田ゆじ

加治隆介の議（２０） 600 弘兼憲史 神木兄弟おことわり（５） 420 恩田ゆじ

夏★休み･･･満喫！ラブコメ・リゾート♪ 400

アザミユウコ┴冬凪れく┴石崎真信┴よこやま

ちちゃ┴香乃呼ゆり┴大久保ニュー┴江崎サ

トウ 神木兄弟おことわり（６） 420 恩田ゆじ

夏がいそいでる 420 池沢理美 神秘家水木しげる伝　水木しげる漫画大全集 1650 水木しげる

夏子の酒（１） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（１） 420 内海八重

夏子の酒（２） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（２） 420 内海八重

夏子の酒（３） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（３） 420 内海八重

夏子の酒（４） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（４） 420 内海八重

夏子の酒（５） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（５） 420 内海八重

夏子の酒（６） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（６） 420 内海八重

夏子の酒（７） 600 尾瀬あきら 骨が腐るまで（７） 420 内海八重

夏子の酒（８） 600 尾瀬あきら １００万の命の上に俺は立っている（１） 420 奈央晃徳┴山川直輝

夏子の酒（９） 600 尾瀬あきら １００万の命の上に俺は立っている（２） 420 奈央晃徳┴山川直輝

夏子の酒（１０） 600 尾瀬あきら １００万の命の上に俺は立っている（３） 420 奈央晃徳┴山川直輝

夏子の酒（１１） 600 尾瀬あきら １００万の命の上に俺は立っている（４） 420 奈央晃徳┴山川直輝

夏子の酒（１２） 600 尾瀬あきら １００万の命の上に俺は立っている（５） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花かんざし捕物帖（１） 700 山田風太郎┴島崎譲┴ＭｉＣｈａｏ！ １００万の命の上に俺は立っている（６） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花かんざし捕物帖（２） 700 山田風太郎┴島崎譲┴ＭｉＣｈａｏ！ １００万の命の上に俺は立っている（７） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花かんざし捕物帖（３） 700 山田風太郎┴島崎譲┴ＭｉＣｈａｏ！ １００万の命の上に俺は立っている（８） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花かんざし捕物帖（４） 700 山田風太郎┴島崎譲┴ＭｉＣｈａｏ！ １００万の命の上に俺は立っている（９） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花かんざし捕物帖（５） 700 山田風太郎┴島崎譲┴ＭｉＣｈａｏ！ １００万の命の上に俺は立っている（１０） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花かんざし捕物帖（６） 700 山田風太郎┴島崎譲┴ＭｉＣｈａｏ！ １００万の命の上に俺は立っている（１１） 420 奈央晃徳┴山川直輝

花ごよみ病院の人々（１） 420 愛本みずほ １００万の命の上に俺は立っている（１２） 450 奈央晃徳┴山川直輝

花ごよみ病院の人々（２） 420 愛本みずほ １００万の命の上に俺は立っている（１３） 450 奈央晃徳┴山川直輝

花とみつばち（１） 600 安野モヨコ １００万の命の上に俺は立っている（１４） 450 奈央晃徳┴山川直輝

花とみつばち（２） 600 安野モヨコ １００万の命の上に俺は立っている（１５） 450 奈央晃徳┴山川直輝

花とみつばち（３） 600 安野モヨコ 神秘家列伝　水木しげる漫画大全集（上） 1950 水木しげる

花とみつばち（４） 600 安野モヨコ 神秘家列伝　水木しげる漫画大全集（中） 1800 水木しげる

花とみつばち（５） 600 安野モヨコ 神秘家列伝　水木しげる漫画大全集（下） 1900 水木しげる



花とみつばち（６） 600 安野モヨコ 貸本版河童の三平　水木しげる漫画大全集（上） 1750 水木しげる

花とみつばち（７） 600 安野モヨコ 貸本版河童の三平　水木しげる漫画大全集（下） 2250 水木しげる

花のうた（１） 600 守村大 あのなつ。（１） 630 チカ

花のうた（２） 600 守村大 あのなつ。（２） 630 チカ

花のうた（３） 600 守村大 あのなつ。（３） 630 チカ

花のうた（４） 600 守村大 あのなつ。（４） 630 チカ

花のうた（５） 600 守村大 あのなつ。（５） 630 チカ

花のうた（６） 600 守村大 やさしくないキミが好き 420 斉木優

花のうた（７） 600 守村大

コンクリート・レボルティオ　超人幻想　外伝　魔法少女天下御免！

（１） 600

ＢＯＮＥＳ・會川 昇┴名護ムツキ┴鐘弘亜樹

┴いとうのいぢ

花まるカンパニー 420 秋元奈美 ダイヤのＢ！！　青道高校吹奏楽部　ａｃｔ２（１） 420 寺嶋裕二┴馬籠ヤヒロ

茄子（１） 600 黒田硫黄 ダイヤのＢ！！　青道高校吹奏楽部　ａｃｔ２（２） 420 寺嶋裕二┴馬籠ヤヒロ

茄子（２） 600 黒田硫黄 ぐるぐるメガネ 420 根本一輝

茄子（３） 600 黒田硫黄 ロケットマン（１） 420 加藤元浩

課長 島耕作（１） 600 弘兼憲史 ロケットマン（２） 420 加藤元浩

課長 島耕作（２） 600 弘兼憲史 ロケットマン（３） 420 加藤元浩

課長 島耕作（３） 600 弘兼憲史 ロケットマン（４） 420 加藤元浩

課長 島耕作（４） 600 弘兼憲史 ロケットマン（５） 420 加藤元浩

課長 島耕作（５） 600 弘兼憲史 ロケットマン（６） 420 加藤元浩

課長 島耕作（６） 600 弘兼憲史 ロケットマン（７） 420 加藤元浩

課長 島耕作（７） 600 弘兼憲史 ロケットマン（８） 420 加藤元浩

課長 島耕作（８） 600 弘兼憲史 ロケットマン（９） 420 加藤元浩

課長 島耕作（９） 600 弘兼憲史 ロケットマン（１０） 420 加藤元浩

課長 島耕作（１０） 600 弘兼憲史 活字中毒者の魔本探索、あるいは裏図書館のこと　―マホタン― 600 伊咲ウタ

課長 島耕作（１１） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（１） 450 玉島ノン

課長 島耕作（１２） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（２） 450 玉島ノン

課長 島耕作（１３） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（３） 450 玉島ノン

課長 島耕作（１４） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（４） 450 玉島ノン

課長 島耕作（１５） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（５） 450 玉島ノン

課長 島耕作（１６） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（６） 450 玉島ノン

課長 島耕作（１７） 600 弘兼憲史 モエカレはオレンジ色（７） 450 玉島ノン

我が家のささえ（１） 600 田中誠 モエカレはオレンジ色（８） 420 玉島ノン

我が家のささえ（２） 600 田中誠 モエカレはオレンジ色（９） 450 玉島ノン

我が家のささえ（３） 600 田中誠 モエカレはオレンジ色（１０） 450 玉島ノン

我が家のささえ（４） 600 田中誠 モエカレはオレンジ色（１１） 450 玉島ノン

我らの流儀（１） 600 大武ユキ モエカレはオレンジ色（１２） 450 玉島ノン

我らの流儀（２） 600 大武ユキ モエカレはオレンジ色（１３） 450 玉島ノン

我らの流儀（３） 600 大武ユキ 千秋センパイの言うとおり 420 三月ソラ

快感スタイリング 420 美咲さくや 告白びより 420 中村ひなた

快感トラップ 420 倉持マリ 市ノ瀬兄弟はガマンできない （１） 420 桜井真優

快晴高校女子応援団　ちあ！（１） 600 名峰礼司 市ノ瀬兄弟はガマンできない （２） 420 桜井真優

快晴高校女子応援団　ちあ！（２） 600 名峰礼司 私だってモテてみたい 420

ぢゅん子┴斉木優┴三月ソラ┴中村ひなた┴比

乃キオ┴長岡みう┴柚井ふうこ┴七海のじ

快晴高校女子応援団　ちあ！（３） 600 名峰礼司 妻に恋する６６の方法（１） 600 福満しげゆき

快晴高校女子応援団　ちあ！（４） 600 名峰礼司 妻に恋する６６の方法（２） 600 福満しげゆき

快晴高校女子応援団　ちあ！（５） 600 名峰礼司 妻に恋する６６の方法（３） 600 福満しげゆき

怪　霊体験日記（１） 420 成毛厚子 妻に恋する６６の方法（４） 600 福満しげゆき

怪　霊体験日記（２） 420 成毛厚子 妻に恋する６６の方法（５） 600 福満しげゆき

怪盗セイント・テール（１） 420 立川恵 妻に恋する６６の方法（６） 630 福満しげゆき

怪盗セイント・テール（２） 420 立川恵 ＴＲＩＣＫＳＴＥＲ（１） 420

Ｊｏｒｄａｎ森杉┴ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ┴マ

ントヒヒ・ビンタ┴吉田恵里香

怪盗セイント・テール（３） 420 立川恵 ＴＲＩＣＫＳＴＥＲ（２） 420

Ｊｏｒｄａｎ森杉┴ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ┴マ

ントヒヒ・ビンタ┴吉田恵里香

怪盗セイント・テール（４） 420 立川恵 新装版　ミュージアム　完本（上） 800 巴亮介

怪盗セイント・テール（５） 420 立川恵 新装版　ミュージアム　完本（下） 800 巴亮介

怪盗セイント・テール（６） 420 立川恵 ライフ２　ギバーテイカー（１） 710 すえのぶけいこ

怪盗セイント・テール（７） 420 立川恵 ライフ２　ギバーテイカー（２） 680 すえのぶけいこ

魁！！クロマティ高校（１） 420 野中英次 ライフ２　ギバーテイカー（３） 680 すえのぶけいこ

魁！！クロマティ高校（２） 420 野中英次 ライフ２　ギバーテイカー（４） 680 すえのぶけいこ

魁！！クロマティ高校（３） 420 野中英次 ライフ２　ギバーテイカー（５） 730 すえのぶけいこ

魁！！クロマティ高校（４） 420 野中英次 ライフ２　ギバーテイカー（６） 770 すえのぶけいこ

魁！！クロマティ高校（５） 420 野中英次 猫はよみがえる（１） 602 高橋翔馬┴三石メガネ

魁！！クロマティ高校（６） 420 野中英次 猫はよみがえる（２） 602 高橋翔馬┴三石メガネ

魁！！クロマティ高校（７） 420 野中英次 猫はよみがえる（３） 602 高橋翔馬┴三石メガネ

魁！！クロマティ高校（８） 420 野中英次 君と時計と嘘の塔（１） 600 綾崎隼┴西ノ木はら┴ｐｏｍｏｄｏｒｏｓａ

魁！！クロマティ高校（９） 420 野中英次 君と時計と嘘の塔（２） 600 綾崎隼┴西ノ木はら┴ｐｏｍｏｄｏｒｏｓａ

魁！！クロマティ高校（１０） 420 野中英次 君と時計と嘘の塔（３） 600 綾崎隼┴西ノ木はら┴ｐｏｍｏｄｏｒｏｓａ

魁！！クロマティ高校（１１） 420 野中英次 ホカヒビト（１） 600 北森サイ

魁！！クロマティ高校（１２） 420 野中英次 ホカヒビト（２） 600 北森サイ

魁！！クロマティ高校（１３） 420 野中英次 涙雨とセレナーデ（１） 600 河内遙

魁！！クロマティ高校（１４） 420 野中英次 涙雨とセレナーデ（２） 600 河内遙

魁！！クロマティ高校（１５） 420 野中英次 涙雨とセレナーデ（３） 600 河内遙

魁！！クロマティ高校（１６） 420 野中英次 涙雨とセレナーデ（４） 600 河内遙

魁！！クロマティ高校（１７） 420 野中英次 涙雨とセレナーデ（５） 600 河内遙

海の大陸ＮＯＡ（１） 420 じゅきあきら・Ｔ・ 涙雨とセレナーデ（６） 600 河内遙

海の大陸ＮＯＡ（２） 420 じゅきあきら・Ｔ・ 涙雨とセレナーデ（７） 600 河内遙

海の大陸ＮＯＡ（３） 420 じゅきあきら 涙雨とセレナーデ（８） 600 河内遙

海の大陸ＮＯＡ×(カケル)（１） 500 じゅきあきら・Ｔ・ 涙雨とセレナーデ（９） 660 河内遙

海の大陸ＮＯＡ×(カケル)（２） 500 じゅきあきら・Ｔ・ 涙雨とセレナーデ（１０） 660 河内遙

海の大陸ＮＯＡ×(カケル)（３） 500 じゅきあきら・Ｔ・ 聲の形　公式ファンブック 800 大今良時

海の大陸ＮＯＡ×(カケル)（４） 500 じゅきあきら・Ｔ・ 魔嬢っ子リーナの不思議大作戦（１） 600 原田重光┴松浦まどか

海の大陸ＮＯＡ＋（１） 420 じゅきあきら・Ｔ・ 魔嬢っ子リーナの不思議大作戦（２） 600 原田重光┴松浦まどか

海の大陸ＮＯＡ＋（２） 420 じゅきあきら・Ｔ・ 魔嬢っ子リーナの不思議大作戦（３） 600 原田重光┴松浦まどか

海の大陸ＮＯＡ＋（３） 420 じゅきあきら・Ｔ・ この彼女はフィクションです。（１） 420 渡辺静

海へゆく（１） 500 橋本ライカ┴ＭｉＣｈａｏ！ この彼女はフィクションです。（２） 420 渡辺静

海へゆく（２） 500 橋本ライカ┴ＭｉＣｈａｏ！ この彼女はフィクションです。（３） 420 渡辺静

海帰線 600 今敏 この彼女はフィクションです。（４） 420 渡辺静

外道の書 600 井田辰彦 サヤビト（１） 600 伊咲ウタ

拡散（１） 825 小田ひで次 サヤビト（２） 600 伊咲ウタ

拡散（２） 1238 小田ひで次 サヤビト（３） 600 伊咲ウタ

樫の木物語 420 水上澄子 サヤビト（４） 600 伊咲ウタ

完全悩殺ロマンス（１） 500 蘭子 サヤビト（５） 600 伊咲ウタ

完全悩殺ロマンス（２） 500 蘭子 サヤビト（６） 600 伊咲ウタ

感じてＧＯ！ 420 尾崎七千夏 サヤビト（７） 600 伊咲ウタ

感じるオシゴト 420 尾崎七千夏 サヤビト（８） 648 伊咲ウタ

感じる放課後 420 尾崎七千夏 星天高校アイドル部！（１） 420 金田陽介

漢式青春ばくはつ劇場（１） 500 美川べるの 星天高校アイドル部！（２） 420 金田陽介

漢式青春ばくはつ劇場（２） 500 美川べるの 星天高校アイドル部！（３） 420 金田陽介

漢式青春ばくはつ劇場（３） 500 美川べるの 星天高校アイドル部！（４） 420 金田陽介

甘い★夏・・・体験！TL・リゾート♪ 400

西山佑太┴春花そら┴桜井あなの┴ひのも

とめぐる┴ふさ十次┴結菜┴森耶めめと┴も

りひのと 神の獣 700 巴啓祐

甘子　２８歳独身！　ぷちムカ・コンビニ（１） 400 フカザワナオコ┴ＭｉＣｈａｏ！ 空挺ドラゴンズ（１） 600 桑原太矩

甘子　２８歳独身！　ぷちムカ・コンビニ（２） 400 フカザワナオコ┴ＭｉＣｈａｏ！ 空挺ドラゴンズ（２） 600 桑原太矩

看護婦物語（１） 420 おおにし真 空挺ドラゴンズ（３） 600 桑原太矩

看護婦物語（２） 420 おおにし真 空挺ドラゴンズ（４） 600 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（１） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（５） 630 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（２） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（６） 648 桑原太矩



岸和田博士の科学的愛情（３） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（７） 630 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（４） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（８） 660 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（５） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（９） 660 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（６） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（１０） 660 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（７） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（１１） 680 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（８） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（１２） 680 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（９） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（１３） 680 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（１０） 600 トニーたけざき 空挺ドラゴンズ（１４） 680 桑原太矩

岸和田博士の科学的愛情（１１） 600 トニーたけざき スイートプールサイド 420 押見修造

岸和田博士の科学的愛情（１２） 600 トニーたけざき いばら・ら・ららばい 800 雁須磨子

危険な恋人 420 文月今日子 みだりにみだらな黒雪姫　ｏｎｌｉｎｅ（１） 602 うずめ＆もこ

奇食ハンター（１） 600 山本マサユキ みだりにみだらな黒雪姫　ｏｎｌｉｎｅ（２） 602 うずめ＆もこ

奇食ハンター（２） 600 山本マサユキ みだりにみだらな黒雪姫　ｏｎｌｉｎｅ（３） 602 うずめ＆もこ

奇食ハンター（３） 600 山本マサユキ みだりにみだらな黒雪姫　ｏｎｌｉｎｅ（４） 602 うずめ＆もこ

奇食ハンター（４） 600 山本マサユキ 総天然色　バカ姉弟（１） 1204 安達哲

奇食ハンター（５） 600 山本マサユキ 総天然色　バカ姉弟（２） 1204 安達哲

奇跡の理由 420 三浦実子 総天然色　バカ姉弟（３） 1227 安達哲

寄生獣（１） 600 岩明均 総天然色　バカ姉弟（４） 1227 安達哲

寄生獣（２） 600 岩明均 ＴＩＧＥＲ　ＭＡＳＫ　－シャドウ・オブ・ジャスティス－（１） 620 長田悠幸┴梶原一騎┴辻なおき┴小林且典

寄生獣（３） 600 岩明均 ＴＩＧＥＲ　ＭＡＳＫ　－シャドウ・オブ・ジャスティス－（２） 620 長田悠幸┴梶原一騎┴辻なおき┴小林且典

寄生獣（４） 600 岩明均 もののて（１） 420 宮島礼吏

寄生獣（５） 600 岩明均 もののて（２） 420 宮島礼吏

寄生獣（６） 600 岩明均 もののて（３） 420 宮島礼吏

寄生獣（７） 600 岩明均 リュウグウノツカイ（１） 420 広橋進

寄生獣（８） 600 岩明均 リュウグウノツカイ（２） 420 広橋進

寄生獣（９） 600 岩明均 平松っさんの心理学（１） 620 高倉みどり

寄生獣（１０） 600 岩明均 平松っさんの心理学（２） 620 高倉みどり

気分は形而上（１） 600 須賀原洋行 平松っさんの心理学（３） 600 高倉みどり

気分は形而上（２） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１） 630 おざわゆき

気分は形而上（３） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（２） 630 おざわゆき

気分は形而上（４） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（３） 630 おざわゆき

気分は形而上（５） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（４） 630 おざわゆき

気分は形而上（６） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（５） 630 おざわゆき

気分は形而上（７） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（６） 630 おざわゆき

気分は形而上（８） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（７） 630 おざわゆき

気分は形而上（９） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（８） 630 おざわゆき

気分は形而上（１０） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（９） 630 おざわゆき

気分は形而上（１１） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１０） 630 おざわゆき

気分は形而上（１２） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１１） 630 おざわゆき

気分は形而上（１３） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１２） 630 おざわゆき

気分は形而上（１４） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１３） 630 おざわゆき

気分は形而上（１５） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１４） 630 おざわゆき

気分は形而上（１６） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１５） 630 おざわゆき

気分は形而上（１７） 600 須賀原洋行 傘寿まり子（１６） 630 おざわゆき

気分は形而上（１８） 600 須賀原洋行 冥銭のドラグーン（１） 420 沢田ひろふみ

気分は形而上（１９） 600 須賀原洋行 冥銭のドラグーン（２） 420 沢田ひろふみ

吉田家のちすじ（１） 600 中島守男 冥銭のドラグーン（３） 420 沢田ひろふみ

吉田家のちすじ（２） 600 中島守男 冥銭のドラグーン（４） 420 沢田ひろふみ

吉田家のちすじ（３） 600 中島守男 小松田くんは謝らない　雨宮もえ短編集 600 雨宮もえ

吉田家のちすじ（４） 600 中島守男 新装版　パジャマな彼女。（上） 920 濱田浩輔

吉田家のちすじ(５) 600 中島守男 新装版　パジャマな彼女。（下） 920 濱田浩輔

泣かないベイビー セールスレディー奮戦記 420 刀根夕子 おこしやす、ちとせちゃん（１） 720 夏目靫子

牛のおっぱい（１） 600 菅原雅雪 おこしやす、ちとせちゃん（２） 720 夏目靫子

牛のおっぱい（２） 600 菅原雅雪 おこしやす、ちとせちゃん（３） 720 夏目靫子

牛のおっぱい（３） 600 菅原雅雪 おこしやす、ちとせちゃん（４） 720 夏目靫子

牛のおっぱい（４） 600 菅原雅雪 おこしやす、ちとせちゃん（５） 720 夏目靫子

牛のおっぱい（５） 600 菅原雅雪 おこしやす、ちとせちゃん（６） 720 夏目靫子

巨人の星（１） 420 梶原一騎┴川崎のぼる おこしやす、ちとせちゃん（７） 720 夏目靫子

巨人の星（２） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（１） 450 アサダニッキ

巨人の星（３） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（２） 450 アサダニッキ

巨人の星（４） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（３） 450 アサダニッキ

巨人の星（５） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（４） 450 アサダニッキ

巨人の星（６） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（５） 450 アサダニッキ

巨人の星（７） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（６） 450 アサダニッキ

巨人の星（８） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（７） 450 アサダニッキ

巨人の星（９） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（８） 450 アサダニッキ

巨人の星（１０） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（９）　【電子限定描き下ろし漫画つき】 450 アサダニッキ

巨人の星（１１） 420 梶原一騎┴川崎のぼる

王子が私をあきらめない！（１０）　【電子限定！いちゃラブ描き下ろし

漫画つき】 450 アサダニッキ

巨人の星（１２） 420 梶原一騎┴川崎のぼる

王子が私をあきらめない！（１１）　【電子限定！胸キュン爆発描き下

ろし漫画つき】 450 アサダニッキ

巨人の星（１３） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 王子が私をあきらめない！（１２） 450 アサダニッキ

巨人の星（１４） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 僕らは自分のことばかり（１） 600 ハルノ晴

巨人の星（１５） 420 梶原一騎┴川崎のぼる 僕らは自分のことばかり（２） 600 ハルノ晴

巨人の星（１６） 420 梶原一騎┴川崎のぼる まいりました、先輩（１） 450 馬瀬あずさ

巨人の星（１７） 420 梶原一騎┴川崎のぼる まいりました、先輩（２） 450 馬瀬あずさ

巨人の星（１８） 420 梶原一騎┴川崎のぼる まいりました、先輩（３） 450 馬瀬あずさ

巨人の星（１９） 420 梶原一騎┴川崎のぼる まいりました、先輩（４） 450 馬瀬あずさ

巨乳になってもイイですか？ 420 小野なつみ まいりました、先輩（５） 450 馬瀬あずさ

恐怖箱　怪覧 400

加藤一┴久田樹生（恐怖箱）┴湯沢直

子┴ふさ十次┴ゲ・スンヒ┴鯛夢┴真木ひい まいりました、先輩（６） 450 馬瀬あずさ

胸キュン刑事（１） 420 遠山光 まいりました、先輩（７） 450 馬瀬あずさ

胸キュン刑事（２） 420 遠山光 まいりました、先輩（８） 450 馬瀬あずさ

胸キュン刑事（３） 420 遠山光 まいりました、先輩（９） 450 馬瀬あずさ

胸キュン刑事（４） 420 遠山光 まいりました、先輩（１０） 450 馬瀬あずさ

胸キュン刑事（５） 420 遠山光 アンデッドガール・マーダーファルス（１） 600 青崎有吾┴友山ハルカ

胸キュン刑事（６） 420 遠山光 アンデッドガール・マーダーファルス（２） 600 青崎有吾┴友山ハルカ

胸キュン刑事２　みるくＣＣ（１） 500 遠山光┴ＭｉＣｈａｏ！ アンデッドガール・マーダーファルス（３） 600 友山ハルカ┴青崎有吾

胸キュン刑事２　みるくＣＣ（２） 500 遠山光┴ＭｉＣｈａｏ！ めしにしましょう（１） 600 小林銅蟲

胸キュン刑事２　みるくＣＣ（３） 500 遠山光┴ＭｉＣｈａｏ！ めしにしましょう（２）　【電子限定カラーレシピ付き】 600 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（１） 420 森永あい めしにしましょう（３） 600 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（２） 420 森永あい めしにしましょう（４） 600 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（３） 420 森永あい めしにしましょう（５） 600 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（４） 420 森永あい めしにしましょう（６） 630 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（５） 420 森永あい めしにしましょう（７） 630 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（６） 420 森永あい めしにしましょう（８） 630 小林銅蟲

極楽青春ホッケー部（７） 420 森永あい アイアンバディ（１） 600 左藤真通

極楽青春ホッケー部（８） 420 森永あい アイアンバディ（２） 600 左藤真通

極楽青春ホッケー部（９） 420 森永あい アイアンバディ（３） 600 左藤真通

極楽青春ホッケー部（１０） 420 森永あい アイアンバディ（４） 600 左藤真通

極楽青春ホッケー部（１１） 420 森永あい トップウＧＰ（１） 630 藤島康介

極楽青春ホッケー部（１２） 420 森永あい トップウＧＰ（２） 630 藤島康介

極楽青春ホッケー部（１３） 420 森永あい トップウＧＰ（３） 630 藤島康介

極楽青春ホッケー部（１４） 420 森永あい トップウＧＰ（４） 630 藤島康介

極上ビター少年 420 渡部美朋 トップウＧＰ（５） 630 藤島康介

極道きゃんぱす（１） 420 しもさか保 トップウＧＰ（６） 630 藤島康介

極道きゃんぱす（２） 420 しもさか保 トップウＧＰ（７） 660 藤島康介

禁断のH＆ラブ　ぜんぶ見せますっ！！（１） 420

叶のりこ┴相川ヒロ┴菜摘ちはる┴柚月純┴

吉井ユウ トップウＧＰ（８） 660 藤島康介



禁断のH＆ラブ　ぜんぶ見せますっ！！（２） 420

叶のりこ┴柚月純┴倉持マリ┴凪ムウコ┴ナ

ツミチハル トップウＧＰ（９） 680 藤島康介

緊急出動！　ＳＥＮＲｉ１１９（１） 700 吉開寛二┴ＭｉＣｈａｏ！ トップウＧＰ（１０） 680 藤島康介

緊急出動！　ＳＥＮＲｉ１１９（２） 700 吉開寛二┴ＭｉＣｈａｏ！ トップウＧＰ（１１） 680 藤島康介

緊急出動！　ＳＥＮＲｉ１１９（３） 700 吉開寛二┴ＭｉＣｈａｏ！ 世界で一番、俺が○○（１） 600 水城せとな

緊急出動！　ＳＥＮＲｉ１１９（４） 700 吉開寛二┴ＭｉＣｈａｏ！ 世界で一番、俺が○○（２） 600 水城せとな

金のへなちょこ（１） 420 西本英雄 世界で一番、俺が○○（３） 600 水城せとな

金のへなちょこ（２） 420 西本英雄 世界で一番、俺が○○（４） 600 水城せとな

金のへなちょこ（３） 420 西本英雄 世界で一番、俺が○○（５） 600 水城せとな

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 世界で一番、俺が○○（６） 630 水城せとな

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 世界で一番、俺が○○（７） 630 水城せとな

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（３） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 世界で一番、俺が○○（８） 640 水城せとな

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（４） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 新装版　度胸星（１） 620 山田芳裕

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（５） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 新装版　度胸星（２） 620 山田芳裕

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（６） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 新装版　度胸星（３） 620 山田芳裕

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（７） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 新装版　度胸星（４） 620 山田芳裕

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（８） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 鬼灯の冷徹　シロの足跡（１） 600 柴もなか┴江口夏実

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（９） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 鬼灯の冷徹　シロの足跡（２） 600 柴もなか┴江口夏実

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１０） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 鬼灯の冷徹　シロの足跡（３） 600 柴もなか┴江口夏実

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１１） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 鬼灯の冷徹　シロの足跡（４） 600 柴もなか┴江口夏実

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１２） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや 鬼灯の冷徹　シロの足跡（５） 600 柴もなか┴江口夏実

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１３） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや ＢＯＸ～箱の中に何かいる～（１） 600 諸星大二郎

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１４） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや ＢＯＸ～箱の中に何かいる～（２） 600 諸星大二郎

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１５） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや ＢＯＸ～箱の中に何かいる～（３） 630 諸星大二郎

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１６） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや オーディンスフィア　ちいさな妖精女王　（１） 600 アトラス┴樋野友行

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１７） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや オーディンスフィア　ちいさな妖精女王（２） 600 アトラス┴樋野友行

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１８） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや オーディンスフィア　ちいさな妖精女王（３） 600 樋野友行┴アトラス

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（１９） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや マイアミ★ガンズ（１） 420 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２０） 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや マイアミ★ガンズ（２） 420 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２１） 600 天樹征丸┴さとうふみや マイアミ★ガンズ（３） 420 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２２） 600 天樹征丸┴さとうふみや マイアミ★ガンズ（４） 420 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２３） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（１） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２４） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（２） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２５） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（３） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２６） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（４） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２７） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（５） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２８） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（６） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（２９） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（７） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（３０） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（８） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（３１） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（９） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（３２） 600 天樹征丸┴さとうふみや マジカノ（１０） 560 百瀬武昭

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（３３） 600 天樹征丸┴さとうふみや ヴァルガビンゴ（１） 620 亜画々屋ぺらも

金田一少年の事件簿　Ｆｉｌｅ（３４） 600 天樹征丸┴さとうふみや ヴァルガビンゴ（２） 620 亜画々屋ぺらも

銀色のリフレイン（１） 420 水上澄子 ヴァルガビンゴ（３） 600 亜画々屋ぺらも

銀色のリフレイン（２） 420 水上澄子 小路花唄（１） 600 麻生みこと

九十九眠るしずめ（１） 600 高田裕三 小路花唄（２） 600 麻生みこと

九十九眠るしずめ（２） 600 高田裕三 小路花唄（３） 630 麻生みこと

九十九眠るしずめ（３） 600 高田裕三 小路花唄（４） 648 麻生みこと

喰いタン（１） 600 寺沢大介 新装版　バシズム　日本橋ヨヲコ短篇集 790 日本橋ヨヲコ

喰いタン（２） 600 寺沢大介 ソフトメタルヴァンパイア（１） 600 遠藤浩輝

喰いタン（３） 600 寺沢大介 ソフトメタルヴァンパイア（２） 600 遠藤浩輝

喰いタン（４） 600 寺沢大介 ソフトメタルヴァンパイア（３） 600 遠藤浩輝

喰いタン（５） 600 寺沢大介 ソフトメタルヴァンパイア（４） 600 遠藤浩輝

喰いタン（６） 600 寺沢大介 ソフトメタルヴァンパイア（５） 600 遠藤浩輝

喰いタン（７） 600 寺沢大介 ソフトメタルヴァンパイア（６） 600 遠藤浩輝

喰いタン（８） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（１） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（９） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（２） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１０） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（３） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１１） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（４） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１２） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（５） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１３） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（６） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１４） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（７） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１５） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（８） 420 ＣＬＡＭＰ

喰いタン（１６） 600 寺沢大介 カードキャプターさくら　クリアカード編（９） 420 ＣＬＡＭＰ

空を斬る 600 三田紀房 カードキャプターさくら　クリアカード編（１０） 440 ＣＬＡＭＰ

空手小公子　小日向海流（１） 600 馬場康誌 カードキャプターさくら　クリアカード編（１１） 440 ＣＬＡＭＰ

空手小公子　小日向海流（２） 600 馬場康誌 カードキャプターさくら　クリアカード編（１２） 440 ＣＬＡＭＰ

空手小公子　小日向海流（３） 600 馬場康誌 カードキャプターさくら　クリアカード編（１３） 470 ＣＬＡＭＰ

空手小公子　小日向海流（４） 600 馬場康誌 堕イドル（１） 420 ガクキリオ┴山口アキ

空手小公子　小日向海流（５） 600 馬場康誌 堕イドル（２） 420 ガクキリオ┴山口アキ

空手小公子　小日向海流（６） 600 馬場康誌 死島戦線ＥＸ（１） 560 内乃秋也

空手小公子　小日向海流（７） 600 馬場康誌 死島戦線ＥＸ（２） 560 内乃秋也

空手小公子　小日向海流（８） 600 馬場康誌 死島戦線ＥＸ（３） 560 内乃秋也

空手小公子　小日向海流（９） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１） 600 柑橘ゆすら┴笠原巴┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１０） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（２） 600 柑橘ゆすら┴笠原巴┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１１） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（３） 600 柑橘ゆすら┴笠原巴┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１２） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（４） 600 柑橘ゆすら┴笠原巴┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１３） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（５） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１４） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（６） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１５） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（７） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１６） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（８） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１７） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（９） 650 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１８） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１０） 650 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（１９） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１１） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（２０） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１２） 650 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（２１） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１３） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（２２） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１４） 650 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（２３） 600 馬場康誌 異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム（１５） 600 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

空手小公子　小日向海流（２４） 600 馬場康誌 ７人のシェイクスピア（１） 600 ハロルド作石

空手小公子　小日向海流（２５） 600 馬場康誌 ７人のシェイクスピア（２） 600 ハロルド作石

空手小公子　小日向海流（２６） 600 馬場康誌 ７人のシェイクスピア（３） 600 ハロルド作石

空手小公子　小日向海流（２７） 600 馬場康誌 ７人のシェイクスピア（４） 600 ハロルド作石

空手小公子　小日向海流（２８） 600 馬場康誌 ７人のシェイクスピア（５） 600 ハロルド作石

空手小公子　小日向海流（２９） 600 馬場康誌 ７人のシェイクスピア（６） 600 ハロルド作石

空手小公子　小日向海流（３０） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（１） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３１） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（２） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３２） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（３） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３３） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（４） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３４） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（５） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３５） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（６） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３６） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（７） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３７） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（８）キッド編 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３８） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（９） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（３９） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（１０） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（４０） 600 馬場康誌 サイボーグクロちゃん（１１） 600 横内なおき

空手小公子　小日向海流（４１） 600 馬場康誌 童貞地獄 600 小菊路よう

空手小公子　小日向海流（４２） 600 馬場康誌 超人学園（１） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（４３） 600 馬場康誌 超人学園（２） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（４４） 600 馬場康誌 超人学園（３） 420 石沢庸介



空手小公子　小日向海流（４５） 600 馬場康誌 超人学園（４） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（４６） 600 馬場康誌 超人学園（５） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（４７） 600 馬場康誌 超人学園（６） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（４８） 600 馬場康誌 超人学園（７） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（４９） 600 馬場康誌 超人学園（８） 420 石沢庸介

空手小公子　小日向海流（５０） 600 馬場康誌 超人学園（９） 420 石沢庸介

君だけに愛を。 420 渡辺あゆ 超人学園（１０） 420 石沢庸介

君だけのＤＩＡＲＹ 420 谷口亜夢 ハコネのネコハ（１） 420 渡辺一平

君に会えてよかった 420 刀根夕子 ハコネのネコハ（２） 420 渡辺一平

君に着せたいウエディングドレス 420 星野めみ ポンコツンデレな幼馴染　～ポンコツが転生したら存外最強　外伝～ 600 海月れおな

君のとなり 420 北川夕夏 ポンコツンデレな幼馴染　～ポンコツが転生したら存外最強　外伝～ 600 海月れおな

軍バリ！　韓国兵役実戦部隊（１） 400 イ・ヒョンソク┴イ・ユジョン┴ＭｉＣｈａｏ！ ポンコツンデレな幼馴染　～ポンコツが転生したら存外最強　外伝～ 600 海月れおな

軍バリ！　韓国兵役実戦部隊（２） 400 イ・ヒョンソク┴イ・ユジョン┴ＭｉＣｈａｏ！ ポンコツンデレな幼馴染　～ポンコツが転生したら存外最強　外伝～ 600 海月れおな

激烈バカ（１） 420 斉藤富士夫 日々野兄弟（１） 600 秀良子

激烈バカ（２） 420 斉藤富士夫 日々野兄弟（２） 600 秀良子

激烈バカ（３） 420 斉藤富士夫 日々野兄弟（３） 600 秀良子

激烈バカ（４） 420 斉藤富士夫 校舎の天では悪魔が嗤っている（１） 602 蜂屋あいｅｔ小山鹿梨子

激烈バカ（５） 420 斉藤富士夫 校舎の天では悪魔が嗤っている（２） 602 蜂屋あいｅｔ小山鹿梨子

激烈バカ（６） 420 斉藤富士夫 校舎の天では悪魔が嗤っている（３） 602 蜂屋あいｅｔ小山鹿梨子

激烈バカ（７） 420 斉藤富士夫 校舎の天では悪魔が嗤っている（４） 680 蜂屋あいｅｔ小山鹿梨子

激烈バカ（８） 420 斉藤富士夫 校舎の天では悪魔が嗤っている（５） 800 蜂屋あいｅｔ小山鹿梨子

激烈バカ（９） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（１） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

激烈バカ（１０） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（２） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

激烈バカ（１１） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（３） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

激烈バカ（１２） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（４） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

激烈バカ（１３） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（５） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

激烈バカ（１４） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（６） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

激烈バカ（１５） 420 斉藤富士夫 ゆずのどうぶつカルテ～こちら　わんニャンどうぶつ病院～（７） 420 伊藤みんご┴日本コロムビア

結婚セレナーデ 420 三原陽子 フルバック（１） 420 枩岡佳範

結婚のレシピ 420 菊川近子 フルバック（２） 420 枩岡佳範

結婚伝説（１） 420 庄司陽子 極楽町デッドエンド（１） 600 黒榮ゆい

結婚伝説（２） 420 庄司陽子 極楽町デッドエンド（２） 600 黒榮ゆい

結婚伝説（３） 420 庄司陽子 極楽町デッドエンド（３） 600 黒榮ゆい

結婚伝説（４） 420 庄司陽子 別式（１） 600 ＴＡＧＲＯ

健康師ダン（１） 600 高橋のぼる 別式（２） 600 ＴＡＧＲＯ

健康師ダン（２） 600 高橋のぼる 別式（３） 610 ＴＡＧＲＯ

犬神（１） 600 外薗昌也 別式（４） 650 ＴＡＧＲＯ

犬神（２） 600 外薗昌也 別式（５） 680 ＴＡＧＲＯ

犬神（３） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（１） 600 恵本裕子┴小林まこと

犬神（４） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（２） 600 恵本裕子┴小林まこと

犬神（５） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（３） 600 恵本裕子┴小林まこと

犬神（６） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（４） 600 恵本裕子┴小林まこと

犬神（７） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（５） 630 恵本裕子┴小林まこと

犬神（８） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（６） 630 恵本裕子┴小林まこと

犬神（９） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（７） 630 恵本裕子┴小林まこと

犬神（１０） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（８） 640 恵本裕子┴小林まこと

犬神（１１） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（９） 640 恵本裕子┴小林まこと

犬神（１２） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（１０） 650 恵本裕子┴小林まこと

犬神（１３） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（１１） 650 恵本裕子┴小林まこと

犬神（１４） 600 外薗昌也 ＪＪＭ　女子柔道部物語（１２） 650 恵本裕子┴小林まこと

肩ごしに投げキッス（１） 500 こやまゆかり ＪＪＭ　女子柔道部物語（１３） 650 恵本裕子┴小林まこと

肩ごしに投げキッス（２） 500 こやまゆかり ＪＪＭ　女子柔道部物語（１４） 650 恵本裕子┴小林まこと

見エスギチャッテコマルノ（１） 420 池沢理美 Ｒｕｌｅ　―消滅教室―（１） 602 臼井ともみ┴―１０４―

見エスギチャッテコマルノ（２） 420 池沢理美 Ｒｕｌｅ　―消滅教室―（２） 602 臼井ともみ┴―１０４―

見エスギチャッテコマルノ（３） 420 池沢理美 Ｒｕｌｅ　－消滅教室－（３） 602 臼井ともみ┴－１０４－

見えない叫び 420 菊川近子 へろへろくん（１） 600 かみやたかひろ

見えない林檎 480 深見じゅん へろへろくん（２） 600 かみやたかひろ

元気印☆甘い生活 420 小橋もと子 へろへろくん（３） 600 かみやたかひろ

原色ツンデレ男子。　俺様クール 420

相川ヒロ┴吉井ユウ┴叶のりこ┴克間彩人

┴日暮キノコ へろへろくん（４） 600 かみやたかひろ

原色ツンデレ男子。　俺様スウィート 420

相川ヒロ┴ジョージ朝倉┴吉岡李々子┴熊

岡冬夕┴安理由香┴高島えり へろへろくん（５） 600 かみやたかひろ

幻蔵人形鬼話（１） 600 高田裕三 へろへろくん（６） 600 かみやたかひろ

幻蔵人形鬼話（２） 600 高田裕三 へろへろくん（７） 600 かみやたかひろ

幻蔵人形鬼話（３） 600 高田裕三 へろへろくん（８） 600 かみやたかひろ

幻蔵人形鬼話（４） 600 高田裕三 へろへろくん（９） 600 かみやたかひろ

幻蔵人形鬼話（５） 600 高田裕三 へろへろくん（１０） 600 かみやたかひろ

五月の情景 420 河あきら はじめしゃちょーのユーチューバーな日常（１） 600 桂シリマル┴はじめしゃちょー

五大湖フルバースト ―大相撲“心･技･体”伝説2―（１） 400 西野マルタ┴ＭｉＣｈａｏ！ はじめしゃちょーのユーチューバーな日常（２） 600 桂シリマル┴はじめしゃちょー

五大湖フルバースト ―大相撲“心･技･体”伝説2―（２） 400 西野マルタ┴ＭｉＣｈａｏ！ はじめしゃちょーのユーチューバーな日常（３） 600 桂シリマル┴はじめしゃちょー

五年生（１） 600 木尾士目 はじめしゃちょーのユーチューバーな日常（４） 600 桂シリマル┴はじめしゃちょー

五年生（２） 600 木尾士目 不滅のあなたへ（１） 420 大今良時

五年生（３） 600 木尾士目 不滅のあなたへ（２） 420 大今良時

五年生（４） 600 木尾士目 不滅のあなたへ（３） 420 大今良時

五年生（５） 600 木尾士目 不滅のあなたへ（４） 420 大今良時

午後３時の魔法（１） 600 垣野内成美 不滅のあなたへ（５） 420 大今良時

午後３時の魔法（２） 600 垣野内成美 不滅のあなたへ（６） 420 大今良時

午後３時の魔法（３） 600 垣野内成美 不滅のあなたへ（７） 420 大今良時

午後３時の魔法（４） 600 垣野内成美 不滅のあなたへ（８） 420 大今良時

光と闇の方程式（１） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（９） 420 大今良時

光と闇の方程式（２） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１０） 420 大今良時

光と闇の方程式（３） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１１） 420 大今良時

光と闇の方程式（４） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１２） 420 大今良時

光と闇の方程式（５） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１３） 420 大今良時

光と闇の方程式（６） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１４） 420 大今良時

光と闇の方程式（７） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１５） 420 大今良時

光と闇の方程式（８） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１６） 450 大今良時

光と闇の方程式（９） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１７） 450 大今良時

光と闇の方程式（１０） 420 おおにし真 不滅のあなたへ（１８） 450 大今良時

光と闇の方程式（１１） 420 おおにし真 おおきなのっぽの、（１） 600 柴

光と闇の方程式（１２） 420 おおにし真 おおきなのっぽの、（２） 600 柴

光と闇の方程式（１３） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（１） 600 蘇募ロウ

光と闇の方程式（１４） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（２） 600 蘇募ロウ

光と闇の方程式（１５） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（３） 600 蘇募ロウ

光と闇の方程式（１６） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（４） 600 蘇募ロウ

光と闇の方程式（１７） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（５） 630 蘇募ロウ

光と闇の方程式（１８） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（６） 630 蘇募ロウ

光と闇の方程式（１９） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（７） 630 蘇募ロウ

光と闇の方程式（２０） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（８） 630 蘇募ロウ

光と闇の方程式（２１） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（９） 630 蘇募ロウ

光と闇の方程式（２２） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（１０） 660 蘇募ロウ

光と闇の方程式（２３） 420 おおにし真 なんでここに先生が！？（１１） 660 蘇募ロウ

光と闇の方程式（２４） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（１） 600 柳内大樹

光と闇の方程式（２５） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（２） 600 柳内大樹

光と闇の方程式（２６） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（３） 600 柳内大樹

光と闇の方程式（２７） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（４） 600 柳内大樹

光と闇の方程式（２８） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（５） 630 柳内大樹

光と闇の方程式（２９） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（６） 630 柳内大樹

光と闇の方程式（３０） 420 おおにし真 ＳＥＶＥＮ☆ＳＴＡＲ　ＭＥＮ　ＳＯＵＬ（７） 650 柳内大樹



好きです、草食男子。 420

ヒナチなお┴春木さき┴Ｂ型┴安理由香┴

克間彩人┴鳥飼茜 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１） 420 川原正敏

好きな人。 420 桜井まちこ 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（２） 420 川原正敏

好きやねん（１） 420 横谷順子 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（３） 420 川原正敏

好きやねん（２） 420 横谷順子 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（４） 420 川原正敏

好き好き大好き 420 清野静流 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（５） 420 川原正敏

好っきやねん 420 みやうち沙矢 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（６） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（７） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（２） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（８） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（３） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（９） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（４） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１０） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（５） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１１） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（６） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１２） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（７） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１３） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（８） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１４） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（９） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１５） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１０） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１６） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１１） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１７） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１２） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１８） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１３） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（１９） 420 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１４） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（２０） 450 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１５） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（２１） 450 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１６） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（２２） 520 川原正敏

好色哀歌　元バレーボーイズ（１７） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（２３） 550 川原正敏

工業哀歌バレーボーイズ（１） 600 村田ひろゆき 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（２４） 550 川原正敏

工業哀歌バレーボーイズ（２） 600 村田ひろゆき ＬＩＭＢＯ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧ（１） 600 田中相

工業哀歌バレーボーイズ（３） 600 村田ひろゆき ＬＩＭＢＯ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧ（２） 600 田中相

工業哀歌バレーボーイズ（４） 600 村田ひろゆき ＬＩＭＢＯ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧ（３） 600 田中相

工業哀歌バレーボーイズ（５） 600 村田ひろゆき ＬＩＭＢＯ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧ（４） 600 田中相

工業哀歌バレーボーイズ（６） 600 村田ひろゆき ＬＩＭＢＯ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧ（５） 600 田中相

工業哀歌バレーボーイズ（７） 600 村田ひろゆき

ＬＩＭＢＯ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧ（６）　【電子版特典かきおろしマンガ

付き】 600 田中相

工業哀歌バレーボーイズ（８） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（１） 620 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（９） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（２） 600 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１０） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（３） 600 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１１） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（４） 600 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１２） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（５） 600 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１３） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（６） 600 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１４） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（７） 630 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１５） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（８） 630 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１６） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（９） 630 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１７） 600 村田ひろゆき ＯＲＩＧＩＮ（１０） 630 Ｂｏｉｃｈｉ

工業哀歌バレーボーイズ（１８） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（１） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（１９） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（２） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２０） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（３） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２１） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（４） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２２） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（５） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２３） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（６） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２４） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（７） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２５） 600 村田ひろゆき ピーチガールＮＥＸＴ（８） 420 上田美和

工業哀歌バレーボーイズ（２６） 600 村田ひろゆき 天竜牌（１） 560 杉井光┴松井勝法

工業哀歌バレーボーイズ（２７） 600 村田ひろゆき 天竜牌（２） 560 杉井光┴松井勝法

工業哀歌バレーボーイズ（２８） 600 村田ひろゆき 天竜牌（３） 560 杉井光┴松井勝法

工業哀歌バレーボーイズ（２９） 600 村田ひろゆき 恋する水族マン 420 我孫子祐

工業哀歌バレーボーイズ（３０） 600 村田ひろゆき 逆光の頃　完全版 1100 タナカカツキ

工業哀歌バレーボーイズ（３１） 600 村田ひろゆき 風夏　涼風　君のいる町　公式ファンブック　ゴールデンベスト 900 瀬尾公治

工業哀歌バレーボーイズ（３２） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（１） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３３） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（２） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３４） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（３） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３５） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（４） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３６） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（５） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３７） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（６） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３８） 600 村田ひろゆき だんだらごはん（７） 630 殿ヶ谷美由記

工業哀歌バレーボーイズ（３９） 600 村田ひろゆき 雑な学舎（１） 600 塩野干支郎次

工業哀歌バレーボーイズ（４０） 600 村田ひろゆき 雑な学舎（２） 600 塩野干支郎次

工業哀歌バレーボーイズ（４１） 600 村田ひろゆき 新・タケコさんの恋人（１） 500 望月玲子

工業哀歌バレーボーイズ（４２） 600 村田ひろゆき 新・タケコさんの恋人（２） 500 望月玲子

工業哀歌バレーボーイズ（４３） 600 村田ひろゆき 新・タケコさんの恋人（３） 500 望月玲子

工業哀歌バレーボーイズ（４４） 600 村田ひろゆき 新・タケコさんの恋人（４） 500 望月玲子

工業哀歌バレーボーイズ（４５） 600 村田ひろゆき 新・タケコさんの恋人（５） 500 望月玲子

工業哀歌バレーボーイズ（４６） 600 村田ひろゆき ばくばく！バクチごはん（１） 600 島田英次郎┴高橋コウ

工業哀歌バレーボーイズ（４７） 600 村田ひろゆき ばくばく！バクチごはん（２） 600 島田英次郎┴高橋コウ

工業哀歌バレーボーイズ（４８） 600 村田ひろゆき ばくばく！バクチごはん（３） 630 島田英次郎┴高橋コウ

工業哀歌バレーボーイズ（４９） 600 村田ひろゆき ナナメにナナミちゃん（１） 600 吉谷光平

工業哀歌バレーボーイズ（５０） 600 村田ひろゆき ナナメにナナミちゃん（２） 600 吉谷光平

幸せのひこうき雲 600 安達哲 ナナメにナナミちゃん（３） 630 吉谷光平

江の島女子高ラグビー部！！ 600 くじらいいく子 偶像事変～鳩に悲鳴は聞こえない～（１） 602 にんじゃむ┴ミサヲ

江戸恋もよう（１） 1200 わたせせいぞう 偶像事変～鳩に悲鳴は聞こえない～（２） 602 にんじゃむ┴ミサヲ

江戸恋もよう（２） 1200 わたせせいぞう 偶像事変～鳩に悲鳴は聞こえない～（３） 602 にんじゃむ┴ミサヲ

江戸恋もよう（３） 1200 わたせせいぞう 偶像事変～鳩に悲鳴は聞こえない～（４） 602 にんじゃむ┴ミサヲ

紅陽 914 もみじ拓 新装版　ホクサイと飯 722 鈴木小波

考える犬（１） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（１） 650 白浜鴎

考える犬（２） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（２） 650 白浜鴎

考える犬（３） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（３） 650 白浜鴎

考える犬（４） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（４） 650 白浜鴎

考える犬（５） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（５） 650 白浜鴎

考える犬（６） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（６） 650 白浜鴎

考える犬（７） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（７） 650 白浜鴎

考える犬（８） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（８） 650 白浜鴎

考える犬（９） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（９） 650 白浜鴎

考える犬（１０） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（１０） 660 白浜鴎

考える犬（１１） 600 守村大 とんがり帽子のアトリエ（１１） 660 白浜鴎

考える犬（１２） 600 守村大 平安系女子！　村崎さん！！ 420 黒野カンナ

考える犬（１３） 600 守村大 あやつき（１） 630 寺田亜太朗

考える犬（１４） 600 守村大 あやつき（２） 630 寺田亜太朗

考える犬（１５） 600 守村大 あやつき（３） 650 寺田亜太朗

考える犬（１６） 600 守村大 春と盆暗 600 熊倉献

考える侍 600 山田芳裕 鳥葬のバベル（１） 600 二宮志郎

行け！稲中卓球部（１） 600 古谷実 鳥葬のバベル（２） 600 二宮志郎

行け！稲中卓球部（２） 600 古谷実 鳥葬のバベル（３） 600 二宮志郎

行け！稲中卓球部（３） 600 古谷実 鳥葬のバベル（４） 600 二宮志郎

行け！稲中卓球部（４） 600 古谷実 ニンジャスレイヤー殺（１） 600

ブラッドレー・ボンド┴フィリップ・Ｎ・モーゼズ┴本兌

有┴杉ライカ┴関根光太郎

行け！稲中卓球部（５） 600 古谷実 ニンジャスレイヤー殺（２） 600

ブラッドレー・ボンド┴フィリップ・Ｎ・モーゼズ┴本兌

有┴杉ライカ┴関根光太郎

行け！稲中卓球部（６） 600 古谷実 ニンジャスレイヤー殺（３） 600

ブラッドレー・ボンド┴フィリップ・Ｎ・モーゼズ┴本兌

有┴杉ライカ┴関根光太郎



行け！稲中卓球部（７） 600 古谷実 ニンジャスレイヤー殺（４） 600

ブラッドレー・ボンド┴フィリップ・Ｎ・モーゼズ┴本兌

有┴杉ライカ┴関根光太郎

行け！稲中卓球部（８） 600 古谷実 ニンジャスレイヤー殺（５） 600

ブラッドレー・ボンド┴フィリップ・Ｎ・モーゼズ┴本兌

有┴杉ライカ┴関根光太郎

行け！稲中卓球部（９） 600 古谷実 将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（１） 600 小林裕和┴カトウチカ┴カトウコトノ

行け！稲中卓球部（１０） 600 古谷実 将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（２） 600 小林裕和┴カトウチカ┴カトウコトノ

行け！稲中卓球部（１１） 600 古谷実 将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（３） 600 小林裕和┴カトウチカ┴カトウコトノ

行け！稲中卓球部（１２） 600 古谷実 将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（４） 600 小林裕和┴カトウチカ┴カトウコトノ

行け！稲中卓球部（１３） 600 古谷実 将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（５） 600 カトウチカ┴小林裕和┴カトウコトノ

降服ハピネス（１） 400 春田ハナ 将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（６） 600 カトウチカ┴小林裕和┴カトウコトノ

降服ハピネス（２） 400 春田ハナ┴ＭｉＣｈａｏ！

将国のアルタイル嵬伝／嶌国のスバル（７）　【電子限定！ ミニ画集付

き】 600 カトウチカ┴小林裕和┴カトウコトノ

告白～コンフェッション～ 648 福本伸行┴かわぐちかいじ 毒頭（１） 420 伊十楽

国際結婚のススメ（１） 420 コンノナナエ 毒頭（２） 420 伊十楽

国際結婚のススメ（２）　これがアメリカンＬＯＶＥライフ 420 コンノナナエ 魔王遭難中！！！　～愉快な仲間達を添えて～（１） 420 遠田マリモ

国際結婚のススメ（３）　これがエンジョイＵＳＡライフ 420 コンノナナエ 魔王遭難中！！！　～愉快な仲間達を添えて～（２） 420 遠田マリモ

国際結婚のススメ（４）　ちょっぴりＨで笑えるＵＳＡライフ 420 コンノナナエ

ＣＨＡＯＳ；ＣＨＩＬＤ～Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓＣｏｌｌａｐｓ

ｅ～（１） 600

ＭＡＧＥＳ．┴Ｃｈｉｙｏ　ｓｔ．ｉｎｃ┴

園心ふつう

国際結婚のヒ・ミ・ツ 420 コンノナナエ

ＣＨＡＯＳ；ＣＨＩＬＤ～Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓＣｏｌｌａｐｓ

ｅ～（２） 600

園心ふつう┴ＭＡＧＥＳ．┴Ｃｈｉｙｏｓ

ｔ．ｉｎｃ┴梅原英司×ＭＡＧＥＳ．

黒魔術の女 420 菊川近子

ＣＨＡＯＳ；ＣＨＩＬＤ～Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓＣｏｌｌａｐｓ

ｅ～（３） 600

園心ふつう┴ＭＡＧＥＳ．┴Ｃｈｉｙｏｓ

ｔ．ｉｎｃ┴梅原英司×ＭＡＧＥＳ．

今いっちばん見たい！最新最強のＨ＆カレ！！ 420

叶のりこ┴南波あつこ┴ジョージ朝倉┴高橋

利枝 仁王　～金色の侍～（１） 420 コーエーテクモゲームス┴片山陽介

今日のさーびす（１） 420 富永裕美 仁王　～金色の侍～（２） 420 コーエーテクモゲームス┴片山陽介

今日のさーびす＆フランビー（１） 420 富永裕美 仁王　～金色の侍～（３） 420 コーエーテクモゲームス┴片山陽介

今日のさーびす＆フランビー（２） 420 富永裕美 アーリィは森から出られない。 420 名島啓二

今日のさーびす＆フランビー（３） 420 富永裕美 侠飯（１） 600 福澤徹三┴薩美佑

婚カツ！ 420 瀬戸口みづき 侠飯（２） 600 福澤徹三┴薩美佑

座敷女 600 望月峯太郎 侠飯（３） 600 福澤徹三┴薩美佑

再会～罪に濡れた恋人たち～ 420 海里真弓 侠飯（４） 600 福澤徹三┴薩美佑

最愛の君へ。 420 美帆┴たかはしあん 侠飯（５） 600 福澤徹三┴薩美佑

最後の電話 500 こやまゆかり 侠飯（６） 630 薩美佑┴福澤徹三

最高級に愛そうぜ！ 420 渡辺あゆ 侠飯（７） 630 薩美佑┴福澤徹三

最終戦争　樹海都市伝説（１） 500 山田ミネコ┴ＭｉＣｈａｏ！ 少女Ａの悲劇（１） 420 中村力斗┴あさの

菜（１） 951 わたせせいぞう 少女Ａの悲劇（２） 420 中村力斗┴あさの

菜（２） 951 わたせせいぞう 海めし物語（１） 602 高田サンコ

菜（３） 951 わたせせいぞう 海めし物語（２） 602 高田サンコ

菜（４） 951 わたせせいぞう 海めし物語（３） 602 高田サンコ

菜（５） 951 わたせせいぞう 脳内アリス（上） 600 タカハシマコ

菜（６） 951 わたせせいぞう 脳内アリス（下） 600 タカハシマコ

菜（７） 951 わたせせいぞう はつ恋、ふたたび。（１） 420 桑佳あさ

菜（８） 951 わたせせいぞう はつ恋、ふたたび。（２） 420 桑佳あさ

菜（９） 951 わたせせいぞう はつ恋、ふたたび。（３） 420 桑佳あさ

菜（１０） 952 わたせせいぞう めしねこ　大江戸食楽猫物語（１） 600 木村わさび

菜（１１） 952 わたせせいぞう めしねこ　大江戸食楽猫物語（２） 600 木村わさび

菜（１２） 952 わたせせいぞう アヤナシ（１） 420 梶本ユキヒロ

桜神父の事件ノート（１） 600 青木吾郎┴小川幸辰 アヤナシ（２） 420 梶本ユキヒロ

桜神父の事件ノート（２） 600 青木吾郎┴小川幸辰 アヤナシ（３） 420 梶本ユキヒロ

山おんな壁おんな（１） 600 高倉あつこ アヤナシ（４） 420 梶本ユキヒロ

山おんな壁おんな（２） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（１） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（３） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（２） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（４） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（３） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（５） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（４） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（６） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（５） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（７） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（６） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（８） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（７） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（９） 600 高倉あつこ ガラスの椅子（８） 420 中村真理子

山おんな壁おんな（１０） 600 高倉あつこ 伝説の少女（１） 420 明石典子┴美村あきの

山おんな壁おんな（１１） 600 高倉あつこ 伝説の少女（２） 420 明石典子┴美村あきの

山おんな壁おんな（１２） 600 高倉あつこ 伝説の少女（３） 420 明石典子┴美村あきの

山おんな壁おんな（１３） 600 高倉あつこ 伝説の少女（４） 420 明石典子┴美村あきの

山遊亭海彦（１） 600 立川談四楼┴さだやす圭 伝説の少女（５） 420 明石典子┴美村あきの

山遊亭海彦（２） 600 立川談四楼┴さだやす圭 伝説の少女（６） 420 明石典子┴美村あきの

山遊亭海彦（３） 600 立川談四楼┴さだやす圭 伝説の少女（７） 420 明石典子┴美村あきの

山遊亭海彦（４） 600 立川談四楼┴さだやす圭 伝説の少女（８） 420 明石典子┴美村あきの

山遊亭海彦（５） 600 立川談四楼┴さだやす圭 伝説の少女（９） 420 明石典子┴美村あきの

四年生 600 木尾士目 伝説の少女（１０） 420 明石典子┴美村あきの

始発電車 500 吉田まゆみ 伝説の少女（１１） 420 明石典子┴美村あきの

子育てパラダイス（１） 420 三谷美佐子 あしあと探偵（１） 620 園田ゆり

子育てパラダイス（２） 420 三谷美佐子 あしあと探偵（２） 650 園田ゆり

思いっきりＨな恋 420

栗原まもる┴真崎総子┴春名里日┴あしだ

かおる┴天ヶ谷千明┴いしだ絵里┴寄田み

ゆき バンデット（１） 600 河部真道

思いっきりキレイになる７つの方法 420

寄田みゆき┴みづき水脈┴中村美穂┴武

田四葉┴天ヶ谷千明┴小野なつみ┴牧村 バンデット（２） 600 河部真道

思いっきりだれにもいえないＨ体験 420

真崎総子┴水槻れん┴永瀬れいこ┴はやし

だちひろ┴あしだかおる┴栗原まもる バンデット（３） 600 河部真道

思いっきりだれにもいえないＨ体験　PART２ 420

真崎総子┴水槻れん┴永瀬れいこ┴くりはら

美佳┴平田京子┴栗原まもる┴中村美穂 バンデット（４） 600 河部真道

指輪の約束（１） 500 こやまゆかり バンデット（５） 600 河部真道

指輪の約束（２） 500 こやまゆかり バンデット（６） 600 河部真道

指輪の約束（３） 500 こやまゆかり 球場三食（１） 600 渡辺保裕

指輪の約束（４） 500 こやまゆかり 球場三食（２） 600 渡辺保裕

指輪物語（１） 420 高杉菜穂子 球場三食（３） 600 渡辺保裕

指輪物語（２） 420 高杉菜穂子 球場三食（４） 600 渡辺保裕

指輪物語（３） 420 高杉菜穂子 眼鏡橋華子の見立て（１） 600 松本救助

指輪物語（４） 420 高杉菜穂子 眼鏡橋華子の見立て（２） 600 松本救助

指輪物語（５） 420 高杉菜穂子 聖域コンシェルジュ（１） 600 鈴木ミニラ

死んじゃうキッス 420 富永裕美 聖域コンシェルジュ（２） 600 鈴木ミニラ

死霊のうめき 420 成毛厚子 そのボイス、有料ですか？（１） 420 さなだはつね┴甘里シュガー

私のドンファン 500 秋本尚美 そのボイス、有料ですか？（２） 420 さなだはつね┴甘里シュガー

私の愛する人 420 あまねかずみ とりぴき（１） 420 久世蘭

私立！　桃色高校 420 秋山舞子┴川本美花┴山下きょう とりぴき（２） 420 久世蘭

私立男装学園（１） 800 小池田マヤ ゴルディアス（１） 600 イダタツヒコ

私立男装学園（２） 800 小池田マヤ ゴルディアス（２） 600 イダタツヒコ

時をとめた午後 420 おおにし真 ゴルディアス（３） 600 イダタツヒコ

自己ｃｈｕラヴァーズ（１） 420 いしだ絵里 シェリル～キス・イン・ザ・ギャラクシー～（１） 500 小山鹿梨子┴河森正治

自己ｃｈｕラヴァーズ（２） 420 いしだ絵里 シェリル～キス・イン・ザ・ギャラクシー～（２） 500 小山鹿梨子┴河森正治

自己ｃｈｕラヴァーズ（３） 420 いしだ絵里 シェリル～キス・イン・ザ・ギャラクシー～（３） 500 小山鹿梨子┴河森正治

七年目のかぞえ唄（１） 420 曽祢まさこ シェリル～キス・イン・ザ・ギャラクシー～（４） 500 小山鹿梨子┴河森正治

七年目のかぞえ唄（２） 420 曽祢まさこ ピーチガール　新装版（１） 400 上田美和

七夕橋で逢いましょう 420 田中花壇┴たかはしあん ピーチガール　新装版（２） 400 上田美和

執事様と秘めごと 420 碧井サキ ピーチガール　新装版（３） 400 上田美和

執事様と秘めごと　ＢＬＡＣＫ ＬＡＢＥＬ 420 碧井サキ ピーチガール　新装版（４） 400 上田美和

失恋グルメ 480 深見じゅん ピーチガール　新装版（５） 400 上田美和

若葉マーク 420 中村真理子 ピーチガール　新装版（６） 400 上田美和

寂しい夜にはそばにいて 420 あまねかずみ ピーチガール　新装版（７） 400 上田美和



取締役 島耕作（１） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（８） 400 上田美和

取締役 島耕作（２） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（９） 400 上田美和

取締役 島耕作（３） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（１０） 400 上田美和

取締役 島耕作（４） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（１１） 400 上田美和

取締役 島耕作（５） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（１２） 400 上田美和

取締役 島耕作（６） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（１３） 400 上田美和

取締役 島耕作（７） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（１４） 400 上田美和

取締役 島耕作（８） 600 弘兼憲史 ピーチガール　新装版（１５） 400 上田美和

呪街（１） 600 惣本蒼 ピーチガール　新装版（１６） 400 上田美和

呪街（２） 600 惣本蒼 ピーチガール　新装版（１７） 400 上田美和

呪街（３） 600 惣本蒼 ピーチガール　新装版（１８） 400 上田美和

呪街（４） 600 惣本蒼 マクロスΔ外伝　マクロスＥ（１） 560 一文字蛍┴河森正治┴『マクロスΔ』より

秋色浪漫祭 500 もりたゆうこ マクロスΔ外伝　マクロスＥ（２） 560 一文字蛍┴河森正治┴『マクロスΔ』より

終わるＨｅａｒｔじゃねぇ 420 惣領冬実 女神のまつげ（１） 420 駿河比呂

終戦のローレライ（１） 600 福井晴敏┴虎哉孝征┴長崎尚志 女神のまつげ（２） 420 駿河比呂

終戦のローレライ（２） 600 福井晴敏┴虎哉孝征┴長崎尚志 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｔｉｍｅｓ 600 クリタキョウ┴モリトシアキ（森気楼）

終戦のローレライ（３) 600 福井晴敏┴虎哉孝征┴長崎尚志 ＨｅＲａＬＤ（上） 600 イダタツヒコ

終戦のローレライ（４） 600 福井晴敏┴虎哉孝征┴長崎尚志 ＨｅＲａＬＤ（下） 600 イダタツヒコ

終戦のローレライ（５） 600 福井晴敏┴虎哉孝征 ６センチの絆（１） 420 安達士朗┴中島真

週刊結婚情報 500 本間千恵子 ６センチの絆（２） 420 安達士朗┴中島真

柔道部物語（１） 600 小林まこと ８月アウトロー（１） 420 宮田大輔

柔道部物語（２） 600 小林まこと ８月アウトロー（２） 420 宮田大輔

柔道部物語（３） 600 小林まこと ８月アウトロー（３） 420 宮田大輔

柔道部物語（４） 600 小林まこと ８月アウトロー（４） 420 宮田大輔

柔道部物語（５） 600 小林まこと 兄とあんこの恋みくじ 600 浜名杏

柔道部物語（６） 600 小林まこと うそつきは初恋のはじまり（１） 420 西島黎

柔道部物語（７） 600 小林まこと うそつきは初恋のはじまり（２） 420 西島黎

柔道部物語（８） 600 小林まこと うそつきは初恋のはじまり（３） 420 西島黎

柔道部物語（９） 600 小林まこと ネオンさん（１） 600 村田ひろゆき

柔道部物語（１０） 600 小林まこと ネオンさん（２） 600 村田ひろゆき

柔道部物語（１１） 600 小林まこと ネオンさん（３） 600 村田ひろゆき

純愛クローバー 420 倉持マリ ネオンさん（４） 600 村田ひろゆき

純愛テロリスト 420 桜井真優 バウンダー 最強の少年 項羽（１） 420 大山タクミ

純愛特攻隊長！（１） 420 清野静流 バウンダー 最強の少年 項羽（２） 420 大山タクミ

純愛特攻隊長！（２） 420 清野静流 ブタイゼミ（１） 600 みかわ絵子

純愛特攻隊長！（３） 420 清野静流 ブタイゼミ（２） 650 みかわ絵子

純愛特攻隊長！（４） 420 清野静流 アレンとドラン（１） 500 麻生みこと

純愛特攻隊長！（５） 420 清野静流 アレンとドラン（２） 500 麻生みこと

純愛特攻隊長！（６） 420 清野静流 アレンとドラン（３） 500 麻生みこと

純愛特攻隊長！（７） 420 清野静流 アレンとドラン（４） 500 麻生みこと

純愛特攻隊長！（８） 420 清野静流 アレンとドラン（５） 500 麻生みこと

純愛特攻隊長！（９） 420 清野静流 アレンとドラン（６） 500 麻生みこと

純愛特攻隊長！（１０） 420 清野静流 アレンとドラン（７） 550 麻生みこと

純愛特攻隊長！（１１） 420 清野静流 俺様ソルシエール（１） 420 赤尾でこ┴ウラミユキ

純愛特攻隊長！（１２） 420 清野静流 俺様ソルシエール（２） 420 赤尾でこ┴ウラミユキ

純愛特攻隊長！（１３） 420 清野静流 龍狼伝　王霸立国編（１） 420 山原義人

初めてママになるあなたへ～８％の奇跡～ 420

かわちゆかり┴森尾理奈┴丘上あい┴吉沢

蛍┴中村美穂┴稲垣美杉┴小谷博子 龍狼伝　王霸立国編（２） 420 山原義人

女の敵は女 420 池沢理美 龍狼伝　王霸立国編（３） 420 山原義人

女の道 500 鈴木由美子 龍狼伝　王霸立国編（４） 420 山原義人

女王の放課後（１） 420 たちばな梓 龍狼伝　王霸立国編（５） 420 山原義人

女王の放課後（２） 420 たちばな梓┴葵みずは 龍狼伝　王霸立国編（６） 420 山原義人

女王の放課後（３） 420 たちばな梓┴葵みずは 龍狼伝　王霸立国編（７） 450 山原義人

娼婦ハルミン物語 420 秋山舞子┴水槻れん 龍狼伝　王霸立国編（８） 480 山原義人

将太の寿司（１） 420 寺沢大介 ＤＡＹＳ外伝（１） 420 安田剛士┴音羽さおり

将太の寿司（２） 420 寺沢大介 ＤＡＹＳ外伝（２） 420 安田剛士┴音羽さおり

将太の寿司（３） 420 寺沢大介 ＤＡＹＳ外伝（３） 420 安田剛士┴音羽さおり

将太の寿司（４） 420 寺沢大介 ＤＡＹＳ外伝（４） 420 音羽さおり┴安田剛士

将太の寿司（５） 420 寺沢大介 親愛なるＡ嬢へのミステリー（１） 600 モリエサトシ

将太の寿司（６） 420 寺沢大介 親愛なるＡ嬢へのミステリー（２） 600 モリエサトシ

将太の寿司（７） 420 寺沢大介 親愛なるＡ嬢へのミステリー（３） 600 モリエサトシ

将太の寿司（８） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（１） 620 支援ＢＩＳ┴菊石森生

将太の寿司（９） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（２） 620 支援ＢＩＳ┴菊石森生

将太の寿司（１０） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（３） 620 支援ＢＩＳ┴菊石森生

将太の寿司（１１） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（４） 630 菊石森生┴支援ＢＩＳ

将太の寿司（１２） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（５） 630 菊石森生┴支援ＢＩＳ

将太の寿司（１３） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（６） 660 菊石森生┴支援ＢＩＳ

将太の寿司（１４） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（７） 660 菊石森生┴支援ＢＩＳ

将太の寿司（１５） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（８） 660 菊石森生┴支援ＢＩＳ

将太の寿司（１６） 420 寺沢大介 辺境の老騎士　バルド・ローエン（９） 660 菊石森生┴支援ＢＩＳ

将太の寿司（１７） 420 寺沢大介 マクロスΔ（１） 600 タツヲ┴河森正治┴「マクロスΔ」より

将太の寿司（１８） 420 寺沢大介 マクロスΔ（２） 600 タツヲ┴河森正治┴「マクロスΔ」より

将太の寿司（１９） 420 寺沢大介 マクロスΔ（３） 600 タツヲ┴河森正治┴「マクロスΔ」より

将太の寿司（２０） 420 寺沢大介 マクロスΔ（４） 600 タツヲ┴河森正治┴「マクロスΔ」より

将太の寿司（２１） 420 寺沢大介 週刊石川雅之 600 石川雅之

将太の寿司（２２） 420 寺沢大介 亜人ちゃんは語りたい　公式アンソロジーコミック 602

ペトス┴山本崇一朗┴平本アキラ┴毛魂一直線

┴ヤス┴小鳩ねねこ┴アズ┴掃除朋具┴吉元ま

すめ┴吉谷光平┴位置原光Ｚ┴メネア・ザ・ドッグ

┴うまくち醤油┴鳥取砂丘┴二駅ずい┴武月睦

┴さがら梨々┴都路┴木村光博┴江戸パイン

将太の寿司（２３） 420 寺沢大介 こんなわたしをかわいい、なんて（１） 420 菅田うり

将太の寿司（２４） 420 寺沢大介 こんなわたしをかわいい、なんて（２） 420 菅田うり

将太の寿司（２５） 420 寺沢大介 こんなわたしをかわいい、なんて（３） 420 菅田うり

将太の寿司（２６） 420 寺沢大介 ウムヴェルト　五十嵐大介作品集 600 五十嵐大介

将太の寿司（２７） 420 寺沢大介 夜廻り猫（１） 1000 深谷かほる

小麦色の夏たち 500 目白花子 夜廻り猫（２） 1000 深谷かほる

小林さんち異状あり！ 420 ごとう和 夜廻り猫（３） 1000 深谷かほる

少女Ａ－ＳＥＸ・ドラッグ・池袋－ 420 堺湊┴芹沢由紀子 夜廻り猫（４） 1000 深谷かほる

少年ホスト 420 ふじや奈央 夜廻り猫（５） 1000 深谷かほる

少年少女ロマンス（１） 420 ジョージ朝倉 夜廻り猫（６） 1010 深谷かほる

少年少女ロマンス（２） 420 ジョージ朝倉 夜廻り猫（７） 1010 深谷かほる

少年少女ロマンス（３） 420 ジョージ朝倉 夜廻り猫（８） 1010 深谷かほる

庄司陽子ミステリー傑作集　雪女 420 庄司陽子 夜廻り猫（９） 1010 深谷かほる

硝子白書（１） 420 真柴ひろみ もやしもん（１） 600 石川雅之

硝子白書（２） 420 真柴ひろみ もやしもん（２） 600 石川雅之

笑わすオトコ（１） 500 富永裕美 もやしもん（３） 600 石川雅之

笑わすオトコ（２） 500 富永裕美 もやしもん（４） 600 石川雅之

象の背中　妻の手紙 420 秋元康┴美咲さくや もやしもん（５） 600 石川雅之

常夏バンク（１） 600 高田裕三 もやしもん（６） 600 石川雅之

常夏バンク（２） 600 高田裕三 もやしもん（７） 600 石川雅之

常務 島耕作（１） 600 弘兼憲史 もやしもん（８） 600 石川雅之

常務 島耕作（２） 600 弘兼憲史 もやしもん（９） 600 石川雅之

常務 島耕作（３） 600 弘兼憲史 もやしもん（１０） 600 石川雅之

常務 島耕作（４） 600 弘兼憲史 もやしもん（１１） 600 石川雅之

常務 島耕作（５） 600 弘兼憲史 もやしもん（１２） 600 石川雅之

常務 島耕作（６） 600 弘兼憲史 もやしもん（１３） 600 石川雅之

食べれません（１） 600 風間やんわり 純潔のマリア（１） 600 石川雅之

食べれません（２） 600 風間やんわり 純潔のマリア（２） 600 石川雅之

食べれません（３） 600 風間やんわり 純潔のマリア（３） 600 石川雅之



食べれません（４） 600 風間やんわり 純潔のマリア　ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ 600 石川雅之

食べれません（５） 600 風間やんわり もやしもん　限定版（８） 933 石川雅之

食べれません（６） 600 風間やんわり もやしもん　限定版（１１） 1333 石川雅之

食べれません（７） 600 風間やんわり もやしもん　限定版（１２） 933 石川雅之

食べれません（８） 600 風間やんわり もやしもん　限定版（１３） 1480 石川雅之

食べれません（９） 600 風間やんわり 純潔のマリア　限定版（２） 1429 石川雅之

食べれません（１０） 600 風間やんわり 純潔のマリア　限定版（３） 1905 石川雅之

食べれません（１１） 600 風間やんわり 攻殻機動隊　ゴースト・イン・ザ・シェル　コミックトリビュート 926

士郎正宗┴平本アキラ┴衣谷遊┴Ｂｏｉｃｈ

ｉ┴井上智徳┴山本マサユキ┴今井ユウ┴小池

ノクト┴多田乃伸明┴大山タクミ┴トニーたけざき

食べれません（１２） 600 風間やんわり 今日のこねこのチー（１） 800

こなみかなた┴夏目きのこ┴こねこのチー製作委員

会

食べれません（１３） 600 風間やんわり 今日のこねこのチー（２） 800

こなみかなた┴夏目きのこ┴こねこのチー製作委員

会

食べれません（１４） 600 風間やんわり 今日のこねこのチー（３） 800

こなみかなた┴夏目きのこ┴こねこのチー製作委員

会

心＜ＣＯＣＯＲＯ＞（１） 600 かわぐちかいじ 今日のこねこのチー（４） 800

こなみかなた┴夏目きのこ┴こねこのチー製作委員

会

心＜ＣＯＣＯＲＯ＞（２） 600 かわぐちかいじ 地獄少女　傑作選　～花鳥風月～（１） 500 永遠幸┴地獄少女プロジェクト

心＜ＣＯＣＯＲＯ＞（３） 600 かわぐちかいじ まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（１） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

心＜ＣＯＣＯＲＯ＞（４） 600 かわぐちかいじ まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（２） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

心まで抱いて 420 秋元奈美 まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（３） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

心霊夜 420 菊川近子 まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（４） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

新・コータローまかりとおる！（１） 420 蛭田達也 まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（５） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

新・コータローまかりとおる！（２） 420 蛭田達也 まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（６） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

新・コータローまかりとおる！（３） 420 蛭田達也 まおゆう魔王勇者　外伝　まどろみの女魔法使い（７） 600

橙乃ままれ┴川上泰樹┴水玉螢之丞┴ｔｏｉ

８┴桝田省治

新・コータローまかりとおる！（４） 420 蛭田達也 アリスの楽園（１） 600 ひるのつき子

新・コータローまかりとおる！（５） 420 蛭田達也 アリスの楽園（２） 600 ひるのつき子

新・コータローまかりとおる！（６） 420 蛭田達也 アリスの楽園（３） 600 ひるのつき子

新・コータローまかりとおる！（７） 420 蛭田達也 君の庭。（１） 420 香田直

新・コータローまかりとおる！（８） 420 蛭田達也 君の庭。（２） 420 香田直

新・コータローまかりとおる！（９） 420 蛭田達也 君の庭。（３） 420 香田直

新・コータローまかりとおる！（１０） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（１） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１１） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（２） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１２） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（３） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１３） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（４） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１４） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（５） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１５） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（６） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１６） 420 蛭田達也 将来的に死んでくれ（７） 420 長門知大

新・コータローまかりとおる！（１７） 420 蛭田達也 恋愛ハーレムゲーム終了のお知らせがくる頃に（１） 600 竜騎士０７┴緋賀ゆかり

新・コータローまかりとおる！（１８） 420 蛭田達也 恋愛ハーレムゲーム終了のお知らせがくる頃に（２） 600 竜騎士０７┴緋賀ゆかり

新・コータローまかりとおる！（１９） 420 蛭田達也 恋愛ハーレムゲーム終了のお知らせがくる頃に（３） 600 緋賀ゆかり┴竜騎士０７

新・コータローまかりとおる！（２０） 420 蛭田達也 恋愛ハーレムゲーム終了のお知らせがくる頃に（４） 600 緋賀ゆかり┴竜騎士０７

新・コータローまかりとおる！（２１） 420 蛭田達也 犬鷲百桃はゆるがない（１） 600 小嶋ララ子

新・コータローまかりとおる！（２２） 420 蛭田達也 犬鷲百桃はゆるがない（２） 600 小嶋ララ子

新・コータローまかりとおる！（２３） 420 蛭田達也 荒ぶる季節の乙女どもよ。（１） 420 岡田麿里┴絵本奈央

新・コータローまかりとおる！（２４） 420 蛭田達也 荒ぶる季節の乙女どもよ。（２） 420 岡田麿里┴絵本奈央

新・コータローまかりとおる！（２５） 420 蛭田達也 荒ぶる季節の乙女どもよ。（３） 420 岡田麿里┴絵本奈央

新・コータローまかりとおる！（２６） 420 蛭田達也 荒ぶる季節の乙女どもよ。（４） 420 岡田麿里┴絵本奈央

新・コータローまかりとおる！（２７） 420 蛭田達也 荒ぶる季節の乙女どもよ。（５） 420 絵本奈央┴岡田麿里

新コスメの魔法（１） 500 あいかわももこ 荒ぶる季節の乙女どもよ。（６） 420 絵本奈央┴岡田麿里

新コスメの魔法（２） 500 あいかわももこ 荒ぶる季節の乙女どもよ。（７） 420 絵本奈央┴岡田麿里

新コスメの魔法（３） 500 あいかわももこ 荒ぶる季節の乙女どもよ。（８） 420 絵本奈央┴岡田麿里

新コスメの魔法（４） 500 あいかわももこ 輝きのミニョン（１） 600 梶谷きり

新コスメの魔法（５） 500 あいかわももこ 輝きのミニョン（２） 620 梶谷きり

新コスメの魔法（６） 500 あいかわももこ 輝きのミニョン（３） 600 梶谷きり

新巨人の星（１） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（１） 602 ハロルド作石

新巨人の星（２） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（２） 602 ハロルド作石

新巨人の星（３） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（３） 602 ハロルド作石

新巨人の星（４） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（４） 602 ハロルド作石

新巨人の星（５） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（５） 602 ハロルド作石

新巨人の星（６） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（６） 630 ハロルド作石

新巨人の星（７） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（７） 630 ハロルド作石

新巨人の星（８） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（８） 670 ハロルド作石

新巨人の星（９） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（９） 630 ハロルド作石

新巨人の星（１０） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（１０） 630 ハロルド作石

新巨人の星（１１） 420 梶原一騎┴川崎のぼる ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（１１） 630 ハロルド作石

新婚う・ふ・ふ 500 本間千恵子 ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（１２） 670 ハロルド作石

深く美しきアジア（１） 600 鄭問 ７人のシェイクスピア　ＮＯＮ　ＳＡＮＺ　ＤＲＯＩＣＴ（１３） 720 ハロルド作石

深く美しきアジア（２） 600 鄭問 探偵の探偵（１） 602 松岡圭祐┴清原紘

深く美しきアジア（３） 600 鄭問 探偵の探偵（２） 602 松岡圭祐┴清原紘

深く美しきアジア（４） 600 鄭問 川柳少女（１） 420 五十嵐正邦

深く美しきアジア（５） 600 鄭問 川柳少女（２） 420 五十嵐正邦

真夏！　怖い話ワースト１４ 隣に潜む怖い話／伝染する怖い話 400

うえやま洋介犬┴陽香┴鯛夢┴空路┴有

川祐┴まつざきあけみ┴ふさ十次┴岸田宗

三┴あおいにゃおこ┴早見純┴雨宮智子┴

大橋薫┴秋元康┴超１Ｗ┴ＭｉＣｈａ 川柳少女（３） 420 五十嵐正邦

真夏物語 500 吉田まゆみ 川柳少女（４） 420 五十嵐正邦

真珠（１） 420 ごとう和 川柳少女（５） 420 五十嵐正邦

真珠（２） 420 ごとう和 川柳少女（６） 420 五十嵐正邦

真珠（３） 420 ごとう和 川柳少女（７） 420 五十嵐正邦

真夜中のアリアドネ（１） 420 霜月かよ子 川柳少女（８） 420 五十嵐正邦

真夜中のアリアドネ（２） 420 霜月かよ子 川柳少女（９） 420 五十嵐正邦

真夜中のアリアドネ（３） 420 霜月かよ子 川柳少女（１０） 420 五十嵐正邦

真夜中のアリアドネ（４） 420 霜月かよ子 川柳少女（１１） 420 五十嵐正邦

真理＆朗 500 吉田まゆみ 川柳少女（１２） 420 五十嵐正邦

神の雫（１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 川柳少女（１３） 420 五十嵐正邦

神の雫（２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ふくふくふにゃ～ん　縁側でごろにゃん（１） 600 こなみかなた

神の雫（３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 毎日キスしていいですか？（１） 420 はつはる

神の雫（４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 毎日キスしていいですか？（２） 420 はつはる

神の雫（５） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 毎日キスしていいですか？（３） 420 はつはる

神の雫（６） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 毎日キスしていいですか？（４） 420 はつはる

神の雫（７） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１） 420 安藤なつみ

神の雫（８） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（２） 420 安藤なつみ

神の雫（９） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（３） 420 安藤なつみ

神の雫（１０） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（４） 420 安藤なつみ

神の雫（１１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（５）　【電子版特典かきおろしマンガ付き】 420 安藤なつみ

神の雫（１２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（６） 420 安藤なつみ

神の雫（１３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（７） 420 安藤なつみ

神の雫（１４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（８）　【電子限定描きおろし漫画つき】 420 安藤なつみ

神の雫（１５） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（９） 420 安藤なつみ



神の雫（１６） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１０）　【電子版特典かきおろしマンガ付き】 420 安藤なつみ

神の雫（１７） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１１） 420 安藤なつみ

神の雫（１８） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１２） 420 安藤なつみ

神の雫（１９） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１３） 420 安藤なつみ

神の雫（２０） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１４） 420 安藤なつみ

神の雫（２１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１５）　電子限定特典カラーイラスト付き 460 安藤なつみ

神の雫（２２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 私たちはどうかしている（１６） 420 安藤なつみ

神の雫（２３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ

私たちはどうかしている（１７）　桜色の連歌【電子限定描き下ろしマンガ

付き】 480 安藤なつみ

神の雫（２４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ファイアキング　マジカル・マンガ・オペラ（１） 600 王欣太

神の雫（２５） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ファイアキング　マジカル・マンガ・オペラ（２） 600 王欣太

神の雫（２６） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ファイアキング　マジカル・マンガ・オペラ（３） 600 王欣太

神の雫（２７） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 地獄の家（上） 850 王欣太

神の雫（２８） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ 地獄の家（下） 850 王欣太

神の雫（２９） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＨＥＡＶＥＮ 850 王欣太

神の雫（３０） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（１） 648 王欣太

神の雫（３１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（２） 619 王欣太

神の雫（３２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（３） 619 王欣太

神の雫（３３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（４） 619 王欣太

神の雫（３４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（５） 619 王欣太

神の雫（３５） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（６） 619 王欣太

神の雫（３６） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＲｅＭｅｍｂｅｒ（７） 619 王欣太

神の雫（３７） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ あたりのキッチン！（１） 620 白乃雪

神の雫（３８） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ あたりのキッチン！（２） 620 白乃雪

神の雫（３９） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ あたりのキッチン！（３） 620 白乃雪

神の雫（４０） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ あたりのキッチン！（４） 648 白乃雪

神の雫（４１） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ さんぱちのおと（１） 600 大澄剛

神の雫（４２） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ さんぱちのおと（２） 600 大澄剛

神の雫（４３） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＣＩＴＹ（１） 640 あらゐけいいち

神の雫（４４） 600 亜樹直┴オキモト・シュウ ＣＩＴＹ（２） 640 あらゐけいいち

神戸在住（１） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（３） 650 あらゐけいいち

神戸在住（２） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（４） 600 あらゐけいいち

神戸在住（３） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（５） 600 あらゐけいいち

神戸在住（４） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（６） 610 あらゐけいいち

神戸在住（５） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（７） 610 あらゐけいいち

神戸在住（６） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（８） 640 あらゐけいいち

神戸在住（７） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（９） 630 あらゐけいいち

神戸在住（８） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（１０） 640 あらゐけいいち

神戸在住（９） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（１１） 640 あらゐけいいち

神戸在住（１０） 600 木村紺 ＣＩＴＹ（１２） 640 あらゐけいいち

神社のススメ（１） 600 田中ユキ ＣＩＴＹ（１３） 680 あらゐけいいち

神社のススメ（２） 600 田中ユキ アマネ†ギムナジウム（１） 630 古屋兎丸

神社のススメ（３） 600 田中ユキ アマネ†ギムナジウム（２） 600 古屋兎丸

神社のススメ（４） 600 田中ユキ アマネ†ギムナジウム（３） 600 古屋兎丸

神奈川ナンパ系ラブストーリー（１） 420 真崎総子 アマネ†ギムナジウム（４） 610 古屋兎丸

神奈川ナンパ系ラブストーリー（２） 420 真崎総子 アマネ†ギムナジウム（５） 610 古屋兎丸

神奈川ナンパ系ラブストーリー（３） 420 真崎総子 アマネ†ギムナジウム（６） 650 古屋兎丸

神様にそむいた恋～おにいちゃん～ 420 芹沢由紀子 アマネ†ギムナジウム（７） 660 古屋兎丸

水に犬 600 村上もとか 廻り暦 （１） 600 鈴木有布子

水蜜桃の夜 420 ジョージ朝倉 狭い世界のアイデンティティー（１） 600 押切蓮介

水迷宮　恐怖短編傑作選（１） 600 成毛厚子 狭い世界のアイデンティティー（２） 600 押切蓮介

水迷宮　恐怖短編傑作選（２） 600 成毛厚子 狭い世界のアイデンティティー（３） 610 押切蓮介

水迷宮　恐怖短編傑作選（３） 600 成毛厚子 狭い世界のアイデンティティー（４） 630 押切蓮介

水迷宮　恐怖短編傑作選（４） 600 成毛厚子 狭い世界のアイデンティティー（５） 650 押切蓮介

制服タキシード 420 松本美緒 公式ファンブック　ベイビーステップ　オールＡノート 720 勝木光┴週刊少年マガジン編集部

性格ドＳ　ＢＵＴ　性的にドＭ（１） 420 兄崎ゆな 公式ファンブック　ベイビーステップ　オールＡノート　Ｐｒｏ 720 勝木光┴週刊少年マガジン編集部

性格ドＳ　ＢＵＴ　性的にドＭ（２） 420 兄崎ゆな 世にも奇妙な物語　マガジンコミックス編 420

志水アキ┴大野敏哉┴落合正幸┴筧昌也┴春

名功武┴フジテレビジョン／共同テレビジョン

生存～Life～（１） 600 福本伸行┴かわぐちかいじ わたしの飼育係くん（１） 420 見崎なつみ

生存～Life～（２） 600 福本伸行┴かわぐちかいじ わたしの飼育係くん（２） 420 見崎なつみ

生存～Life～（３） 600 福本伸行┴かわぐちかいじ わたしの飼育係くん（３） 420 見崎なつみ

生徒諸君！　教師編（１） 420 庄司陽子 タケコさんの恋人２１（１） 500 望月玲子

生徒諸君！　教師編（２） 420 庄司陽子 タケコさんの恋人２１（２） 500 望月玲子

生徒諸君！　教師編（３） 420 庄司陽子 タケコさんの恋人２１（３） 500 望月玲子

生徒諸君！　教師編（４） 420 庄司陽子 タケコさんの恋人２１（４） 500 望月玲子

生徒諸君！　教師編（５） 420 庄司陽子 タケコさんの恋人２１（５） 500 望月玲子

生徒諸君！　教師編（６） 420 庄司陽子 デスパレートな令嬢たち（１） 420 矢板みなみ

生徒諸君！　教師編（７） 420 庄司陽子 デスパレートな令嬢たち（２） 420 矢板みなみ

生徒諸君！　教師編（８） 420 庄司陽子 ドラゴンズドグマ　リヴァイブス（１） 420 ＣＡＰＣＯＭ┴田代弓矢

生徒諸君！　教師編（９） 420 庄司陽子 ドラゴンズドグマ　リヴァイブス（２） 420 ＣＡＰＣＯＭ┴田代弓矢

生徒諸君！　教師編（１０） 420 庄司陽子 栄光のギャロップ（１） 420 鳴海聖二郎

生徒諸君！　教師編（１１） 420 庄司陽子 栄光のギャロップ（２） 420 鳴海聖二郎

生徒諸君！　教師編（１２） 420 庄司陽子 無重力コミュニケイション（１） 420 大柴健

生徒諸君！　教師編（１３） 420 庄司陽子 無重力コミュニケイション（２） 420 大柴健

生徒諸君！　教師編（１４） 420 庄司陽子 無重力コミュニケイション（３） 420 大柴健

生徒諸君！　教師編（１５） 420 庄司陽子 無重力コミュニケイション（４） 420 大柴健

生徒諸君！　教師編（１６） 420 庄司陽子 ハルシオン・ランチ（１） 600 沙村広明

生徒諸君！　教師編（１７） 420 庄司陽子 ハルシオン・ランチ（２） 600 沙村広明

生徒諸君！　教師編（１８） 420 庄司陽子 人形の国（１） 600 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（１９） 420 庄司陽子 人形の国（２） 600 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（２０） 420 庄司陽子 人形の国（３） 600 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（２１） 420 庄司陽子 人形の国（４） 600 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（２２） 420 庄司陽子 人形の国（５） 600 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（２３） 420 庄司陽子 人形の国（６） 600 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（２４） 420 庄司陽子 人形の国（７） 650 弐瓶勉

生徒諸君！　教師編（２５） 420 庄司陽子 人形の国（８） 650 弐瓶勉

聖なる花嫁の反乱（１） 500 紫堂恭子┴ＭｉＣｈａｏ！ 人形の国（９） 650 弐瓶勉

聖なる花嫁の反乱（２） 500 紫堂恭子┴ＭｉＣｈａｏ！ 君死にたもうことなかれというなかれ（１） 600 恩田澄子

聖なる花嫁の反乱（３） 500 紫堂恭子┴ＭｉＣｈａｏ！ 君死にたもうことなかれというなかれ（２） 600 恩田澄子

聖なる花嫁の反乱（４） 500 紫堂恭子┴ＭｉＣｈａｏ！ お世話係はままならない（１） 420 栄羽弥

聖なる花嫁の反乱（５） 500 紫堂恭子┴ＭｉＣｈａｏ！ お世話係はままならない（２） 450 栄羽弥

西園寺さんと山田くん 420 海野つなみ リビングの松永さん（１） 420 岩下慶子

青竜の神話（サーガ）（１） 420 島崎譲 リビングの松永さん（２） 420 岩下慶子

青竜の神話（サーガ）（２） 420 島崎譲 リビングの松永さん（３） 420 岩下慶子

青竜の神話（サーガ）（３） 420 島崎譲 リビングの松永さん（４） 450 岩下慶子

赤いドレスの男 600 高口里純 リビングの松永さん（５） 450 岩下慶子

赤いヒールの侵入者 420 夢野一子 リビングの松永さん（６） 450 岩下慶子

赤い沼 420 高階良子 リビングの松永さん（７） 420 岩下慶子

赤ちゃんがほしい！！ 420 本間千恵子 リビングの松永さん（８） 450 岩下慶子

赤灯えれじい（１） 600 きらたかし リビングの松永さん（９） 450 岩下慶子

赤灯えれじい（２） 600 きらたかし リビングの松永さん（１０） 450 岩下慶子

赤灯えれじい（３） 600 きらたかし リビングの松永さん（１１） 450 岩下慶子

赤灯えれじい（４） 600 きらたかし 天に向かってつば九郎（１） 600 東京ヤクルトスワローズ┴まがりひろあき

赤灯えれじい（５） 600 きらたかし 天に向かってつば九郎（２） 600 まがりひろあき┴東京ヤクルトスワローズ

赤灯えれじい（６） 600 きらたかし 天に向かってつば九郎（３） 600 まがりひろあき┴東京ヤクルトスワローズ

赤灯えれじい（７） 600 きらたかし 天に向かってつば九郎（４） 600 まがりひろあき┴東京ヤクルトスワローズ

赤灯えれじい（８） 600 きらたかし 天に向かってつば九郎（５） 600 まがりひろあき┴東京ヤクルトスワローズ

赤灯えれじい（９） 600 きらたかし 少年の残響（１） 600 座紀光倫

赤灯えれじい（１０） 600 きらたかし 少年の残響（２） 600 座紀光倫



赤灯えれじい（１１） 600 きらたかし 少年の残響（３） 600 座紀光倫

赤灯えれじい（１２） 600 きらたかし 少年の残響（４） 600 座紀光倫

赤灯えれじい（１３） 600 きらたかし いじわるキラーチューン（１） 420 桐島りら

赤灯えれじい（１４） 600 きらたかし いじわるキラーチューン（２） 420 桐島りら

赤灯えれじい（１５） 600 きらたかし ランカーズ・ハイ（１） 420 中島諒

絶叫教師エディー（１） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる ランカーズ・ハイ（２） 420 中島諒

絶叫教師エディー（２） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる ランカーズ・ハイ（３） 420 中島諒

絶叫教師エディー（３） 600 末田雄一郎┴高橋のぼる ランカーズ・ハイ（４） 420 中島諒

先生、教えてあげる 420 柚月純 ランカーズ・ハイ（５） 420 中島諒

先生、大好きな人。 420 北川夕夏 ランカーズ・ハイ（６） 420 中島諒

専務 島耕作（１） 600 弘兼憲史 佐野くんはいじわる 420 千里みこ

専務 島耕作（２） 600 弘兼憲史 東京卍リベンジャーズ（１） 420 和久井健

専務 島耕作（３） 600 弘兼憲史 東京卍リベンジャーズ（２） 420 和久井健

専務 島耕作（４） 600 弘兼憲史 東京卍リベンジャーズ（３） 420 和久井健

専務 島耕作（５） 600 弘兼憲史 東京卍リベンジャーズ（４） 420 和久井健

戦慄のウッフン美女　ジェニー（１） 420 布浦翼 東京卍リベンジャーズ（５） 420 和久井健

戦慄のウッフン美女　ジェニー（２） 420 布浦翼 東京卍リベンジャーズ（６） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（１） 420 万城めいと┴若山晴司 東京卍リベンジャーズ（７） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（２） 420 万城めいと┴若山晴司 東京卍リベンジャーズ（８） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（３） 420 万城めいと┴若山晴司 東京卍リベンジャーズ（９） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（４） 420 万城めいと┴若山晴司 東京卍リベンジャーズ（１０） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（５） 420 万城めいと┴若山晴司 東京卍リベンジャーズ（１１） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（６） 420 若山晴司┴万城めいと 東京卍リベンジャーズ（１２） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（７） 420 若山晴司┴万城めいと 東京卍リベンジャーズ（１３） 420 和久井健

素敵探偵ラビリンス（８） 420 若山晴司┴万城めいと 東京卍リベンジャーズ（１４） 420 和久井健

聡子一身上の都合 500 軽部潤子 東京卍リベンジャーズ（１５） 420 和久井健

草原白書（１） 420 立原あゆみ 東京卍リベンジャーズ（１６） 420 和久井健

草原白書（２） 420 立原あゆみ 東京卍リベンジャーズ（１７） 420 和久井健

蒼き神話マルス（１） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（１８） 420 和久井健

蒼き神話マルス（２） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（１９） 420 和久井健

蒼き神話マルス（３） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２０） 420 和久井健

蒼き神話マルス（４） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２１） 420 和久井健

蒼き神話マルス（５） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２２） 420 和久井健

蒼き神話マルス（６） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２３） 450 和久井健

蒼き神話マルス（７） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２４） 450 和久井健

蒼き神話マルス（８） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２５） 450 和久井健

蒼き神話マルス（９） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２６） 450 和久井健

蒼き神話マルス（１０） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２７） 450 和久井健

蒼き神話マルス（１１） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２８） 450 和久井健

蒼き神話マルス（１２） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（２９） 450 和久井健

蒼き神話マルス（１３） 420 本島幸久 東京卍リベンジャーズ（３０） 450 和久井健

蒼天航路（１） 600 王欣太┴李學仁 氷山くんは家庭教師（１） 420 三月トモコ

蒼天航路（２） 600 王欣太┴李學仁 氷山くんは家庭教師（２） 420 三月トモコ

蒼天航路（３） 600 王欣太┴李學仁 蓮住荘のさんかく（１） 630 野切耀子

蒼天航路（４） 600 王欣太┴李學仁 蓮住荘のさんかく（２） 630 野切耀子

蒼天航路（５） 600 王欣太┴李學仁 蓮住荘のさんかく（３） 630 野切耀子

蒼天航路（６） 600 王欣太┴李學仁 ひみつ 420 ももち麗子

蒼天航路（７） 600 王欣太┴李學仁 めまい 420 ももち麗子

蒼天航路（８） 600 王欣太┴李學仁 スピ☆ヲタ子ちゃん（１） 602 伊藤三巳華

蒼天航路（９） 600 王欣太┴李學仁 スピ☆ヲタ子ちゃん（２） 602 伊藤三巳華

蒼天航路（１０） 600 王欣太┴李學仁 スピ☆ヲタ子ちゃん（３） 690 伊藤三巳華

蒼天航路（１１） 600 王欣太┴李學仁 ミニパカ（１） 600 横山キムチ

蒼天航路（１２） 600 王欣太┴李學仁 少女回路（１） 600 横山キムチ

蒼天航路（１３） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（１） 619 横山キムチ

蒼天航路（１４） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（２）　もあ 619 横山キムチ

蒼天航路（１５） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（３）　ナイス 600 横山キムチ

蒼天航路（１６） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（４）　ファイヤー 619 横山キムチ

蒼天航路（１７） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（５）　トレビアン 619 横山キムチ

蒼天航路（１８） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（６）　ドラマチック 619 横山キムチ

蒼天航路（１９） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（７）　ワールドワイド 619 横山キムチ

蒼天航路（２０） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（８）　安全第一 619 横山キムチ

蒼天航路（２１） 600 王欣太┴李學仁 ねこだらけ（９）　ファイナルアンサー 619 横山キムチ

蒼天航路（２２） 600 王欣太┴李學仁 いぬやしき（９） カラーコミック付き　特装版　【電子特典付き】 1200 奥浩哉

蒼天航路（２３） 600 王欣太┴李學仁 私立ヤバスギ学園（１） 420 恵月ひまわり

蒼天航路（２４） 600 王欣太┴李學仁 私立ヤバスギ学園（２） 420 恵月ひまわり

蒼天航路（２５） 600 王欣太┴李學仁 私立ヤバスギ学園（３） 420 恵月ひまわり

蒼天航路（２６） 600 王欣太┴李學仁 私立ヤバスギ学園（４） 420 恵月ひまわり

蒼天航路（２７） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（１） 600 渡辺ペコ

蒼天航路（２８） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（２） 600 渡辺ペコ

蒼天航路（２９） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（３） 600 渡辺ペコ

蒼天航路（３０） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（４） 610 渡辺ペコ

蒼天航路（３１） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（５） 610 渡辺ペコ

蒼天航路（３２） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（６） 630 渡辺ペコ

蒼天航路（３３） 600 王欣太┴李學仁 １１２２（７） 640 渡辺ペコ

蒼天航路（３４） 600 王欣太┴李學仁 まどからマドカちゃん（１） 600 福田泰宏

蒼天航路（３５） 600 王欣太┴李學仁 まどからマドカちゃん（２） 600 福田泰宏

蒼天航路（３６） 600 王欣太┴李學仁 まどからマドカちゃん（３） 600 福田泰宏

足ながおじさんの赤い靴 420 星野めみ まどからマドカちゃん（４） 600 福田泰宏

続　年下のあンちくしょう 500 吉田まゆみ まどからマドカちゃん（５） 600 福田泰宏

卒業１８０日前 420 松本美緒 劇場版「ＢＬＡＭＥ！」　弐瓶勉描きおろし設定資料集 2150 弐瓶勉

卒業記念 420 真柴ひろみ ドクター・ストレンジ 420 春壱

他人同志 420 森谷幸子 ピッチディーラー　-蹴球賭場師-（１） 600 昌子春┴外本健生

逮捕しちゃうぞ＜新装版＞（１） 600 藤島康介 ピッチディーラー　-蹴球賭場師-（２） 600 昌子春┴外本健生

逮捕しちゃうぞ＜新装版＞（２） 600 藤島康介 ピッチディーラー　-蹴球賭場師-（３） 602 昌子春┴外本健生

逮捕しちゃうぞ＜新装版＞（３） 600 藤島康介 サタノファニ（１） 600 山田恵庸

逮捕しちゃうぞ＜新装版＞（４） 600 藤島康介 サタノファニ（２） 600 山田恵庸

逮捕しちゃうぞ＜新装版＞（５） 600 藤島康介 サタノファニ（３） 600 山田恵庸

代打屋トーゴー（１） 600 たかもちげん サタノファニ（４） 600 山田恵庸

代打屋トーゴー（２） 600 たかもちげん サタノファニ（５） 600 山田恵庸

代打屋トーゴー（３） 600 たかもちげん サタノファニ（６） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（４） 600 たかもちげん サタノファニ（７） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（５） 600 たかもちげん サタノファニ（８） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（６） 600 たかもちげん サタノファニ（９） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（７） 600 たかもちげん サタノファニ（１０） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（８） 600 たかもちげん サタノファニ（１１） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（９） 600 たかもちげん サタノファニ（１２） 630 山田恵庸

代打屋トーゴー（１０） 600 たかもちげん サタノファニ（１３） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１１） 600 たかもちげん サタノファニ（１４） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１２） 600 たかもちげん サタノファニ（１５） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１３） 600 たかもちげん サタノファニ（１６） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１４） 600 たかもちげん サタノファニ（１７） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１５） 600 たかもちげん サタノファニ（１８） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１６） 600 たかもちげん サタノファニ（１９） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１７） 600 たかもちげん サタノファニ（２０） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１８） 600 たかもちげん サタノファニ（２１） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（１９） 600 たかもちげん サタノファニ（２２） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（２０） 600 たかもちげん サタノファニ（２３） 660 山田恵庸

代打屋トーゴー（２１） 600 たかもちげん １日外出録ハンチョウ（１） 600 福本伸行┴萩原天晴┴上原求┴新井和也

代打屋トーゴー（２２） 600 たかもちげん １日外出録ハンチョウ（２） 600 福本伸行┴萩原天晴┴上原求┴新井和也



代打屋トーゴー（２３） 600 たかもちげん １日外出録ハンチョウ（３） 600 萩原天晴┴上原求┴新井和也┴福本伸行

代打屋トーゴー（２４） 600 たかもちげん １日外出録ハンチョウ（４） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代打屋トーゴー（２５） 600 たかもちげん １日外出録ハンチョウ（５） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（６） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（７） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（８） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（９） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（１０） 660 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（６） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（１１） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（７） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（１２） 630 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（８） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（１３） 660 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（９） 600 木内一雅┴渡辺潤 １日外出録ハンチョウ（１４） 660 上原求┴新井和也┴萩原天晴┴福本伸行

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１０） 600 木内一雅┴渡辺潤 ふみんなふみな（１） 420 城戸みつる

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１１） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぶんぐりころころ（１） 560 安藤正基

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１２） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぶんぐりころころ（２） 560 安藤正基

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１３） 600 木内一雅┴渡辺潤 やあ＜ＹＥＡＨ！＞ 600 山田芳裕

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１４） 600 木内一雅┴渡辺潤 僕たちの恋にハッピーエンドなんていらない（１） 500 やじま冬美

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１５） 600 木内一雅┴渡辺潤 僕たちの恋にハッピーエンドなんていらない（２） 500 やじま冬美

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１６） 600 木内一雅┴渡辺潤 僕たちの恋にハッピーエンドなんていらない（３） 500 やじま冬美

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１７） 600 木内一雅┴渡辺潤 捕食者の牙（１） 420 浦山歩

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１８） 600 木内一雅┴渡辺潤 捕食者の牙（２） 420 浦山歩

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（１９） 600 木内一雅┴渡辺潤 熊西美術部らふすけ先輩（１） 420 おにお

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２０） 600 木内一雅┴渡辺潤 熊西美術部らふすけ先輩（２） 420 おにお

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２１） 600 木内一雅┴渡辺潤 ホワイトアウト（上） 600 真保裕一┴飛永宏之

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２２） 600 木内一雅┴渡辺潤 ホワイトアウト（中） 600 真保裕一┴飛永宏之

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２３） 600 木内一雅┴渡辺潤 ホワイトアウト（下） 600 真保裕一┴飛永宏之

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２４） 600 木内一雅┴渡辺潤 キミと最後の初恋を（１） 420 中江みかよ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２５） 600 木内一雅┴渡辺潤 キミと最後の初恋を（２） 420 中江みかよ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２６） 600 木内一雅┴渡辺潤 キミと最後の初恋を（３） 420 中江みかよ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２７） 600 木内一雅┴渡辺潤 中村くんの金パは柔らかい（１） 420 熨斗目ナオ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２８） 600 木内一雅┴渡辺潤 中村くんの金パは柔らかい（２） 420 熨斗目ナオ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（２９） 600 木内一雅┴渡辺潤 中村くんの金パは柔らかい（３） 420 熨斗目ナオ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３０） 600 木内一雅┴渡辺潤 楽々神話（１） 420 椿太郎

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３１） 600 木内一雅┴渡辺潤 楽々神話（２） 420 椿太郎

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３２） 600 木内一雅┴渡辺潤 百年のワルキューレ（１） 600 三月薫

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３３） 600 木内一雅┴渡辺潤 百年のワルキューレ（２） 600 三月薫

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３４） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（１） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３５） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（２） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３６） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（３） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３７） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（４） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３８） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（５） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（３９） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（６） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４０） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（７） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４１） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（８） 660 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４２） 600 木内一雅┴渡辺潤 青野くんに触りたいから死にたい（９） 680 椎名うみ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４３） 600 木内一雅┴渡辺潤 くちうつす（１） 500 天沢アキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４４） 600 木内一雅┴渡辺潤 くちうつす（２） 500 天沢アキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４５） 600 木内一雅┴渡辺潤 くちうつす（３） 700 天沢アキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４６） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぼくの素晴らしい人生（１） 420 愛本みずほ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４７） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぼくの素晴らしい人生（２） 420 愛本みずほ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４８） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぼくの素晴らしい人生（３） 420 愛本みずほ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（４９） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぼくの素晴らしい人生（４） 420 愛本みずほ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５０） 600 木内一雅┴渡辺潤 ぼくの素晴らしい人生（５） 420 愛本みずほ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５１） 600 木内一雅┴渡辺潤 ネコろび八起き（上） 420 丘上あい

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５２） 600 木内一雅┴渡辺潤 ネコろび八起き（下） 420 丘上あい

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５３） 600 木内一雅┴渡辺潤 恋とヒミツの学生寮（１） 420 アサダニッキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５４） 600 木内一雅┴渡辺潤 恋とヒミツの学生寮（２） 420 アサダニッキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５５） 600 木内一雅┴渡辺潤 恋とヒミツの学生寮（３） 420 アサダニッキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５６） 600 木内一雅┴渡辺潤 恋とヒミツの学生寮（４） 420 アサダニッキ

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５７） 600 木内一雅┴渡辺潤 放課後、恋した。（１） 450 満井春香

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５８） 600 木内一雅┴渡辺潤 放課後、恋した。（２） 450 満井春香

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（５９） 600 木内一雅┴渡辺潤 放課後、恋した。（３） 450 満井春香

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（６０） 600 木内一雅┴渡辺潤 放課後、恋した。（４） 450 満井春香

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（６１） 600 木内一雅┴渡辺潤 放課後、恋した。（５） 450 満井春香

代紋＜エンブレム＞ＴＡＫＥ２（６２） 600 木内一雅┴渡辺潤 放課後、恋した。（６） 450 満井春香

大阪豆ゴハン（１） 600 サラ・イイネス 放課後、恋した。（７） 450 満井春香

大阪豆ゴハン（２） 600 サラ・イイネス 放課後、恋した。（８） 450 満井春香

大阪豆ゴハン（３） 600 サラ・イイネス 真昼のポルボロン（１） 420 糸井のぞ

大阪豆ゴハン（４） 600 サラ・イイネス 真昼のポルボロン（２） 420 糸井のぞ

大阪豆ゴハン（５） 600 サラ・イイネス 真昼のポルボロン（３） 420 糸井のぞ

大阪豆ゴハン（６） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（１） 600 吉田丸悠

大阪豆ゴハン（７） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（２） 600 吉田丸悠

大阪豆ゴハン（８） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（３） 600 吉田丸悠

大阪豆ゴハン（９） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（４） 630 吉田丸悠

大阪豆ゴハン（１０） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（５） 630 吉田丸悠

大阪豆ゴハン（１１） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（６） 630 吉田丸悠

大阪豆ゴハン（１２） 600 サラ・イイネス 大上さん、だだ漏れです。（７） 630 吉田丸悠

大使閣下の料理人（１） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（１） 602 井上智徳

大使閣下の料理人（２） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（２） 602 井上智徳

大使閣下の料理人（３） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（３） 660 井上智徳

大使閣下の料理人（４） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（４） 630 井上智徳

大使閣下の料理人（５） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（５） 660 井上智徳

大使閣下の料理人（６） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（６） 690 井上智徳

大使閣下の料理人（７） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（７） 690 井上智徳

大使閣下の料理人（８） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（８） 690 井上智徳

大使閣下の料理人（９） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（９） 670 井上智徳

大使閣下の料理人（１０） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（１０） 670 井上智徳

大使閣下の料理人（１１） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ＣＡＮＤＹ　＆　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ（１１） 730 井上智徳

大使閣下の料理人（１２） 600 西村ミツル┴かわすみひろし バカとゴッホ　完全版 1000 加藤伸吉

大使閣下の料理人（１３） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ミコさんは腑に落ちない（１） 600 イツ家朗

大使閣下の料理人（１４） 600 西村ミツル┴かわすみひろし ミコさんは腑に落ちない（２） 610 イツ家朗

大使閣下の料理人（１５） 600 西村ミツル┴かわすみひろし リウーを待ちながら（１） 630 朱戸アオ

大使閣下の料理人（１６） 600 西村ミツル┴かわすみひろし リウーを待ちながら（２） 630 朱戸アオ

大使閣下の料理人（１７） 600 西村ミツル┴かわすみひろし リウーを待ちながら（３） 630 朱戸アオ

大使閣下の料理人（１８） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 僕のクラスの織田くんは 600 秋津そたか

大使閣下の料理人（１９） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 官能先生（１） 650 吉田基已

大使閣下の料理人（２０） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 官能先生（２） 650 吉田基已

大使閣下の料理人（２１） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 官能先生（３） 650 吉田基已

大使閣下の料理人（２２） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 聖者無双（１） 600 ブロッコリーライオン┴秋風緋色┴ｓｉｍｅ

大使閣下の料理人（２３） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 聖者無双（２） 600 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大使閣下の料理人（２４） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 聖者無双（３） 600 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大使閣下の料理人（２５） 600 西村ミツル┴かわすみひろし 聖者無双（４） 600 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大字・字ばさら駐在所（１） 600 うえやまとち 聖者無双（５）【電子限定描きおろし特典ペーパー付き】 600 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大字・字ばさら駐在所（２） 600 うえやまとち 聖者無双（６）【電子限定特典描き下ろしペーパー付き】 650 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大字・字ばさら駐在所（３） 600 うえやまとち 聖者無双（７）【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大字・字ばさら駐在所（４） 600 うえやまとち 聖者無双（８）【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大正野郎（１） 600 山田芳裕 聖者無双（９）【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大正野郎（２） 600 山田芳裕 聖者無双（１０） 650 秋風緋色┴ブロッコリーライオン┴ｓｉｍｅ

大唐騎士 825 幻超二 ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（１） 602 高田裕三



大東京ビンボー生活マニュアル（１） 600 前川つかさ ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（２） 602 高田裕三

大東京ビンボー生活マニュアル（２） 600 前川つかさ ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（３） 602 高田裕三

大東京ビンボー生活マニュアル（３） 600 前川つかさ ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（４） 630 高田裕三

大東京ビンボー生活マニュアル（４） 600 前川つかさ ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（５） 720 高田裕三

大東京ビンボー生活マニュアル（５） 600 前川つかさ ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（６） 660 高田裕三

大日本天狗党絵詞（１） 600 黒田硫黄 ３×３ＥＹＥＳ　鬼籍の闇の契約者（７） 660 高田裕三

大日本天狗党絵詞（２） 600 黒田硫黄 ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１２） 　限定版 926 雨瀬シオリ

大日本天狗党絵詞（３） 600 黒田硫黄 あるあるネタがいっぱい！イマドキ妖怪くつだる。 700 ゴトウマサフミ

大日本天狗党絵詞（４） 600 黒田硫黄 エマは星の夢を見る 600 高浜寛

探偵学園Ｑ（１） 420 天樹征丸┴さとうふみや 正解するカド（１） 700 奥橋睦┴野崎まど┴東映アニメーション

探偵学園Ｑ（２） 420 天樹征丸┴さとうふみや 正解するカド（２） 700 奥橋睦┴東映アニメーション┴野崎まど

探偵学園Ｑ（３） 420 天樹征丸┴さとうふみや 正解するカド（３） 700 奥橋睦┴東映アニメーション┴野崎まど

探偵学園Ｑ（４） 420 天樹征丸┴さとうふみや 惑星スタコラ（１） 1000 加藤伸吉

探偵学園Ｑ（５） 420 天樹征丸┴さとうふみや 惑星スタコラ（２） 1143 加藤伸吉

探偵学園Ｑ（６） 420 天樹征丸┴さとうふみや 惑星スタコラ（３） 1143 加藤伸吉

探偵学園Ｑ（７） 420 天樹征丸┴さとうふみや 惑星スタコラ（４） 1389 加藤伸吉

探偵学園Ｑ（８） 420 天樹征丸┴さとうふみや 惑星スタコラ（５） 1389 加藤伸吉

探偵学園Ｑ（９） 420 天樹征丸┴さとうふみや あおい先生は思春期（１） 420 凛田百々

探偵学園Ｑ（１０） 420 天樹征丸┴さとうふみや あおい先生は思春期（２） 420 凛田百々

探偵学園Ｑ（１１） 420 天樹征丸┴さとうふみや キスしに来てよ、王子様 420

みきもと凜┴蒼井まもる┴真田ちか┴和泉みお┴

鈴峰あおい┴春兎あや┴青崎未来┴あかり

探偵学園Ｑ（１２） 420 天樹征丸┴さとうふみや サイソウラヴァーズ 500 江唯みじ子

探偵学園Ｑ（１３） 420 天樹征丸┴さとうふみや 七つの大罪　セブンデイズ～盗賊と聖少女～（１） 420 鈴木央┴岩佐まもる┴小菊路よう

探偵学園Ｑ（１４） 420 天樹征丸┴さとうふみや 七つの大罪　セブンデイズ～盗賊と聖少女～（２） 420 鈴木央┴岩佐まもる┴小菊路よう

探偵学園Ｑ（１５） 420 天樹征丸┴さとうふみや 夜明け前のうた（１） 500 花本鹿乃子

探偵学園Ｑ（１６） 420 天樹征丸┴さとうふみや 夜明け前のうた（２） 500 花本鹿乃子

探偵学園Ｑ（１７） 420 天樹征丸┴さとうふみや 本阿弥ストラット（１） 602 玉井雪雄

探偵学園Ｑ（１８） 420 天樹征丸┴さとうふみや 本阿弥ストラット（２） 602 玉井雪雄

探偵学園Ｑ（１９） 420 天樹征丸┴さとうふみや 本阿弥ストラット（３） 620 玉井雪雄

探偵学園Ｑ（２０） 420 天樹征丸┴さとうふみや ウルトラジャーニー　ツインテール少女とツインテールな僕（１） 600

ジコウリュウ┴トオノキョウジ┴閃凡人┴円谷プロダ

クション

探偵学園Ｑ（２１） 420 天樹征丸┴さとうふみや ウルトラジャーニー　ツインテール少女とツインテールな僕（２） 600

ジコウリュウ┴閃凡人┴トオノキョウジ┴円谷プロダ

クション

探偵学園Ｑ（２２） 420 天樹征丸┴さとうふみや ウルトラジャーニー　ツインテール少女とツインテールな僕（３） 600

閃凡人┴ジコウリュウ┴トオノキョウジ┴円谷プロダ

クション

探偵学園Ｑ（２３） 420 天樹征丸┴さとうふみや バニラスパイダー（１） 420 阿部洋一

男（ダン）がゆく！（１） 420 しもさか保 バニラスパイダー（２） 420 阿部洋一

男（ダン）がゆく！（２） 420 しもさか保 バニラスパイダー（３） 420 阿部洋一

男と女の2ＤＫ（１） 420 あまねかずみ 異常者の愛（１） 420 千田大輔

男と女の2ＤＫ（２） 420 あまねかずみ 異常者の愛（２） 420 千田大輔

男と女の2ＤＫ（３） 420 あまねかずみ 異常者の愛（３） 420 千田大輔

男と女の2ＤＫ（４） 420 あまねかずみ 異常者の愛（４） 420 千田大輔

地雷震（１） 600 高橋ツトム 異常者の愛（５） 420 千田大輔

地雷震（２） 600 ＭＡＴＺ・ＭＡＩＮＫＡ┴高橋ツトム 異常者の愛（６） 420 千田大輔

地雷震（３） 600 高橋ツトム Ｓｕｎｎｙ　Ｓｕｎｎｙ　Ａｎｎ！ 619 山本美希

地雷震（４） 600 高橋ツトム 海皇紀（１） 420 川原正敏

地雷震（５） 600 高橋ツトム 海皇紀（２） 420 川原正敏

地雷震（６） 600 高橋ツトム 海皇紀（３） 420 川原正敏

地雷震（７） 600 高橋ツトム 海皇紀（４） 420 川原正敏

地雷震（８） 600 高橋ツトム 海皇紀（５） 420 川原正敏

地雷震（９） 600 高橋ツトム 海皇紀（６） 420 川原正敏

地雷震（１０） 600 高橋ツトム 海皇紀（７） 420 川原正敏

地雷震（１１） 600 高橋ツトム 海皇紀（８） 420 川原正敏

地雷震（１２） 600 高橋ツトム 海皇紀（９） 420 川原正敏

地雷震（１３） 600 高橋ツトム 海皇紀（１０） 420 川原正敏

地雷震（１４） 600 高橋ツトム 海皇紀（１１） 420 川原正敏

地雷震（１５） 600 高橋ツトム 海皇紀（１２） 420 川原正敏

地雷震（１６） 600 高橋ツトム 海皇紀（１３） 420 川原正敏

地雷震（１７） 600 高橋ツトム 海皇紀（１４） 420 川原正敏

地雷震（１８） 600 高橋ツトム 海皇紀（１５） 420 川原正敏

地雷震（１９） 600 高橋ツトム 海皇紀（１６） 420 川原正敏

中華一番！（１） 420 小川悦司 海皇紀（１７） 420 川原正敏

中華一番！（２） 420 小川悦司 海皇紀（１８） 420 川原正敏

中華一番！（３） 420 小川悦司 海皇紀（１９） 420 川原正敏

中華一番！（４） 420 小川悦司 海皇紀（２０） 420 川原正敏

中華一番！（５） 420 小川悦司 海皇紀（２１） 420 川原正敏

中目黒ラブリーホーム 420 池田ユキオ 海皇紀（２２） 420 川原正敏

宙のまにまに（１） 600 柏原麻実 海皇紀（２３） 420 川原正敏

宙のまにまに（２） 600 柏原麻実 海皇紀（２４） 420 川原正敏

宙のまにまに（３） 600 柏原麻実 海皇紀（２５） 420 川原正敏

宙のまにまに（４） 600 柏原麻実 海皇紀（２６） 420 川原正敏

宙のまにまに（５） 600 柏原麻実 海皇紀（２７） 420 川原正敏

宙のまにまに（６） 600 柏原麻実 海皇紀（２８） 420 川原正敏

宙のまにまに（７） 600 柏原麻実 海皇紀（２９） 420 川原正敏

宙のまにまに（８） 600 柏原麻実 海皇紀（３０） 420 川原正敏

宙のまにまに（９） 600 柏原麻実 海皇紀（３１） 420 川原正敏

宙のまにまに（１０） 600 柏原麻実 海皇紀（３２） 420 川原正敏

調教愛 420 叶のりこ 海皇紀（３３） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（１） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（３４） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（２） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（３５） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（３） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（３６） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（４） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（３７） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（５） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（３８） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（６） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（３９） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（７） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（４０） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（８） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（４１） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（９） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（４２） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（１０） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（４３） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（１１） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（４４） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（１２） 600 すぎむらしんいち 海皇紀（４５） 420 川原正敏

超・学校法人スタア學園（１３） 600 すぎむらしんいち 恋する仏像（１） 600 会田薫

超・学校法人スタア學園（１４） 600 すぎむらしんいち 恋する仏像（２） 600 会田薫

超・学校法人スタア學園（１５） 600 すぎむらしんいち 舟を編む（上） 600 三浦しをん┴雲田はるこ

超・学校法人スタア學園（１６） 600 すぎむらしんいち 舟を編む（下） 600 三浦しをん┴雲田はるこ

超・学校法人スタア學園（１７） 600 すぎむらしんいち スロウハイツの神様（１） 600 辻村深月┴桂明日香

超・学校法人スタア學園（１８） 600 すぎむらしんいち スロウハイツの神様（２） 600 桂明日香┴辻村深月

超・学校法人スタア學園（１９） 600 すぎむらしんいち スロウハイツの神様（３） 600 桂明日香┴辻村深月

超・学校法人スタア學園（２０） 600 すぎむらしんいち スロウハイツの神様（４） 600 桂明日香┴辻村深月

超・学校法人スタア學園（２１） 600 すぎむらしんいち お給料は彼氏です（１） 420 和泉みお

超空転神トランセイザー（１） 500 美川べるの お給料は彼氏です（２） 420 和泉みお

超絶絶倫少女みどりちゃん（１） 600 ふじかつぴこ さくらと先生（１） 420 蒼井まもる

超絶絶倫少女みどりちゃん（２） 600 ふじかつぴこ さくらと先生（２） 420 蒼井まもる

沈黙の艦隊（１） 600 かわぐちかいじ さくらと先生（３） 420 蒼井まもる

沈黙の艦隊（２） 600 かわぐちかいじ さくらと先生（４） 420 蒼井まもる

沈黙の艦隊（３） 600 かわぐちかいじ さくらと先生（５） 420 蒼井まもる

沈黙の艦隊（４） 600 かわぐちかいじ ロンリープラネット 600 売野機子

沈黙の艦隊（５） 600 かわぐちかいじ おはようサバイブ（１） 420 前原タケル

沈黙の艦隊（６） 600 かわぐちかいじ おはようサバイブ（２） 420 前原タケル

沈黙の艦隊（７） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（１） 600 熊倉裕一



沈黙の艦隊（８） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（２） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（９） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（３） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（１０） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（４） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（１１） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（５） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（１２） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（６） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（１３） 600 かわぐちかいじ 王ドロボウＪＩＮＧ新装版（７） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（１４） 600 かわぐちかいじ 天文学者の夫がアレすぎてしんどい。 740 ばったん

沈黙の艦隊（１５） 600 かわぐちかいじ 陽気婢作品集　身想心裡 600 陽気婢

沈黙の艦隊（１６） 600 かわぐちかいじ ＡＴＯＭの開発現場に潜入せよ！ 600 左藤真通

沈黙の艦隊（１７） 600 かわぐちかいじ ワニ男爵（１） 600 岡田卓也

沈黙の艦隊（１８） 600 かわぐちかいじ ワニ男爵（２） 600 岡田卓也

沈黙の艦隊（１９） 600 かわぐちかいじ ワニ男爵（３） 620 岡田卓也

沈黙の艦隊（２０） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（１） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２１） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（２） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２２） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（３） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２３） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（４） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２４） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（５） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２５） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（６） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２６） 600 かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＢＡＮＤＩＴ　ＪＩＮＧ（７） 600 熊倉裕一

沈黙の艦隊（２７） 600 かわぐちかいじ イサック（１） 600 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

沈黙の艦隊（２８） 600 かわぐちかいじ イサック（２） 600 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

沈黙の艦隊（２９） 600 かわぐちかいじ イサック（３） 600 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

沈黙の艦隊（３０） 600 かわぐちかいじ イサック（４） 600 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

沈黙の艦隊（３１） 600 かわぐちかいじ イサック（５） 630 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

沈黙の艦隊（３２） 600 かわぐちかいじ イサック（６） 630 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

釣りキチ三平（１） 420 矢口高雄 イサック（７） 630 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ

釣りキチ三平（２） 420 矢口高雄 イサック（８） 630 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（３） 420 矢口高雄 イサック（９） 660 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（４） 420 矢口高雄 イサック（１０） 660 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（５） 420 矢口高雄 イサック（１１） 660 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（６） 420 矢口高雄 イサック（１２） 680 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（７） 420 矢口高雄 イサック（１３） 680 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（８） 420 矢口高雄 イサック（１４） 680 真刈信二┴ＤＯＵＢＬＥーＳ

釣りキチ三平（９） 420 矢口高雄 シンギュラリティは雲をつかむ（１） 600 園田俊樹

釣りキチ三平（１０） 420 矢口高雄 シンギュラリティは雲をつかむ（２） 640 園田俊樹

釣りキチ三平（１１） 420 矢口高雄 シンギュラリティは雲をつかむ（３） 600 園田俊樹

釣りキチ三平（１２） 420 矢口高雄 あなどれないね喜多見くん（１） 420 真田ちか

釣りキチ三平（１３） 420 矢口高雄 あなどれないね喜多見くん（２） 420 真田ちか

釣りキチ三平（１４） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（１） 600 時雨沢恵一┴シオミヤイルカ┴黒星紅白

釣りキチ三平（１５） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（２） 600 時雨沢恵一┴シオミヤイルカ┴黒星紅白

釣りキチ三平（１６） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（３） 600 シオミヤイルカ┴時雨沢恵一┴黒星紅白

釣りキチ三平（１７） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（４） 600 シオミヤイルカ┴時雨沢恵一┴黒星紅白

釣りキチ三平（１８） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（５） 600 シオミヤイルカ┴時雨沢恵一┴黒星紅白

釣りキチ三平（１９） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（６） 600 シオミヤイルカ┴時雨沢恵一┴黒星紅白

釣りキチ三平（２０） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（７） 600 シオミヤイルカ┴時雨沢恵一┴黒星紅白

釣りキチ三平（２１） 420 矢口高雄 キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ（８） 600 シオミヤイルカ┴時雨沢恵一┴黒星紅白

釣りキチ三平（２２） 420 矢口高雄 バーディーバーディー（１） 420 中西やすひろ

釣りキチ三平（２３） 420 矢口高雄 バーディーバーディー（２） 420 中西やすひろ

釣りキチ三平（２４） 420 矢口高雄 バーディーバーディー（３） 420 中西やすひろ

釣りキチ三平（２５） 420 矢口高雄 バーディーバーディー（４） 420 中西やすひろ

釣りキチ三平（２６） 420 矢口高雄 バーディーバーディー（５） 420 中西やすひろ

釣りキチ三平（２７） 420 矢口高雄 バーディーバーディー（６） 420 中西やすひろ

釣りキチ三平（２８） 420 矢口高雄 楽園タクシー配車日報（１） 600 たむらあやこ

釣りキチ三平（２９） 420 矢口高雄 楽園タクシー配車日報（２） 600 たむらあやこ

釣りキチ三平（３０） 420 矢口高雄 山賊ダイアリーＳＳ（１） 600 岡本健太郎

釣りキチ三平（３１） 420 矢口高雄 ボンボンＴＶのユーチューバーな日常（１） 600 桂シリマル┴ボンボンＴＶ

釣りキチ三平（３２） 420 矢口高雄 ボンボンＴＶのユーチューバーな日常（２） 600 桂シリマル┴ボンボンＴＶ

釣りキチ三平（３３） 420 矢口高雄 ラ・ヴィアン坊主 420 寄田みゆき

釣りキチ三平（３４） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（１） 630 岡本健太郎┴さがら梨々

釣りキチ三平（３５） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（２） 630 岡本健太郎┴さがら梨々

釣りキチ三平（３６） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（３） 630 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（３７） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（４） 630 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（３８） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（５） 630 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（３９） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（６） 630 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（４０） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（７） 630 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（４１） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（８） 630 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（４２） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（９） 660 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（４３） 420 矢口高雄 ソウナンですか？（１０） 660 さがら梨々┴岡本健太郎

釣りキチ三平（４４） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１） 690 岡本倫

釣りキチ三平（４５） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（２） 670 岡本倫

釣りキチ三平（４６） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（３） 690 岡本倫

釣りキチ三平（４７） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（４） 660 岡本倫

釣りキチ三平（４８） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（５） 690 岡本倫

釣りキチ三平（４９） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（６） 670 岡本倫

釣りキチ三平（５０） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（７） 630 岡本倫

釣りキチ三平（５１） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（８） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５２） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（９） 650 岡本倫

釣りキチ三平（５３） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１０） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５４） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１１） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５５） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１２） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５６） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１３） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５７） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１４） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５８） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１５） 660 岡本倫

釣りキチ三平（５９） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１６） 660 岡本倫

釣りキチ三平（６０） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１７） 660 岡本倫

釣りキチ三平（６１） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１８） 660 岡本倫

釣りキチ三平（６２） 420 矢口高雄 パラレルパラダイス（１９） 660 岡本倫

釣りキチ三平（６３） 420 矢口高雄 殺さざる者、生くべからず（１） 600 中丸洋介

釣りキチ三平（６４） 420 矢口高雄 殺さざる者、生くべからず（２） 600 中丸洋介

釣りキチ三平（６５） 420 矢口高雄 殺さざる者、生くべからず（３） 600 中丸洋介

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１） 420 兎中信志 老人の町（１） 602 明日乃隆

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（２） 420 兎中信志 老人の町（２） 602 明日乃隆

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（３） 420 兎中信志 パラレルパラダイス　特装版（１） 920 岡本倫

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（４） 420 兎中信志 くりーくん（１） 600 ハグキ

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（５） 420 兎中信志 くりーくん（２） 600 ハグキ

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（６） 420 兎中信志 このねこばなし 714 平井清┴篠崎司

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（７） 420 兎中信志 そんな鉄ァいねえ！！ 695 駒井悠

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（８） 420 兎中信志 たおれて尊し！（１） 600 尾玉なみえ

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（９） 420 兎中信志 たおれて尊し！（２） 600 尾玉なみえ

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１０） 420 兎中信志 カラミティヘッド（１） 600 虎哉孝征

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１１） 420 兎中信志 カラミティヘッド（２） 600 虎哉孝征

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１２） 420 兎中信志 サバンナのトラさん 600 にしもとひでお

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１３） 420 兎中信志 デーモン７２（１） 600 光永康則┴上田悟司

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１４） 420 兎中信志 デーモン７２（２） 619 光永康則┴上田悟司

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１５） 420 兎中信志 ロケットスターター（１） 600 深山和香

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１６） 420 兎中信志 ロケットスターター（２） 600 深山和香

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１７） 420 兎中信志 ロケットスターター（３） 619 深山和香

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１８） 420 兎中信志 幸運猫　らっきー★きゃっと（１） 695 駒井悠

弟キャッチャー俺ピッチャーで！（１９） 420 兎中信志 幸運猫　らっきー★きゃっと（２） 743 駒井悠



弟キャッチャー俺ピッチャーで！（２０） 420 兎中信志 恋スルー乙女 600 風呂前有

適齢期 420 庄司陽子 水面座高校文化祭（１） 600 釣巻和

適齢期の女たちへ（１） 420 辻村弘子 水面座高校文化祭（２） 600 釣巻和

適齢期の女たちへ（２） 420 辻村弘子 水面座高校文化祭（３） 600 釣巻和

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１） 420 さいふうめい┴星野泰視 くやしいくらい、好き。（１） 420 斉木優

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２） 420 さいふうめい┴星野泰視 くやしいくらい、好き。（２） 420 斉木優

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３） 420 さいふうめい┴星野泰視 先輩！　今から告ります！（１） 630 慎本真

哲也～雀聖と呼ばれた男～（４） 420 さいふうめい┴星野泰視 先輩！　今から告ります！（２） 630 慎本真

哲也～雀聖と呼ばれた男～（５） 420 さいふうめい┴星野泰視 先輩！　今から告ります！（３） 630 慎本真

哲也～雀聖と呼ばれた男～（６） 420 さいふうめい┴星野泰視 先輩！　今から告ります！（４） 630 慎本真

哲也～雀聖と呼ばれた男～（７） 420 さいふうめい┴星野泰視 先輩！　今から告ります！（５） 630 慎本真

哲也～雀聖と呼ばれた男～（８） 420 さいふうめい┴星野泰視 かみつき学園（１）　【電子限定特典収録】 600 キダニエル

哲也～雀聖と呼ばれた男～（９） 420 さいふうめい┴星野泰視 かみつき学園（２） 600 キダニエル

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１０） 420 さいふうめい┴星野泰視 クロハと虹介 600 成田良悟┴白梅ナズナ

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１１） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（１） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１２） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（２） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１３） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（３） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１４） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（４） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１５） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（５） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１６） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（６） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１７） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（７） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１８） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（８） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（１９） 420 さいふうめい┴星野泰視 世界か彼女か選べない（９） 420 内山敦司

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２０） 420 さいふうめい┴星野泰視 青春奇人伝！２４０学園（１） 560 西尾維新┴柴もち

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２１） 420 さいふうめい┴星野泰視 青春奇人伝！２４０学園（２） 560 西尾維新┴柴もち

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２２） 420 さいふうめい┴星野泰視 青春奇人伝！２４０学園（３） 560 西尾維新┴柴もち

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２３） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２４） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（２） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２５） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（３） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２６） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（４） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２７） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（５） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２８） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（６） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（２９） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（７） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３０） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（８） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３１） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（９） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３２） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１０） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３３） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１１） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３４） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１２） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３５） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１３） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３６） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１４） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３７） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１５） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３８） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１６） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（３９） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１７） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（４０） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１８） 420 本島幸久

哲也～雀聖と呼ばれた男～（４１） 420 さいふうめい┴星野泰視 空の昴（１９） 420 本島幸久

鉄拳チンミ（１） 420 前川たけし 空の昴（２０） 420 本島幸久

鉄拳チンミ（２） 420 前川たけし 空の昴（２１） 420 本島幸久

鉄拳チンミ（３） 420 前川たけし オオカミの子（１） 602 佐々木順一郎

鉄拳チンミ（４） 420 前川たけし オオカミの子（２） 602 佐々木順一郎

鉄拳チンミ（５） 420 前川たけし カラスヤ、ＹｏｕＴｕｂｅｒになる 600 カラスヤサトシ

鉄拳チンミ（６） 420 前川たけし まんなかのりっくん（１） 600 土塚理弘

鉄拳チンミ（７） 420 前川たけし まんなかのりっくん（２） 600 土塚理弘

鉄拳チンミ（８） 420 前川たけし まんなかのりっくん（３） 650 土塚理弘

鉄拳チンミ（９） 420 前川たけし ブレット・ザ・ウィザード（１） 600 園田健一

鉄拳チンミ（１０） 420 前川たけし ブレット・ザ・ウィザード（２） 600 園田健一

鉄拳チンミ（１１） 420 前川たけし ブレット・ザ・ウィザード（３） 600 園田健一

鉄拳チンミ（１２） 420 前川たけし ブレット・ザ・ウィザード（４） 600 園田健一

鉄拳チンミ（１３） 420 前川たけし 僕はまだ野球を知らない（１） 600 西餅

鉄拳チンミ（１４） 420 前川たけし 僕はまだ野球を知らない（２） 600 西餅

鉄拳チンミ（１５） 420 前川たけし 僕はまだ野球を知らない（３） 610 西餅

鉄拳チンミ（１６） 420 前川たけし 僕はまだ野球を知らない（４） 610 西餅

鉄拳チンミ（１７） 420 前川たけし 僕はまだ野球を知らない（５） 660 西餅

鉄拳チンミ（１８） 420 前川たけし 五佰年ＢＯＸ（１） 600 宮尾行巳

鉄拳チンミ（１９） 420 前川たけし 五佰年ＢＯＸ（２） 600 宮尾行巳

鉄拳チンミ（２０） 420 前川たけし 五佰年ＢＯＸ（３） 600 宮尾行巳

鉄拳チンミ（２１） 420 前川たけし 五佰年ＢＯＸ（４）　【電子限定特典コメントペーパー付】 630 宮尾行巳

鉄拳チンミ（２２） 420 前川たけし 創世のタイガ（１） 650 森恒二

鉄拳チンミ（２３） 420 前川たけし 創世のタイガ（２） 620 森恒二

鉄拳チンミ（２４） 420 前川たけし 創世のタイガ（３） 620 森恒二

鉄拳チンミ（２５） 420 前川たけし 創世のタイガ（４） 630 森恒二

鉄拳チンミ（２６） 420 前川たけし 創世のタイガ（５） 630 森恒二

鉄拳チンミ（２７） 420 前川たけし 創世のタイガ（６） 650 森恒二

鉄拳チンミ（２８） 420 前川たけし 創世のタイガ（７） 640 森恒二

鉄拳チンミ（２９） 420 前川たけし 創世のタイガ（８） 650 森恒二

鉄拳チンミ（３０） 420 前川たけし 創世のタイガ（９） 650 森恒二

鉄拳チンミ（３１） 420 前川たけし 創世のタイガ（１０） 650 森恒二

鉄拳チンミ（３２） 420 前川たけし 将国のアルタイル公式ファンブック　将星の書 800 カトウコトノ

鉄拳チンミ（３３） 420 前川たけし とんがり帽子のアトリエ　特装版（２） 1100 白浜鴎

鉄拳チンミ（３４） 420 前川たけし メイド・イン・ハニー（１） 420 吉野マリ

鉄拳チンミ（３５） 420 前川たけし メイド・イン・ハニー（２） 420 吉野マリ

鉄魂道！（１） 600 安田弘之 メイド・イン・ハニー（３） 420 吉野マリ

鉄魂道！（２） 600 安田弘之 メイド・イン・ハニー（４） 420 吉野マリ

鉄腕ガール（１） 600 高橋ツトム メイド・イン・ハニー（５） 420 吉野マリ

鉄腕ガール（２） 600 高橋ツトム メイド・イン・ハニー（６） 450 吉野マリ

鉄腕ガール（３） 600 高橋ツトム 進撃の巨人　キャラクター名鑑 700 諫山創

鉄腕ガール（４） 600 高橋ツトム キラキラ☆プリキュアアラモード　プリキュアコレクション（１） 600 東堂いづみ┴上北ふたご

鉄腕ガール（５） 600 高橋ツトム キラキラ☆プリキュアアラモード　プリキュアコレクション（２） 600 上北ふたご┴東堂いづみ

鉄腕ガール（６） 600 高橋ツトム 鉄鼠の檻（１） 420 志水アキ┴京極夏彦

鉄腕ガール（７） 600 高橋ツトム 鉄鼠の檻（２） 420 京極夏彦┴志水アキ

鉄腕ガール（８） 600 高橋ツトム 鉄鼠の檻（３） 420 京極夏彦┴志水アキ

鉄腕ガール（９） 600 高橋ツトム 鉄鼠の檻（４） 420 志水アキ┴京極夏彦

天のテラス（１） 600 小椋冬美 鉄鼠の檻（５） 420 志水アキ┴京極夏彦

天のテラス（２） 600 小椋冬美 １０ＤＡＮＣＥ（１） 648 井上佐藤

天のテラス（３） 600 小椋冬美 １０ＤＡＮＣＥ（２） 648 井上佐藤

天国からのメッセージ 420

日暮キノコ┴峯鳥子┴安西ハナ┴きだち┴

高橋利枝 １０ＤＡＮＣＥ（３） 648 井上佐藤

天才柳沢教授の生活（１） 600 山下和美 １０ＤＡＮＣＥ（４） 648 井上佐藤

天才柳沢教授の生活（２） 600 山下和美 １０ＤＡＮＣＥ（５） 648 井上佐藤

天才柳沢教授の生活（３） 600 山下和美 １０ＤＡＮＣＥ（６） 690 井上佐藤

天才柳沢教授の生活（４） 600 山下和美 罪の声　昭和最大の未解決事件（１） 650 塩田武士┴須本壮一

天才柳沢教授の生活（５） 600 山下和美 罪の声　昭和最大の未解決事件（２） 650 塩田武士┴須本壮一

天才柳沢教授の生活（６） 600 山下和美 罪の声　昭和最大の未解決事件（３） 650 須本壮一┴塩田武士

天才柳沢教授の生活（７） 600 山下和美 いちご実験室 600 山名沢湖

天才柳沢教授の生活（８） 600 山下和美 家族のそれから 600 ひぐちアサ

天才柳沢教授の生活（９） 600 山下和美 蝶々事件（１） 630 硝音あや

天才柳沢教授の生活（１０） 600 山下和美 蝶々事件（２） 630 硝音あや

天才柳沢教授の生活（１１） 600 山下和美 蝶々事件（３） 630 硝音あや

天才柳沢教授の生活（１２） 600 山下和美 蝶々事件（４） 630 硝音あや

天才柳沢教授の生活（１３） 600 山下和美 保坂先生の愛のむち（１） 630 車谷晴子



天才柳沢教授の生活（１４） 600 山下和美 保坂先生の愛のむち（２） 630 車谷晴子

天才柳沢教授の生活（１５） 600 山下和美 保坂先生の愛のむち（３） 630 車谷晴子

天才柳沢教授の生活（１６） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（１） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（１７） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（２） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（１８） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（３） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（１９） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（４） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２０） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（５） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２１） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（６） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２２） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（７） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２３） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（８） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２４） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（９） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２５） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（１０） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２６） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（１１） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２７） 600 山下和美 清村くんと杉小路くん（１２） 600 土塚理弘

天才柳沢教授の生活（２８） 600 山下和美 ＮｅｕＮ（１） 650 高橋ツトム

天才柳沢教授の生活（２９） 600 山下和美 ＮｅｕＮ（２） 650 高橋ツトム

天才柳沢教授の生活（３０） 600 山下和美 ＮｅｕＮ（３） 650 高橋ツトム

天才柳沢教授の生活(３１) 600 山下和美 ＮｅｕＮ（４） 650 高橋ツトム

天才柳沢教授の生活（３２） 600 山下和美 ＮｅｕＮ（５） 650 高橋ツトム

天才柳沢教授の生活（３３） 600 山下和美 ＮｅｕＮ（６） 650 高橋ツトム

天才柳沢教授の生活（３４） 600 山下和美 崖際のワルツ　椎名うみ作品集 600 椎名うみ

天使がくれたもの（１） 420 Ｃｈａｃｏ┴木村文子 ＬＯＶＥエゴイスト 420 桜井真優

天使がくれたもの（２） 420 Ｃｈａｃｏ┴木村文子 さよならしきゅう 600 岡田有希

天使になりたい　ひなのナース日誌（１） 420 愛本みずほ 黒王子の言いなりになりたい 420

マキノ┴千里みこ┴時名きうい┴春藤なかば┴七

海のじ┴黒野カンナ

天使になりたい　ひなのナース日誌（２） 420 愛本みずほ 藤もも初期作品集 420 藤もも

天使になりたい　ひなのナース日誌（３） 420 愛本みずほ マイホームヒーロー（１） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使になりたい　ひなのナース日誌（４） 420 愛本みずほ マイホームヒーロー（２） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（１） 420 折原みと マイホームヒーロー（３） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（２） 420 折原みと マイホームヒーロー（４） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（３） 420 折原みと マイホームヒーロー（５） 630 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（４） 420 折原みと マイホームヒーロー（６） 630 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（５） 420 折原みと マイホームヒーロー（７） 630 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（６） 420 折原みと┴重實陽子 マイホームヒーロー（８） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のいる場所　Ｄｒ．ぴよこの研修ノート（７） 420 折原みと マイホームヒーロー（９） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のフェロモン（１） 420 池沢理美 マイホームヒーロー（１０） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のフェロモン（２） 420 池沢理美 マイホームヒーロー（１１） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使のフェロモン（３） 420 池沢理美 マイホームヒーロー（１２） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（１） 420 牧村久実 マイホームヒーロー（１３） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（２） 420 牧村久実 マイホームヒーロー（１４） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（３） 420 牧村久実 マイホームヒーロー（１５） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（４） 420 牧村久実 マイホームヒーロー（１６） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（５） 420 牧村久実 マイホームヒーロー（１７） 670 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（６） 420 牧村久実 マイホームヒーロー（１８） 660 山川直輝┴朝基まさし

天使の唄（７） 420 牧村久実 レオくんは今日も優しい（１） 602 ひわきはる

天使の唄（８） 420 牧村久実 レオくんは今日も優しい（２） 602 ひわきはる

天使の唄（９） 420 牧村久実 レオくんは今日も優しい（３） 680 ひわきはる

天上天下唯我独尊（１） 600 もりやまつる Ｓｗｅｅｔ　Ｓｗｅｅｔ　リベンジ（１） 630 櫻井しゅしゅしゅ

天上天下唯我独尊（２） 600 もりやまつる Ｓｗｅｅｔ　Ｓｗｅｅｔ　リベンジ（２） 630 櫻井しゅしゅしゅ

天上天下唯我独尊（３） 600 もりやまつる ちびドラ！（１） 420 宮本ちゆ

天上天下唯我独尊（４） 600 もりやまつる ちびドラ！（２） 420 宮本ちゆ

天上天下唯我独尊（５） 600 もりやまつる 二人のゼロジバ（１） 420 裸村

天上天下唯我独尊（６） 600 もりやまつる 二人のゼロジバ（２） 420 裸村

天上天下唯我独尊（７） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（１） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（８） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（２） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（９） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（３） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１０） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（４） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１１） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（５） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１２） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（６） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１３） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（７） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１４） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（８） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１５） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（９） 420 藤沢とおる

天上天下唯我独尊（１６） 600 もりやまつる 湘南純愛組！（１０） 420 藤沢とおる

天水（１） 600 花輪和一 湘南純愛組！（１１） 420 藤沢とおる

天水（２） 600 花輪和一 湘南純愛組！（１２） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１３） 420 藤沢とおる

天然少女萬（２） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１４） 420 藤沢とおる

天然少女萬（３） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１５） 420 藤沢とおる

天然少女萬（４） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１６） 420 藤沢とおる

天然少女萬（５） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１７） 420 藤沢とおる

天然少女萬（６） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１８） 420 藤沢とおる

天然少女萬（７） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（１９） 420 藤沢とおる

天然少女萬（８） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２０） 420 藤沢とおる

天然少女萬（９） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２１） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１０） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２２） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１１） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２３） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１２） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２４） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１３） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２５） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１４） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２６） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１５） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２７） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１６） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２８） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１７） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（２９） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１８） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（３０） 420 藤沢とおる

天然少女萬（１９） 600 こしばてつや 湘南純愛組！（３１） 420 藤沢とおる

天然少女萬（２０） 600 こしばてつや ＢＡＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ 420 藤沢とおる

天然少女萬　美想少年・百夜編 600 こしばてつや ＧＴ－Ｒ 420 藤沢とおる

伝染歌オリジナル版（１） 500

秋元康┴タケダケント┴Ｔｅａｍ－ＭｏＪ

ｏ ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１） 420 河方かおる

伝染歌オリジナル版（２） 500

秋元康┴タケダケント┴Ｔｅａｍ－ＭｏＪ

ｏ┴ＭｉＣｈａｏ！ ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（２） 420 河方かおる

伝染歌映画原作版 500

秋元康┴浦川まさる＆佳弥┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（３） 420 河方かおる

電撃ラブ・マシーン 420 はやかわともこ ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（４） 420 河方かおる

電車男 420 中野独人┴御茶まちこ ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（５） 420 河方かおる

電脳少女★Ｍｉｎｋ（１） 420 立川恵 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（６） 420 河方かおる

電脳少女★Ｍｉｎｋ（２） 420 立川恵 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（７） 420 河方かおる

電脳少女★Ｍｉｎｋ（３） 420 立川恵 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（８） 420 河方かおる

電脳少女★Ｍｉｎｋ（４） 420 立川恵 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（９） 420 河方かおる

電脳少女★Ｍｉｎｋ（５） 420 立川恵 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１０） 420 河方かおる

電脳少女★Ｍｉｎｋ（６） 420 立川恵 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１１） 420 河方かおる

電夢時空（１） 825 高山和雅 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１２） 420 河方かおる

電夢時空（２） 1143 高山和雅 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１３） 420 河方かおる

兎 600 高口里純 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１４） 420 河方かおる

東京ＳＥＸ～恋、かもしれない～（１） 420 秋元奈美┴川本美花 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１５） 420 河方かおる

東京ＳＥＸ～恋、かもしれない～（２） 420 秋元奈美┴川本美花 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１６） 420 河方かおる

東京エデン（１） 600 わたせせいぞう ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１７） 420 河方かおる

東京エデン（２） 600 わたせせいぞう ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１８） 420 河方かおる

東京バンパイヤ（１） 600 目白花子 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（１９） 420 河方かおる

東京バンパイヤ（２） 600 目白花子 ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ（２０） 420 河方かおる



東京プー（１） 600 すぎむらしんいち Ｒｏｓｅ　Ｈｉｐ　Ｒｏｓｅ（１） 420 藤沢とおる

東京プー（２） 600 すぎむらしんいち Ｒｏｓｅ　Ｈｉｐ　Ｒｏｓｅ（２） 420 藤沢とおる

東京プー（３） 600 すぎむらしんいち Ｒｏｓｅ　Ｈｉｐ　Ｒｏｓｅ（３） 420 藤沢とおる

東京プー（４） 600 すぎむらしんいち Ｒｏｓｅ　Ｈｉｐ　Ｒｏｓｅ（４） 420 藤沢とおる

東京プー（５） 600 すぎむらしんいち ＲＯＳＥ　ＨＩＰ　ＺＥＲＯ（１） 420 藤沢とおる

東周英雄伝（１） 600 鄭問┴徳田隆 ＲＯＳＥ　ＨＩＰ　ＺＥＲＯ（２） 420 藤沢とおる

東周英雄伝（２） 600 鄭問┴徳田隆 ＲＯＳＥ　ＨＩＰ　ＺＥＲＯ（３） 420 藤沢とおる

東周英雄伝（３） 600 鄭問┴徳田隆 ＲＯＳＥ　ＨＩＰ　ＺＥＲＯ（４） 420 藤沢とおる

桃色ヘヴン！（１） 420 吉野マリ ＲＯＳＥ　ＨＩＰ　ＺＥＲＯ（５） 420 藤沢とおる

桃色ヘヴン！（２） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（１） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（３） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（２） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（４） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（３） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（５） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（４） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（６） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（５） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（７） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（６） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（８） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（７） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（９） 420 吉野マリ コータローまかりとおる！Ｌ（８） 420 蛭田達也

桃色ヘヴン！（１０） 420 吉野マリ スーパーアルバイター伝説ムラサメ（１） 400 隆原ヒロタ

桃色ヘヴン！（１１） 420 吉野マリ スーパーアルバイター伝説ムラサメ（２） 420 隆原ヒロタ

桃色ヘヴン！（１２） 420 吉野マリ わんるーむ（１） 420 三ツ森あきら

桃色ヘヴン！（１３） 420 吉野マリ わんるーむ（２） 420 三ツ森あきら

逃げないで 先生 420 かわちゆかり わんるーむ（３） 420 三ツ森あきら

頭文字Ｄ（１） 680 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（１） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（２） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（２） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（３） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（３） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（４） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（４） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（５） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（５） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（６） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（６） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（７） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（７） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（８） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（８） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（９） 600 しげの秀一 ＧＴＯ　ＳＨＯＮＡＮ　１４ＤＡＹＳ（９） 420 藤沢とおる

頭文字Ｄ（１０） 600 しげの秀一 カイテンワン（１） 600 柴田ヨクサル

頭文字Ｄ（１１） 600 しげの秀一 カイテンワン（２） 600 柴田ヨクサル

頭文字Ｄ（１２） 630 しげの秀一 カイテンワン（３） 600 柴田ヨクサル

頭文字Ｄ（１３） 680 しげの秀一 カイテンワン（４） 630 柴田ヨクサル

頭文字Ｄ（１４） 600 しげの秀一 カイテンワン（５） 630 柴田ヨクサル

頭文字Ｄ（１５） 600 しげの秀一 フジマルッ！（１） 600 詠里

頭文字Ｄ（１６） 630 しげの秀一 フジマルッ！（２） 630 詠里

頭文字Ｄ（１７） 600 しげの秀一 フジマルッ！（３） 650 詠里

頭文字Ｄ（１８） 600 しげの秀一 ＬＯＶＥとＪＫ　三次マキ初期作品集 420 三次マキ

頭文字Ｄ（１９） 600 しげの秀一 ねこ色保健室（１） 600 松本ひで吉

頭文字Ｄ（２０） 600 しげの秀一 ねこ色保健室（２） 600 松本ひで吉

頭文字Ｄ（２１） 600 しげの秀一 ねこ色保健室（３） 600 松本ひで吉

頭文字Ｄ（２２） 630 しげの秀一 ねこ色保健室（４） 600 松本ひで吉

頭文字Ｄ（２３） 600 しげの秀一 できそこないの物語（１） 600 箱宮ケイ

頭文字Ｄ（２４） 600 しげの秀一 できそこないの物語（２） 600 箱宮ケイ

頭文字Ｄ（２５） 600 しげの秀一 できそこないの物語（３） 600 箱宮ケイ

頭文字Ｄ（２６） 680 しげの秀一 できそこないの物語（４） 600 箱宮ケイ

頭文字Ｄ（２７） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（１） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（２８） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（２） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（２９） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（３） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３０） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（４） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３１） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（５） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３２） 680 しげの秀一 ランウェイで笑って（６） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３３） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（７） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３４） 680 しげの秀一 ランウェイで笑って（８） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３５） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（９） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３６） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（１０） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３７） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（１１） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３８） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（１２） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（３９） 680 しげの秀一 ランウェイで笑って（１３） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４０） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（１４） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４１） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（１５） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４２） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（１６） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４３） 600 しげの秀一 ランウェイで笑って（１７） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４４） 660 しげの秀一 ランウェイで笑って（１８） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４５） 680 しげの秀一 ランウェイで笑って（１９） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４６） 630 しげの秀一 ランウェイで笑って（２０） 420 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４７） 660 しげの秀一 ランウェイで笑って（２１） 450 猪ノ谷言葉

頭文字Ｄ（４８） 690 しげの秀一 ランウェイで笑って（２２） 450 猪ノ谷言葉

働きマン（１） 600 安野モヨコ ワールドエンドクルセイダーズ（１） 420 ｂｉｋｉ┴不二涼介

働きマン（２） 600 安野モヨコ ワールドエンドクルセイダーズ（２） 420 ｂｉｋｉ┴不二涼介

働きマン（３） 600 安野モヨコ ワールドエンドクルセイダーズ（３） 420 ｂｉｋｉ┴不二涼介

働きマン（４） 600 安野モヨコ メダ子さんの恋スル侵略計画 420 ナユタン星人┴寺田てら

同棲片道切符 480 深見じゅん ＧＯＯＤ　ＫＩＳＳ！Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０（１） 420 河方かおる

同窓会 420 愛本みずほ ＧＯＯＤ　ＫＩＳＳ！Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０（２） 420 河方かおる

瞳いっぱいの涙（１） 420 真柴ひろみ ＧＯＯＤ　ＫＩＳＳ！Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０（３） 420 河方かおる

瞳いっぱいの涙（２） 420 真柴ひろみ ＧＯＯＤ　ＫＩＳＳ！Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０（４） 420 河方かおる

瞳いっぱいの涙（３） 420 真柴ひろみ ＧＯＯＤ　ＫＩＳＳ！Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０（５） 420 河方かおる

瞳の中の悪魔 420 菊川近子 ＧＯＯＤ　ＫＩＳＳ！Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０（６） 420 河方かおる

特撮天使（１） 600 倉上淳士 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（１） 420 三ツ森あきら

特撮天使（２） 600 倉上淳士 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（２） 420 三ツ森あきら

特撮天使（３） 600 倉上淳士 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（３） 420 三ツ森あきら

特撮天使（４） 600 倉上淳士 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（４） 420 三ツ森あきら

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１） 600 田島隆┴東風孝広 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（５） 420 三ツ森あきら

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２） 600 田島隆┴東風孝広 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（６） 420 三ツ森あきら

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（３） 600 田島隆┴東風孝広 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（７） 420 三ツ森あきら

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（４） 600 田島隆┴東風孝広 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（８） 420 三ツ森あきら

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（５） 600 田島隆┴東風孝広 ＬＥＴ’Ｓぬぷぬぷっ（９） 420 三ツ森あきら

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（６） 600 田島隆┴東風孝広 ジパング宝王伝（１） 420 小川悦司┴小笹和俊

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（７） 600 田島隆┴東風孝広 ジパング宝王伝（２） 420 小川悦司┴小笹和俊

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（８） 600 田島隆┴東風孝広 艶姿純情ＢＯＹ（１） 420 藤沢とおる

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（９） 600 田島隆┴東風孝広 艶姿純情ＢＯＹ（２） 420 藤沢とおる

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１０） 600 田島隆┴東風孝広 艶姿純情ＢＯＹ（３） 420 藤沢とおる

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１１） 600 田島隆┴東風孝広 艶姿純情ＢＯＹ（４） 420 藤沢とおる

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１２） 600 田島隆┴東風孝広 疾風伝説彦佐　疾風の絆 420 山本航暉

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１３） 600 田島隆┴東風孝広 疾風伝説彦佐　戦国の疾風 420 山本航暉

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１４） 600 田島隆┴東風孝広 ふしだらな乙女たち（『ヤンデレｖｓ．殺人鬼』より）（１） 602 あたる┴田原直樹

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１５） 600 田島隆┴東風孝広 ふしだらな乙女たち（『ヤンデレｖｓ．殺人鬼』より）（２） 602 あたる┴田原直樹

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１６） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（１） 660 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１７） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（２） 602 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１８） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（３） 690 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（１９） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（４） 630 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２０） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（５） 630 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２１） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（６） 660 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２２） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（７） 660 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２３） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（８） 690 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２４） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（９） 730 佐竹幸典

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２５） 600 田島隆┴東風孝広 魔女と野獣（１０） 730 佐竹幸典



特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２６） 600 田島隆┴東風孝広 シスタージェネレーター　沙村広明短編集 600 沙村広明

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２７） 600 田島隆┴東風孝広 すみれの花咲く頃 600 松本剛

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２８） 600 田島隆┴東風孝広 甘い水（上） 600 松本剛┴板垣久生

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（２９） 600 田島隆┴東風孝広 甘い水（下） 600 松本剛┴板垣久生

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（３０） 600 田島隆┴東風孝広 北京的夏 600 ファンキー末吉┴松本剛

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（３１） 600 田島隆┴東風孝広 魃鬼（１） 620 下川咲

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（３２） 600 田島隆┴東風孝広 魃鬼（２） 690 下川咲

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（３３） 600 田島隆┴東風孝広 １／Ｎのゆらぎ 600 土塚理弘

特上カバチ！！　－カバチタレ！２－（３４） 600 田島隆┴東風孝広 テセウスの船（１） 630 東元俊哉

二度めのキス 420 森下温 テセウスの船（２） 630 東元俊哉

日直番長（１） 600 タイム涼介 テセウスの船（３） 630 東元俊哉

日直番長（２） 600 タイム涼介 テセウスの船（４） 630 東元俊哉

日直番長（３） 600 タイム涼介 テセウスの船（５） 630 東元俊哉

日直番長（４） 600 タイム涼介 テセウスの船（６） 630 東元俊哉

日本の裸族 600 陽気婢 テセウスの船（７） 630 東元俊哉

猫の手貸します 600 入江紀子 テセウスの船（８） 630 東元俊哉

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１） 600 たーし テセウスの船（９） 630 東元俊哉

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（２） 600 たーし テセウスの船（１０） 630 東元俊哉

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（３） 600 たーし まほうつかえない（１） 600 コンノトヒロ

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（４） 600 たーし まほうつかえない（２） 600 コンノトヒロ

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（５） 600 たーし プライベートアイズ（１） 420 野村あきこ

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（６） 600 たーし プライベートアイズ（２） 420 野村あきこ

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（７） 600 たーし プライベートアイズ（３） 420 野村あきこ

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（８） 600 たーし 天地創造デザイン部（１） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（９） 600 たーし 天地創造デザイン部（２） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１０） 600 たーし 天地創造デザイン部（３） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１１） 600 たーし 天地創造デザイン部（４） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１２） 600 たーし 天地創造デザイン部（５） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１３） 600 たーし 天地創造デザイン部（６） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１４） 600 たーし 天地創造デザイン部（７） 650 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱血中古車屋魂！！　アーサーＧＡＲＡＧＥ（１５） 600 たーし 天地創造デザイン部（８） 660 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

熱視線 420 叶のりこ 遙かなる時空の中で（１） 450 水野十子

熱烈台風娘　ホットタイフーン（１） 420 立川恵 遙かなる時空の中で（２） 450 水野十子

熱烈台風娘　ホットタイフーン（２） 420 立川恵 遙かなる時空の中で（３） 450 水野十子

年下のあンちくしょう 500 吉田まゆみ 遙かなる時空の中で（４） 450 水野十子

燃える秋（１） 600 三山のぼる 遙かなる時空の中で（５） 450 水野十子

燃える秋（２） 600 三山のぼる 遙かなる時空の中で（６） 450 水野十子

燃える秋（３） 600 三山のぼる 遙かなる時空の中で（７） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（１） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（８） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（２） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（９） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（３） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１０） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（４） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１１） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（５） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１２） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（６） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１３） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（７） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１４） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（８） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１５） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（９） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１６） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（１０） 420 島崎譲 遙かなる時空の中で（１７） 450 水野十子

覇王伝説　驍（タケル）（１１） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（１） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１２） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（２） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１３） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（３） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１４） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（４） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１５） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（５） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１６） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（６） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１７） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（７） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１８） 420 島崎譲 はいからさんが通る　新装版（８） 450 大和和紀

覇王伝説　驍（タケル）（１９） 420 島崎譲 社畜フランケン（１） 600 鳥屋

覇王伝説　驍（タケル）（２０） 420 島崎譲 社畜フランケン（２） 600 鳥屋

杯気分！肴姫（１） 600 入江喜和 赤豹のサンクチュアリ（１） 600 猫目トーチカ

杯気分！肴姫（２） 600 入江喜和 赤豹のサンクチュアリ（２） 600 猫目トーチカ

杯気分！肴姫（３） 600 入江喜和 赤豹のサンクチュアリ（３） 600 猫目トーチカ

杯気分！肴姫（４） 600 入江喜和 矢野くんに推し変はできない！（１） 600 吉田ばな

杯気分！肴姫（５） 600 入江喜和 矢野くんに推し変はできない！（２） 600 吉田ばな

杯気分！肴姫（６） 600 入江喜和 てんまんアラカルト（１） 420 小林有吾

杯気分！肴姫（７） 600 入江喜和 てんまんアラカルト（２） 420 小林有吾

白いジャージ～先生と私～ 420 ｒｅＹ┴相川ヒロ てんまんアラカルト（３） 420 小林有吾

白旗の少女 420 比嘉富子┴みやうち沙矢 てんまんアラカルト（４） 420 小林有吾

白鳥麗子でございます！（１） 500 鈴木由美子 隠れオタクの恋愛戦略 （１） 600 大場玲耶

白鳥麗子でございます！（２） 500 鈴木由美子 隠れオタクの恋愛戦略（２） 600 大場玲耶

白鳥麗子でございます！（３） 500 鈴木由美子 隠れオタクの恋愛戦略（３） 600 大場玲耶

白鳥麗子でございます！（４） 500 鈴木由美子 星と旅する（１） 420 石沢庸介

白鳥麗子でございます！（５） 500 鈴木由美子 星と旅する（２） 420 石沢庸介

白鳥麗子でございます！（６） 500 鈴木由美子 星と旅する（３） 420 石沢庸介

白鳥麗子でございます！（７） 500 鈴木由美子 バギーウィップ（１） 630 大野すぐる

莫逆家族（１） 600 田中宏 バギーウィップ（２） 630 大野すぐる

莫逆家族（２） 600 田中宏 バギーウィップ（３） 600 大野すぐる

莫逆家族（３） 600 田中宏 学生 島耕作　就活編（１） 600 弘兼憲史

莫逆家族（４） 600 田中宏 学生 島耕作　就活編（２） 600 弘兼憲史

莫逆家族（５） 600 田中宏 学生　島耕作　就活編（３） 630 弘兼憲史

莫逆家族（６） 600 田中宏 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（１） 600 植芝理一

莫逆家族（７） 600 田中宏 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（２） 600 植芝理一

莫逆家族（８） 600 田中宏 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（３） 600 植芝理一

莫逆家族（９） 600 田中宏 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（４） 600 植芝理一

莫逆家族（１０） 600 田中宏 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（５） 600 植芝理一

莫逆家族（１１） 600 田中宏 大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック（６） 600 植芝理一

八重と次郎（１） 1200 わたせせいぞう やみのさんしまい（１） 600 永瀬ようすけ

八重と次郎（２） 1200 わたせせいぞう やみのさんしまい（２） 600 永瀬ようすけ

半熟ウィドウ（１） 420 三原陽子 やみのさんしまい（３） 600 永瀬ようすけ

半熟ウィドウ（２） 420 三原陽子 やみのさんしまい（４） 600 永瀬ようすけ

半熟ウィドウ（３） 420 三原陽子 やみのさんしまい（５） 600 永瀬ようすけ

反町くんには彼女がいない（１） 600 有川祐 やみのさんしまい（６） 600 永瀬ようすけ

反町くんには彼女がいない（２） 600 有川祐 なんでここに先生が！？　特装版（２） 1000 蘇募ロウ

反町くんには彼女がいない（３） 600 有川祐 ツツジモリ-遺品整理始末録-（１） 630 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

反町くんには彼女がいない（４） 600 有川祐 ツツジモリ-遺品整理始末録-（２） 630 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

反町くんには彼女がいない（５） 600 有川祐 ツツジモリ-遺品整理始末録-（３） 630 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ

反町くんには彼女がいない（６） 600 有川祐 僕らとひとつ屋根の下～番町ボーイズ☆Ｂａｃｋｓｔａｇｅ～（１） 600 くまだゆか┴ソニー・ミュージックエンターテインメント

彼とカレの恋愛事情 400

春田ハナ┴百乃モト┴木村琴々┴Ω零戦┴

雪こう┴高橋ミサ 僕らとひとつ屋根の下～番町ボーイズ☆Ｂａｃｋｓｔａｇｅ～（２） 600 くまだゆか┴ソニー・ミュージックエンタテインメント

彼と彼女のひみつ 420 倉持マリ 魔法じかけ×プリンス（１） 600 椿木とりか

彼岸島（１） 600 松本光司 僕の彼女は最高です！（１） 560 伊織┴高田タカミ

彼岸島（２） 600 松本光司 僕の彼女は最高です！（２） 560 伊織┴高田タカミ

彼岸島（３） 600 松本光司 僕の彼女は最高です！（３） 560 伊織┴高田タカミ

彼岸島（４） 600 松本光司 僕の彼女は最高です！（４） 560 伊織┴高田タカミ

彼岸島（５） 600 松本光司 僕の彼女は最高です！（５） 600 伊織┴高田タカミ

彼岸島（６） 600 松本光司 僕の彼女は最高です！（６） 600 伊織┴高田タカミ

彼岸島（７） 600 松本光司 鉤月のオルタ（１） 560 麻日隆

彼岸島（８） 600 松本光司 鉤月のオルタ（２） 560 麻日隆

彼岸島（９） 600 松本光司 ストレイバレットベイベー 600 市川けい

彼岸島（１０） 600 松本光司 気ままなアイツを飼いならせ 600 ぴい



彼岸島（１１） 600 松本光司 交じりあう僕等 600 カズ

彼岸島（１２） 600 松本光司 水の森（１） 600 小林有吾

彼岸島（１３） 600 松本光司 水の森（２） 600 小林有吾

彼岸島（１４） 600 松本光司 水の森（３） 600 小林有吾

彼岸島（１５） 600 松本光司 鬼喰い少女と月梟（１） 600 茂木清香

彼岸島（１６） 600 松本光司 鬼喰い少女と月梟（２） 600 茂木清香

彼岸島（１７） 600 松本光司 鬼喰い少女と月梟（３） 600 茂木清香

彼岸島（１８） 600 松本光司 ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！～魔法先生ネギま！２～公式ガイド悠久百科 800 赤松健┴週刊少年マガジン編集部

彼岸島（１９） 600 松本光司 皆様の玩具です（１） 420 石井康之

彼岸島（２０） 600 松本光司 皆様の玩具です（２） 420 石井康之

彼岸島（２１） 600 松本光司 皆様の玩具です（３） 420 石井康之

彼岸島（２２） 600 松本光司 皆様の玩具です（４） 420 石井康之

彼岸島（２３） 600 松本光司 皆様の玩具です（５） 420 石井康之

彼岸島（２４） 600 松本光司 皆様の玩具です（６） 420 石井康之

彼岸島（２５） 600 松本光司 皆様の玩具です（７） 420 石井康之

彼岸島（２６） 600 松本光司 皆様の玩具です（８） 420 石井康之

彼岸島（２７） 600 松本光司 皆様の玩具です（９） 420 石井康之

彼岸島（２８） 600 松本光司 私人警察（１） 420 小川亮

彼岸島（２９） 600 松本光司 私人警察（２） 420 小川亮

彼岸島（３０） 600 松本光司 私人警察（３） 420 小川亮

彼岸島（３１） 600 松本光司 飛んで火に入る適齢期（１） 420 近由子┴なかはら★ももた

彼岸島（３２） 600 松本光司 飛んで火に入る適齢期（２） 420 近由子┴なかはら★ももた

彼岸島（３３） 600 松本光司 Ｉ・ＤＫ 420

渡辺あゆ┴町野いろは┴比乃キオ┴霧花じゃこ┴

西野ひな┴瀬戸さとみ

彼女ができたから。 420 那波マオ あさひ先輩のお気にいり（１） 420 町野いろは

悲しいぜっ 600 能條純一 あさひ先輩のお気にいり（２） 420 町野いろは

秘めごと　今夜、いけないLoveレッスン 400

夏咲たかお┴倖月さちの┴大橋薫┴もりひの

と┴たにぐち千賀┴成瀬千雪┴百乃モト あさひ先輩のお気にいり（３） 420 町野いろは

秘密のサッコちゃん（１） 500 よしまさこ あさひ先輩のお気にいり（４） 420 町野いろは

秘密のサッコちゃん（２） 500 よしまさこ あさひ先輩のお気にいり（５） 420 町野いろは

秘密の恋　秘密のH　ベスト10 420

いしだ絵里┴流田まさみ┴かわちゆかり┴水

槻れん┴永瀬れいこ┴森下温┴森脇葵┴く

りはら美佳┴はやしだちひろ┴黒田葉子 あさひ先輩のお気にいり（６） 420 町野いろは

秘密結社α＜アルファー＞ 600 井田辰彦 あさひ先輩のお気にいり（７） 420 町野いろは

美神（ヴィーナス）にひざまずけ！ 500 ひうらさとる 雲一族と泥ガール（１） 420 三月えみ

美童物語（１） 638 比嘉慂 雲一族と泥ガール（２） 420 三月えみ

美童物語（２） 638 比嘉慂 雲一族と泥ガール（３） 420 三月えみ

美由紀におまかせ！（１） 420 中西やすひろ 超能力者と恋におちる（１） 600 上機しほ

美由紀におまかせ！（２） 420 中西やすひろ 超能力者と恋におちる（２） 600 上機しほ

必ず泣ける読者体験20代のリアル 500

朔本敬子┴ＳＡＯＲＩ┴高橋真貴子┴

三浦綾┴水月ひかる┴えび┴かたおかみさお

┴白箸奈実┴街田チカ┴及川博美 超能力者と恋におちる（３） 600 上機しほ

百の眼が見ていた 420 菊川近子 超能力者と恋におちる（４） 600 上機しほ

不思議の国の千一夜（１） 400 曽祢まさこ ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ　ｇ－ｓｗｏｒｄ 700 ＣＬＡＭＰ┴ＨＩ－ＡＸ

不思議の国の千一夜（２） 400 曽祢まさこ トキワボウルの女神さま（１） 420 八神ひろき

不思議の国の千一夜（３） 400 曽祢まさこ トキワボウルの女神さま（２） 420 八神ひろき

不思議の国の千一夜（４） 400 曽祢まさこ トキワボウルの女神さま（３） 420 八神ひろき

不思議の国の千一夜（５） 400 曽祢まさこ トキワボウルの女神さま（４） 420 八神ひろき

不思議の国の千一夜（６） 400 曽祢まさこ 血戦の九遠（１） 420 枩岡佳範

不思議の国の千一夜（７） 400 曽祢まさこ 血戦の九遠（２） 420 枩岡佳範

不思議の国の千一夜（８） 400 曽祢まさこ 五等分の花嫁（１） 420 春場ねぎ

不思議の国の千一夜（９） 400 曽祢まさこ 五等分の花嫁（２） 420 春場ねぎ

不思議の国の千一夜（１０） 400 曽祢まさこ 五等分の花嫁（３） 420 春場ねぎ

不思議の国の千一夜（１１） 400 曽祢まさこ 五等分の花嫁（４） 420 春場ねぎ

不条理マンガの女王が贈る　無限フラフープ（１） 400 大畑朋魅┴ＭｉＣｈａｏ！ 五等分の花嫁（５） 420 春場ねぎ

不条理マンガの女王が贈る　無限フラフープ（２） 400 大畑朋魅┴ＭｉＣｈａｏ！ 五等分の花嫁（６） 420 春場ねぎ

不条理マンガの女王が贈る　無限フラフープ（３） 400 大畑朋魅┴ＭｉＣｈａｏ！ 五等分の花嫁（７） 420 春場ねぎ

浮気ビールス発生中！ 420 菊川近子 五等分の花嫁（８） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（１） 600 弘兼憲史 五等分の花嫁（９） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（２） 600 弘兼憲史 五等分の花嫁（１０） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（３） 600 弘兼憲史 五等分の花嫁（１１） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（４） 600 弘兼憲史 五等分の花嫁（１２） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（５） 600 弘兼憲史 五等分の花嫁（１３） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（６） 600 弘兼憲史 五等分の花嫁（１４） 420 春場ねぎ

部長 島耕作（７） 600 弘兼憲史 杖ペチ魔法使い♀の冒険の書（１） 420 あわ箱

部長 島耕作（８） 600 弘兼憲史 杖ペチ魔法使い♀の冒険の書（２） 420 あわ箱

部長 島耕作（９） 600 弘兼憲史 彼女、お借りします（１） 420 宮島礼吏

部長 島耕作（１０） 600 弘兼憲史 彼女、お借りします（２） 420 宮島礼吏

部長 島耕作（１１） 600 弘兼憲史 彼女、お借りします（３） 420 宮島礼吏

部長 島耕作（１２） 600 弘兼憲史 彼女、お借りします（４） 420 宮島礼吏

部長 島耕作（１３） 600 弘兼憲史 彼女、お借りします（５） 420 宮島礼吏

風とマンダラ（１） 600 立川志加吾 彼女、お借りします（６） 420 宮島礼吏

風とマンダラ（２） 600 立川志加吾 彼女、お借りします（７） 420 宮島礼吏

風とマンダラ（３） 600 立川志加吾 彼女、お借りします（８） 420 宮島礼吏

風とマンダラ（４） 600 立川志加吾 彼女、お借りします（９） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（１） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１０） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（２） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１１） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（３） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１２） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（４） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１３） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（５） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１４） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（６） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１５） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（７） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１６） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（８） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１７） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（９） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１８） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（１０） 420 本島幸久 彼女、お借りします（１９） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（１１） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２０） 420 宮島礼吏

風のシルフィード（１２） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２１） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１３） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２２） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１４） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２３） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１５） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２４） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１６） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２５） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１７） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２６） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１８） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２７） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（１９） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２８） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（２０） 420 本島幸久 彼女、お借りします（２９） 450 宮島礼吏

風のシルフィード（２１） 420 本島幸久 少女マンガはお嫌いですか？（１） 420 森田羊

風のシルフィード（２２） 420 本島幸久 少女マンガはお嫌いですか？（２） 420 森田羊

風のシルフィード（２３） 420 本島幸久 昭和ファンファーレ（１） 420 リカチ

風の福音 420 庄司陽子 昭和ファンファーレ（２） 420 リカチ

風使い（１） 420 鷹氏隆之 昭和ファンファーレ（３） 420 リカチ

風使い（２） 420 鷹氏隆之 昭和ファンファーレ（４） 420 リカチ

風使い（３） 420 鷹氏隆之 昭和ファンファーレ（５） 420 リカチ

風使い（４） 420 鷹氏隆之 昭和ファンファーレ（６） 420 リカチ

風使い（５） 420 鷹氏隆之 昭和ファンファーレ（７） 420 リカチ

風使い（６） 420 鷹氏隆之 決闘裁判（１） 602 宮下裕樹┴後藤一信

風使い（７） 420 鷹氏隆之 決闘裁判（２） 602 宮下裕樹┴後藤一信

風使い（８） 420 鷹氏隆之 決闘裁判（３） 630 宮下裕樹┴後藤一信

風使い（９） 420 鷹氏隆之 決闘裁判（４） 750 宮下裕樹┴後藤一信

風使い（１０） 420 鷹氏隆之 二科てすらは推理しない（１） 600 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ



風使い（１１） 420 鷹氏隆之 ムヨン－影無し－（１） 600 高橋ツトム┴金正賢

風使い（１２） 420 鷹氏隆之 ムヨン－影無し－（２） 600 高橋ツトム┴金正賢

風使い（１３） 420 鷹氏隆之 ムヨン－影無し－（３） 600 高橋ツトム┴金正賢

風使い（１４） 420 鷹氏隆之 ムヨン－影無し－（４） 600 高橋ツトム┴金正賢

風使い（１５） 420 鷹氏隆之 ムヨン－影無し－（５） 600 高橋ツトム┴金正賢

風使い（１６） 420 鷹氏隆之 １３日のゾンビ 700 谷間夢路

風使い（１７） 420 鷹氏隆之 悪魔に魅せられて 700 谷間夢路

風呂上がりの夜空に（１） 600 小林じんこ 解剖 700 蕪木彩子

風呂上がりの夜空に（２） 600 小林じんこ 血まみれの竹人形 700 古賀新一

風呂上がりの夜空に（３） 600 小林じんこ 犬木加奈子の大恐怖！ 700 犬木加奈子

風呂上がりの夜空に（４） 600 小林じんこ 呪いの鈴の音 700 古賀新一

風呂上がりの夜空に（５） 600 小林じんこ 地下室の虫地獄 700 日野日出志

福娘ＯＮＤＯ！（１） 420 三原陽子 霊障学園（上） 700 蕪木彩子

福娘ＯＮＤＯ！（２） 420 三原陽子 霊障学園（下） 700 蕪木彩子

福娘ＯＮＤＯ！（３） 420 三原陽子 呪いの都市伝説モンスター 700

鯛夢┴呪みちる┴児嶋都┴花輪和一┴寝猫┴

斎藤猛┴天野聡彦┴佐藤修弘┴逆柱いみり┴

伊賀和洋┴並木伸一郎┴香川眞吾

平成マンガ家実存物語　おはようひで次くん！（１） 400 小田ひで次 ポーション頼みで生き延びます！（１） 600 ＦＵＮＡ┴九重ヒビキ┴すきま

平成マンガ家実存物語　おはようひで次くん！（２） 400 小田ひで次 ポーション頼みで生き延びます！（２） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

別巻　工業哀歌バレーボーイズ　虎子 600 村田ひろゆき ポーション頼みで生き延びます！（３） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

弁慶 600 ヒロモト森一 ポーション頼みで生き延びます！（４） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

抱きたい男　抱かれたい男 420

いしだ絵里┴みづき水脈┴森脇葵┴高藤Ｊ

ｒ┴森下温┴有羽なぎさ ポーション頼みで生き延びます！（５） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

放課後ＮＯＴＥ 420 真柴ひろみ ポーション頼みで生き延びます！（６） 650 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

放課後大通り 420 谷口亜夢 ポーション頼みで生き延びます！（７） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

放課後発情期 420

相川ヒロ┴高島えり┴しほ┴碧井サキ┴鳴

海涼┴熊岡冬夕 ポーション頼みで生き延びます！（８） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

萌える麻雀入門　もえじゃん！（１） 700 森永ひとみ┴大林森┴ＭｉＣｈａｏ！ ポーション頼みで生き延びます！（９） 600 九重ヒビキ┴ＦＵＮＡ┴すきま

萌える麻雀入門　もえじゃん！（２） 700 森永ひとみ┴大林森┴ＭｉＣｈａｏ！ 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（１） 420 鏡貴也┴浅見よう

萌える麻雀入門　もえじゃん！　ゲームりみっくす 700 森永ひとみ┴大林森┴ＭｉＣｈａｏ！ 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（２） 420 鏡貴也┴浅見よう

坊主戦隊ジュゲム 600 駒井悠 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（３） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕といっしょ（１） 600 古谷実 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（４） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕といっしょ（２） 600 古谷実 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（５） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕といっしょ（３） 600 古谷実 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（６） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕といっしょ（４） 600 古谷実 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（７） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕はムコ養子（１） 600 夢野一子 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（８） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕はムコ養子（２） 600 夢野一子 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（９） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕はムコ養子（３） 600 夢野一子 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（１０） 420 浅見よう┴鏡貴也

僕はムコ養子（４） 600 夢野一子 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（１１） 450 浅見よう┴鏡貴也

僕はムコ養子（５） 600 夢野一子 終わりのセラフ　一瀬グレン、１６歳の破滅（１２） 520 浅見よう┴鏡貴也

僕はムコ養子（６） 600 夢野一子 鼻兎（１） 971 小林賢太郎

僕はムコ養子（７） 600 夢野一子 鼻兎（２） 962 小林賢太郎

僕はムコ養子（８） 600 夢野一子 鼻兎（３） 971 小林賢太郎

僕はムコ養子（９） 600 夢野一子 鼻兎（４） 952 小林賢太郎

僕はムコ養子（１０） 600 夢野一子 チャラい羽山にきゅんときた（１） 420 町野いろは

本当にあった感動Ｈ体験　みんなのＨ 420 永瀬れいこ┴水槻れん チャラい羽山にきゅんときた（２） 420 町野いろは

魔の刻（１） 500 もりたゆうこ マイ・ボーイフレンド（１） 420 蒼井まもる

魔の刻（２） 500 もりたゆうこ マイ・ボーイフレンド（２） 420 蒼井まもる

魔界樹（１） 420 高階良子 マイ・ボーイフレンド（３） 420 蒼井まもる

魔界樹（２） 420 高階良子 １センチよりも近く（１） 420 石沢うみ

魔女たちの夜 420 森谷幸子 １センチよりも近く（２） 420 石沢うみ

妹あいどる 600 山本マサユキ 聖血の海獣（１） 600 釣巻和

妹は思春期（１） 600 氏家ト全 聖血の海獣（２） 600 釣巻和

妹は思春期（２） 600 氏家ト全 聖血の海獣（３） 600 釣巻和

妹は思春期（３） 600 氏家ト全 五ツ星プリンス（１） 420 真田ちか┴村田莉恵

妹は思春期（４） 600 氏家ト全 五ツ星プリンス（２） 420 真田ちか┴村田莉恵

妹は思春期（５） 600 氏家ト全 コルティジャーナ・オネスタ 420 庄司陽子

妹は思春期（６） 600 氏家ト全 ＤＶ（ドメスティックバイオレンス） 420 海里真弓┴エトウケイコ

妹は思春期（７） 600 氏家ト全 オレが魔法をかけてやる（１） 420 Ｉｓｈｉｋｏ

妹は思春期（８） 600 氏家ト全 オレが魔法をかけてやる（２） 420 Ｉｓｈｉｋｏ

妹は思春期（９） 600 氏家ト全 お隣は１軒で２度おいしい（１） 420 原田唯衣

妹は思春期（１０） 600 氏家ト全 お隣は１軒で２度おいしい（２） 420 原田唯衣

万歳ハイウェイ（１） 600 守村大┴オサム 先生は悪いコ（１） 420 見崎なつみ

万歳ハイウェイ（２） 600 守村大┴オサム 先生は悪いコ（２） 420 見崎なつみ

万歳ハイウェイ（３） 600 守村大┴オサム グラシュロス（１） 680 金城宗幸┴藤村緋二

万歳ハイウェイ（４） 600 守村大┴オサム グラシュロス（２） 600 金城宗幸┴藤村緋二

万歳ハイウェイ（５） 600 守村大┴オサム グラシュロス（３） 600 金城宗幸┴藤村緋二

万歳ハイウェイ（６） 600 守村大┴オサム グラシュロス（４） 600 金城宗幸┴藤村緋二

万歳ハイウェイ（７） 600 守村大┴オサム グラシュロス（５） 630 金城宗幸┴藤村緋二

万歳ハイウェイ（８） 600 守村大┴オサム バジリスク　～桜花忍法帖～（１） 600 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万歳ハイウェイ（９） 600 守村大┴オサム バジリスク　～桜花忍法帖～（２） 600 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万歳ハイウェイ（１０） 600 守村大┴オサム バジリスク　～桜花忍法帖～（３） 600 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万歳ハイウェイ（１１） 600 守村大┴オサム バジリスク　～桜花忍法帖～（４） 630 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万歳ハイウェイ（１２） 600 守村大┴オサム バジリスク　～桜花忍法帖～（５） 630 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万歳ハイウェイ（１３） 600 守村大┴オサム バジリスク　～桜花忍法帖～（６） 630 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万祝（１） 600 望月峯太郎 バジリスク　～桜花忍法帖～（７） 650 山田正紀┴シヒラ竜也┴せがわまさき

万祝（２） 600 望月峯太郎 副会長ガンバル。（１） 602 ＲｅＤｒｏｐ┴『監獄学園』より

万祝（３） 600 望月峯太郎 ドレッドノット（１） 620 緋鍵龍彦

万祝（４） 600 望月峯太郎 ドレッドノット（２） 620 緋鍵龍彦

万祝（５） 600 望月峯太郎 十二人の死にたい子どもたち（１） 600 冲方丁┴熊倉隆敏

万祝（６） 600 望月峯太郎 十二人の死にたい子どもたち（２） 600 熊倉隆敏┴冲方丁

万祝（７） 600 望月峯太郎 十二人の死にたい子どもたち（３） 600 冲方丁┴熊倉隆敏

万祝（８） 600 望月峯太郎 ＷＩＬＤ　ＷＩＧＨＴ　ＷＥＳＴ（１） 600 奥村惇一朗┴西田拓矢

万祝（９） 600 望月峯太郎 ＷＩＬＤ　ＷＩＧＨＴ　ＷＥＳＴ（２） 600 奥村惇一朗┴西田拓矢

万祝（１０） 600 望月峯太郎 おくることば（１） 600 町田とし子

万祝（１１） 600 望月峯太郎 おくることば（２） 600 町田とし子

妙齢ガールトーク 400 水谷さるころ┴ＭｉＣｈａｏ！ おくることば（３） 600 町田とし子

夢に似て愛より遠く 420 森谷幸子 偉人ゲーム！！（１） 420 加遠宏伸

夢使い（１） 600 植芝理一 偉人ゲーム！！（２） 420 加遠宏伸

夢使い（２） 600 植芝理一 屍領域（１） 420 大前貴史

夢使い（３） 600 植芝理一 屍領域（２） 420 大前貴史

夢使い（４） 600 植芝理一 屍領域（３） 420 大前貴史

夢使い（５） 600 植芝理一 死因とあそぼ！（１） 420 川崎命大

夢使い（６） 600 植芝理一 死因とあそぼ！（２） 420 川崎命大

夢狩り伝説 420 はざまもり 七都市物語（１） 602 田中芳樹┴フクダイクミ

無印大恋愛 500 沖野ヨーコ 七都市物語（２） 602 田中芳樹┴フクダイクミ

無限の住人（１） 600 沙村広明 七都市物語（３） 630 田中芳樹┴フクダイクミ

無限の住人（２） 600 沙村広明 七都市物語（４） 630 田中芳樹┴フクダイクミ

無限の住人（３） 600 沙村広明 七都市物語（５） 630 田中芳樹┴フクダイクミ

無限の住人（４） 600 沙村広明 キーリングロック 600 ｙｍｚ

無限の住人（５） 600 沙村広明 スカートに罠 600 プルちょめ

無限の住人（６） 600 沙村広明 門限８時の恋人 600 じゃのめ

無限の住人（７） 600 沙村広明 しーくれっトラいふ！（１） 600 とくら

無限の住人（８） 600 沙村広明 しーくれっトラいふ！（２） 600 とくら

無限の住人（９） 600 沙村広明 カラダ電気店 600 馬田イスケ

無限の住人（１０） 600 沙村広明 ヨウコさんはカッコいい（１） 420 榎本さく

無限の住人（１１） 600 沙村広明 ヨウコさんはカッコいい（２） 420 榎本さく

無限の住人（１２） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（１） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平



無限の住人（１３） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（２） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（１４） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（３） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（１５） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（４） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（１６） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（５） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（１７） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（６） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（１８） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（７） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（１９） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（８） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（２０） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（９） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（２１） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（１０） 420

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（２２） 600 沙村広明 金田一少年の事件簿外伝　犯人たちの事件簿（１１） 480

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

無限の住人（２３） 600 沙村広明 小林少年と不逞の怪人（１） 600 上条明峰

無限の住人（２４） 600 沙村広明 小林少年と不逞の怪人（２） 600 上条明峰

無限の住人（２５） 600 沙村広明 小林少年と不逞の怪人（３） 630 上条明峰

無限の住人（２６） 600 沙村広明 小林少年と不逞の怪人（４） 630 上条明峰

無限の住人（２７） 600 沙村広明 小林少年と不逞の怪人（５） 630 上条明峰

無限の住人（２８） 600 沙村広明 保険加入者に告ぐ。（１） 602 渡辺悠┴田丸哲二

無限の住人（２９） 600 沙村広明 保険加入者に告ぐ。（２） 602 渡辺悠┴田丸哲二

無限の住人（３０） 600 沙村広明 保険加入者に告ぐ。（３） 690 渡辺悠┴田丸哲二

無精卵 420 成毛厚子 カラオケ流星群 880 田中光

名犬リンタロウ（１） 600 永松潔 前略　雲の上より（１） 640 竹本真┴猪乙くろ

名犬リンタロウ（２） 600 永松潔 前略　雲の上より（２） 640 猪乙くろ┴竹本真

名探偵パシリくん！（１） 420 雛祭わいん┴うみたまこ 前略　雲の上より（３） 630 猪乙くろ┴竹本真

名探偵パシリくん！（２） 420 雛祭わいん┴うみたまこ 前略　雲の上より（４） 630 猪乙くろ┴竹本真

名探偵パシリくん！（３） 420 雛祭わいん┴うみたまこ 前略　雲の上より（５） 630 猪乙くろ┴竹本真

名探偵夢水清志郎事件ノート（１） 420 はやみねかおる┴えぬえけい 前略　雲の上より（６） 630 猪乙くろ┴竹本真

名探偵夢水清志郎事件ノート（２） 420 はやみねかおる┴えぬえけい 前略　雲の上より（７） 630 猪乙くろ┴竹本真

名探偵夢水清志郎事件ノート（３） 420 はやみねかおる┴えぬえけい ＶＳ．アゲイン（１） 600 中馬孝博

名探偵夢水清志郎事件ノート（４） 420 はやみねかおる┴えぬえけい ＶＳ．アゲイン（２） 600 中馬孝博

名探偵夢水清志郎事件ノート（５） 420 はやみねかおる┴えぬえけい ＶＳ．アゲイン（３） 600 中馬孝博

名探偵夢水清志郎事件ノート（６） 420 はやみねかおる┴えぬえけい ＶＳ．アゲイン（４） 600 中馬孝博

名探偵夢水清志郎事件ノート（７） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（１） 650 三原和人

名探偵夢水清志郎事件ノート（８） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（２） 650 三原和人

名探偵夢水清志郎事件ノート（９） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（３） 650 三原和人

名探偵夢水清志郎事件ノート（１０） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（４） 650 三原和人

名探偵夢水清志郎事件ノート（１１） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（５） 650 三原和人

名探偵夢水清志郎事件ノート（１２） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（６） 650 三原和人

名探偵夢水清志郎事件ノート（１３） 420 はやみねかおる┴えぬえけい はじめアルゴリズム（７） 650 三原和人

名門！　源五郎丸厩舎（１） 600 むつ利之 はじめアルゴリズム（８） 650 三原和人

名門！　源五郎丸厩舎（２） 600 むつ利之 はじめアルゴリズム（９） 650 三原和人

名門！　源五郎丸厩舎（３） 600 むつ利之 はじめアルゴリズム（１０） 650 三原和人

名門！　源五郎丸厩舎（４） 600 むつ利之 マッドキメラワールド（１） 600 岸本聖史

名門！　源五郎丸厩舎（５） 600 むつ利之 マッドキメラワールド（２） 600 岸本聖史

名門！　源五郎丸厩舎（６） 600 むつ利之 マッドキメラワールド（３） 610 岸本聖史

名門！　源五郎丸厩舎（７） 600 むつ利之 マッドキメラワールド（４） 650 岸本聖史

名門！　源五郎丸厩舎（８） 600 むつ利之 我らコンタクティ 650 森田るい

名門！　源五郎丸厩舎（９） 600 むつ利之 四季彩　高橋ツトム短編集 600 高橋ツトム

名門！　源五郎丸厩舎（１０） 600 むつ利之 来世は他人がいい（１） 680 小西明日翔

名門！　源五郎丸厩舎（１１） 600 むつ利之 来世は他人がいい（２） 680 小西明日翔

名門！多古西応援団（１） 420 所十三 来世は他人がいい（３） 680 小西明日翔

名門！多古西応援団（２） 420 所十三 来世は他人がいい（４） 680 小西明日翔

名門！多古西応援団（３） 420 所十三 来世は他人がいい（５） 660 小西明日翔

名門！多古西応援団（４） 420 所十三 来世は他人がいい（６） 680 小西明日翔

名門！多古西応援団（５） 420 所十三 制服のラグナロク（１） 600 紗与イチ┴緑川光

名門！多古西応援団（６） 420 所十三 制服のラグナロク（２） 600 紗与イチ┴緑川光

名門！多古西応援団（７） 420 所十三 ドメスティックな彼女　特装版（１４） 800 流石景

名門！多古西応援団（８） 420 所十三 ドメスティックな彼女　特装版（１５） 800 流石景

名門！多古西応援団（９） 420 所十三 ドメスティックな彼女　特装版（１２） 700 流石景

名門！多古西応援団（１０） 420 所十三 お嬢さんと呼ばないで（１） 420 天倉ふゆ

名門！多古西応援団（１１） 420 所十三 お嬢さんと呼ばないで（２） 420 天倉ふゆ

名門！多古西応援団（１２） 420 所十三 今からあなたを脅迫します（１） 420 藤石波矢┴奈院ゆりえ

名門！多古西応援団（１３） 420 所十三 ハナヨメ未満（１） 600 ウラモトユウコ

名門！多古西応援団（１４） 420 所十三 ハナヨメ未満（２） 600 ウラモトユウコ

名門！多古西応援団（１５） 420 所十三 ハナヨメ未満（３） 600 ウラモトユウコ

名門！多古西応援団（１６） 420 所十三 阿修羅ちゃんと修羅場った（１） 600 秀河憲伸

名門！多古西応援団（１７） 420 所十三 阿修羅ちゃんと修羅場った（２） 600 秀河憲伸

名門！多古西応援団（１８） 420 所十三 突姉っ！（１） 600 児玉潤

名門！多古西応援団（１９） 420 所十三 突姉っ！（２） 600 児玉潤

名門！多古西応援団（２０） 420 所十三 ラキラキス（１） 420 さとる

名門！多古西応援団（２１） 420 所十三 ラキラキス（２） 420 さとる

名門！第三野球部（１） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（１） 420 餡蜜

名門！第三野球部（２） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（２） 420 餡蜜

名門！第三野球部（３） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（３） 420 餡蜜

名門！第三野球部（４） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（４） 420 餡蜜

名門！第三野球部（５） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（５） 420 餡蜜

名門！第三野球部（６） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（６） 420 餡蜜

名門！第三野球部（７） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（７） 450 餡蜜

名門！第三野球部（８） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（８） 450 餡蜜

名門！第三野球部（９） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（９） 450 餡蜜

名門！第三野球部（１０） 420 むつ利之 高嶺の蘭さん（１０） 450 餡蜜

名門！第三野球部（１１） 420 むつ利之 桜咲く時 420 七海のじ┴五十嵐

名門！第三野球部（１２） 420 むつ利之 理想の生徒会長！？ 420 大野仁美┴ひな

名門！第三野球部（１３） 420 むつ利之 アルクアイネ－サンバベッジ妖精譚－（１） 600 三ノ咲コノリ

名門！第三野球部（１４） 420 むつ利之 アルクアイネ－サンバベッジ妖精譚－（２） 600 三ノ咲コノリ

名門！第三野球部（１５） 420 むつ利之 スーと鯛ちゃん（１） 720 こなみかなた

名門！第三野球部（１６） 420 むつ利之 スーと鯛ちゃん（２） 720 こなみかなた

名門！第三野球部（１７） 420 むつ利之 スーと鯛ちゃん（３） 720 こなみかなた

名門！第三野球部（１８） 420 むつ利之 スーと鯛ちゃん（４） 720 こなみかなた

名門！第三野球部（１９） 420 むつ利之 スーと鯛ちゃん（５） 720 こなみかなた

名門！第三野球部（２０） 420 むつ利之 メゾン・ド・ねこ 750

有永イネ┴大川ぶくぶ┴今日マチ子┴黒田硫黄

┴コンノトヒロ┴櫻井エネルギー┴桜井のりお┴左

藤真通┴市丸いろは┴真造圭吾┴高浜寛┴竹

内佐千子┴たむらあやこ┴土塚理弘┴中川いさみ

┴ひぐちにちほ┴深谷かほる┴藤沢カミヤ┴松本

救助┴やまだないと┴横山キムチ┴はらだ

名門！第三野球部（２１） 420 むつ利之 夜廻り猫レストラン 1300 深谷かほる

名門！第三野球部（２２）　飛翔編 420 むつ利之 楽園の羊は泣きかたを知らない（１） 600 奈々巻かなこ

名門！第三野球部（２３）　飛翔編 420 むつ利之 楽園の羊は泣きかたを知らない（２） 600 奈々巻かなこ

名門！第三野球部（２４）　飛翔編 420 むつ利之 パラレルパラダイス　特装版（２） 1000 岡本倫



名門！第三野球部（２５）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（１） 600 寺井赤音

名門！第三野球部（２６）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（２） 600 寺井赤音

名門！第三野球部（２７）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（３） 600 寺井赤音

名門！第三野球部（２８）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（４） 600 寺井赤音

名門！第三野球部（２９）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（５） 600 寺井赤音

名門！第三野球部（３０）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（６） 600 寺井赤音

名門！第三野球部（３１）　飛翔編 420 むつ利之 あまちんは自称♂（７） 600 寺井赤音

復活！！　第三野球部（１） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ あまちんは自称♂（８） 600 寺井赤音

復活！！　第三野球部（２） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ あまちんは自称♂（９） 600 寺井赤音

復活！！　第三野球部（３） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１３） 　限定版 926 雨瀬シオリ

復活！！　第三野球部（４） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ 小さな恋のやおよろず（１） 600 千真

復活！！　第三野球部（５） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ 小さな恋のやおよろず（２） 630 千真

復活！！　第三野球部（６） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ 魔法少女おまつ（１） 602 吉元ますめ

復活！！　第三野球部（７） 700 むつ利之┴ＭｉＣｈａｏ！ 魔法少女おまつ（２） 600 吉元ますめ

命～紅の守護神～（１） 420 出口竜正 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（１） 600 こしのりょう┴高杉良

命～紅の守護神～（２） 420 出口竜正 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（２） 600 こしのりょう┴高杉良

命～紅の守護神～（３） 420 出口竜正 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（３） 600 こしのりょう┴高杉良

命～紅の守護神～（４） 420 出口竜正 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（４） 600 こしのりょう┴高杉良

命～紅の守護神～（５） 420 出口竜正 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（５） 600 こしのりょう┴高杉良

明るい旅館計画　若女将つばめ（１） 400

天草ロバート┴柏屋コッコ┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（６） 600 こしのりょう┴高杉良

明るい旅館計画　若女将つばめ（２） 400

天草ロバート┴柏屋コッコ┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ 銀行渉外担当　竹中治夫　大阪編（７） 600 こしのりょう┴高杉良

迷宮は香る 500 望月玲子 ゼウスの手（１） 602 花月仁

迷子のマイコ 420 丘上あい ゼウスの手（２） 602 花月仁

木原浩勝の現代怪談集・百怪忌（１） 400

木原浩勝┴桟敷美和┴高芝昌子┴温出

真巳┴鯛夢┴寝猫┴桜沢鈴┴洋武┴稲

垣みさお┴鯖玉弓┴ＭｉＣｈａｏ！ ゼウスの手（３） 630 花月仁

木原浩勝の現代怪談集・百怪忌（２） 400

木原浩勝┴桟敷美和┴鯖玉弓┴鯛夢┴

寝猫┴温出真巳┴桜沢鈴┴高芝昌子 元女神のブログ（１） 570 本間実

木原浩勝の現代怪談集・百怪忌（３） 400

木原浩勝┴桟敷美和┴桜沢鈴┴高芝昌

子┴千之ナイフ┴寝猫┴稲垣真人 元女神のブログ（２） 610 本間実

夜の上海 420 「夜の上海」製作委員会┴綾瀬悠 元女神のブログ（３） 660 本間実

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（１） 600 ＦＵＮＡ┴モトエ恵介┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（２） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（３） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（３） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（４） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（４） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（５） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（５） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（６） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（６） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（７） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（７） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（８） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（８） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（９） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（９） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１０） 600 ヤスダスズヒト 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます（１０） 600 モトエ恵介┴ＦＵＮＡ┴東西

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１１） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（１） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１２） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（２） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１３） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（３） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１４） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（４） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１５） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（５） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１６） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（６） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１７） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（７） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１８） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（８） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（１９） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（９） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２０） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（１０） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２１） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（１１） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２２） 600 ヤスダスズヒト くにはちぶ（１２） 600 各務浩章

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２３） 600 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（１） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２４） 600 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（２） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２５） 600 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（３） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２６） 650 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（４） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２７） 650 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（５） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２８） 650 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（６） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（２９） 650 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（７） 420 那波マオ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～（３０） 650 ヤスダスズヒト ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（８） 420 那波マオ

夜明けのミルキーウエイ 420 布浦翼 ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（９） 420 那波マオ

夜明けのミルクティー 420 湊よりこ ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（１０） 420 那波マオ

野ブタ。をプロデュース 420 白岩玄┴森脇葵 ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（１１） 420 那波マオ

薬師寺涼子の怪奇事件簿（１） 600 田中芳樹┴垣野内成美 ３Ｄ彼女　リアルガール　新装版（１２） 420 那波マオ

薬師寺涼子の怪奇事件簿（２） 600 田中芳樹┴垣野内成美 バツコイ（１） 600 月子

薬師寺涼子の怪奇事件簿（３） 600 田中芳樹┴垣野内成美 バツコイ（２） 600 月子

薬師寺涼子の怪奇事件簿（４） 600 田中芳樹┴垣野内成美 バツコイ（３） 600 月子

薬師寺涼子の怪奇事件簿（５） 600 田中芳樹┴垣野内成美 バツコイ（４） 600 月子

薬師寺涼子の怪奇事件簿（６） 600 田中芳樹┴垣野内成美 バツコイ（５） 600 月子

薬師寺涼子の怪奇事件簿（７） 600 田中芳樹┴垣野内成美 バツコイ（６） 600 月子

薬師寺涼子の怪奇事件簿（８） 600 田中芳樹┴垣野内成美 花コイ少年（１） 420 重松成美

薬師寺涼子の怪奇事件簿（９） 600 田中芳樹┴垣野内成美 花コイ少年（２） 420 重松成美

薬師寺涼子の怪奇事件簿（１０） 600 田中芳樹┴垣野内成美 ヒロくんが先生 420 天倉ふゆ

薬師寺涼子の怪奇事件簿（１１） 600 田中芳樹┴垣野内成美 ぼくがオトナにしてあげる（１） 420 春木さき

勇午（１） 600 赤名修┴真刈信二 ぼくがオトナにしてあげる（２） 420 春木さき

勇午（２） 600 赤名修┴真刈信二 堀居姉妹の五月（１） 600 御徒町鳩

勇午（３） 600 赤名修┴真刈信二 堀居姉妹の五月（２） 600 御徒町鳩

勇午（４） 600 赤名修┴真刈信二 堀居姉妹の五月（３） 600 御徒町鳩

勇午（５） 600 赤名修┴真刈信二 堀居姉妹の五月（４） 600 御徒町鳩

勇午（６） 600 赤名修┴真刈信二 ましろくんは世話をやきたいっ！ 600 笹目ゆきち

勇午（７） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（１） 600 藤沢もやし

勇午（８） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（２） 600 藤沢もやし

勇午（９） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（３） 600 藤沢もやし

勇午（１０） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（４） 600 藤沢もやし

勇午（１１） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（５） 600 藤沢もやし

勇午（１２） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（６） 600 藤沢もやし

勇午（１３） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（７）【電子限定特典付き】 600 藤沢もやし

勇午（１４） 600 赤名修┴真刈信二 御手洗家、炎上する（８）【電子限定特典付き】 600 藤沢もやし

勇午（１５） 600 赤名修┴真刈信二 恋愛初心者でお手数をおかけします（１） 420 九瀬しき

勇午（１６） 600 赤名修┴真刈信二 ファラ夫（１） 600 和田洋人

勇午（１７） 600 赤名修┴真刈信二 ファラ夫（２） 600 和田洋人

勇午（１８） 600 赤名修┴真刈信二 ファラ夫（３） 630 和田洋人

勇午（１９） 600 赤名修┴真刈信二 終わった漫画家（１） 600 福満しげゆき

勇午（２０） 600 赤名修┴真刈信二 終わった漫画家（２） 630 福満しげゆき

勇午（２１） 600 赤名修┴真刈信二 終わった漫画家（３） 670 福満しげゆき

勇午（２２） 600 赤名修┴真刈信二 ベビーリターンズ～人生やり直し記～（１） 420 加藤康佑

幽霊がり 400 曽祢まさこ ベビーリターンズ～人生やり直し記～（２） 420 加藤康佑

由希子－輝くいのち－ 420 愛本みずほ 新装版　ラブひな（１） 800 赤松健

誘惑ドロップス☆甘美な秘密＜愛欲性活編＞ 400

汐見朝子┴井出智香絵┴川島れいこ┴甲

斐さゆみ┴瞳あきこ┴ＭｉＣｈａｏ！ 新装版　ラブひな（２） 800 赤松健

誘惑ドロップス☆甘美な秘密＜誘惑美人編＞ 400

笹木阿弓┴桜井まり子┴橋本るい┴関谷

青子┴宇井野りお┴ＭｉＣｈａｏ！ 新装版　ラブひな（３） 800 赤松健

誘惑ドロップス☆甘美な秘密＜絶頂体験編＞ 400

近藤厚子┴川中島みゆき┴浅野まいこ┴卓

美涼┴葦原しの┴ＭｉＣｈａｏ！ 新装版　ラブひな（４） 800 赤松健



誘惑ドロップス☆甘美な秘密＜禁断遊戯編＞ 400

伊藤ゆみ┴井出智香恵┴夏木美香┴川島

れいこ┴山下京子┴ＭｉＣｈａｏ！ 新装版　ラブひな（５） 800 赤松健

遊侠武蔵 600 さだやす圭 新装版　ラブひな（６） 800 赤松健

余命１ヶ月の花嫁 420

森尾理奈┴ＴＢＳテレビ報道局（企画協

力） 新装版　ラブひな（７） 800 赤松健

妖精事件（１） 757 高河ゆん ンダスゲマイネ。　太宰治　蒼春篇 600 楠木あると

妖精事件（２） 796 高河ゆん 青春相関図（１） 420 廣瀬俊┴三宮宏太

妖精事件（３） 800 高河ゆん 青春相関図（２） 420 廣瀬俊┴三宮宏太

妖精事件（４） 800 高河ゆん 青春相関図（３） 420 廣瀬俊┴三宮宏太

妖精事件（５） 800 高河ゆん 白聖女と黒牧師（１） 420 和武はざの

踊れ！ ツンデレラ ～千の呪いと一つの魔法～ 500 中都える 白聖女と黒牧師（２） 420 和武はざの

陽炎　稲妻　水の月 420 飴あられ 白聖女と黒牧師（３） 420 和武はざの

陽炎日記 600 木尾士目 白聖女と黒牧師（４） 420 和武はざの

欲ばりなカ・ラ・ダ（１） 420 水槻れん┴琥珀華菜 白聖女と黒牧師（５） 420 和武はざの

欲ばりなカ・ラ・ダ（２） 420 水槻れん┴琥珀華菜┴市川しんす 白聖女と黒牧師（６） 420 和武はざの

欲望とセイシュン 420 ふじや奈央 白聖女と黒牧師（７） 420 和武はざの

裸足でお散歩（１） 500 望月玲子 白聖女と黒牧師（８） 450 和武はざの

嵐のナマ告白☆桃色日記　危険に恋して編 400

蘭子┴江端恭子┴百乃モト┴ＭｉＣｈａ

ｏ！ 白聖女と黒牧師（９） 450 和武はざの

嵐のナマ告白☆桃色日記　秘密に濡れて編 400

夏咲たかお┴石崎真信┴水口舞子┴Ｍｉ

Ｃｈａｏ！ 白聖女と黒牧師（１０） 480 和武はざの

理科室殺人事件 420 高階良子 白聖女と黒牧師（１１） 480 和武はざの

理想の顔を持つ男 420 はやかわともこ ドリームキング（Ｒ）（１） 560 俵家宗弖一┴柳内大樹

離婚テキレイ期 420 辻村弘子 ドリームキング（Ｒ）（２） 560 俵家宗弖一┴柳内大樹

旅くらげゆらゆら 400 森優子┴ＭｉＣｈａｏ！ ドリームキング（Ｒ）（３） 560 俵家宗弖一┴柳内大樹

旅だて！Jr. 420 遠山光 ドリームキング（Ｒ）（４） 560 俵家宗弖一┴柳内大樹

両国リヴァイアサン ―大相撲“心･技･体”伝説― 400 西野マルタ┴ＭｉＣｈａｏ！ ドリームキング（Ｒ）（５） 560 俵家宗弖一┴柳内大樹

緑の風を走りぬけ… 420 吉田まゆみ ドリームキング（Ｒ）（６） 560 俵家宗弖一┴柳内大樹

緑の黙示録 600 岡崎二郎 ドリームキング（１） 560 柳内大樹

倫敦宿愚連若衆艶姿 420 富永裕美 ドリームキング（２） 560 柳内大樹

林檎物語 420 立原あゆみ ドリームキング（３） 560 柳内大樹

瑠璃の波風（１） 600 かわぐちかいじ さよならピーターパン（１） 602 坂野杏梨┴サンライズ

瑠璃の波風（２） 600 かわぐちかいじ さよならピーターパン（２） 602 坂野杏梨┴サンライズ

瑠璃の波風（３） 600 かわぐちかいじ さよならピーターパン（３） 680 坂野杏梨┴サンライズ

瑠璃の波風（４） 600 かわぐちかいじ よく宗教勧誘に来る人の家に生まれた子の話 900 いしいさや

涙１００万粒のリアル・ラブ　ヒミツのカレ 420

吉岡李々子┴杏巣マココ┴ミツヤオミ┴みな

と鈴 オールドテクニカ（１） 600 鳥取砂丘

霊感少女-闇のカルテ 420 成毛厚子 オールドテクニカ（２） 610 鳥取砂丘

霊感占い殺人事件（１） 420 はざまもり ハヴ・ア・グレイト・サンデー（１） 600 オノ・ナツメ

霊感占い殺人事件（２） 420 はざまもり ハヴ・ア・グレイト・サンデー（２） 600 オノ・ナツメ

霊感占い殺人事件（３） 420 はざまもり ハヴ・ア・グレイト・サンデー（３） 610 オノ・ナツメ

霊感占い殺人事件（４） 420 はざまもり ハヴ・ア・グレイト・サンデー（４） 640 オノ・ナツメ

霊感占い殺人事件（５） 420 はざまもり やすらかモンスターズ（１） 600 竹谷州史

霊感占い殺人事件（６） 420 はざまもり やすらかモンスターズ（２） 600 竹谷州史

霊感占い殺人事件（７） 420 はざまもり やすらかモンスターズ（３） 600 竹谷州史

霊感占い殺人事件（８） 420 はざまもり しったかブリリア（１） 600 珈琲

霊感占い殺人事件（９） 420 はざまもり しったかブリリア（２） 640 珈琲

霊感占い殺人事件（１０） 420 はざまもり 新装版　シドニアの騎士（１） 1800 弐瓶勉

霊感体験レポート 420 成毛厚子 新装版　シドニアの騎士（２） 1800 弐瓶勉

恋するデリカ 420 阿部あかね 新装版　シドニアの騎士（３） 1800 弐瓶勉

恋するもも 600 高橋のぼる 新装版　シドニアの騎士（４） 1800 弐瓶勉

恋の奇跡（１） 500 もりたゆうこ 新装版　シドニアの騎士（５） 1800 弐瓶勉

恋の奇跡（２） 500 もりたゆうこ 新装版　シドニアの騎士（６） 1800 弐瓶勉

恋の奇跡（３） 500 もりたゆうこ 新装版　シドニアの騎士（７） 1800 弐瓶勉

恋の奇跡（４） 500 もりたゆうこ ブルーピリオド（１） 630 山口つばさ

恋の奇跡（５） 500 もりたゆうこ ブルーピリオド（２） 630 山口つばさ

恋の奇跡（６） 500 もりたゆうこ ブルーピリオド（３） 630 山口つばさ

恋の奇跡（７） 500 もりたゆうこ ブルーピリオド（４） 630 山口つばさ

恋の奇跡（８） 500 もりたゆうこ ブルーピリオド（５） 630 山口つばさ

恋の山手線（１） 500 目白花子 ブルーピリオド（６） 630 山口つばさ

恋の山手線（２） 500 目白花子 ブルーピリオド（７） 660 山口つばさ

恋の熱帯低気圧 420 海野つなみ ブルーピリオド（８） 660 山口つばさ

恋バナ 青 420

Ｙｏｓｈｉ┴渡辺あゆ┴吉野アキラ┴叶の

りこ┴克間彩人 ブルーピリオド（９） 660 山口つばさ

恋バナ 赤 420

Ｙｏｓｈｉ┴渡辺あゆ┴みきもと凜┴ミツヤ

オミ┴木村文子 ブルーピリオド（１０） 660 山口つばさ

恋までとどけ！ 420 板本こうこ ブルーピリオド（１１） 680 山口つばさ

恋愛系青二才の冒険 500 望月玲子 ブルーピリオド（１２） 680 山口つばさ

恋愛症候群 500 もりたゆうこ ブルーピリオド（１３） 680 山口つばさ

恋愛専科（１） 420 庄司陽子 新装版　魔法先生ネギま！（１） 800 赤松健

恋愛専科（２） 420 庄司陽子 新装版　魔法先生ネギま！（２） 800 赤松健

恋愛専科（３） 420 庄司陽子 新装版　魔法先生ネギま！（３） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（４） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（２） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（５） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（３） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（６） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（４） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（７） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（５） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（８） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（６） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（９） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（７） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１０） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（８） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１１） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（９） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１２） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１０） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１３） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１１） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１４） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１２） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１５） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１３） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１６） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１４） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１７） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１５） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１８） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１６） 600 楠みちはる 新装版　魔法先生ネギま！（１９） 800 赤松健

湾岸MIDNIGHT（１７） 600 楠みちはる ＨＵＭＩＮＴ（１） 602 マツリ

湾岸MIDNIGHT（１８） 600 楠みちはる ＨＵＭＩＮＴ（２） 630 マツリ

湾岸MIDNIGHT（１９） 600 楠みちはる ＨＵＭＩＮＴ（３） 630 マツリ

湾岸MIDNIGHT（２０） 600 楠みちはる ＨＵＭＩＮＴ（４） 730 マツリ

湾岸MIDNIGHT（２１） 600 楠みちはる オタサーの姫殺人事件（１） 600 荒木宰

湾岸MIDNIGHT（２２） 600 楠みちはる オタサーの姫殺人事件（２） 600 荒木宰

湾岸MIDNIGHT（２３） 600 楠みちはる オタサーの姫殺人事件（３） 600 荒木宰

湾岸MIDNIGHT（２４） 600 楠みちはる 君がキライな恋の話（１） 420 三月ソラ

湾岸MIDNIGHT（２５） 600 楠みちはる 君がキライな恋の話（２） 420 三月ソラ

湾岸MIDNIGHT（２６） 600 楠みちはる オネエと男子、時々ごはん（１） 600 湖住ふじこ

湾岸MIDNIGHT（２７） 600 楠みちはる 嘘つき王子が好きだと言うから 600 町田とまと

湾岸MIDNIGHT（２８） 600 楠みちはる

ＢＬＯＯＭＳ　ＳＣＲＥＡＭＩＮＧ　ＫＩＳＳ　ＭＥ　ＫＩＳＳ

ＭＥ　ＫＩＳＳ　ＭＥ 600 ルネッサンス吉田

湾岸MIDNIGHT（２９） 600 楠みちはる 空男（１） 600 糸川一成

湾岸MIDNIGHT（３０） 600 楠みちはる 空男（２） 600 糸川一成

湾岸MIDNIGHT（３１） 600 楠みちはる 空男（３） 600 糸川一成

湾岸MIDNIGHT（３２） 600 楠みちはる 空男（４） 610 糸川一成

湾岸MIDNIGHT（３３） 600 楠みちはる 非常勤勇者　　裸の中年リーマン、異世界を救う（１） 400 チャン

湾岸MIDNIGHT（３４） 600 楠みちはる 非常勤勇者　裸の中年リーマン、異世界を救う（２） 400 チャン

湾岸MIDNIGHT（３５） 600 楠みちはる せごどん（１） 600 道明



湾岸MIDNIGHT（３６） 600 楠みちはる せごどん（２） 600 道明

湾岸MIDNIGHT（３７） 600 楠みちはる せごどん（３） 600 道明

湾岸MIDNIGHT（３８） 600 楠みちはる せごどん（４） 600 道明

湾岸MIDNIGHT（３９） 600 楠みちはる せごどん（５） 600 道明

湾岸MIDNIGHT（４０） 600 楠みちはる 首都高ＳＰＬ（１） 600 楠みちはる

湾岸MIDNIGHT（４１） 600 楠みちはる 首都高ＳＰＬ（２） 600 楠みちはる

湾岸MIDNIGHT（４２） 600 楠みちはる 首都高ＳＰＬ（３） 630 楠みちはる

嗚呼！祐天寺家（１） 600 亜月裕 首都高ＳＰＬ（４） 630 楠みちはる

嗚呼！祐天寺家（２） 600 亜月裕 首都高ＳＰＬ（５） 660 楠みちはる

嗚呼！祐天寺家（３） 600 亜月裕 首都高ＳＰＬ（６） 660 楠みちはる

嗚呼！祐天寺家（４） 600 亜月裕 首都高ＳＰＬ（７） 660 楠みちはる

嗚呼！祐天寺家（５） 600 亜月裕 首都高ＳＰＬ（８） 660 楠みちはる

憑いてますか（１） 420 池沢理美 アリシアさんのダイエットクエスト（１） 420 藤原あおい

憑いてますか（２） 420 池沢理美 アリシアさんのダイエットクエスト（２） 420 藤原あおい

憑いてますか（３） 420 池沢理美 アリシアさんのダイエットクエスト（３） 420 藤原あおい

憑いてますか（４） 420 池沢理美 悪舌のモルフォ（１） 600 青辺マヒト

憑いてますか（５） 420 池沢理美 悪舌のモルフォ（２） 600 青辺マヒト

憑いてますか（６） 420 池沢理美 悪舌のモルフォ（３） 600 青辺マヒト

憑いてますか（７） 420 池沢理美 水曜日の夜には吸血鬼とお店を（１） 600 羽戸らみ

憑いてますか（８） 420 池沢理美 水曜日の夜には吸血鬼とお店を（２） 600 羽戸らみ

煌×彼 400

百乃モト┴源一実┴若武ジョウ┴ひのもとめ

ぐる 格闘料理人ムサシ（１） 420 刃森尊

翔丸（１） 600 能條純一 格闘料理人ムサシ（２） 420 刃森尊

翔丸（２） 600 能條純一 格闘料理人ムサシ（３） 420 刃森尊

翔丸（３） 600 能條純一 伝説の頭　翔（１） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（１） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（２） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（２） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（３） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（３） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（４） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（４） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（５） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（５） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（６） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（６） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（７） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（７） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（８） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（８） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（９） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（９） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（１０） 420 夏原武┴刃森尊

蟲師（１０） 630 漆原友紀 伝説の頭　翔（１１） 420 夏原武┴刃森尊

愛されＨの超快感☆ ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴相川ヒロ┴倉持マリ┴碧井サキ オハヨー！半世紀高校（１） 780 大橋ツヨシ

史上最強のＳ彼＆えっち 420

相川ヒロ┴叶のりこ┴克間彩人┴樋口めぐみ

┴鳥飼茜 オハヨー！半世紀高校（２） 780 大橋ツヨシ

絶対▽ツンデレ彼氏 420 渡辺あゆ┴叶のりこ┴みきもと凜┴安理由香 飼育少女（１） 600 仲川麻子

サボテン 420 惣領冬実 飼育少女（２） 600 仲川麻子

「汚れた弾丸」「アフガニスタンで起こったこと」 420 三枝義浩 飼育少女（３） 610 仲川麻子

一生に一度、奇跡の大純愛 420

すえのぶけいこ┴ジョージ朝倉┴霜月かよ子

┴熊岡冬夕 節約ロック（１） 600 大久保ヒロミ

感動！超泣ける涙１００万粒 420

すえのぶけいこ┴高橋利枝┴飴あられ┴霜

月かよ子 節約ロック（２） 610 大久保ヒロミ

１８歳の鼓動 420 かわちゆかり 節約ロック（３） 610 大久保ヒロミ

イケナイ秘蜜×桃色日記　強引彼氏編 400

蘭子┴百乃モト┴夏咲たかお┴源一実┴花

田朔生┴オザキミカ┴成瀬千雪┴江端恭子

┴水口舞子┴ＭｉＣｈａｏ！ 島耕作の事件簿 600 樹林伸┴弘兼憲史

えっちな乙女★桃色日記　【小悪魔カレシ編】 400

百乃モト┴田中琳┴倖月さちの┴松本つぼ

み┴オザキミカ┴若武ジョウ┴神代京子┴咲

┴ゆうきのうさぎ┴橋本ライカ ザリガニ課長（１）　大人のためのビジネス上達４コマ 600 そにしけんじ

ヴァージンズ　最強のロスト・バージン 420

相川ヒロ┴池田ユキオ┴彩藤あや┴たちばな

梓┴みなと鈴 ザリガニ課長（２）　発進！！ 600 そにしけんじ

煌×彼（キラカレ）　ハダカに甘いＫｉｓsをして 400

松本つぼみ┴江端恭子┴若武ジョウ┴高木

裕里┴ＭｉＣｈａｏ！ ザリガニ課長（３）　＆ｍｏｒｅ 600 そにしけんじ

「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？」「東京大空襲」 420 三枝義浩 イメージファイト 500 藤緒あい

１００％極甘彼氏！ 420

吉岡李々子┴木村文子┴高橋利枝┴日

暮キノコ┴樋口めぐみ┴おきのこ 「ちはやふる」公式和歌ガイドブック　ちはやと覚える百人一首　早覚え版 700 末次由紀┴あんの秀子

１７［じゅうなな］（１） 420 桜井まちこ なのに、千輝くんが甘すぎる。（１） 420 亜南くじら

１７［じゅうなな］（２） 420 桜井まちこ なのに、千輝くんが甘すぎる。（２） 420 亜南くじら

１７［じゅうなな］（３） 420 桜井まちこ なのに、千輝くんが甘すぎる。（３） 450 亜南くじら

１７［じゅうなな］（４） 420 桜井まちこ なのに、千輝くんが甘すぎる。（４） 450 亜南くじら

１７［じゅうなな］（５） 420 桜井まちこ なのに、千輝くんが甘すぎる。（５） 450 亜南くじら

１７歳 420 みきもと凜 なのに、千輝くんが甘すぎる。（６） 450 亜南くじら

１９４５年１０代の戦争 420 いしかわまみ なのに、千輝くんが甘すぎる。（７） 450 亜南くじら

１９４５年１０代の戦争　原爆・横浜大空襲編 420 いしかわまみ はじめてのキス（１） 420 赤池うらら

３７℃の微熱―１７歳のリアル・ラブ― 420 豊田美加┴大内理加 はじめてのキス（２） 420 赤池うらら

１０か月―１７歳のリアル・ラブ２― 420 豊田美加┴大内理加 やんごとなき一族（１） 500 こやまゆかり

５秒前（１） 480 深見じゅん やんごとなき一族（２） 500 こやまゆかり

５秒前（２） 480 深見じゅん やんごとなき一族（３） 500 こやまゆかり

５秒前（３） 480 深見じゅん やんごとなき一族（４） 500 こやまゆかり

５秒前（４） 480 深見じゅん やんごとなき一族（５） 500 こやまゆかり

５秒前（５） 480 深見じゅん やんごとなき一族（６） 500 こやまゆかり

５秒前（６） 480 深見じゅん やんごとなき一族（７） 500 こやまゆかり

５秒前（７） 480 深見じゅん やんごとなき一族（８） 500 こやまゆかり

５秒前（８） 480 深見じゅん やんごとなき一族（９） 500 こやまゆかり

５秒前（９） 480 深見じゅん やんごとなき一族（１０） 500 こやまゆかり

５秒前（１０） 480 深見じゅん やんごとなき一族（１１） 500 こやまゆかり

５秒前（１１） 480 深見じゅん やんごとなき一族（１２） 500 こやまゆかり

ＡＲＩＳＡ（１） 420 安藤なつみ 君の音が僕に染まる前に 600 フルカワタスク

ＡＲＩＳＡ（２） 420 安藤なつみ 魔法学校の落第ビッチくん 600 紺野えり

ＡＲＩＳＡ（３） 420 安藤なつみ 刑務所の中 750 花輪和一

ＡＲＩＳＡ（４） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（１） 670 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（５） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（２） 670 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（６） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（３） 670 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（７） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（４） 630 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（８） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（５） 630 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（９） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（６） 630 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（１０） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（７） 650 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（１１） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（８） 670 しげの秀一

ＡＲＩＳＡ（１２） 420 安藤なつみ ＭＦゴースト（９） 670 しげの秀一

ＢＲＯＴＨＥＲ 420 三浦実子 ＭＦゴースト（１０） 670 しげの秀一

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（１） 420 西山優里子 ＭＦゴースト（１１） 670 しげの秀一

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（２） 420 西山優里子 ＭＦゴースト（１２） 670 しげの秀一

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（３） 420 西山優里子 ＭＦゴースト（１３） 730 しげの秀一

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（４） 420 西山優里子 ＭＦゴースト（１４） 730 しげの秀一

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（５） 420 西山優里子 ＭＦゴースト（１５） 730 しげの秀一

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（６） 420 西山優里子 ひさかたのおと（１） 620 石井明日香

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（７） 420 西山優里子 ひさかたのおと（２） 640 石井明日香

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（８） 420 西山優里子 ブランクアーカイヴズ（１） 620 交田稜

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（９） 420 西山優里子 ブランクアーカイヴズ（２） 640 交田稜

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（１０） 420 西山優里子 楽園の神娘（１） 620 大北真潤

ＤＲＡＧＯＮ　ＶＯＩＣＥ（１１） 420 西山優里子 楽園の神娘（２） 650 大北真潤

ＥＸＴＲＡ　ＨＥＡＶＹ　ＳＹＲＵＰ 500 小川彌生 僕と死神の黒い糸 600 岩虎みゃこ┴天野頌子

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（１） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ



Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（２） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （３） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（３） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （４） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（４） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （５） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（５） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （６） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（６） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （７） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（７） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （８） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（８） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （９） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（９） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１０） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（１０） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１１） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（１１） 450 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１２） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（１２） 450 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１３） 420 西山優里子

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－ｔｕｒａｓ　ｒｅａｌｔａ

－（１３） 450 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴カワグチタケシ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１４） 420 西山優里子 この指とまれ！（１） 602 志賀伯

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１５） 420 西山優里子 この指とまれ！（２） 602 志賀伯

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１６） 420 西山優里子 ナヴァグラハ－Ｖｉｒｇｉｎ　９　ｓｏｕｌＳ－（１） 600 小野大輔┴近藤孝行┴小林裕和┴松葉サトル

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１７） 420 西山優里子 ナヴァグラハ－Ｖｉｒｇｉｎ　９　ｓｏｕｌＳ－（２） 600 小野大輔┴近藤孝行┴小林裕和┴松葉サトル

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１８） 420 西山優里子 にちぶっ！（１） 600 石川沙絵

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （１９） 420 西山優里子 漫画家ちゃんは眠れない（１） 600 ゆあみ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２０） 420 西山優里子 漫画家ちゃんは眠れない（２） 600 ゆあみ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２１） 420 西山優里子 きらきら小世界 420 麻岡ままん

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２２） 420 西山優里子 Ｏｐ-オプ-　夜明至の色のない日々（１） 600 ヨネダコウ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２３） 420 西山優里子 Ｏｐ-オプ-　夜明至の色のない日々（２） 630 ヨネダコウ

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２４） 420 西山優里子 人間凶器カツオ！（１） 420 刃森尊

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２５） 420 西山優里子 人間凶器カツオ！（２） 420 刃森尊

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２６） 420 西山優里子 人間凶器カツオ！（３） 420 刃森尊

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２７） 420 西山優里子 人間凶器カツオ！（４） 420 刃森尊

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２８） 420 西山優里子 人間凶器カツオ！（５） 420 刃森尊

Ｈａｒｌｅｍ　Ｂｅａｔ （２９） 420 西山優里子 人間凶器カツオ！（６） 420 刃森尊

Ｌａｄｙ　Ｌｏｖｅ　愛するあなたへ（１） 420 小野弥夢 人間凶器カツオ！（７） 420 刃森尊

Ｌａｄｙ　Ｌｏｖｅ　愛するあなたへ（２） 420 小野弥夢 人間凶器カツオ！（８） 420 刃森尊

Ｌａｄｙ　Ｌｏｖｅ　愛するあなたへ（３） 420 小野弥夢 人間凶器カツオ！（９） 420 刃森尊

Ｌａｄｙ　Ｌｏｖｅ　愛するあなたへ（４） 420 小野弥夢 人間凶器カツオ！（１０） 420 刃森尊

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（１） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（１） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（２） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（２） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（３） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（３） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（４） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（４） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（５） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（５） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（６） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（６） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（７） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（７） 600 土塚理弘

Ｌｅｔ’ｓ豪徳寺！（８） 420 庄司陽子 マテリアル・パズル（８） 600 土塚理弘

ＬＯＶＥ―もっと愛して― 420 大内理加 マテリアル・パズル（９） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（１） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１０） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（２） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１１） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（３） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１２） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（４） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１３） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（５） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１４） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（６） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１５） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（７） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１６） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（８） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１７） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（９） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１８） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（１０） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（１９） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（１１） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（２０） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（１２） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（２１） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（１３） 420 とだ勝之 マテリアル・パズル（２２） 600 土塚理弘

Mr．釣りどれん（１４） 420 とだ勝之 魂の剣（１）　天の巻 420 竹内海四郎┴刃森尊

Mr．釣りどれん（１５） 420 とだ勝之 魂の剣（２）　地の巻 420 竹内海四郎┴刃森尊

Mr．釣りどれん（１６） 420 とだ勝之 破壊王ノリタカ！（１） 420 村田ひでお┴刃森尊

Mr．釣りどれん（１７） 420 とだ勝之 破壊王ノリタカ！（２） 420 村田ひでお┴刃森尊

Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｏｖｅ－恋愛前夜－ 420 赤羽みちえ 破壊王ノリタカ！（３） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＰＥＲＩＤＯＴ（１） 600 こばやしひよこ 破壊王ノリタカ！（４） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＰＥＲＩＤＯＴ（２） 600 こばやしひよこ 破壊王ノリタカ！（５） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＰＥＲＩＤＯＴ（３） 600 こばやしひよこ 破壊王ノリタカ！（６） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＰＥＲＩＤＯＴ（４） 600 こばやしひよこ 破壊王ノリタカ！（７） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＰＥＲＩＤＯＴ（５） 600 こばやしひよこ 破壊王ノリタカ！（８） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＰＥＲＩＤＯＴ（６） 600 こばやしひよこ 破壊王ノリタカ！（９） 420 村田ひでお┴刃森尊

Ｓ彼のいいなり！ 420

碧井サキ┴叶のりこ┴Ishiko┴サブロウタ┴

石川ユキ 破壊王ノリタカ！（１０） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＹＵＩ　ＳＨＯＰ（１） 800 唯登詩樹 破壊王ノリタカ！（１１） 420 村田ひでお┴刃森尊

ＹＵＩ　ＳＨＯＰ（２） 1333 唯登詩樹 破壊王ノリタカ！（１２） 420 刃森尊

ＹＵＩ　ＳＨＯＰ（３） 1333 唯登詩樹 破壊王ノリタカ！（１３） 420 刃森尊

ＹＵＩ　ＳＨＯＰ（４） 1333 唯登詩樹 破壊王ノリタカ！（１４） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（１） 600 山田風太郎┴せがわまさき 破壊王ノリタカ！（１５） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（２） 600 山田風太郎┴せがわまさき 破壊王ノリタカ！（１６） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（３） 600 山田風太郎┴せがわまさき 破壊王ノリタカ！（１７） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（４） 600 山田風太郎┴せがわまさき 破壊王ノリタカ！（１８） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（５） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（１） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（６） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（２） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（７） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（３） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（８） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（４） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（９） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（５） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（１０） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（６） 420 刃森尊

Ｙ十Ｍ（ワイじゅうエム）～柳生忍法帖～（１１） 600 山田風太郎┴せがわまさき 霊長類最強伝説　ゴリ夫（７） 420 刃森尊

あぁん…イケメン彼と秘密のＨ ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴碧井サキ┴三次マキ┴大友なな ちはやふる　中学生編（１） 420 遠田おと┴末次由紀┴時海結以

あぁん…体が欲しがる絶品Ｈ＆ラブ ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴相川ヒロ┴ａｓａ ちはやふる　中学生編（２） 420 遠田おと┴末次由紀┴時海結以

あいずラブユー 400 森永ひとみ┴うさ銀太郎 ちはやふる　中学生編（３） 420 遠田おと┴末次由紀┴時海結以

あっかんベービー（１） 420 みやうち沙矢 はたらく細菌（１） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あっかんベービー（２） 420 みやうち沙矢 はたらく細菌（２） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あっかんベービー（３） 420 みやうち沙矢 はたらく細菌（３） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あひるの空（１） 430 日向武史 はたらく細菌（４） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あひるの空（２） 430 日向武史 はたらく細菌（５） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あひるの空（３） 430 日向武史 はたらく細菌（６） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あひるの空（４） 430 日向武史 はたらく細菌（７） 630 吉田はるゆき┴清水茜

あひるの空（５） 430 日向武史 突撃チキン！（１） 600 坂本憲司郎

あひるの空（６） 430 日向武史 突撃チキン！（２） 600 坂本憲司郎

あひるの空（７） 430 日向武史 突撃チキン！（３） 600 坂本憲司郎

あひるの空（８） 430 日向武史 突撃チキン！（４） 600 坂本憲司郎



あひるの空（９） 430 日向武史 パパと踊ろう（１） 600 地下沢中也

あひるの空（１０） 430 日向武史 パパと踊ろう（２） 600 地下沢中也

あひるの空（１１） 430 日向武史 パパと踊ろう（３） 600 地下沢中也

あひるの空（１２） 430 日向武史 パパと踊ろう（４） 600 地下沢中也

あひるの空（１３） 430 日向武史 パパと踊ろう（５） 600 地下沢中也

あひるの空（１４） 430 日向武史 パパと踊ろう（６） 600 地下沢中也

あひるの空（１５） 430 日向武史 パパと踊ろう（７） 600 地下沢中也

あひるの空（１６） 430 日向武史 パパと踊ろう（８） 600 地下沢中也

あひるの空（１７） 430 日向武史 パパと踊ろう（９） 600 地下沢中也

あひるの空（１８） 430 日向武史 パパと踊ろう（１０） 600 地下沢中也

あひるの空（１９） 430 日向武史 パパと踊ろう（１１） 600 地下沢中也

あひるの空（２０） 430 日向武史 パパと踊ろう（１２） 600 地下沢中也

あひるの空（２１） 430 日向武史 パパと踊ろう（１３） 600 地下沢中也

あひるの空（２２） 430 日向武史 パパと踊ろう（１４） 600 地下沢中也

あひるの空（２３） 430 日向武史 パパと踊ろう（１５） 600 地下沢中也

あひるの空（２４） 430 日向武史 パパと踊ろう（１６） 600 地下沢中也

あひるの空（２５） 430 日向武史 パパと踊ろう（１７） 600 地下沢中也

あひるの空（２６） 430 日向武史 パパと踊ろう（１８） 600 地下沢中也

あひるの空（２７） 430 日向武史 パパと踊ろう（１９） 600 地下沢中也

あひるの空（２８） 430 日向武史 新パパと踊ろう（１） 600 地下沢中也

あひるの空（２９） 430 日向武史 新パパと踊ろう（２） 600 地下沢中也

あひるの空（３０） 430 日向武史 ＢＬＡＭＥ！　電基漁師危険階層脱出作戦 600 東亜重工動画制作局┴関根光太郎

あひるの空（３１） 430 日向武史 新装版　ブラム学園！　弐瓶勉フルカラー作品集 2200 弐瓶勉

あひるの空（３２） 450 日向武史 よるのないくに２～日々花盛り～ 600 コーエーテクモゲームス┴戸野タエ

あひるの空（３３） 430 日向武史 赤ずきんの狼弟子（１） 420 茂木清香

あひるの空（３４） 430 日向武史 赤ずきんの狼弟子（２） 420 茂木清香

あひるの空（３５） 430 日向武史 赤ずきんの狼弟子（３） 420 茂木清香

あひるの空（３６） 500 日向武史 スピノザの海～蒼のライフセーバー～（１） 420 山本航暉┴飯沼誠司

あひるの空（３７） 500 日向武史 スピノザの海～蒼のライフセーバー～（２） 420 山本航暉┴飯沼誠司

あひるの空（３８） 500 日向武史 スピノザの海～蒼のライフセーバー～（３） 420 山本航暉┴飯沼誠司

あひるの空（３９）　ＥＡＲＬＹ　ＬＡＳＴ　ＤＡＹＳ 430 日向武史 デゾルドル（１） 610 岡児志太郎

あひるの空（４０）　ＬＯＳＴ　ＡＮＤ　ＦＯＵＮＤ 450 日向武史 デゾルドル（２） 720 岡児志太郎
あひるの空（４１）　ＡＲＯＵＮＤ　ＴＨＥ　ＲＯＵＮＤ［ＲＥ

ＦＩＮＥ］ 500 日向武史

バブバブスナック　バブンスキー　～ぼんこママがのぞく赤ちゃんの世界～

（１） 600 ルノアール兄弟
あひるの空（４２）　ＲＡＩＮＤＲＯＰ　ＮＡＲＲＯＷ　ＤＯＷ

Ｎ［ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ］ 430 日向武史

バブバブスナック　バブンスキー　～ぼんこママがのぞく赤ちゃんの世界～

（２） 610 ルノアール兄弟
あひるの空（４３）　ＲＡＩＮＤＲＯＰ　ＮＡＲＲＯＷ　ＤＯＷ

Ｎ［ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ］ 460 日向武史 もう、しませんから。～アフタヌーン激流編～ 620 西本英雄
あひるの空（４４）　ＳＴＯＭＰＩＮＧ　ＢＩＲＤＳ　ＨＩＧＨ

ＦＬＹ 460 日向武史 兄弟犬（１） 800 ともえ
あひるの空（４５）　ＢＩＧＴＩＭＥ　ＣＨＡＮＧＥＳ［ＴＨＥ

ＧＲＥＥＮ］ 500 日向武史 兄弟犬（２） 800 ともえ
あひるの空（４６）　ＰＡＳＴ　ＡＮＤ　ＴＯＭＯＲＲＯＷ［Ｂ

ＩＧ　ＴＩＭＥ　ＣＨＡＮＧＥＳ］ 430 日向武史 兄弟犬（３） 800 ともえ
あひるの空（４７）　振り向かない君と、太陽を追う矛盾　ＢＩＧ

ＴＩＭＥ　ＣＨＡＮＧＥＳ 430 日向武史 兄弟犬（４） 800 ともえ
あひるの空（４８）　ＢＵＲＮＯＵＴ　ＤＵＰＬＩＣＡＴＥ［Ｂ

ＩＧ　ＴＩＭＥ　ＣＨＡＮＧＥＳ］ 460 日向武史 兄弟犬（５） 800 ともえ

あひるの空（４９）　ＳＰＲＩＴ　ＴＨＥ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ 511 日向武史 バカレイドッグス（１） 600 矢樹純┴青木優┴津覇圭一

あひるの空（５０）　ＦＵＴＵＲＥ　ＩＳ　ＮＯＷ 580 日向武史 バカレイドッグス（２） 600 矢樹純┴青木優┴津覇圭一

あふれる涙　ひたむきな恋 420

みきもと凜┴吉岡李々子┴桜井まちこ┴飴

あられ┴春木さき バカレイドッグス（３） 620 矢樹純┴青木優┴津覇圭一

イケナイ恋、ヒミツのＨ。 420

相川ヒロ┴柚月純┴叶のりこ┴倉持マリ┴碧

井サキ 蝕人孤蟲（１） 420 芳明慧

イケメン パラダイス 420

栄羽弥┴兄崎ゆな┴阿部あかね┴ろびこ┴

ひさわゆみ 蝕人孤蟲（２） 420 芳明慧

ヴァージン・コンプレックス 420 大内理加 ボールルームへようこそ　公式ファンブック 800 竹内友

うちらの！モテバトル 420 たかはしあん アロマちゃんは今夜も恥ずかしい（１） 600 険持ちよ

ウメニウグイス 420 日暮キノコ アロマちゃんは今夜も恥ずかしい（２） 600 険持ちよ

えっちぃ放課後（１） 420 相川ヒロ アロマちゃんは今夜も恥ずかしい（３） 600 険持ちよ

えっちぃ放課後（２） 420 相川ヒロ アロマちゃんは今夜も恥ずかしい（４） 600 険持ちよ

えっちぃ放課後（３） 420 相川ヒロ 腐女子クソ恋愛本（１） 800 おののぶし

エンジェル日誌（１） 420 ごとう和 腐女子クソ恋愛本（２） 800 おののぶし

エンジェル日誌（２） 420 ごとう和 ８畳カーニバル（１） 420 よしづきくみち

エンジェル日誌（３） 420 ごとう和 ８畳カーニバル（２） 420 よしづきくみち

エンジェル日誌（４） 420 ごとう和 ８畳カーニバル（３） 420 よしづきくみち

エンジェル日誌（５） 420 ごとう和 新装版　ブリザードアクセル（１） 700 鈴木央

エンジェル日誌（６） 420 ごとう和 新装版　ブリザードアクセル（２） 700 鈴木央

エンジェル日誌（７） 420 ごとう和 新装版　ブリザードアクセル（３） 700 鈴木央

エンジェル日誌（８） 420 ごとう和 新装版　ブリザードアクセル（４） 700 鈴木央

エンジェル日誌（９） 420 ごとう和 新装版　ブリザードアクセル（５） 700 鈴木央

エンジェル日誌（１０） 420 ごとう和 新装版　ブリザードアクセル（６） 700 鈴木央

エンジェル日誌（１１） 420 ごとう和 星くずのプリンス（１） 600 小林ユミヲ

エンジェル日誌（１２） 420 ごとう和 星くずのプリンス（２） 610 小林ユミヲ

エンジェル日誌（１３） 420 ごとう和 星くずのプリンス（３） 610 小林ユミヲ

エンジェル日誌（１４） 420 ごとう和 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー　Ｇａｌａｘｙ　Ｒｕｓｈ 420 内田康平

エンジェル日誌（１５） 420 ごとう和 冥犬ケルちゃん（１） 800 アリムラモハ

エンジェル日誌（１６） 420 ごとう和 ＪＯＹ 600 絵津鼓

エンジェル日誌（１７） 420 ごとう和 日給おいくら？ 420 瀬戸口みづき

エンジェル日誌（１８） 420 ごとう和 新装版　デイジー・ラック（１） 500 海野つなみ

エンジェル日誌（１９） 420 ごとう和 新装版　デイジー・ラック（２） 500 海野つなみ

エンジェル日誌（２０） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（１） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２１） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（２） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２２） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（３） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２３） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（４） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２４） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（５） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２５） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（６） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２６） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（７） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２７） 420 ごとう和 特上　へろへろくん（８） 600 かみやたかひろ

エンジェル日誌（２８） 420 ごとう和 あさめしまえ　心に響く朝レシピ 420 北駒生

エンジェル日誌（２９） 420 ごとう和 とりおんな 600 渡部まさみ

エンジェル日誌（３０） 420 ごとう和 モトカレマニア（１） 500 瀧波ユカリ

エンジェル日誌（３１） 420 ごとう和 モトカレマニア（２） 500 瀧波ユカリ

エンジェル日誌（３２） 420 ごとう和 モトカレマニア（３） 500 瀧波ユカリ

エンジェル日誌（３３） 420 ごとう和 モトカレマニア（４） 500 瀧波ユカリ

エンジェル日誌（３４） 420 ごとう和 モトカレマニア（５） 500 瀧波ユカリ

エンジェル日誌（３５） 420 ごとう和 モトカレマニア（６） 500 瀧波ユカリ

エンジェル日誌（３６） 420 ごとう和 幸子、生きてます（１） 750 柘植文

エンジェル日誌（３７） 420 ごとう和 幸子、生きてます（２） 750 柘植文

エンジェル日誌（３８） 420 ごとう和 幸子、生きてます（３） 750 柘植文

エンジェル日誌（３９） 420 ごとう和 幸子、生きてます（４） 800 柘植文

おしえてっ！？　ナデシコ先生 500 ほのか┴鈴木ぺんた 色の理由 700 すずはら秋

オッパイをとったカレシ。　約束 420 芹沢由紀子 絶対にときめいてはいけない！（１） 420 築島治

オレたちに愛はない 420 ヒナチなお 絶対にときめいてはいけない！（２） 420 築島治

きーちゃん先生の事情（１） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（３） 420 築島治

きーちゃん先生の事情（２） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（４） 420 築島治

きーちゃん先生の事情（３） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（５） 420 築島治

きーちゃん先生の事情（４） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（６） 450 築島治



きーちゃん先生の事情（５） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（７） 450 築島治

きーちゃん先生の事情（６） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（８） 450 築島治

きーちゃん先生の事情（７） 420 丘上あい 絶対にときめいてはいけない！（９） 450 築島治

きーちゃん先生の事情（８） 420 丘上あい Ａ．Ｉ．Ｃ．Ｏ．　Ｉｎｃａｒｎａｔｉｏｎ（１） 600 ＢＯＮＥＳ┴道明宏明

きこちゃんすまいる（１） 420 布浦翼 Ａ．Ｉ．Ｃ．Ｏ．　Ｉｎｃａｒｎａｔｉｏｎ（２） 600 道明宏明┴ＢＯＮＥＳ

きこちゃんすまいる（２） 420 布浦翼 Ａ．Ｉ．Ｃ．Ｏ．　Ｉｎｃａｒｎａｔｉｏｎ（３） 600 道明宏明┴ＢＯＮＥＳ

きこちゃんすまいる（３） 420 布浦翼 Ｃｈａｎｇｅ！　和歌のお嬢様、ラップはじめました。（１） 600 曽田正人┴冨山玖呂┴晋平太

きこちゃんすまいる（４） 420 布浦翼 Ｃｈａｎｇｅ！　和歌のお嬢様、ラップはじめました。（２） 600 曽田正人┴冨山玖呂┴晋平太

きこちゃんすまいる（５） 420 布浦翼 Ｃｈａｎｇｅ！　和歌のお嬢様、ラップはじめました。（３） 600 曽田正人┴冨山玖呂┴晋平太

キス＆ネバークライ（１） 500 小川彌生

Ｃｈａｎｇｅ！　和歌のお嬢様、ラップはじめました。（４）【電子限定

ネーム付き】 600 曽田正人┴冨山玖呂┴晋平太

キス＆ネバークライ（２） 500 小川彌生 Ｃｈａｎｇｅ！　和歌のお嬢様、ラップはじめました。（５） 600 曽田正人┴冨山玖呂┴晋平太

キス＆ネバークライ（３） 500 小川彌生

Ｃｈａｎｇｅ！　和歌のお嬢様、ラップはじめました。（６）【電子限定

特典付き】 600 曽田正人┴冨山玖呂┴晋平太

キス＆ネバークライ（４） 500 小川彌生 ゼウスの種（１） 420 飯島浩介

キス＆ネバークライ（５） 500 小川彌生 ゼウスの種（２） 420 飯島浩介

キス＆ネバークライ（６） 500 小川彌生 ゼウスの種（３） 420 飯島浩介

キス＆ネバークライ（７） 500 小川彌生 ゼウスの種（４） 420 飯島浩介

キス＆ネバークライ（８） 500 小川彌生 ブスな彼女は練習台（１） 420 倉本たけみ

キス＆ネバークライ（９） 500 小川彌生 少年無宿　シンクロウ（１） 420 さいふうめい┴星野泰視

キス＆ネバークライ（１０） 500 小川彌生 少年無宿　シンクロウ（２） 420 さいふうめい┴星野泰視

キス＆ネバークライ（１１） 500 小川彌生 少年無宿　シンクロウ（３） 420 さいふうめい┴星野泰視

キッチンのお姫さま（１） 420 小林深雪┴安藤なつみ 少年無宿　シンクロウ（４） 420 さいふうめい┴星野泰視

キッチンのお姫さま（２） 420 小林深雪┴安藤なつみ 少年無宿　シンクロウ（５） 420 さいふうめい┴星野泰視

キッチンのお姫さま（３） 420 小林深雪┴安藤なつみ 少年無宿　シンクロウ（６） 420 さいふうめい┴星野泰視

キッチンのお姫さま（４） 420 小林深雪┴安藤なつみ 賭博師　梟 420 さいふうめい┴星野泰視

キッチンのお姫さま（５） 420 小林深雪┴安藤なつみ 浪漫三重奏（１） 420 あわ箱

キッチンのお姫さま（６） 420 小林深雪┴安藤なつみ 浪漫三重奏（２） 420 あわ箱

キッチンのお姫さま（７） 420 小林深雪┴安藤なつみ 浪漫三重奏（３） 420 あわ箱

キッチンのお姫さま（８） 420 小林深雪┴安藤なつみ 浪漫三重奏（４） 420 あわ箱

キッチンのお姫さま（９） 420 小林深雪┴安藤なつみ いつもぼくをみてる（１） 602 山本さほ

キッチンのお姫さま（１０） 420 小林深雪┴安藤なつみ いつもぼくをみてる（２） 680 山本さほ

キミがスキ（１） 420 渡辺あゆ ガカバッカ（１） 600 赤堀君

キミがスキ（２） 420 渡辺あゆ ガカバッカ（２） 600 赤堀君

キミがスキ（３） 420 渡辺あゆ ガカバッカ（３） 630 赤堀君

キミがスキ　ＰＬＵＳ 420 Ｙｏｓｈｉ┴渡辺あゆ ガカバッカ（４） 630 赤堀君

きみはペット（１） 500 小川彌生 金のひつじ（１） 640 尾崎かおり

きみはペット（２） 500 小川彌生 金のひつじ（２） 640 尾崎かおり

きみはペット（３） 500 小川彌生 金のひつじ（３） 722 尾崎かおり

きみはペット（４） 500 小川彌生 赤ちゃん本部長（１） 700 竹内佐千子

きみはペット（５） 500 小川彌生 赤ちゃん本部長（２） 700 竹内佐千子

きみはペット（６） 500 小川彌生 赤ちゃん本部長（３） 900 竹内佐千子

きみはペット（７） 500 小川彌生

私がモテてどうすんだ（１４）　電子特装版【カラーページ再現＆小冊子

データ2冊分収録】 1000 ぢゅん子

きみはペット（８） 500 小川彌生 解毒坊（１） 600 久世蘭

きみはペット（９） 500 小川彌生 解毒坊（２） 600 久世蘭

きみはペット（１０） 500 小川彌生 ネメシスコール（１） 600 にんじゃむ┴森田和彦

きみはペット（１１） 500 小川彌生 ネメシスコール（２） 600 にんじゃむ┴森田和彦

きみはペット（１２） 500 小川彌生 ネメシスコール（３） 630 にんじゃむ┴森田和彦

きみはペット（１３） 500 小川彌生 イジらないで、長瀞さん（１） 420 ナナシ

きみはペット（１４） 500 小川彌生 イジらないで、長瀞さん（２） 420 ナナシ

キャンディ　ライフ 500 小川彌生 イジらないで、長瀞さん（３） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（１） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（４） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（２） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（５） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（３） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（６） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（４） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（７） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（５） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（８） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（６） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（９） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（７） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（１０） 420 ナナシ

ぎゅわんぶらあ自己中心派（８） 600 片山まさゆき イジらないで、長瀞さん（１１） 450 ナナシ

くすり指（エンゲージ）の嘘 420 かわちゆかり イジらないで、長瀞さん（１２） 450 ナナシ

クリスマス心中 420 山崎みちよ イジらないで、長瀞さん（１３） 450 ナナシ

ケダモノだもの（１） 420 富永裕美 イジらないで、長瀞さん（１４） 450 ナナシ

ケダモノだもの（２） 420 富永裕美 ひめドレ　～姫と奴隷の学園生活～（１） 420 蔵人幸明┴水瀬マユ

ココにいるよ！（１） 420 遠山えま ひめドレ　～姫と奴隷の学園生活～（２） 420 蔵人幸明┴水瀬マユ

ココにいるよ！（２） 420 遠山えま ひめドレ　～姫と奴隷の学園生活～（３） 420 蔵人幸明┴水瀬マユ

ココにいるよ！（３） 420 遠山えま ひめドレ　～姫と奴隷の学園生活～（４） 420 蔵人幸明┴水瀬マユ

ココにいるよ！（４） 420 遠山えま ヘッポコ勇者に戦略を（１） 420 中村力斗┴悪介

ココにいるよ！（５） 420 遠山えま ヘッポコ勇者に戦略を（２） 420 中村力斗┴悪介

この愛…とめられない！ 420 かわちゆかり ヘッポコ勇者に戦略を（３） 420 中村力斗┴悪介

この空の果てまでも 420 赤羽みちえ 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（１） 420 さの隆

この青に恋をした 420 秋元奈美 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（２） 420 さの隆

ゴリラーマン（１） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（３） 420 さの隆

ゴリラーマン（２） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（４） 420 さの隆

ゴリラーマン（３） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（５） 420 さの隆

ゴリラーマン（４） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（６） 420 さの隆

ゴリラーマン（５） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（７） 420 さの隆

ゴリラーマン（６） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（８） 420 さの隆

ゴリラーマン（７） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（９） 420 さの隆

ゴリラーマン（８） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（１０） 420 さの隆

ゴリラーマン（９） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（１１） 420 さの隆

ゴリラーマン（１０） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（１２） 420 さの隆

ゴリラーマン（１１） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（１３） 420 さの隆

ゴリラーマン（１２） 600 ハロルド作石 君が僕らを悪魔と呼んだ頃（１４） 420 さの隆

ゴリラーマン（１３） 600 ハロルド作石 殺人猟団　－マッドメン－（１） 420 長田龍伯

ゴリラーマン（１４） 600 ハロルド作石 殺人猟団　－マッドメン－（２） 420 長田龍伯

ゴリラーマン（１５） 600 ハロルド作石 殺人猟団　－マッドメン－（３） 420 長田龍伯

ゴリラーマン（１６） 600 ハロルド作石 殺人猟団　－マッドメン－（４） 420 長田龍伯

ゴリラーマン（１７） 600 ハロルド作石 殺人猟団　－マッドメン－（５） 420 長田龍伯

ゴリラーマン（１８） 600 ハロルド作石 殺人猟団　－マッドメン－（６） 420 長田龍伯

ゴリラーマン（１９） 600 ハロルド作石 放課後の拷問少女（１） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（１） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（２） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（２） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（３） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（３） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（４） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（４） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（５） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（５） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（６） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（６） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（７） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（７） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（８） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（８） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（９） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（９） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（１０） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（１０） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（１１） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（１１） 600 山崎紗也夏 放課後の拷問少女（１２） 420 ＢＯＫＵ

シマシマ（１２） 600 山崎紗也夏 暴虐のコケッコー（１） 420 須崎洋輔

スプラウト（１） 420 南波あつこ 暴虐のコケッコー（２） 420 須崎洋輔

スプラウト（２） 420 南波あつこ 暴虐のコケッコー（３） 420 須崎洋輔

スプラウト（３） 420 南波あつこ 暴虐のコケッコー（４） 420 須崎洋輔

スプラウト（４） 420 南波あつこ 暴虐のコケッコー（５） 420 須崎洋輔

スプラウト（５） 420 南波あつこ 木星少女流星群（１） 420 木戸朋生┴真木蛍五

スプラウト（６） 420 南波あつこ 木星少女流星群（２） 420 木戸朋生┴真木蛍五



スプラウト（７） 420 南波あつこ 木星少女流星群（３） 420 木戸朋生┴真木蛍五

セレブな奴隷（１） 420 青月まどか テンジュの国（１） 560 泉一聞

セレブな奴隷（２） 420 青月まどか テンジュの国（２） 560 泉一聞

それでも忘れられない恋 420

熊岡冬夕┴克間彩人┴Ishiko┴きだち┴

三次マキ テンジュの国（３） 600 泉一聞

ダイヤのＡ（１） 420 寺嶋裕二 テンジュの国（４） 600 泉一聞

ダイヤのＡ（２） 420 寺嶋裕二 テンジュの国（５） 600 泉一聞

ダイヤのＡ（３） 420 寺嶋裕二 先生、好きです。（１） 420 三浦糀

ダイヤのＡ（４） 420 寺嶋裕二 先生、好きです。（２） 420 三浦糀

ダイヤのＡ（５） 420 寺嶋裕二 先生、好きです。（３） 420 三浦糀

ダイヤのＡ（６） 420 寺嶋裕二 先生、好きです。（４） 420 三浦糀

ダイヤのＡ（７） 420 寺嶋裕二 いちいちせいち（１） 600 汐里

ダイヤのＡ（８） 420 寺嶋裕二 いちいちせいち（２） 630 汐里

ダイヤのＡ（９） 420 寺嶋裕二 いちいちせいち（３） 650 汐里

ダイヤのＡ（１０） 420 寺嶋裕二 パラレルパラダイス　特装版（３） 1000 岡本倫

ダイヤのＡ（１１） 420 寺嶋裕二 僕らを隔てる青と白 600 きゆひこ

ダイヤのＡ（１２） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（１） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１３） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（２） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１４） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（３） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１５） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（４） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１６） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（５） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１７） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（６） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１８） 420 寺嶋裕二 となりの怪物くん愛蔵版（７） 900 ろびこ

ダイヤのＡ（１９） 420 寺嶋裕二 ハルコイ　新装版 420 末次由紀

ダイヤのＡ（２０） 420 寺嶋裕二 機動戦士ガンダム　Ｔｗｉｌｉｇｈｔ　ＡＸＩＳ（１） 602

蒔島梓┴矢立肇・富野由悠季┴Ａｒｋ　Ｐｅ

ｒｆｏｒｍａｎｃｅ┴サンライズ

ダイヤのＡ（２１） 420 寺嶋裕二 機動戦士ガンダム　Ｔｗｉｌｉｇｈｔ　ＡＸＩＳ（２） 630

蒔島梓┴矢立肇・富野由悠季┴ＡｒｋＰｅｒ

ｆｏｒｍａｎｃｅ┴サンライズ

ダイヤのＡ（２２） 420 寺嶋裕二 機動戦士ガンダム　Ｔｗｉｌｉｇｈｔ　ＡＸＩＳ（３） 690

蒔島梓┴矢立肇・富野由悠季┴ＡｒｋＰｅｒ

ｆｏｒｍａｎｃｅ┴サンライズ

ダイヤのＡ（２３） 420 寺嶋裕二 そのオムツ、俺が換えます（１） 800 宮川サトシ

ダイヤのＡ（２４） 420 寺嶋裕二 そのオムツ、俺が換えます（２） 800 宮川サトシ

ダイヤのＡ（２５） 420 寺嶋裕二 ファム・ファタール（１） 420 庄司陽子

ダイヤのＡ（２６） 420 寺嶋裕二 ファム・ファタール（２） 420 庄司陽子

ダイヤのＡ（２７） 420 寺嶋裕二 ファム・ファタール（３） 420 庄司陽子

ダイヤのＡ（２８） 420 寺嶋裕二 ペルソナ（１） 420 庄司陽子

ダイヤのＡ（２９） 420 寺嶋裕二 ペルソナ（２） 420 庄司陽子

ダイヤのＡ（３０） 420 寺嶋裕二 ペルソナ（３） 420 庄司陽子

ダイヤのＡ（３１） 420 寺嶋裕二 罪と罰 800 ドストエフスキー┴岩下博美

ダイヤのＡ（３２） 420 寺嶋裕二 資本論 680 マルクス┴岩下博美

ダイヤのＡ（３３） 420 寺嶋裕二 新装版　回転銀河（１） 500 海野つなみ

ダイヤのＡ（３４） 420 寺嶋裕二 新装版　回転銀河（２） 500 海野つなみ

ダイヤのＡ（３５） 420 寺嶋裕二 新装版　回転銀河（３） 500 海野つなみ

ダイヤのＡ（３６） 420 寺嶋裕二 新装版　回転銀河（４） 500 海野つなみ

ダイヤのＡ（３７） 420 寺嶋裕二 新装版　回転銀河（５） 500 海野つなみ

ダイヤのＡ（３８） 420 寺嶋裕二 新装版　回転銀河（６） 500 海野つなみ

ダイヤのＡ（３９） 420 寺嶋裕二 東京アリス　ｇｉｒｌｙ（１） 500 稚野鳥子

ダイヤのＡ（４０） 420 寺嶋裕二 東京アリス　ｇｉｒｌｙ（２） 500 稚野鳥子

ダイヤのＡ（４１） 420 寺嶋裕二 東京アリス　ｇｉｒｌｙ（３） 600 稚野鳥子

ダイヤのＡ（４２） 420 寺嶋裕二 恋愛と贅沢と資本主義 600 ゾンバルト┴Ｔｅａｍバンミカス┴名波優太

ダイヤのＡ（４３） 420 寺嶋裕二 いそあそび（１） 630 佐藤宏海

ダイヤのＡ（４４） 420 寺嶋裕二 いそあそび（２） 630 佐藤宏海

ダイヤのＡ（４５） 420 寺嶋裕二 いそあそび（３） 630 佐藤宏海

ダイヤのＡ（４６） 420 寺嶋裕二 図書館の大魔術師（１） 700 泉光

ダイヤのＡ（４７） 420 寺嶋裕二 図書館の大魔術師（２） 700 泉光

タンブリング 420 米井理子┴水上航 図書館の大魔術師（３） 694 泉光

でろでろ（１） 600 押切蓮介 図書館の大魔術師（４） 700 泉光

でろでろ（２） 600 押切蓮介 図書館の大魔術師（５） 680 泉光

でろでろ（３） 600 押切蓮介 図書館の大魔術師（６） 700 泉光

でろでろ（４） 600 押切蓮介 オークが犯してくれない！（１） 420 川中康嗣

でろでろ（５） 600 押切蓮介 オークが犯してくれない！（２） 420 川中康嗣

でろでろ（６） 600 押切蓮介 お姉さんは無精者（１） 420 多治見尚哉

でろでろ（７） 600 押切蓮介 クラスに彼女が２人いる。（１） 420 永野マチ

でろでろ（８） 600 押切蓮介 クラスに彼女が２人いる。（２） 420 永野マチ

でろでろ（９） 600 押切蓮介 クラスに彼女が２人いる。（３） 420 永野マチ

でろでろ（１０） 600 押切蓮介 コイツ、俺のこと好きなのか？！（１） 420 百々瀬新

でろでろ（１１） 600 押切蓮介 コイツ、俺のこと好きなのか？！（２） 420 百々瀬新

でろでろ（１２） 600 押切蓮介 雨下雫は汗がすき（１） 420 山口アキ

でろでろ（１３） 600 押切蓮介 雨下雫は汗がすき（２） 420 山口アキ

でろでろ（１４） 600 押切蓮介 雨下雫は汗がすき（３） 420 山口アキ

でろでろ（１５） 600 押切蓮介 怪病医ラムネ（１） 600 阿呆トロ

でろでろ（１６） 600 押切蓮介 怪病医ラムネ（２） 600 阿呆トロ

となりの怪物くん（１） 420 ろびこ 怪病医ラムネ（３） 600 阿呆トロ

となりの怪物くん（２） 420 ろびこ 怪病医ラムネ（４） 650 阿呆トロ

となりの怪物くん（３） 420 ろびこ 怪病医ラムネ（５） 650 阿呆トロ

となりの怪物くん（４） 420 ろびこ 殺人予告はあの頃（１） 420 伊藤イット

となりの怪物くん（５） 420 ろびこ 殺人予告はあの頃（２） 420 伊藤イット

となりの怪物くん（６） 420 ろびこ 殺人予告はあの頃（３） 420 伊藤イット

となりの怪物くん（７） 420 ろびこ 超能力少女も手に負えない！（１） 420 中村力斗

となりの怪物くん（８） 420 ろびこ 超能力少女も手に負えない！（２） 420 中村力斗

となりの怪物くん（９） 420 ろびこ 僕たちは元気です（１） 420 摺澤翔

となりの怪物くん（１０） 420 ろびこ 僕たちは元気です（２） 420 摺澤翔

となりの怪物くん（１１） 420 ろびこ 僕たちは元気です（３） 420 摺澤翔

となりの怪物くん（１２） 420 ろびこ 魔女狩りの現代教典（１） 600 刀坂アキラ

となりの怪物くん（１３） 420 ろびこ 魔女狩りの現代教典（２） 600 刀坂アキラ

トモダチ（１） 420 原明日美 魔女狩りの現代教典（３） 600 刀坂アキラ

トモダチ（２） 420 原明日美 だぶるじぇい（１） 420 亜桜まる┴野中英次

トモダチ（３） 420 原明日美 だぶるじぇい（２） 420 亜桜まる┴野中英次

とろけるチーズ 420 富永裕美 だぶるじぇい（３） 420 亜桜まる┴野中英次

にしむく士（１） 420 大和和紀 だぶるじぇい（４） 420 亜桜まる┴野中英次

にしむく士（２） 420 大和和紀 だぶるじぇい（５） 420 亜桜まる┴野中英次

にしむく士（３） 420 大和和紀 だぶるじぇい（６） 420 亜桜まる┴野中英次

にしむく士（４） 420 大和和紀 ０９０　えこといっしょ。（１） 420 亜桜まる

にしむく士（５） 420 大和和紀 ０９０　えこといっしょ。（２） 420 亜桜まる

ニンプだって××したい！ 420 稲葉せりか ０９０　えこといっしょ。（３） 420 亜桜まる

ネカフェのアリス（１） 420 たかはしあん ０９０　えこといっしょ。（４） 420 亜桜まる

ネコ系男子×イヌ系男子 420

克間彩人┴春木さき┴中村抹茶┴蒼井ま

もる┴見崎なつみ ハッピープロジェクト（１） 420 落合ヒロカズ

ノーハドル（１） 420 西山優里子 ハッピープロジェクト（２） 420 落合ヒロカズ

ノーハドル（２） 420 西山優里子 ハッピープロジェクト（３） 420 落合ヒロカズ

ノーハドル（３） 420 西山優里子 ハッピープロジェクト（４） 420 落合ヒロカズ

ノーハドル（４） 420 西山優里子 ＨＥＮＴＡＩ（１） 620 うめ丸┴快紗瑠

ノーハドル（５） 420 西山優里子 ＨＥＮＴＡＩ（２） 680 うめ丸┴快紗瑠

バカイチ（１） 600 ハロルド作石 アニマルハラスメント（１） 602 日夜カモ

バカイチ（２） 600 ハロルド作石 アニマルハラスメント（２） 690 日夜カモ

バカイチ（３） 600 ハロルド作石 ダレカノセカイ（１） 600 三都慎司

バカイチ（４） 600 ハロルド作石 ダレカノセカイ（２） 600 三都慎司

ばくだんホストＮｅｏ 420 森脇葵 ホーリータウン 650 宮崎夏次系



はじめてママになれた日 420 かわちゆかり 夢から覚めたあの子とはきっと上手く喋れない 640 宮崎夏次系

ハッピー！（１） 420 波間信子 夕方までに帰るよ（１） 630 宮崎夏次系

ハッピー！（２） 420 波間信子 こっち見てよ、日高（１） 420 石沢うみ

ハッピー！（３） 420 波間信子 こっち見てよ、日高（２） 420 石沢うみ

ハッピー！（４） 420 波間信子 だって君は、幼なじみ。 420 伊鳴優子

ハッピー！（５） 420 波間信子 ホタルノヒカリＢＡＢＹ（１） 500 ひうらさとる

ハッピー！（６） 420 波間信子 ホタルノヒカリＢＡＢＹ（２） 500 ひうらさとる

ハッピー！（７） 420 波間信子 ホタルノヒカリＢＡＢＹ（３） 500 ひうらさとる

ハッピー！（８） 420 波間信子 ホタルノヒカリＢＡＢＹ（４） 500 ひうらさとる

ハッピー！（９） 420 波間信子 ホタルノヒカリＢＡＢＹ（５） 500 ひうらさとる

ハッピー！（１０） 420 波間信子 ホタルノヒカリＢＡＢＹ（６） 500 ひうらさとる

ハッピー！（１１） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（１） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１２） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（２） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１３） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（３） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１４） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（４） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１５） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（５） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１６） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（６） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１７） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（７） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１８） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（８） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（１９） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（９） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（２０） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（１０） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（２１） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（１１） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（２２） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（１２） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（２３） 420 波間信子 マズ飯エルフと遊牧暮らし（１３） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

ハッピー！（２４） 420 波間信子 歎異抄 600 唯円（親鸞 述）┴Ｔｅａｍバンミカス

ハッピー！（２５） 420 波間信子 メガロボクス　宿命の双拳（１） 600

佐久間力┴メガロボクスプロジェクト（監督：森山

洋　脚本：真辺克彦・小嶋健作）

ハッピー！（２６） 420 波間信子 メガロボクス　宿命の双拳（２） 600

佐久間力┴メガロボクスプロジェクト（監督：森山

洋脚本：真辺克彦・小嶋健作）

ハッピー！（２７） 420 波間信子 メサイア　―ＣＯＤＥ　ＥＤＧＥ―（１） 600

ミナヅキアキラ┴高殿円┴ＭＥＳＳＩＡＨＰＲ

ＯＪＥＣＴ

ハッピー！（２８） 420 波間信子 メサイア　―ＣＯＤＥ　ＥＤＧＥ―（２） 600

ミナヅキアキラ┴高殿円┴ＭＥＳＳＩＡＨＰＲ

ＯＪＥＣＴ

ハッピー！（２９） 420 波間信子 政談 600 荻生徂徠┴近藤たかし

ハッピー！（３０） 420 波間信子 幸福について 600

ショーペンハウアー┴Ｔｅａｍバンミカス┴伊佐義

勇

ハッピー！（３１） 420 波間信子 まいりました、先輩　カラー扉収録版（４） 500 馬瀬あずさ

ハッピー！（３２） 420 波間信子 恋と嘘　特装版（７） 700 ムサヲ

ハッピー！（３３） 420 波間信子 虚構推理　特装版（８） 800 城平京┴片瀬茶柴

ハッピー・トゥモロー 420 すえのぶけいこ 天空侵犯　デジタルフォトブック付き電子限定版（１６） 900 三浦追儺┴大羽隆廣

パリの恋人たち 420 秋元奈美 微熱男子のおおせのまま（１） 420 雪森さくら

はるか１７（１） 600 山崎さやか 微熱男子のおおせのまま（２） 420 雪森さくら

はるか１７（２） 600 山崎さやか 微熱男子のおおせのまま（３） 420 雪森さくら

はるか１７（３） 600 山崎さやか 微熱男子のおおせのまま（４）　【電子限定読み切り収録】 420 雪森さくら

はるか１７（４） 600 山崎さやか 涼風　公式ガイドブック　湯けむり恋愛白書 560 瀬尾公司

はるか１７（５） 600 山崎さやか 涼風　公式ガイドブック　湯けむり恋愛白書～卒業編～ 560 瀬尾公司

はるか１７（６） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（１） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（７） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（２） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（８） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（３） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（９） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（４） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（１０） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（５） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（１１） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（６） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（１２） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（７） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（１３） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（８） 420 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（１４） 600 山崎さやか ストーカー行為がバレて人生終了男（９） 450 門馬司┴芥瀬良せら

はるか１７（１５） 600 山崎さやか 片想いの逆襲　新装版 420 馬瀬あずさ

はるか１７（１６） 600 山崎さやか ドメスティックな彼女　ネーム付き特装版（１） 700 流石景

はるか１７（１７） 600 山崎さやか 茜さすセカイでキミと詠う（１） 600 田中文┴ジークレスト

はるか１７（１８） 600 山崎さやか 茜さすセカイでキミと詠う（２） 600 田中文┴ジークレスト

はるか１７（１９） 600 山崎さやか ルイは恋を呼ぶ（１） 420 恩田ゆじ

バレンタイン心中 420 山崎みちよ ルイは恋を呼ぶ（２） 420 恩田ゆじ

ハンマーセッション！（１） 420

小金丸大和┴貴矢高康事務所┴棚橋なも

しろ エルジェーベト（１） 600 Ｃｕｖｉｅ

ハンマーセッション！（２） 420

小金丸大和┴貴矢高康事務所┴棚橋なも

しろ エルジェーベト（２） 600 Ｃｕｖｉｅ

ハンマーセッション！（３） 420

小金丸大和┴貴矢高康事務所┴棚橋なも

しろ エルジェーベト（３） 650 Ｃｕｖｉｅ

ハンマーセッション！（４） 420

小金丸大和┴八津弘幸┴貴矢高康事務

所┴棚橋なもしろ 中華一番！極（１） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（５） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（２） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（６） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（３） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（７） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（４） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（８） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（５） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（９） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（６） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（１０） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（７） 420 小川悦司

ハンマーセッション！（１１） 420 八津弘幸┴貴矢高康事務所┴棚橋なもし 中華一番！極（８） 420 小川悦司

ぴくぴく仙太郎（１） 420 布浦翼 中華一番！極（９） 420 小川悦司

ぴくぴく仙太郎（２） 420 布浦翼 中華一番！極（１０） 450 小川悦司

ぴくぴく仙太郎（３） 420 布浦翼 中華一番！極（１１） 450 小川悦司

ぴくぴく仙太郎（４） 420 布浦翼 中華一番！極（１２） 450 小川悦司

ぴくぴく仙太郎（５） 420 布浦翼 中華一番！極（１３） 450 小川悦司

ぴくぴく仙太郎（６） 420 布浦翼

風夏　ヤっちゃう！？　ヒロインとの妄想初体験　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＥＤ

ＩＴＩＯＮ 900 瀬尾公治

ぴくぴく仙太郎（７） 420 布浦翼 マコさんは死んでも自立しない（１） 420 千田大輔

ぴくぴく仙太郎（８） 420 布浦翼 マコさんは死んでも自立しない（２） 420 千田大輔

ぴくぴく仙太郎（９） 420 布浦翼 マコさんは死んでも自立しない（３） 420 千田大輔

ぴくぴく仙太郎（１０） 420 布浦翼 マコさんは死んでも自立しない（４） 420 千田大輔

ぴくぴく仙太郎（１１） 420 布浦翼 マコさんは死んでも自立しない（５） 420 千田大輔

ぴくぴく仙太郎（１２） 420 布浦翼 ラブリラン（１） 500 天沢アキ

ぴくぴく仙太郎（１３） 420 布浦翼 ラブリラン（２） 500 天沢アキ

ぴくぴく仙太郎（１４） 420 布浦翼 ストロベリー・ボーイフレンド 600 プルちょめ

ぴくぴく仙太郎（１５） 420 布浦翼 新装版　ああっ女神さまっ（１） 1200 藤島康介

ぴくぴく仙太郎（１６） 420 布浦翼 新装版　ああっ女神さまっ（２） 1200 藤島康介

ぴくぴく仙太郎（１７） 420 布浦翼 新装版　ああっ女神さまっ（３） 1200 藤島康介

ぴくぴく仙太郎（１８） 420 布浦翼 新装版　ああっ女神さまっ（４） 1200 藤島康介

ぴくぴく仙太郎（１９） 420 布浦翼 新装版　ああっ女神さまっ（５） 1200 藤島康介

ぴくぴく仙太郎（２０） 420 布浦翼 新装版　ああっ女神さまっ（６） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（１） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（７） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（２） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（８） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（３） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（９） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（４） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１０） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（５） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１１） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（６） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１２） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（７） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１３） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（８） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１４） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（９） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１５） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（１０） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１６） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（１１） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１７） 1200 藤島康介



ひまわりっ　～健一レジェンド～（１２） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１８） 1200 藤島康介

ひまわりっ　～健一レジェンド～（１３） 600 東村アキコ 新装版　ああっ女神さまっ（１９） 1400 藤島康介

ヒミツの関係　ヒミツのＨ 420 ソラニユホ┴成海柚希┴築島治┴ミツルギ 新装版　ああっ女神さまっ（２０） 1400 藤島康介

ヒミツの発情期 420

サブロウタ┴相川ヒロ┴三次マキ┴Ｂ型┴中

村智┴みきもと凜 新装版　ああっ女神さまっ（２１） 1400 藤島康介

ピンクのうさぎ（１） 420 森谷幸子 新装版　ああっ女神さまっ（２２） 1400 藤島康介

ピンクのうさぎ（２） 420 森谷幸子 新装版　ああっ女神さまっ（２３） 1400 藤島康介

ピンクのうさぎ（３） 420 森谷幸子 新装版　ああっ女神さまっ（２４） 1400 藤島康介

ピンクのうさぎ（４） 420 森谷幸子 アダムとイブの楽園追放されたけど…（１） 600 宮崎夏次系

ピンクのうさぎ（５） 420 森谷幸子 アダムとイブの楽園追放されたけど…（２） 610 宮崎夏次系

ピンクのうさぎ（６） 420 森谷幸子 ハーン　-草と鉄と羊-（１） 600 瀬下猛

ピンクのうさぎ（７） 420 森谷幸子 ハーン　-草と鉄と羊-（２） 600 瀬下猛

ピンクのうさぎ（８） 420 森谷幸子 ハーン　-草と鉄と羊-（３） 610 瀬下猛

ピンクのうさぎ（９） 420 森谷幸子 ハーン　-草と鉄と羊-（４） 610 瀬下猛

ピンクのうさぎ（１０） 420 森谷幸子 ハーン　-草と鉄と羊-（５） 610 瀬下猛

ふたりの「リカコ」 420 かわちゆかり ハーン　-草と鉄と羊-（６） 610 瀬下猛

ふらちなミルク（１） 420 富永裕美 ハーン　-草と鉄と羊-（７） 610 瀬下猛

ふらちなミルク（２） 420 富永裕美 ハーン　-草と鉄と羊-（８） 610 瀬下猛

ベイビーポップ（１） 500 小川彌生 ハーン　-草と鉄と羊-（９） 610 瀬下猛

ベイビーポップ（２） 500 小川彌生 ハーン　-草と鉄と羊-（１０） 630 瀬下猛

ベインズ 420 霜月かよ子 ハーン　-草と鉄と羊-（１１） 630 瀬下猛

ボイコレ！（１） 420 相川ヒロ ハーン　-草と鉄と羊-（１２） 640 瀬下猛

ボイコレ！（２） 420 相川ヒロ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１） 650 泰三子

ボーイズバー新選組！ 420 森脇葵 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（２） 650 泰三子

マイヒーロー！（１） 420 熊岡冬夕 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（３） 650 泰三子

マイヒーロー！（２） 420 熊岡冬夕 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（４） 650 泰三子

まっすぐに片想い 420

桜井まちこ┴春木さき┴村瀬いくえ┴月縞ア

クト┴Ishiko ハコヅメ～交番女子の逆襲～（５） 650 泰三子

ママはチャイドル！（１） 400 おがわ甘藍┴ＭｉＣｈａｏ！ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（６） 650 泰三子

ママはチャイドル！（２） 400 おがわ甘藍┴ＭｉＣｈａｏ！ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（７） 650 泰三子

みだらなご主人様（１） 420 叶のりこ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（８） 650 泰三子

みだらなご主人様（２） 420 叶のりこ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（９） 650 泰三子

みだらなご主人様（３） 420 叶のりこ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１０） 650 泰三子

みだらなご主人様（４） 420 叶のりこ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１１） 650 泰三子

メガネ王子（１） 420 水上航 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１２） 650 泰三子

メガネ王子（２） 420 水上航 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１３） 650 泰三子

メガネ王子（３） 420 水上航 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１４） 650 泰三子

メガネ王子（４） 420 水上航 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１５） 650 泰三子

モテキ（１） 600 久保ミツロウ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１６） 650 泰三子

モテキ（２） 600 久保ミツロウ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１７） 650 泰三子

モテキ（３） 600 久保ミツロウ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１８） 650 泰三子

モテキ（４） 600 久保ミツロウ ハコヅメ～交番女子の逆襲～（１９） 650 泰三子

モテる女になる 420 みづき水脈 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（２０） 660 泰三子

もやし男と種少女 420 小山鹿梨子 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（２１） 660 泰三子

やさしい子供のつくりかた（１） 420 丘上あい ハコヅメ～交番女子の逆襲～（２２） 660 泰三子

やさしい子供のつくりかた（２） 420 丘上あい ピカエル（１） 600 さらみ

やさしい子供のつくりかた（３） 420 丘上あい ピカエル（２） 600 さらみ

やさしい子供のつくりかた（４） 420 丘上あい とんがらし 600 桐村海丸

やさしい子供のつくりかた（５） 420 丘上あい 累　特装版（１３） 1200 松浦だるま

やさしい子供のつくりかた（６） 420 丘上あい 生徒諸君！外伝 420 庄司陽子

ヤンキー君とメガネちゃん（１） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（１） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（２） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（２） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（３） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（３） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（４） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（４） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（５） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（５） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（６） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（６） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（７） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（７） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（８） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（８） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（９） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（９） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（１０） 420 吉河美希 マテリアル・パズル　ゼロクロイツ（１０） 600 土塚理弘┴吉岡公威

ヤンキー君とメガネちゃん（１１） 420 吉河美希 明日もキスしていいですか？（１） 420

はつはる┴餡蜜┴るかな┴柚井ふうこ┴鈴峰あお

い┴彩那はな

ヤンキー君とメガネちゃん（１２） 420 吉河美希 １７歳の塔（１） 600 藤沢もやし

ヤンキー君とメガネちゃん（１３） 420 吉河美希 １７歳の塔（２） 600 藤沢もやし

ヤンキー君とメガネちゃん（１４） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（１） 420 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（１５） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（２） 420 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（１６） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（３） 420 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（１７） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（４） 420 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（１８） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（５） 450 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（１９） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（６） 450 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（２０） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（７） 450 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（２１） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（８） 450 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（２２） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（９） 450 森野萌

ヤンキー君とメガネちゃん（２３） 420 吉河美希 花野井くんと恋の病（１０） 450 森野萌

ゆれるオモイ 420

ヒナチなお┴吉井ユウ┴山内のぞみ┴望月コ

ア子┴高橋利枝┴霜月かよ子 花野井くんと恋の病（１１） 450 森野萌

ラブ・ホテルウーマン 420 森下温 メンズライフ（１） 420 渡辺あゆ

ラブ・らっきぃ（１） 600 克・亜樹 メンズライフ（２） 420 渡辺あゆ

ラブ・らっきぃ（２） 600 克・亜樹 メンズライフ（３） 420 渡辺あゆ

ラブ・らっきぃ（３） 600 克・亜樹 メンズライフ（４） 420 渡辺あゆ

ラブ・らっきぃ（４） 600 克・亜樹 やまだはるか短編集　うもれてきえた 600 やまだはるか

ラブ・らっきぃ（５） 600 克・亜樹 キスする街角 420 西炯子

ラブ・らっきぃ（６） 600 克・亜樹 我楽多郷の借金ガール（１） 600 三枝えま

ラブ・らっきぃ（７） 600 克・亜樹 我楽多郷の借金ガール（２） 600 三枝えま

ラブオール！（１） 420 栄羽弥 我間乱－修羅－（１） 420 中丸洋介

ラブオール！（２） 420 栄羽弥 我間乱－修羅－（２） 420 中丸洋介

ラブオール！（３） 420 栄羽弥 我間乱－修羅－（３） 420 中丸洋介

ラブカレ　極上メンズ読本！　ＧＯＬＤ 420

栄羽弥┴築島治┴岩下慶子┴桃生有希

┴ただまなみ┴ろびこ 我間乱－修羅－（４） 420 中丸洋介

ラブラボ 420 桃雪琴梨 我間乱－修羅－（５） 420 中丸洋介

リミット（１） 420 すえのぶけいこ 我間乱－修羅－（６） 420 中丸洋介

リミット（２） 420 すえのぶけいこ 我間乱－修羅－（７） 420 中丸洋介

リミット（３） 420 すえのぶけいこ 我間乱－修羅－（８） 420 中丸洋介

リミット（４） 420 すえのぶけいこ 我間乱－修羅－（９） 420 中丸洋介

リミット（５） 420 すえのぶけいこ 我間乱－修羅－（１０） 420 中丸洋介

リミット(６) 420 すえのぶけいこ 我間乱－修羅－（１１） 420 中丸洋介

レッド・リン（１） 420 中村真理子 我間乱－修羅－（１２） 420 中丸洋介

レッド・リン（２） 420 中村真理子 我間乱－修羅－（１３） 420 中丸洋介

レッド・リン（３） 420 中村真理子 我間乱－修羅－（１４） 420 中丸洋介

レッド・リン（４） 420 中村真理子 我間乱－修羅－（１５） 420 中丸洋介

レッド・リン（５） 420 中村真理子 我間乱－修羅－（１６） 450 中丸洋介

レッド・リン（６） 420 中村真理子 我間乱－修羅－（１７） 450 中丸洋介

ワイズマン（１） 600 外薗昌也 我間乱－修羅－（１８） 450 中丸洋介

ワイズマン（２） 600 外薗昌也 我間乱－修羅－（１９） 450 中丸洋介

ワイズマン（３） 600 外薗昌也 我間乱－修羅－（２０） 450 中丸洋介

ワイズマン（４） 600 外薗昌也 我間乱－修羅－（２１） 450 中丸洋介

ワガママな純愛 420 池田ユキオ 我間乱－修羅－（２２） 450 中丸洋介



ワケアリ離婚　～夫と他人になりました 420

ふじや奈央┴竹内七生┴立花実枝子┴もり

たゆうこ┴秋本尚美 我間乱－修羅－（２３） 450 中丸洋介

わたしはあい　 ＬＯＶＥ　＆　ＴＲＵＴＨ （１） 600 外薗昌也 怪物王女ナイトメア（１） 600 光永康則

わたしはあい　 ＬＯＶＥ　＆　ＴＲＵＴＨ （２） 600 外薗昌也 怪物王女ナイトメア（２） 600 光永康則

わたしはあい　 ＬＯＶＥ　＆　ＴＲＵＴＨ （３） 600 外薗昌也 怪物王女ナイトメア（３） 600 光永康則

哀しき妖の恋 420

天之ひるめ┴ヒナチなお┴仁┴きだち┴

Ishiko┴Ｂ型 怪物王女ナイトメア（４） 600 光永康則

愛される彼女　愛されない彼女 420

高島えり┴倉持マリ┴石川ユキ┴三次マキ

┴梅野花 怪物王女ナイトメア（５） 600 光永康則

愛の大奥　舞い散る花の夢　江島生島 400 宗美智子 怪物王女ナイトメア（６） 650 光永康則

綾音は天然色女子高生イッて２きま～す 500 塚本知子 怪物王女ナイトメア（７） 600 光永康則

安藤美姫物語　－Ｉ　ｂｅｌｉｅｖｅ－ 420 折原みと 奴隷姫（１） 600 やつき

王子と放課後 420 春木さき 奴隷姫（２） 600 やつき

華やかなモノトーン 420 神奈幸子 奴隷姫（３） 600 やつき

華の宴　―安倍晴明恋語り― 420 高田タミ 奴隷姫（４） 600 やつき

華冠の姫　―安倍晴明恋語り― 420 高田タミ 飼ってない猫（１） 760 関口かんこ

華咲みの乙女　―安倍晴明恋語り― 420 高田タミ 飼ってない猫（２） 760 関口かんこ

花灯りの約束　―安倍晴明恋語り― 420 高田タミ ハレのヒ　タヌキの良いふるまい（１） 602 フジモト

海月姫（１） 500 東村アキコ ハレのヒ　タヌキの良いふるまい（２） 630 フジモト

海月姫（２） 500 東村アキコ ゲコガール 600 魚田南

海月姫（３） 500 東村アキコ ショート黒松 600 瀬下猛

海月姫（４） 500 東村アキコ 作庭師の一族（１） 600 由紀円香

海月姫（５） 500 東村アキコ 作庭師の一族（２） 640 由紀円香

海月姫（６） 500 東村アキコ 空飛ぶタイヤ（上） 420 大谷紀子┴池井戸潤

海月姫（７） 500 東村アキコ 空飛ぶタイヤ（下） 420 大谷紀子┴池井戸潤

海月姫（８） 500 東村アキコ 空挺ドラゴンズ　特装版（４） 1100 桑原太矩

海月姫（９） 500 東村アキコ なんでここに先生が！？　特装版（４） 1000 蘇募ロウ

海月姫（１０） 500 東村アキコ たのしいたのししま（１） 420 大沖

海月姫（１１） 500 東村アキコ たのしいたのししま（２） 420 大沖

海月姫（１２） 500 東村アキコ カブのイサキ（１） 600 芦奈野ひとし

海月姫（１３） 500 東村アキコ カブのイサキ（２） 600 芦奈野ひとし

海月姫（１４） 500 東村アキコ カブのイサキ（３） 600 芦奈野ひとし

海月姫（１５） 500 東村アキコ カブのイサキ（４） 600 芦奈野ひとし

海月姫（１６） 500 東村アキコ カブのイサキ（５） 600 芦奈野ひとし

海月姫（１７） 500 東村アキコ カブのイサキ（６） 600 芦奈野ひとし

学園王子（１） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（１） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（２） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（２） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（３） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（３） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（４） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（４） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（５） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（５） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（６） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（６） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（７） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（７） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（８） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（８） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（９） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（９） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（１０） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（１０） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（１１） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（１１） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学園王子（１２） 420 柚月純 新約「巨人の星」　花形（１２） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

学校の妖 420

ヒナチなお┴仁┴小山鹿梨子┴きだち┴丸

飴ぐみこ 新約「巨人の星」　花形（１３） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

渇愛　―抱かれたい― 420 叶のりこ 新約「巨人の星」　花形（１４） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

岸辺のアルバム（１） 420 山田太一┴吉田まゆみ 新約「巨人の星」　花形（１５） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

岸辺のアルバム（２） 420 山田太一┴吉田まゆみ 新約「巨人の星」　花形（１６） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

机上のｒｕｂｂｅｒ 420 ヒナチなお 新約「巨人の星」　花形（１７） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

鬼カレ 420 築島治 新約「巨人の星」　花形（１８） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

泣いてもいいですか？ 420

日暮キノコ┴高橋利枝┴杏巣マココ┴小山

鹿梨子┴見崎なつみ 新約「巨人の星」　花形（１９） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

泣きたいほど…純愛。 420

桜井まちこ┴ジョージ朝倉┴吉岡李々子┴

七海ソラ┴中村智┴高橋愛純 新約「巨人の星」　花形（２０） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

居候お断り。（１） 420 安理由香 新約「巨人の星」　花形（２１） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

居候お断り。（２） 420 安理由香 新約「巨人の星」　花形（２２） 420 村上よしゆき┴梶原一騎┴川崎のぼる

居候お断り。（３） 420 安理由香 ナチュラル（１） 500 軽部潤子

禁断の快感愛　激情のＳ、純情のＭ！ 420 叶のりこ┴石川ユキ┴ａｓａ┴小山鹿梨子 ナチュラル（２） 500 軽部潤子

近キョリ恋愛（１） 420 みきもと凜 １０ＤＡＮＣＥ　特装版（４） 1200 井上佐藤

近キョリ恋愛（２） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（３） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（４） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（５） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（４） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（６） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（５） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（７） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（６） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（８） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（７） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（９） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（８） 500 武井宏之

近キョリ恋愛（１０） 420 みきもと凜 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（９） 500 武井宏之

君がウソをついた（１） 420 寄田みゆき ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１０） 500 武井宏之

君がウソをついた（２） 420 寄田みゆき ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１１） 500 武井宏之

君がウソをついた（３） 420 寄田みゆき ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１２） 500 武井宏之

結婚オペレーション１０ｔｏ６ 420 柴門ふみ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１３） 500 武井宏之

元カレ・元カノ（１） 420 流田まさみ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１４） 500 武井宏之

元カレ・元カノ（２） 420 流田まさみ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１５） 500 武井宏之

原色ツンデレ男子。　いけない先生 420

倉持マリ┴みきもと凜┴柚月純┴相川ヒロ┴

叶のりこ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１６） 500 武井宏之

原色ツンデレ男子。　ウブかわカレシ 420

ジョージ朝倉┴吉井ユウ┴北川夕夏┴春木

さき┴克間彩人┴ひぐちにちほ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１７） 500 武井宏之

原色ツンデレ男子。　攻めカレ 420

渡辺あゆ┴吉岡李々子┴相川ヒロ┴碧井サ

キ┴Ishiko ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１８） 500 武井宏之

原色ツンデレ男子。　純情カレシ 420

ジョージ朝倉┴吉井ユウ┴渡辺あゆ┴吉岡

李々子┴Ishiko┴蒼井まもる ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（１９） 500 武井宏之

原色ツンデレ男子。　秘密のカレシ 420

倉持マリ┴はやかわともこ┴碧井サキ┴克間

彩人┴樋口めぐみ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２０） 500 武井宏之

原色ツンデレ男子。　萌え　カレ 420

渡辺あゆ┴吉井ユウ┴森永あい┴安理由香

┴春木さき┴綾瀬まい ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２１） 500 武井宏之

言葉のないラブレター 420 かわちゆかり ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２２） 500 武井宏之

語り継がれる戦争の記憶（１） 420 三枝義浩 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２３） 500 武井宏之

語り継がれる戦争の記憶（２） 420 三枝義浩 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２４） 500 武井宏之

語り継がれる戦争の記憶（３） 420 三枝義浩 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２５） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（１） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２６） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（２） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２７） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（３） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２８） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（４） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（２９） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（５） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３０） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（６） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３１） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（７） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３２） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（８） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３３） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（９） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３４） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（１０） 420 葉月かなえ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ（３５） 500 武井宏之

好きっていいなよ。（１１） 420 葉月かなえ ラブ、どきん　渡辺あゆ作品集 420 渡辺あゆ

好きっていいなよ。（１２） 420 葉月かなえ アルスラーン戦記　特装版（９） 800 荒川弘┴田中芳樹

好きっていいなよ。（１３） 420 葉月かなえ いとしのぼんくら 600 丸顔めめ



好きっていいなよ。（１４） 420 葉月かなえ

オールカラー版「鬼灯の冷徹」セレクション　～色がついたらよさそうな話をカ

ラーにしてみました～ 980 江口夏実

好きっていいなよ。（１５） 420 葉月かなえ ゲゲゲの鬼太郎（１） 500 水木しげる

好きっていいなよ。（１６） 420 葉月かなえ ゲゲゲの鬼太郎（２） 500 水木しげる

好きっていいなよ。（１７） 420 葉月かなえ ゲゲゲの鬼太郎（３） 500 水木しげる

好きっていいなよ。（１８） 420 葉月かなえ ゲゲゲの鬼太郎（４） 500 水木しげる

江　姫たちの戦国（１） 420 暁かおり┴田渕久美子（ＮＨＫ出版刊） ゲゲゲの鬼太郎（５） 500 水木しげる

江　姫たちの戦国（２） 420 暁かおり┴田渕久美子（ＮＨＫ出版刊） ゲゲゲの鬼太郎（６） 500 水木しげる

江　姫たちの戦国（３） 420 暁かおり┴田渕久美子（ＮＨＫ出版刊） ゲゲゲの鬼太郎（７） 500 水木しげる

江　姫たちの戦国（４） 420 暁かおり┴田渕久美子（ＮＨＫ出版刊） ゲゲゲの鬼太郎（８） 500 水木しげる

江　姫たちの戦国（５） 420 暁かおり┴田渕久美子（ＮＨＫ出版刊） ゲゲゲの鬼太郎（９） 500 水木しげる

告知　～愛のためにできること 420 愛本みずほ┴秋本尚美 ゲゲゲの鬼太郎（１０） 500 水木しげる

黒い翼　―復讐屋・華― 420 みなせあきら ゲゲゲの鬼太郎（１１） 500 水木しげる

砂のウエディングケーキ 420 かわちゆかり ゲゲゲの鬼太郎（１２） 500 水木しげる

桜の中をゆく君 420 赤羽みちえ ゲゲゲの鬼太郎（１３） 500 水木しげる

思いっきりＨな恋２０１０ 420

栄羽弥┴秋元奈美┴水槻れん┴コンノナナ

エ┴ミツルギ ＡＵＴＯＭＡＴＯＮ（１） 620 倉薗紀彦

私の優しくない先輩 420 日日日┴時遠季沙 ＡＵＴＯＭＡＴＯＮ（２） 660 倉薗紀彦

修恋 420 桃生有希 ＡＵＴＯＭＡＴＯＮ（３） 620 倉薗紀彦

春に舞う雪 420 かわちゆかり ＡＵＴＯＭＡＴＯＮ（４） 620 倉薗紀彦

純愛ヌード 420 ひさわゆみ ＡＵＴＯＭＡＴＯＮ（５） 660 倉薗紀彦

純愛特攻隊長！本気（１） 420 清野静流 素直なカラダ 600 東野柚子

純愛特攻隊長！本気（２） 420 清野静流 １９歳 420 北川夕夏

純愛特攻隊長！本気（３） 420 清野静流 ツァラトゥストラはかく語りき 600 ニーチェ┴堀江一郎┴十常アキ

純愛特攻隊長！本気（４） 420 清野静流 君いとほし　～源義経恋絵巻～ 420 飴あられ

純情カレンな俺達だ！（１） 420 西山優里子 Ｇｉｒｌ　－熱い鼓動－ 420 真柴ひろみ

純情カレンな俺達だ！（２） 420 西山優里子 カラマーゾフの兄弟（１） 800 ドストエフスキー┴岩下博美

純情カレンな俺達だ！（３） 420 西山優里子 キスしたいってねだってみろよ（１） 420 三月トモコ

小川とゆかいな斎藤たち（１） 420 茶匡 キスしたいってねだってみろよ（２） 420 三月トモコ

小川とゆかいな斎藤たち（２） 420 茶匡 キスしたいってねだってみろよ（３） 420 三月トモコ

小川とゆかいな斎藤たち（３） 420 茶匡 ともだちのうた 420 岩下慶子

小川とゆかいな斎藤たち（４） 420 茶匡 とりあえず並んでみた。（１） 800 鶴ゆみか

小川とゆかいな斎藤たち（５） 420 茶匡 わたしに××しなさい！　カップル編 420 遠山えま

小川とゆかいな斎藤たち（６） 420 茶匡 わたしのお婆ちゃん　認知症の祖母との暮らし 800 ニコ・ニコルソン

小川とゆかいな斎藤たち（７） 420 茶匡 激辛お嬢さまは自分を罰したい（１） 600 小菊路よう

小川とゆかいな斎藤たち（８） 420 茶匡 激辛お嬢さまは自分を罰したい（２） 600 小菊路よう

小川とゆかいな斎藤たち（９） 420 茶匡 激辛お嬢さまは自分を罰したい（３） 650 小菊路よう

新ギャルボーイ！（１） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（１） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（２） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（２） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（３） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（３） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（４） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（４） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（５） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（５） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（６） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（６） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（７） 420 中村真理子 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい（７） 780 松本ひで吉

新ギャルボーイ！（８） 420 中村真理子 佐伯さんは眠ってる（１） 600 小菊路よう┴春原ロビンソン

新ギャルボーイ！（９） 420 中村真理子 佐伯さんは眠ってる（２） 600 小菊路よう┴春原ロビンソン

新ギャルボーイ！（１０） 420 中村真理子 佐伯さんは眠ってる（３） 600 小菊路よう┴春原ロビンソン

新宿スワン（１） 600 和久井健 佐伯さんは眠ってる（４） 600 小菊路よう┴春原ロビンソン

新宿スワン（２） 600 和久井健 佐伯さんは眠ってる（５） 600 小菊路よう┴春原ロビンソン

新宿スワン（３） 600 和久井健 重神機パンドーラ０（１） 600

河森正治・サテライト┴敷八木風紀┴さおとめあげ

は

新宿スワン（４） 600 和久井健 重神機パンドーラ０（２） 600

河森正治・サテライト┴敷八木風紀┴さおとめあげ

は

新宿スワン（５） 600 和久井健 めっちゃ小春びより 420 ひぐちにちほ

新宿スワン（６） 600 和久井健 世にも不実なピアノソナタ（１） 420 欧坂ハル

新宿スワン（７） 600 和久井健 世にも不実なピアノソナタ（２） 420 欧坂ハル

新宿スワン（８） 600 和久井健 世にも不実なピアノソナタ（３） 420 欧坂ハル

新宿スワン（９） 600 和久井健 大人の問題提起シリーズ　かわき 500 ももち麗子

新宿スワン（１０） 600 和久井健 不覚にもきゅんときた（１） 420 凛田百々

新宿スワン（１１） 600 和久井健 不覚にもきゅんときた（２） 420 凛田百々

新宿スワン（１２） 600 和久井健 不覚にもきゅんときた（３） 420 凛田百々

新宿スワン（１３） 600 和久井健 女神のスプリンター（１） 600 原田重光┴かろちー

新宿スワン（１４） 600 和久井健 女神のスプリンター（２） 630 原田重光┴かろちー

新宿スワン（１５） 600 和久井健 女神のスプリンター（３） 630 原田重光┴かろちー

新宿スワン（１６） 600 和久井健 女神のスプリンター（４） 660 原田重光┴かろちー

新宿スワン（１７） 600 和久井健 女神のスプリンター（５） 660 原田重光┴かろちー

新宿スワン（１８） 600 和久井健 女神のスプリンター（６） 660 原田重光┴かろちー

新宿スワン（１９） 600 和久井健 女神のスプリンター（７） 660 原田重光┴かろちー

新宿スワン（２０） 600 和久井健 僕はどこから（１） 600 市川マサ

新宿スワン（２１） 600 和久井健 僕はどこから（２） 630 市川マサ

新宿スワン（２２） 600 和久井健 僕はどこから（３） 630 市川マサ

新宿スワン（２３） 600 和久井健 僕はどこから（４） 670 市川マサ

新宿スワン（２４） 600 和久井健 お嬢様の僕（１） 600 田口ホシノ

新宿スワン（２５） 600 和久井健 お嬢様の僕（２） 600 田口ホシノ

新宿スワン（２６） 600 和久井健 お嬢様の僕（３） 600 田口ホシノ

新宿スワン（２７） 600 和久井健 お嬢様の僕（４） 600 田口ホシノ

新宿スワン（２８） 600 和久井健 お嬢様の僕（５） 600 田口ホシノ

新宿スワン（２９） 600 和久井健 お嬢様の僕（６） 600 田口ホシノ

新宿スワン（３０） 600 和久井健 お嬢様の僕（７） 600 田口ホシノ

新宿スワン（３１） 600 和久井健 お嬢様の僕（８） 650 田口ホシノ

新宿スワン（３２） 600 和久井健 お嬢様の僕（９） 600 田口ホシノ

新宿スワン（３３） 600 和久井健 お嬢様の僕（１０） 600 田口ホシノ

新宿スワン（３４） 600 和久井健 お嬢様の僕（１１） 600 田口ホシノ

新宿スワン（３５） 600 和久井健 デスラバ（１） 560 智弘カイ┴カズタカ

新宿スワン（３６） 600 和久井健 デスラバ（２） 560 智弘カイ┴カズタカ

新宿スワン（３７） 600 和久井健 デスラバ（３） 560 智弘カイ┴カズタカ

新宿スワン（３８） 600 和久井健 デスラバ（４） 600 智弘カイ┴カズタカ

人魚の涙 420 かわちゆかり デスラバ（５） 600 智弘カイ┴カズタカ

水曜日のライオン 420 みきもと凜 デスラバ（６） 600 智弘カイ┴カズタカ

制服男子を征服せよ 420

みきもと凜┴春木さき┴霜月かよ子┴克間

彩人┴しほ┴杏巣マココ┴仁 デスラバ（７） 600 智弘カイ┴カズタカ

聖域　―サンクチュアリ―（１） 420 庄司陽子 デスラバ（８） 600 智弘カイ┴カズタカ

聖域　―サンクチュアリ―（２） 420 庄司陽子 グッバイ！異世界転生（１） 600 サイトウケンジ┴ぱらボら

聖域　―サンクチュアリ―（３） 420 庄司陽子 グッバイ！異世界転生（２） 600 サイトウケンジ┴ぱらボら

聖域　―サンクチュアリ―（４） 420 庄司陽子 グッバイ！異世界転生（３） 600 サイトウケンジ┴ぱらボら

聖域　―サンクチュアリ―（５） 420 庄司陽子 グッバイ！異世界転生（４） 600 サイトウケンジ┴ぱらボら

青春パンダ 420 木村文子 ＴｈｅＳＩＸ-隻腕の奪還者-（１） 420 大智そら

絶対　年下男子 420

相川ヒロ┴吉井ユウ┴中村抹茶┴高橋利

枝┴鳥飼茜┴ひぐちにちほ ＴｈｅＳＩＸ-隻腕の奪還者-（２） 420 大智そら

草食系男子いただきまぁす 500 市川しんす┴かじ┴アダム徳永 Ｔｈｅ　ＳＩＸ-隻腕の奪還者-（３） 420 大智そら

誰にもいえないラブ＆Ｈ　～イケナイ恋愛～ 420

兄崎ゆな┴築島治┴水槻れん┴琥珀華菜

┴ひさわゆみ┴桜井真優┴市川しんす┴秋

元奈美 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１） 900 大暮維人

男おいどん（１） 420 松本零士 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（２） 900 大暮維人

男おいどん（２） 420 松本零士 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（３） 900 大暮維人

男おいどん（３） 420 松本零士 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（４） 900 大暮維人

男おいどん（４） 420 松本零士 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（５） 900 大暮維人

男おいどん（５） 420 松本零士 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（６） 900 大暮維人



男おいどん（６） 420 松本零士 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（７） 900 大暮維人

地獄少女（１） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（８） 900 大暮維人

地獄少女（２） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（９） 900 大暮維人

地獄少女（３） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１０） 900 大暮維人

地獄少女（４） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１１） 900 大暮維人

地獄少女（５） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１２） 900 大暮維人

地獄少女（６） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１３） 900 大暮維人

地獄少女（７） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１４） 900 大暮維人

地獄少女（８） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１５） 900 大暮維人

地獄少女（９） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１６） 900 大暮維人

中川翔子物語 420 原明日美 エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１７） 900 大暮維人

調教カレシ 420 サブロウタ エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１８） 900 大暮維人

調教カレシ（２） 420 サブロウタ エア・ギア　ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ（１９） 900 大暮維人

調教カレシ（３） 420 サブロウタ 化物語（１） 560 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１） 420 ジョージ朝倉 化物語（２） 560 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（２） 420 ジョージ朝倉 化物語（３） 560 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（３） 420 ジョージ朝倉 化物語（４） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（４） 420 ジョージ朝倉 化物語（５） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（５） 420 ジョージ朝倉 化物語（６） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（６） 420 ジョージ朝倉 化物語（７） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（７） 420 ジョージ朝倉 化物語（８） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（８） 420 ジョージ朝倉 化物語（９） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（９） 420 ジョージ朝倉 化物語（１０） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１０） 420 ジョージ朝倉 化物語（１１） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１１） 420 ジョージ朝倉 化物語（１２） 600 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１２） 420 ジョージ朝倉 化物語（１３） 630 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１３） 420 ジョージ朝倉 化物語（１４） 630 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１４） 420 ジョージ朝倉 化物語（１５） 630 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１５） 420 ジョージ朝倉 化物語（１６） 630 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１６） 420 ジョージ朝倉 化物語（１７） 630 西尾維新┴大暮維人

溺れるナイフ（１７） 420 ジョージ朝倉 化物語（１８） 630 西尾維新┴大暮維人

天然ラブマシーン 420 倉持マリ 化物語（１９） 630 西尾維新┴大暮維人

途中下車 420 かわちゆかり 仮面ライダーアマゾンズ外伝　蛍火（１） 600 石ノ森章太郎┴真じろう┴小林靖子

東京アリス（１） 500 稚野鳥子 仮面ライダーアマゾンズ外伝　蛍火（２） 610 石ノ森章太郎┴真じろう┴小林靖子

東京アリス（２） 500 稚野鳥子 仮面ライダーアマゾンズ外伝　蛍火（３） 610 石ノ森章太郎┴真じろう┴小林靖子

東京アリス（３） 500 稚野鳥子 仮面ライダーアマゾンズ外伝　蛍火（４） 630 石ノ森章太郎┴真じろう┴小林靖子

東京アリス（４） 500 稚野鳥子 仮面ライダーアマゾンズ外伝　蛍火（５） 640 石ノ森章太郎┴真じろう┴小林靖子

東京アリス（５） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（１） 650 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（６） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（２） 630 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（７） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（３） 630 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（８） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（４） 630 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（９） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（５） 630 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（１０） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（６） 640 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（１１） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（７） 640 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（１２） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（８） 640 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（１３） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（９） 650 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（１４） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（１０） 650 天樹征丸┴さとうふみや

東京アリス（１５） 500 稚野鳥子 金田一３７歳の事件簿（１１） 650 天樹征丸┴さとうふみや

東京ぬりえきせかえ（１） 480 深見じゅん 金田一３７歳の事件簿（１２） 650 天樹征丸┴さとうふみや

東京ぬりえきせかえ（２） 480 深見じゅん 金田一３７歳の事件簿（１３） 650 天樹征丸┴さとうふみや

東京ぬりえきせかえ（３） 480 深見じゅん アンダー３（１） 600 榎本俊二

東京ぬりえきせかえ（４） 480 深見じゅん アンダー３（２） 660 榎本俊二

東京ぬりえきせかえ（５） 480 深見じゅん グラゼニ～パ・リーグ編～（１） 600 足立金太郎┴森高夕次

東京ぬりえきせかえ（６） 480 深見じゅん グラゼニ～パ・リーグ編～（２） 610 足立金太郎┴森高夕次

博士の愛した数式 420 小川洋子┴くりた陸 グラゼニ～パ・リーグ編～（３） 610 足立金太郎┴森高夕次

発情　教室 420

倉持マリ┴相川ヒロ┴サブロウタ┴鳴海涼┴

しほ グラゼニ～パ・リーグ編～（４） 610 足立金太郎┴森高夕次

彼氏１号 420 北川夕夏 グラゼニ～パ・リーグ編～（５） 610 足立金太郎┴森高夕次

彼女を泣かせて 420 高口里純 グラゼニ～パ・リーグ編～（６） 610 足立金太郎┴森高夕次

姫ママ！（１） 420 那波マオ グラゼニ～パ・リーグ編～（７） 630 足立金太郎┴森高夕次

姫ママ！（２） 420 那波マオ グラゼニ～パ・リーグ編～（８） 640 足立金太郎┴森高夕次

姫ママ！（３） 420 那波マオ グラゼニ～パ・リーグ編～（９） 640 足立金太郎┴森高夕次

百花繚乱！　あづまっくす　―新井三喜短編集― 400 新井三喜 グラゼニ～パ・リーグ編～（１０） 640 足立金太郎┴森高夕次

変ゼミ（１） 600 ＴＡＧＲＯ グラゼニ～パ・リーグ編～（１１） 650 足立金太郎┴森高夕次

変ゼミ（２） 600 ＴＡＧＲＯ グラゼニ～パ・リーグ編～（１２） 650 足立金太郎┴森高夕次

変ゼミ（３） 600 ＴＡＧＲＯ グラゼニ～パ・リーグ編～（１３） 650 足立金太郎┴森高夕次

変ゼミ（４） 600 ＴＡＧＲＯ モリロクちゃん～森さんちの六つ子ちゃん～（１） 600 朝倉世界一

変ゼミ（５） 600 ＴＡＧＲＯ モリロクちゃん～森さんちの六つ子ちゃん～（２） 610 朝倉世界一

変ゼミ（６） 600 ＴＡＧＲＯ モリロクちゃん～森さんちの六つ子ちゃん～（３） 610 朝倉世界一

変ゼミ（７） 600 ＴＡＧＲＯ 全生物に告ぐ（１） 640 オオヒラ航多

変ゼミ（８） 600 ＴＡＧＲＯ 全生物に告ぐ（２） 722 オオヒラ航多

変ゼミ（９） 600 ＴＡＧＲＯ 私の少年（１） 620 高野ひと深

変ゼミ（１０） 600 ＴＡＧＲＯ 私の少年（２） 620 高野ひと深

変ゼミ（１１） 600 ＴＡＧＲＯ 私の少年（３） 630 高野ひと深

片想いと両想いのあいだ。 420

北川夕夏┴倉持マリ┴熊岡冬夕┴春木さき

┴鳴海涼┴克間彩人 私の少年（４） 630 高野ひと深

放課後ホスト 420 山内のぞみ 私の少年（５） 630 高野ひと深

放課後大恋愛！ 420

木村文子┴安理由香┴凪ムウコ┴星桜子

┴きだち┴日暮キノコ 私の少年（６） 630 高野ひと深

萌えろ！甘々彼氏ｖｓ俺様王子 420 叶のりこ┴サブロウタ┴丸飴ぐみこ┴大友なな 私の少年（７） 630 高野ひと深

忘れなくてよかった 420 かわちゆかり 私の少年（８） 630 高野ひと深

忘れられない 420 かわちゆかり 私の少年（９） 660 高野ひと深

本気泣き。　―ケータイ小説より泣ける読者体験手記― 420

かわちゆかり┴菅田うり┴くりた陸┴ももち麗

子┴たかはしあん ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（１） 500 丘上あい

未来への手紙 420 かわちゆかり ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（２） 500 丘上あい

魅惑の王子様 420

春木さき┴吉井ユウ┴山内のぞみ┴杏巣マ

ココ┴中村抹茶┴ひぐちにちほ ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（３） 500 丘上あい

密月（１） 420 中村真理子 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（４） 500 丘上あい

密月（２） 420 中村真理子 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（５） 500 丘上あい

密月（３） 420 中村真理子 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（６） 500 丘上あい

密月（４） 420 中村真理子 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（７） 500 丘上あい

密月（５） 420 中村真理子 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（８） 500 丘上あい

目と手で感じたい！ 420 いしだ絵里 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（９） 500 丘上あい

余命半年の贈り物　愛する人へ遺した最後のプレゼント 420 はやしだちひろ ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（１０） 500 丘上あい

陽気なギャングが地球を回す 420 伊坂幸太郎┴耕野裕子 ギルティ　～鳴かぬ蛍が身を焦がす～（１１） 500 丘上あい

裏ピーチガール（１） 450 上田美和 東京レイヴンズ　Ｓｗｏｒｄ　ｏｆ　Ｓｏｎｇ（１） 420 久世蘭┴あざの耕平

裏ピーチガール（２） 450 上田美和 東京レイヴンズ　Ｓｗｏｒｄ　ｏｆ　Ｓｏｎｇ（２） 420 久世蘭┴あざの耕平

裏ピーチガール（３） 450 上田美和 東京レイヴンズ　Ｓｗｏｒｄ　ｏｆ　Ｓｏｎｇ（３） 420 久世蘭┴あざの耕平

緑夢（文庫版）（１） 600 三浦実子 東京レイヴンズ　Ｓｗｏｒｄ　ｏｆ　Ｓｏｎｇ（４） 420 久世蘭┴あざの耕平

緑夢（文庫版）（２） 600 三浦実子 東京レイヴンズ　Ｓｗｏｒｄ　ｏｆ　Ｓｏｎｇ（５） 420 久世蘭┴あざの耕平

緑夢（文庫版）（３） 600 三浦実子 ルシフェル（１） 420 庄司陽子

緑夢（文庫版）（４） 600 三浦実子 ルシフェル（２） 420 庄司陽子

恋シタイ 420

北川夕夏┴倉持マリ┴鳥飼茜┴高島えり┴

春木さき┴日暮キノコ Ｉ’ｓ（アイズ）　私の中に他人がいる！！（１） 420 庄司陽子

恋するシングルマザー 420

森尾理奈┴稲葉せりか┴秋山舞子┴コンノ

ナナエ┴那波マオ Ｉ’ｓ（アイズ）　私の中に他人がいる！！（２） 420 庄司陽子

恋する放課後 420

克間彩人┴北川夕夏┴木村文子┴安理

由香┴三次マキ Ｉ’ｓ（アイズ）　私の中に他人がいる！！（３） 420 庄司陽子



恋でキレイになる５つの方法 420

碧井サキ┴高島えり┴三森かおり┴北川夕

夏┴叶のりこ┴樋口めぐみ ふつつかすぎる嫁ですが（１） 420 若林美樹

恋と愛（１） 420 真崎総子 ふつつかすぎる嫁ですが（２） 420 若林美樹

恋と愛（２） 420 真崎総子 ふつつかすぎる嫁ですが（３） 420 若林美樹

恋と愛（３） 420 真崎総子 ふつつかすぎる嫁ですが（４） 420 若林美樹

恋愛中毒症―ラブジャンキー― 420 みづき水脈 ふつつかすぎる嫁ですが（５） 420 若林美樹

恋極　―KOIGOKU― 400 紅林直┴中尾礼 ムカデムラ 600 吉永龍太

恋色天気 420 木村文子 モンスターバンケット（１） 600 吉永龍太

恋文日和（１） 420 ジョージ朝倉 モンスターバンケット（２） 650 吉永龍太

恋文日和（２） 420 ジョージ朝倉 あかまつ（１） 420 作井ルビ

恋文日和（３） 420 ジョージ朝倉 あかまつ（２） 420 作井ルビ

Ｎｓ’あおい（１） 600 こしのりょう ギャル☆クリ！（１） 420 ラムネ村シュワ太

Ｎｓ’あおい（２） 600 こしのりょう ギャル☆クリ！（２） 420 ラムネ村シュワ太

Ｎｓ’あおい（３） 600 こしのりょう イジらないで、長瀞さん　フルカラー小冊子付き特装版（２） 1000 ナナシ

Ｎｓ’あおい（４） 600 こしのりょう 今夜はねこちゃん（１） 820 大川ぶくぶ

Ｎｓ’あおい（５） 600 こしのりょう 東京怪童（１） 600 望月ミネタロウ

Ｎｓ’あおい（６） 600 こしのりょう 東京怪童（２） 600 望月ミネタロウ

Ｎｓ’あおい（７） 600 こしのりょう 東京怪童（３） 600 望月ミネタロウ

Ｎｓ’あおい（８） 600 こしのりょう ２Ｂボーイズ！　ぼくらの男子高生生態学 420 山田桜

Ｎｓ’あおい（９） 600 こしのりょう ディスティニー・パラダイス・ナイト 600 町田とまと

Ｎｓ’あおい（１０） 600 こしのりょう チャラい先輩のお気にいり 420

町野いろは┴千里みこ┴るかな┴大川なぎ┴さくら

梨愛┴汐咲りな

Ｎｓ’あおい（１１） 600 こしのりょう 新装版　金剛番長（１） 700 鈴木央

Ｎｓ’あおい（１２） 600 こしのりょう 新装版　金剛番長（２） 700 鈴木央

Ｎｓ’あおい（１３） 600 こしのりょう 新装版　金剛番長（３） 700 鈴木央

Ｎｓ’あおい（１４） 600 こしのりょう 新装版　金剛番長（４） 700 鈴木央

Ｎｓ’あおい（１５） 600 こしのりょう 新装版　金剛番長（５） 700 鈴木央

Ｎｓ’あおい（１６） 600 こしのりょう 新装版　金剛番長（６） 700 鈴木央

Ｎｓ’あおい（１７） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（１８） 600 こしのりょう 化物語　特装版（２） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（１９） 600 こしのりょう 化物語　特装版（３） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２０） 600 こしのりょう 化物語　特装版（４） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２１） 600 こしのりょう 化物語　特装版（５） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２２） 600 こしのりょう 化物語　特装版（６） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２３） 600 こしのりょう 化物語　特装版（７） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２４） 600 こしのりょう 化物語　特装版（８） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２５） 600 こしのりょう 化物語　特装版（９） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２６） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１０） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２７） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１１） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２８） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１２） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（２９） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１３） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（３０） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１４） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（３１） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１５） 1480 西尾維新┴大暮維人

Ｎｓ’あおい（３２） 600 こしのりょう 化物語　特装版（１６） 1480 西尾維新┴大暮維人

センゴク（１） 600 宮下英樹 化物語　特装版（１７） 1480 西尾維新┴大暮維人

センゴク（２） 600 宮下英樹 化物語　特装版（１８） 1480 西尾維新┴大暮維人

センゴク（３） 600 宮下英樹 化物語　特装版（１９） 1480 西尾維新┴大暮維人

センゴク（４） 600 宮下英樹 超時空求愛エグゾマン（１） 600 文月タカヒロ

センゴク（５） 600 宮下英樹 超時空求愛エグゾマン（２） 600 文月タカヒロ

センゴク（６） 600 宮下英樹 セント＝ブラウンの童話（１） 420 美村あきの

センゴク（７） 600 宮下英樹 セント＝ブラウンの童話（２） 420 美村あきの

センゴク（８） 600 宮下英樹 高校教師・野原夢子の恋（１） 420 美村あきの

センゴク（９） 600 宮下英樹 高校教師・野原夢子の恋（２） 420 美村あきの

センゴク（１０） 600 宮下英樹 放課後の時間割 420 美村あきの

センゴク（１１） 600 宮下英樹 わが名はＸくん（１） 3000 藤子不二雄Ａ

センゴク（１２） 600 宮下英樹 わが名はＸくん（２） 3000 藤子不二雄Ａ

センゴク（１３） 600 宮下英樹 わが名はＸくん（３） 3000 藤子不二雄Ａ

センゴク（１４） 600 宮下英樹 小学生がママでもいいですか？（１） 600 ぢたま某

センゴク（１５） 600 宮下英樹 小学生がママでもいいですか？（２） 600 ぢたま某

ヒミズ（１） 600 古谷実 小学生がママでもいいですか？（３） 600 ぢたま某

ヒミズ（２） 600 古谷実 小学生がママでもいいですか？（４） 600 ぢたま某

ヒミズ（３） 600 古谷実 ガタガールｓｐ．　阿比留中生物部活動レポート（１） 600 小原ヨシツグ

ヒミズ（４） 600 古谷実 ガタガールｓｐ．　阿比留中生物部活動レポート（２） 600 小原ヨシツグ

へうげもの（１） 600 山田芳裕 ガタガールｓｐ．　阿比留中生物部活動レポート（３） 600 小原ヨシツグ

へうげもの（２） 600 山田芳裕 ナリカワリ（１） 560 長田トヒキ┴オオイシヒロト

へうげもの（３） 600 山田芳裕 ナリカワリ（２） 560 長田トヒキ┴オオイシヒロト

へうげもの（４） 600 山田芳裕 ナリカワリ（３） 560 長田トヒキ┴オオイシヒロト

へうげもの（５） 600 山田芳裕 ナリカワリ（４） 600 長田トヒキ┴オオイシヒロト

へうげもの（６） 600 山田芳裕 ナリカワリ（５） 600 長田トヒキ┴オオイシヒロト

へうげもの（７） 600 山田芳裕 ナリカワリ（６） 600 長田トヒキ┴オオイシヒロト

へうげもの（８） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（１） 600 原田重光┴初嘉屋一生┴清水茜

へうげもの（９） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（２） 630 原田重光┴初嘉屋一生┴清水茜

へうげもの（１０） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（３） 630 原田重光┴初嘉屋一生┴清水茜

へうげもの（１１） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（４） 630 初嘉屋一生┴原田重光┴清水茜

へうげもの（１２） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（５） 630 初嘉屋一生┴原田重光┴清水茜

へうげもの（１３） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（６） 640 初嘉屋一生┴原田重光┴清水茜

へうげもの（１４） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（７） 640 初嘉屋一生┴原田重光┴清水茜

へうげもの（１５） 600 山田芳裕 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ（８） 650 初嘉屋一生┴原田重光┴清水茜

へうげもの（１６） 600 山田芳裕 絶望の楽園（１） 420 オギノユーヘイ┴ｔｏｓ

へうげもの（１７） 600 山田芳裕 絶望の楽園（２） 420 オギノユーヘイ┴ｔｏｓ

へうげもの（１８） 600 山田芳裕 絶望の楽園（３） 420 オギノユーヘイ┴ｔｏｓ

へうげもの（１９） 600 山田芳裕 絶望の楽園（４） 420 オギノユーヘイ┴ｔｏｓ

へうげもの（２０） 600 山田芳裕 絶望の楽園（５） 420 オギノユーヘイ┴ｔｏｓ

へうげもの（２１） 600 山田芳裕 絶望の楽園（６） 420 オギノユーヘイ┴ｔｏｓ

へうげもの（２２） 600 山田芳裕 落ちてるふたり（１） 420 西原梨花

へうげもの（２３） 600 山田芳裕 落ちてるふたり（２） 420 西原梨花

へうげもの（２４） 600 山田芳裕 アスペル・カノジョ（１） 600 萩本創八┴森田蓮次

へうげもの（２５） 600 山田芳裕 アスペル・カノジョ（２） 630 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（１） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（３） 670 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（２） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（４） 670 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（３） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（５） 630 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（４） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（６） 630 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（５） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（７） 690 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（６） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（８） 670 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（７） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（９） 660 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（８） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（１０） 660 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（９） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（１１） 660 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（１０） 600 寺沢大介 アスペル・カノジョ（１２） 690 萩本創八┴森田蓮次

ミスター味っ子ＩＩ（１１） 600 寺沢大介 デガウザー（１） 600 渡辺潤

ミスター味っ子ＩＩ（１２） 600 寺沢大介 デガウザー（２） 630 渡辺潤

ミスター味っ子ＩＩ（１３） 600 寺沢大介 デガウザー（３） 630 渡辺潤

ミニマム(１) 800 宮崎摩耶 デガウザー（４） 630 渡辺潤

ミニマム(２) 800 宮崎摩耶 デガウザー（５） 630 渡辺潤

ミニマム（３） 800 宮崎摩耶 デガウザー（６） 670 渡辺潤

ミニマム（４） 800 宮崎摩耶 ペーパーホラーショー（１） 600 山岸汰誠

ミニマム（５） 800 宮崎摩耶 ペーパーホラーショー（２） 630 山岸汰誠

ミニマム（６） 800 宮崎摩耶 ペーパーホラーショー（３） 630 山岸汰誠

ミニマム（７） 800 宮崎摩耶 ペーパーホラーショー（４） 630 山岸汰誠

華和家の四姉妹（１） 600 柴門ふみ ベストエイト（１） 600 ヨンチャン



華和家の四姉妹（２） 600 柴門ふみ ベストエイト（２） 600 ヨンチャン

華和家の四姉妹（３） 600 柴門ふみ ベストエイト（３） 600 ヨンチャン

華和家の四姉妹（４） 600 柴門ふみ ベストエイト（４） 600 ヨンチャン

華和家の四姉妹（５） 600 柴門ふみ ホームルーム（１） 600 千代

社長 島耕作（１） 600 弘兼憲史 ホームルーム（２） 630 千代

社長 島耕作（２） 600 弘兼憲史 ホームルーム（３） 630 千代

社長 島耕作（３） 600 弘兼憲史 ホームルーム（４） 630 千代

社長 島耕作（４） 600 弘兼憲史 ホームルーム（５） 630 千代

社長 島耕作（５） 600 弘兼憲史 ホームルーム（６） 630 千代

社長 島耕作（６） 600 弘兼憲史 ホームルーム（７） 630 千代

社長 島耕作（７） 600 弘兼憲史 ホームルーム（８） 690 千代

社長 島耕作（８） 600 弘兼憲史 マーダーボール（１） 650 肥谷圭介

社長 島耕作　(９) 600 弘兼憲史 マーダーボール（２） 630 肥谷圭介

社長 島耕作（１０） 600 弘兼憲史 マーダーボール（３） 680 肥谷圭介

社長 島耕作（１１） 600 弘兼憲史 マーダーボール（４） 680 肥谷圭介

社長 島耕作（１２） 600 弘兼憲史 幽霊彼氏（１） 600 おぐりイコ

社長 島耕作（１３） 600 弘兼憲史 幽霊彼氏（２） 630 おぐりイコ

社長 島耕作（１４） 600 弘兼憲史 インフェクション　特装版（１１） 1100 及川徹

社長 島耕作（１５） 600 弘兼憲史 キスアンドクライ（１） 420 日笠希望

社長 島耕作（１６） 600 弘兼憲史 キスアンドクライ（２） 420 日笠希望

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（１） 420 龍門諒┴恵広史 ゆるさば。（１） 600 関口太郎

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（２） 420 龍門諒┴恵広史 ゆるさば。（２） 630 関口太郎

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（３） 420 龍門諒┴恵広史 ゆるさば。（３） 630 関口太郎

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（４） 420 龍門諒┴恵広史 ゆるさば。（４） 650 関口太郎

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（５） 420 龍門諒┴恵広史 ゆるさば。（５） 690 関口太郎

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（６） 420 龍門諒┴恵広史 あの人の胃には僕が足りない（１） 620 チョモラン

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（７） 420 龍門諒┴恵広史 あの人の胃には僕が足りない（２） 620 チョモラン

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　Ｓｅａｓｏｎ２　絶望ノ匣（８） 420 龍門諒┴恵広史 あの人の胃には僕が足りない（３） 620 チョモラン

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１） 420 真島ヒロ あの人の胃には僕が足りない（４） 630 チョモラン

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２） 420 真島ヒロ あの人の胃には僕が足りない（５） 640 チョモラン

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３） 420 真島ヒロ あの人の胃には僕が足りない（６） 670 チョモラン

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４） 420 真島ヒロ ご恩は一生忘れません（１） 600 北郷海

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５） 420 真島ヒロ ご恩は一生忘れません（２） 610 北郷海

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（６） 420 真島ヒロ ご恩は一生忘れません（３） 610 北郷海

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（７） 420 真島ヒロ 天国大魔境（１） 630 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（８） 420 真島ヒロ 天国大魔境（２） 630 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（９） 420 真島ヒロ 天国大魔境（３） 630 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１０） 420 真島ヒロ 天国大魔境（４） 660 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１１） 420 真島ヒロ 天国大魔境（５） 660 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１２） 420 真島ヒロ 天国大魔境（６） 660 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１３） 420 真島ヒロ 天国大魔境（７） 680 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１４） 420 真島ヒロ 天国大魔境（８） 680 石黒正数

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１５） 420 真島ヒロ 二科てすらは見つからない（１） 600 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１６） 420 真島ヒロ はたらく細胞　公式コミックガイド（１） 900 清水茜┴シリウス編集部┴講談社

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１７） 420 真島ヒロ アリスとアマリリス（１） 500 小沢真理

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１８） 420 真島ヒロ アリスとアマリリス（２） 500 小沢真理

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（１９） 420 真島ヒロ アリスとアマリリス（３） 500 小沢真理

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２０） 420 真島ヒロ アリスとアマリリス（４） 600 小沢真理

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２１） 420 真島ヒロ

今日から使える保育士のワザ！　おしえて！きっちょむ先生　子育てＱ＆

Ａ（１） 870 １日１鶏

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２２） 420 真島ヒロ

今日から使える保育士のワザ！　おしえて！きっちょむ先生　子育てＱ＆

Ａ（２） 870 １日１鶏

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２３） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（１） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２４） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（２） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２５） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（３） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２６） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（４） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２７） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（５） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２８） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（６） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（２９） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（７） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３０） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（８） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３１） 420 真島ヒロ ながたんと青と－いちかの料理帖－（９） 500 磯谷友紀

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３２） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（１） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３３） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（２） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３４） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（３） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３５） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（４） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３６） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（５） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３７） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（６） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３８） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（７） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（３９） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（８） 420 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４０） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（９） 470 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４１） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（１０） 470 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４２） 420 真島ヒロ ゆりあ先生の赤い糸（１１） 520 入江喜和

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４３） 420 真島ヒロ 好きです先生、ダメですか？ 420 春兎あや

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４４） 420 真島ヒロ ３９℃ショック（１） 420 伊藤ゆう

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４５） 420 真島ヒロ ３９℃ショック（２） 420 伊藤ゆう

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４６） 420 真島ヒロ ３９℃ショック（３） 420 伊藤ゆう

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４７） 420 真島ヒロ 十七歳の音―あるきだす君に― 420 松本美緒

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４８） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（１） 630 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（４９） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（２） 630 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５０） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（３）　【電子限定特典つき】 630 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５１） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（４）　電子限定描きおろし特典つき 630 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５２） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（５） 650 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５３） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（６） 650 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５４） 420 真島ヒロ オメガ・メガエラ（７） 650 丸木戸マキ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５５） 420 真島ヒロ 華と嵐と（１） 420 松本美緒

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５６） 420 真島ヒロ 華と嵐と（２） 420 松本美緒

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５７） 420 真島ヒロ はたらかない細胞（１） 600 杉本萌┴清水茜

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５８） 420 真島ヒロ はたらかない細胞（２） 600 杉本萌┴清水茜

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（５９） 420 真島ヒロ はたらかない細胞（３） 600 杉本萌┴清水茜

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（６０） 420 真島ヒロ はたらかない細胞（４） 650 杉本萌┴清水茜

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（６１） 420 真島ヒロ はたらかない細胞（５）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 杉本萌┴清水茜

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（６２） 420 真島ヒロ ダメな彼女は甘えたい（１） 600 よしだもろへ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ（６３） 420 真島ヒロ ダメな彼女は甘えたい（２） 600 よしだもろへ

アイシテル　～絆～（１） 420 伊藤実 少女支配（１） 602 筒井いつき

アイシテル　～絆～（２） 420 伊藤実 少女支配（２） 680 筒井いつき

ちはやふる（１） 450 末次由紀 ドメスティックな彼女　特装版（１９） 900 流石景

ちはやふる（２） 450 末次由紀 群衆心理 600 ル・ボン┴Ｔｅａｍバンミカス

ちはやふる（３） 450 末次由紀 ダンゲロス１９６９（１） 602 横田卓馬┴架神恭介

ちはやふる（４） 450 末次由紀 ダンゲロス１９６９（２） 630 横田卓馬┴架神恭介

ちはやふる（５） 450 末次由紀 ダンゲロス１９６９（３） 630 横田卓馬┴架神恭介

ちはやふる（６） 450 末次由紀 ダンゲロス１９６９（４） 630 横田卓馬┴架神恭介

ちはやふる（７） 450 末次由紀 ダンゲロス１９６９（５） 630 横田卓馬┴架神恭介

ちはやふる（８） 450 末次由紀 あなたへの言葉 500 庄司陽子

ちはやふる（９） 450 末次由紀 ひぐちアサ初期傑作選（１） 1400 ひぐちアサ

ちはやふる（１０） 450 末次由紀 ひぐちアサ初期傑作選（２） 1400 ひぐちアサ

ちはやふる（１１） 450 末次由紀 新装版　四年生 1300 木尾士目

ちはやふる（１２） 450 末次由紀 新装版　陽炎日記 1300 木尾士目

ちはやふる（１３） 450 末次由紀 ハチ子とご主人様（１） 648 水井麻紀子

ちはやふる（１４） 450 末次由紀 ハチ子とご主人様（２） 648 水井麻紀子



ちはやふる（１５） 450 末次由紀 ひかり！出発進行（１） 602 水井麻紀子

ちはやふる（１６） 450 末次由紀 ひかり！出発進行（２） 602 水井麻紀子

ちはやふる（１７） 450 末次由紀 ひかり！出発進行（３） 602 水井麻紀子

ちはやふる（１８） 450 末次由紀 ひかり！出発進行（４） 602 水井麻紀子

ちはやふる（１９） 450 末次由紀 ＨＵＧっと！プリキュア　プリキュアコレクション（１） 600 上北ふたご┴東堂いづみ

ちはやふる（２０） 450 末次由紀 ＨＵＧっと！プリキュア　プリキュアコレクション（２） 600 上北ふたご┴東堂いづみ

ちはやふる（２１） 450 末次由紀 オーク編集と女騎士マンガ家さん（１） 600 佐藤貴文┴インド僧

ちはやふる（２２） 450 末次由紀 オーク編集と女騎士マンガ家さん（２） 600 佐藤貴文┴インド僧

ちはやふる（２３） 450 末次由紀 オーク編集と女騎士マンガ家さん（３） 650 佐藤貴文┴インド僧

ちはやふる（２４） 450 末次由紀 ふまじめなキミと初恋を 420 岡野セキ

ちはやふる（２５） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（１） 500 砂塚旬

ちはやふる（２６） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（２） 500 砂塚旬

ちはやふる（２７） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（３） 500 砂塚旬

ちはやふる（２８） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（４） 500 砂塚旬

ちはやふる（２９） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（５） 500 砂塚旬

ちはやふる（３０） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（６） 500 砂塚旬

ちはやふる（３１） 450 末次由紀 らぶモミ！～とろけるエステ～（７） 500 砂塚旬

ちはやふる（３２） 450 末次由紀 君が隣にいるなんて 420 石沢うみ

ちはやふる（３３） 450 末次由紀 桜庭さんは止まらないっ！（１） 420 千里みこ

ちはやふる（３４） 450 末次由紀 桜庭さんは止まらないっ！（２） 420 千里みこ

ちはやふる（３５） 450 末次由紀 桜庭さんは止まらないっ！（３） 420 千里みこ

ちはやふる（３６） 450 末次由紀 桜庭さんは止まらないっ！（４） 420 千里みこ

ちはやふる（３７） 450 末次由紀 手とり足とり愛しましょう！（１） 500 藤代香澄

ちはやふる（３８） 450 末次由紀 手とり足とり愛しましょう！（２） 500 藤代香澄

ちはやふる（３９） 450 末次由紀 手とり足とり愛しましょう！（３） 500 藤代香澄

ちはやふる（４０） 450 末次由紀 手とり足とり愛しましょう！（４） 500 藤代香澄

ちはやふる（４１） 450 末次由紀 手とり足とり愛しましょう！（５） 500 藤代香澄

ちはやふる（４２） 450 末次由紀 手とり足とり愛しましょう！（６） 500 藤代香澄

ちはやふる（４３） 450 末次由紀 探偵が早すぎる（１） 600 三月薫┴井上真偽

ちはやふる（４４） 450 末次由紀 探偵が早すぎる（２） 600 三月薫┴井上真偽

ちはやふる（４５） 450 末次由紀 秘密のチャイハロ（１） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

ちはやふる（４６） 450 末次由紀 秘密のチャイハロ（２） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

ちはやふる（４７） 450 末次由紀 秘密のチャイハロ（３） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

ちはやふる（４８） 490 末次由紀 秘密のチャイハロ（４） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

ちはやふる（４９） 450 末次由紀 秘密のチャイハロ（５） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

ちはやふる（５０） 500 末次由紀 秘密のチャイハロ（６） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

トレモロレトラ 420 桐島りら 秘密のチャイハロ（７） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

パピヨン－花と蝶－（１） 450 上田美和 秘密のチャイハロ（８） 420 鈴木おさむ┴桜倉メグ

パピヨン－花と蝶－（２） 450 上田美和 栞せんせい、もうヤメてっ！ 600 伊藤京介┴安井ミイト

パピヨン－花と蝶－（３） 450 上田美和 エルフ湯つからば（１） 600 西義之

パピヨン－花と蝶－（４） 450 上田美和 チョコロボ！（１） 600 むとうひろし

パピヨン－花と蝶－（５） 450 上田美和 チョコロボ！（２） 600 むとうひろし

パピヨン－花と蝶－（６） 450 上田美和 チョコロボ！（３） 600 むとうひろし

パピヨン－花と蝶－（７） 450 上田美和 チョコロボ！（４） 600 むとうひろし

パピヨン－花と蝶－（８） 450 上田美和 寄生獣リバーシ（１） 680 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（１） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（２） 630 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（２） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（３） 680 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（３） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（４） 630 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（４） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（５） 660 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（５） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（６） 660 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（６） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（７） 660 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（７） 420 遠山えま 寄生獣リバーシ（８） 660 岩明均┴太田モアレ

わたしに××しなさい！（８） 420 遠山えま 魔法少女になれません。（１） 630 新井春巻

わたしに××しなさい！（９） 420 遠山えま 魔法少女になれません。（２） 630 新井春巻

わたしに××しなさい！（１０） 420 遠山えま 魔法少女になれません。（３） 630 新井春巻

わたしに××しなさい！（１１） 420 遠山えま 魔法少女になれません。（４） 630 新井春巻

わたしに××しなさい！（１２） 420 遠山えま 魔法少女になれません。（５） 670 新井春巻

わたしに××しなさい！（１３） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（１） 650 カワハラ恋

わたしに××しなさい！（１４） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（２） 630 カワハラ恋

わたしに××しなさい！（１５） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（３） 630 カワハラ恋

わたしに××しなさい！（１６） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（４） 630 カワハラ恋

わたしに××しなさい！（１７） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（５） 630 カワハラ恋

わたしに××しなさい！（１８） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（６） 640 カワハラ恋

わたしに××しなさい！（１９） 420 遠山えま 未熟なふたりでございますが（７） 640 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（１） 1000 大和和紀 未熟なふたりでございますが（８） 650 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（２） 1000 大和和紀 未熟なふたりでございますが（９） 650 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（３） 1000 大和和紀 未熟なふたりでございますが（１０） 650 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（４） 1000 大和和紀 未熟なふたりでございますが（１１） 660 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（５） 1000 大和和紀 未熟なふたりでございますが（１２） 660 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（６） 1000 大和和紀 未熟なふたりでございますが（１３） 660 カワハラ恋

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（７） 1000 大和和紀 蟲籠奇譚（１） 600 西塚ｅｍ

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（８） 1000 大和和紀 蟲籠奇譚（２） 630 西塚ｅｍ

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（９） 1000 大和和紀 蟲籠奇譚（３） 630 西塚ｅｍ

源氏物語　あさきゆめみし　完全版（１０） 1100 大和和紀

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　～Ａ　ＮＥＷ　ＢＥＧ

ＩＮＮＩＮＧ～（１） 600 ＳＮＫ┴あずま京太郎

修羅の門(１) 420 川原正敏

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　～Ａ　ＮＥＷ　ＢＥＧ

ＩＮＮＩＮＧ～（２） 600 ＳＮＫ┴あずま京太郎

修羅の門(２) 420 川原正敏

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　～Ａ　ＮＥＷ　ＢＥＧ

ＩＮＮＩＮＧ～（３） 600 ＳＮＫ┴あずま京太郎

修羅の門（３） 420 川原正敏

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　～Ａ　ＮＥＷ　ＢＥＧ

ＩＮＮＩＮＧ～（４） 600 ＳＮＫ┴あずま京太郎

修羅の門（４） 420 川原正敏

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　～Ａ　ＮＥＷ　ＢＥＧ

ＩＮＮＩＮＧ～（５） 650 ＳＮＫ┴あずま京太郎

修羅の門（５） 420 川原正敏

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　～Ａ　ＮＥＷ　ＢＥＧ

ＩＮＮＩＮＧ～（６） 600 ＳＮＫ┴あずま京太郎

修羅の門（６） 420 川原正敏 進撃！巨人高校　～青春！　となりのマーレ学園～ 420 中川沙樹┴諫山創

修羅の門（７） 420 川原正敏 進撃の巨人　特撰！　ひとコマ大喜利ブック 700 週刊少年マガジン編集部

修羅の門（８） 420 川原正敏 僕の後ろに魔女がいる（１） 600 山田ヒツジ

修羅の門（９） 420 川原正敏 僕の後ろに魔女がいる（２） 600 山田ヒツジ

修羅の門（１０） 420 川原正敏 僕の後ろに魔女がいる（３） 600 山田ヒツジ

修羅の門（１１） 420 川原正敏 僕の後ろに魔女がいる（４） 600 山田ヒツジ

修羅の門（１２） 420 川原正敏 恋ニ非ズ（１） 420 佐藤友生

修羅の門（１３） 420 川原正敏 恋ニ非ズ（２） 420 佐藤友生

修羅の門（１４） 420 川原正敏 恋ニ非ズ（３） 420 佐藤友生

修羅の門（１５） 420 川原正敏 Ｔｈｉｓ　Ｍａｎ　その顔を見た者には死を（１） 420 恵広史┴花林ソラ

修羅の門（１６） 420 川原正敏 Ｔｈｉｓ　Ｍａｎ　その顔を見た者には死を（２） 420 恵広史┴花林ソラ

修羅の門（１７） 420 川原正敏 Ｔｈｉｓ　Ｍａｎ　その顔を見た者には死を（３） 420 恵広史┴花林ソラ

修羅の門（１８） 420 川原正敏 Ｔｈｉｓ　Ｍａｎ　その顔を見た者には死を（４） 420 恵広史┴花林ソラ

修羅の門（１９） 420 川原正敏 Ｔｈｉｓ　Ｍａｎ　その顔を見た者には死を（５） 420 恵広史┴花林ソラ

修羅の門（２０） 420 川原正敏 オリエント（１） 420 大高忍

修羅の門（２１） 420 川原正敏 オリエント（２） 420 大高忍

修羅の門（２２） 420 川原正敏 オリエント（３） 420 大高忍

修羅の門（２３） 420 川原正敏 オリエント（４） 420 大高忍

修羅の門（２４） 420 川原正敏 オリエント（５） 420 大高忍

修羅の門（２５） 420 川原正敏 オリエント（６） 420 大高忍

修羅の門（２６） 420 川原正敏 オリエント（７） 420 大高忍

修羅の門（２７） 420 川原正敏 オリエント（８） 420 大高忍

修羅の門（２８） 420 川原正敏 オリエント（９） 420 大高忍



修羅の門（２９） 420 川原正敏 オリエント（１０） 420 大高忍

修羅の門（３０） 420 川原正敏 オリエント（１１） 420 大高忍

修羅の門（３１） 420 川原正敏 オリエント（１２） 420 大高忍

進撃の巨人（１） 420 諫山創 オリエント（１３） 450 大高忍

進撃の巨人（２） 420 諫山創 オリエント（１４） 450 大高忍

進撃の巨人（３） 420 諫山創 オリエント（１５） 450 大高忍

進撃の巨人（４） 420 諫山創 オリエント（１６） 450 大高忍

進撃の巨人（５） 420 諫山創 オリエント（１７） 450 大高忍

進撃の巨人（６） 420 諫山創 青天（１） 420 Ｃボ

進撃の巨人（７） 420 諫山創 青天（２） 420 Ｃボ

進撃の巨人（８） 420 諫山創 青天（３） 400 Ｃボ

進撃の巨人（９） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（１） 560 英貴

進撃の巨人（１０） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（２） 560 英貴

進撃の巨人（１１） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（３） 600 英貴

進撃の巨人（１２） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（４） 600 英貴

進撃の巨人（１３） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（５） 600 英貴

進撃の巨人（１４） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（６） 600 英貴

進撃の巨人（１５） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（７） 600 英貴

進撃の巨人（１６） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（８） 600 英貴

進撃の巨人（１７） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（９） 600 英貴

進撃の巨人（１８） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（１０） 630 英貴

進撃の巨人（１９） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（１１） 630 英貴

進撃の巨人（２０） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（１２） 630 英貴

進撃の巨人（２１） 420 諫山創 男子高校生を養いたいお姉さんの話（１３） 630 英貴

進撃の巨人（２２） 420 諫山創 あなたソレでいいんですか（１） 630 前田悠

進撃の巨人（２３） 420 諫山創 あなたソレでいいんですか（２） 630 前田悠

進撃の巨人（２４） 420 諫山創 イチケイのカラス（１） 650 浅見理都

進撃の巨人（２５） 420 諫山創 イチケイのカラス（２） 650 浅見理都

進撃の巨人（２６） 420 諫山創 イチケイのカラス（３） 650 浅見理都

進撃の巨人（２７） 420 諫山創 イチケイのカラス（４） 650 浅見理都

進撃の巨人（２８） 420 諫山創 はしっこアンサンブル（１） 630 木尾士目

進撃の巨人（２９） 420 諫山創 はしっこアンサンブル（２） 648 木尾士目

進撃の巨人（３０） 420 諫山創 はしっこアンサンブル（３） 648 木尾士目

進撃の巨人（３１） 420 諫山創 はしっこアンサンブル（４） 660 木尾士目

進撃の巨人（３２） 420 諫山創 はしっこアンサンブル（５） 660 木尾士目

進撃の巨人（３３） 420 諫山創 はしっこアンサンブル（６） 660 木尾士目

進撃の巨人（３４） 500 諫山創 はしっこアンサンブル（７） 680 木尾士目

魔法先生ネギま！（１） 420 赤松健 はしっこアンサンブル（８） 680 木尾士目

魔法先生ネギま！（２） 420 赤松健 レッド　最終章　あさま山荘の１０日間 1300 山本直樹

魔法先生ネギま！（３） 420 赤松健 新装版　五年生（１） 1300 木尾士目

魔法先生ネギま！（４） 420 赤松健 新装版　五年生（２） 1300 木尾士目

魔法先生ネギま！（５） 420 赤松健 新装版　五年生（３） 1300 木尾士目

魔法先生ネギま！（６） 420 赤松健 広瀬くんの真ん中で（１） 610 福原たかや

魔法先生ネギま！（７） 420 赤松健 広瀬くんの真ん中で（２） 610 福原たかや

魔法先生ネギま！（８） 420 赤松健 夜明けの旅団（１） 610 片山ユキヲ

魔法先生ネギま！（９） 420 赤松健 夜明けの旅団（２） 620 片山ユキヲ

魔法先生ネギま！（１０） 420 赤松健 夜明けの旅団（３） 610 片山ユキヲ

魔法先生ネギま！（１１） 420 赤松健 夜明けの旅団（４） 660 片山ユキヲ

魔法先生ネギま！（１２） 420 赤松健 恋の罪（１） 630 如月芳規

魔法先生ネギま！（１３） 420 赤松健 恋の罪（２） 694 如月芳規

魔法先生ネギま！（１４） 420 赤松健 恋の罪（３） 600 如月芳規

魔法先生ネギま！（１５） 420 赤松健 たった一人の君と七十億の死神（１） 420 ツカサ┴松永孝之

魔法先生ネギま！（１６） 420 赤松健 たった一人の君と七十億の死神（２） 420 ツカサ┴松永孝之

魔法先生ネギま！（１７） 420 赤松健 たった一人の君と七十億の死神（３） 420 ツカサ┴松永孝之

魔法先生ネギま！（１８） 420 赤松健 かくう生物のラブソング（１） 630 沼田ぬしを

魔法先生ネギま！（１９） 420 赤松健 かくう生物のラブソング（２） 690 沼田ぬしを

魔法先生ネギま！（２０） 420 赤松健 オカンＤＡＹＳ 600 上野りゅうじん

魔法先生ネギま！（２１） 420 赤松健 イケない秘密のデッサン 600 紺野えり

魔法先生ネギま！（２２） 420 赤松健 彼女に首ったけ（１） 600 日日日┴ツガノガク

魔法先生ネギま！（２３） 420 赤松健 彼女に首ったけ（２） 630 日日日┴ツガノガク

魔法先生ネギま！（２４） 420 赤松健 彼女に首ったけ（３） 630 日日日┴ツガノガク

魔法先生ネギま！（２５） 420 赤松健 オモテナシさんはもてなしたい（１） 600 メイジメロウ

魔法先生ネギま！（２６） 420 赤松健 オモテナシさんはもてなしたい（２） 600 メイジメロウ

魔法先生ネギま！（２７） 420 赤松健 カレフォン（１） 420 鈴木おさむ┴丹沢ユウ

魔法先生ネギま！（２８） 420 赤松健 カレフォン（２） 420 鈴木おさむ┴丹沢ユウ

魔法先生ネギま！（２９） 420 赤松健 カレフォン（３） 420 鈴木おさむ┴丹沢ユウ

魔法先生ネギま！（３０） 420 赤松健 プロレスメン（１） 600 ジェントルメン中村

魔法先生ネギま！（３１） 420 赤松健 デビルズライン　ネーム付き特装版（１） 670 花田陵

魔法先生ネギま！（３２） 420 赤松健 火星ゾンビ（１） 800 藤咲淳一┴ＴＡＴＥ┴伸童舎

魔法先生ネギま！（３３） 420 赤松健 火星ゾンビ（２） 630 藤咲淳一┴ＴＡＴＥ┴伸童舎

魔法先生ネギま！（３４） 420 赤松健 火星ゾンビ（３） 630 藤咲淳一┴ＴＡＴＥ┴伸童舎

魔法先生ネギま！（３５） 420 赤松健 鬼の又鬼のアモ（１） 630 多田乃伸明

魔法先生ネギま！（３６） 420 赤松健 鬼の又鬼のアモ（２） 630 多田乃伸明

魔法先生ネギま！（３７） 420 赤松健 鬼の又鬼のアモ（３） 750 多田乃伸明

魔法先生ネギま！（３８） 420 赤松健 親愛なる僕へ殺意をこめて（１） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（１） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（２） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（２） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（３） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（３） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（４） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（４） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（５） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（５） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（６） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（６） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（７） 630 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（７） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（８） 660 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（８） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（９） 720 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（９） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（１０） 660 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（１０） 420 山原義人 親愛なる僕へ殺意をこめて（１１） 690 井龍一┴伊藤翔太

龍狼伝（１１） 420 山原義人 夫のちんぽが入らない（１） 630 こだま┴ゴトウユキコ

龍狼伝（１２） 420 山原義人 夫のちんぽが入らない（２） 630 こだま┴ゴトウユキコ

龍狼伝（１３） 420 山原義人 夫のちんぽが入らない（３） 630 こだま┴ゴトウユキコ

龍狼伝（１４） 420 山原義人 夫のちんぽが入らない（４） 660 こだま┴ゴトウユキコ

龍狼伝（１５） 420 山原義人 夫のちんぽが入らない（５） 660 こだま┴ゴトウユキコ

龍狼伝（１６） 420 山原義人 クロハと虹介　黒き魔女の嬉遊曲（１） 600 白梅ナズナ┴成田良悟

龍狼伝（１７） 420 山原義人 クロハと虹介　黒き魔女の嬉遊曲（２） 600 白梅ナズナ┴成田良悟

龍狼伝（１８） 420 山原義人 クロハと虹介　黒き魔女の嬉遊曲（３） 770 白梅ナズナ┴成田良悟

龍狼伝（１９） 420 山原義人 クロハと虹介　黒き魔女の嬉遊曲（４） 770 白梅ナズナ┴成田良悟

龍狼伝（２０） 420 山原義人 ブルーストライカー（１） 600 柴田ヨクサル┴沢真

龍狼伝（２１） 420 山原義人 ブルーストライカー（２） 600 柴田ヨクサル┴沢真

龍狼伝（２２） 420 山原義人 ブルーストライカー（３） 600 柴田ヨクサル┴沢真

龍狼伝（２３） 420 山原義人 ブルーストライカー（４） 600 柴田ヨクサル┴沢真

龍狼伝（２４） 420 山原義人 錦糸町ナイトサバイブ（１） 630 松田舞

龍狼伝（２５） 420 山原義人 錦糸町ナイトサバイブ（２） 630 松田舞

龍狼伝（２６） 420 山原義人 錦糸町ナイトサバイブ（３） 648 松田舞

龍狼伝（２７） 420 山原義人 水曜日のシネマ（１） 630 野原多央

龍狼伝（２８） 420 山原義人 水曜日のシネマ（２） 630 野原多央

龍狼伝（２９） 420 山原義人 水曜日のシネマ（３） 630 野原多央

龍狼伝（３０） 420 山原義人 水曜日のシネマ（４） 630 野原多央

龍狼伝（３１） 420 山原義人 水曜日のシネマ（５） 630 野原多央

龍狼伝（３２） 420 山原義人 ばくだん！～幕末男子～（１） 420 加瀬あつし

龍狼伝（３３） 420 山原義人 ばくだん！～幕末男子～（２） 420 加瀬あつし

龍狼伝（３４） 420 山原義人 ばくだん！～幕末男子～（３） 420 加瀬あつし



龍狼伝（３５） 420 山原義人 ばくだん！～幕末男子～（４） 420 加瀬あつし

龍狼伝（３６） 420 山原義人 ばくだん！～幕末男子～（５） 420 加瀬あつし

龍狼伝（３７） 420 山原義人 ばくだん！～幕末男子～（６） 420 加瀬あつし

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１） 600 ぢたま某 クラッシャージョウ　ＲＥＢＩＲＴＨ（１） 600 針井佑┴高千穂遙┴安彦良和

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２） 600 ぢたま某 クラッシャージョウ　ＲＥＢＩＲＴＨ（２） 600 針井佑┴高千穂遙┴安彦良和

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（３） 600 ぢたま某 クラッシャージョウ　ＲＥＢＩＲＴＨ（３） 600 針井佑┴高千穂遙┴安彦良和

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（４） 600 ぢたま某 クラッシャージョウ　ＲＥＢＩＲＴＨ（４） 600 針井佑┴高千穂遙┴安彦良和

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（５） 600 ぢたま某 クラッシャージョウ　ＲＥＢＩＲＴＨ（５） 600 針井佑┴高千穂遙┴安彦良和

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（６） 600 ぢたま某 新・風雲三姉妹特ＬＩＮ（１） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（７） 600 ぢたま某 新・風雲三姉妹特ＬＩＮ（２） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（８） 600 ぢたま某 新・風雲三姉妹特ＬＩＮ（３） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（９） 600 ぢたま某 新・風雲三姉妹特ＬＩＮ（４） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１０） 600 ぢたま某 風雲三姉妹ＬＩＮ３（１） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１１） 600 ぢたま某 風雲三姉妹ＬＩＮ３（２） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１２） 600 ぢたま某 風雲三姉妹ＬＩＮ３（３） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１３） 600 ぢたま某 風雲三姉妹ＬＩＮ３（４） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１４） 600 ぢたま某 風雲三姉妹ＬＩＮ３（５） 600 垣野内成美┴平野俊貴

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１５） 600 ぢたま某 Ｋ　赤の王国（１） 600

都村葉┴来楽零（ＧｏＲＡ）┴ＧｏＲＡ・Ｇ

ｏＨａｎｄｓ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１６） 600 ぢたま某 Ｋ　赤の王国（２） 600

都村葉┴来楽零（ＧｏＲＡ）┴ＧｏＲＡ・Ｇ

ｏＨａｎｄｓ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１７） 600 ぢたま某 アニドルカラーズ（１） 600 三尾じゅん太┴ボルテージ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１８） 600 ぢたま某 キミが恋を呼ぶ～３０人の男子と恋しませんか？～ 460

恩田ゆじ┴三月ソラ┴青崎未来┴あかり┴安曇

ゆうひ┴彩那はな┴亜良斗るい┴岩井あき┴大

川なぎ┴大友なな┴岡野セキ┴霧花じゃこ┴黒

野カンナ┴紅雨ぐみ┴さくら梨愛┴鈴峰あおい┴瀬

戸さとみ┴月島ミホ┴長岡みう┴なるき┴西野ひ

な┴野口ひかる┴春兎あや┴春藤なかば┴ひぐち

にちほ┴比乃キオ┴古里こう┴柚井ふうこ┴らんぷ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（１９） 600 ぢたま某 その日世界は終わる【電子オリジナル特典付き】 600

海野つなみ┴栗原まもる┴ひうらさとる┴飛鳥ある

と┴樋口橘┴小原愼司┴上田倫子┴ＴＯＮＯ

┴なかはら・ももた┴おかざき真里┴柘植文

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２０） 600 ぢたま某 パーフェクトワールド（１） 500 有賀リエ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２１） 630 ぢたま某 パーフェクトワールド（２） 500 有賀リエ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２２） 660 ぢたま某 パーフェクトワールド（３） 500 有賀リエ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２３） 630 ぢたま某 パーフェクトワールド（４） 500 有賀リエ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２４） 660 ぢたま某 パーフェクトワールド（５） 500 有賀リエ

Ｋｉｓｓ×ｓｉｓ　弟にキスしちゃダメですか？（２５） 660 ぢたま某 パーフェクトワールド（６） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（１） 420 渡辺あゆ パーフェクトワールド（７） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（２） 420 渡辺あゆ パーフェクトワールド（８） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（３） 420 渡辺あゆ パーフェクトワールド（９） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（４） 420 渡辺あゆ パーフェクトワールド（１０） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（５） 420 渡辺あゆ パーフェクトワールド（１１） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（６） 420 渡辺あゆ パーフェクトワールド（１２） 500 有賀リエ

Ｌ・ＤＫ（７） 420 渡辺あゆ ハツカレコロス 420 大川なぎ

Ｌ・ＤＫ（８） 420 渡辺あゆ 桜色キスホリック（１） 630 キリシマソウ

Ｌ・ＤＫ（９） 420 渡辺あゆ 桜色キスホリック（２） 630 キリシマソウ

Ｌ・ＤＫ（１０） 420 渡辺あゆ 桜色キスホリック（３） 630 キリシマソウ

Ｌ・ＤＫ（１１） 420 渡辺あゆ

桜色キスホリック（４）　【電子版限定：いちゃいちゃ描き下ろしおまけつき

★】 630 キリシマソウ

Ｌ・ＤＫ（１２） 420 渡辺あゆ 桜色キスホリック（５） 630 キリシマソウ

Ｌ・ＤＫ（１３） 420 渡辺あゆ 彼と彼女のヒストリごはん（１） 800 真船きょうこ

Ｌ・ＤＫ（１４） 420 渡辺あゆ 彼と彼女のヒストリごはん（２） 800 真船きょうこ

Ｌ・ＤＫ（１５） 420 渡辺あゆ 明日、ナイショのキスしよう（１） 420 菅田うり

Ｌ・ＤＫ（１６） 420 渡辺あゆ 明日、ナイショのキスしよう（２） 420 菅田うり

Ｌ・ＤＫ（１７） 420 渡辺あゆ 明日、ナイショのキスしよう（３） 420 菅田うり

Ｌ・ＤＫ（１８） 420 渡辺あゆ 類はトモを呼ぶ（１） 640 Ｍａｒｉｔａ

Ｌ・ＤＫ（１９） 420 渡辺あゆ 類はトモを呼ぶ（２） 640 Ｍａｒｉｔａ

Ｌ・ＤＫ（２０） 420 渡辺あゆ 類はトモを呼ぶ（３） 640 Ｍａｒｉｔａ

Ｌ・ＤＫ（２１） 420 渡辺あゆ ギャルボーイ！オトナ青春編（前編） 420 中村真理子

Ｌ・ＤＫ（２２） 420 渡辺あゆ ギャルボーイ！オトナ青春編（後編） 420 中村真理子

Ｌ・ＤＫ（２３） 420 渡辺あゆ 臨終の要塞（上） 600 吉田薫

Ｌ・ＤＫ（２４） 450 渡辺あゆ 臨終の要塞（下） 600 吉田薫

おおきく振りかぶって（１） 660 ひぐちアサ 変な知識に詳しい彼女　高床式草子さん（１） 630 おはなちゃん

おおきく振りかぶって（２） 660 ひぐちアサ 変な知識に詳しい彼女　高床式草子さん（２） 630 おはなちゃん

おおきく振りかぶって（３） 630 ひぐちアサ 変な知識に詳しい彼女　高床式草子さん（３） 630 おはなちゃん

おおきく振りかぶって（４） 660 ひぐちアサ 変な知識に詳しい彼女　高床式草子さん（４） 630 おはなちゃん

おおきく振りかぶって（５） 660 ひぐちアサ 変な知識に詳しい彼女　高床式草子さん（５） 630 おはなちゃん

おおきく振りかぶって（６） 630 ひぐちアサ ちっちゃな頃からおばちゃんで（１） 600 小山田容子

おおきく振りかぶって（７） 660 ひぐちアサ ちっちゃな頃からおばちゃんで（２） 600 小山田容子

おおきく振りかぶって（８） 660 ひぐちアサ ちっちゃな頃からおばちゃんで（３） 600 小山田容子

おおきく振りかぶって（９） 630 ひぐちアサ ちっちゃな頃からおばちゃんで（４） 600 小山田容子

おおきく振りかぶって（１０） 660 ひぐちアサ わたしが強くしたい神（１） 630 厘のミキ

おおきく振りかぶって（１１） 630 ひぐちアサ わたしが強くしたい神（２） 630 厘のミキ

おおきく振りかぶって（１２） 630 ひぐちアサ アプリコットサワーちょうだい 420 菅田うり

おおきく振りかぶって（１３） 600 ひぐちアサ ３６度 820 ゴトウユキコ

おおきく振りかぶって（１４） 630 ひぐちアサ 転スラ日記　転生したらスライムだった件（１） 600 伏瀬┴柴┴みっつばー

おおきく振りかぶって（１５） 660 ひぐちアサ 転スラ日記　転生したらスライムだった件（２） 600 伏瀬┴柴┴みっつばー

おおきく振りかぶって（１６） 660 ひぐちアサ 転スラ日記　転生したらスライムだった件（３） 600 伏瀬┴柴┴みっつばー

おおきく振りかぶって（１７） 660 ひぐちアサ 転スラ日記　転生したらスライムだった件（４） 600 伏瀬┴柴┴みっつばー

おおきく振りかぶって（１８） 600 ひぐちアサ 転スラ日記　転生したらスライムだった件（５） 600 伏瀬┴柴┴みっつばー

おおきく振りかぶって（１９） 660 ひぐちアサ 転スラ日記　転生したらスライムだった件（６） 650 伏瀬┴柴┴みっつばー

おおきく振りかぶって（２０） 648 ひぐちアサ ぐらんぶる　公式ログブック 900 井上堅二┴吉岡公威

おおきく振りかぶって（２１） 660 ひぐちアサ 転生したらスライムだった件　イラスト集付き特装版（９） 1370 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー

おおきく振りかぶって（２２） 660 ひぐちアサ ムギのころ（１） 850 片倉真二

おおきく振りかぶって（２３） 660 ひぐちアサ ムギのころ（２） 850 片倉真二

おおきく振りかぶって（２４） 630 ひぐちアサ ムギのころ（３） 900 片倉真二

おおきく振りかぶって（２５） 600 ひぐちアサ あつもりくんのお嫁さん（←未定）（１） 420 タアモ

おおきく振りかぶって（２６） 600 ひぐちアサ あつもりくんのお嫁さん（←未定）（２） 420 タアモ

おおきく振りかぶって（２７） 600 ひぐちアサ あつもりくんのお嫁さん（←未定）（３） 420 タアモ

おおきく振りかぶって（２８） 630 ひぐちアサ あつもりくんのお嫁さん（←未定）（４） 450 タアモ

おおきく振りかぶって（２９） 600 ひぐちアサ あつもりくんのお嫁さん（←未定）（５） 450 タアモ

おおきく振りかぶって（３０） 660 ひぐちアサ あつもりくんのお嫁さん（←未定）（６） 450 タアモ

おおきく振りかぶって（３１） 660 ひぐちアサ ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１） 420 真島ヒロ

おおきく振りかぶって（３２） 680 ひぐちアサ ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（２） 420 真島ヒロ

おおきく振りかぶって（３３） 680 ひぐちアサ ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（３） 420 真島ヒロ

おおきく振りかぶって（３４） 680 ひぐちアサ ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（４） 420 真島ヒロ

おおきく振りかぶって（３５） 660 ひぐちアサ ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（５） 420 真島ヒロ

おおきく振りかぶって（３６） 680 ひぐちアサ ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（６） 420 真島ヒロ

コイマト―恋的― 420 北川夕夏 ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（７） 420 真島ヒロ

トモダチごっこ（１） 420 ももち麗子 ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（８） 420 真島ヒロ

トモダチごっこ（２） 420 ももち麗子 ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（９） 420 真島ヒロ

トモダチごっこ（３） 420 ももち麗子 ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１０） 420 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１１） 420 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（２） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１２） 420 真島ヒロ



バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（３） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１３） 420 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（４） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１４） 420 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（５） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１５） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（６） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１６） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（７） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１７） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（８） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１８） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（９） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（１９） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１０） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（２０） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１１） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（２１） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１２） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（２２） 480 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１３） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（２３） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１４） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（２４） 450 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１５） 500 こやまゆかり ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ　特装版（１） 900 真島ヒロ
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１６） 500 こやまゆかり ヤミツキ　いのりの心霊日記（上） 850 洋介犬
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１７） 500 こやまゆかり ヤミツキ　いのりの心霊日記（下） 850 洋介犬
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１８） 500 こやまゆかり 六韜 700

太公望┴青木健生┴山本幸男┴ＭＩＣＨＥＣ

ＯＭＰＡＮＹ合同会社
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（１９） 500 こやまゆかり Ｅｐｉｔａｐｈ 420 庄司陽子
バラ色の聖戦　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　ｉｓ　ｉｎ　ｏｕｒ　Ｈａ

ｎｄｓ！（２０） 500 こやまゆかり Ｐ．Ｓ．愛してます 400 庄司陽子

ボーイ＆クール 420 春木さき アザミノーゼトライアングル（１） 420 庄司陽子

ボーイ×ミーツ×ガール 420 ろびこ アザミノーゼトライアングル（２） 420 庄司陽子

ミスプリ！（１） 420 青月まどか┴ルビー・パーティー シャボン玉空へ！ 500 庄司陽子

ミスプリ！（２） 420 青月まどか┴ルビー・パーティー スピリット☆サーカス（１） 420 庄司陽子

ミスプリ！（３） 420 青月まどか┴ルビー・パーティー スピリット☆サーカス（２） 420 庄司陽子

ミスプリ！（４） 420 青月まどか┴ルビー・パーティー たかとび（１） 420 庄司陽子

甘い悪魔が笑う（１） 420 鳥海ペドロ たかとび（２） 420 庄司陽子

甘い悪魔が笑う（２） 420 鳥海ペドロ たかとび（３） 420 庄司陽子

甘い悪魔が笑う（３） 420 鳥海ペドロ なくなネンネちゃん 420 庄司陽子

甘い悪魔が笑う（４） 420 鳥海ペドロ なくなネンネちゃん　青春編 420 庄司陽子

甘い悪魔が笑う（５） 420 鳥海ペドロ にいさまどなた？ 420 庄司陽子

甘い悪魔が笑う（６） 420 鳥海ペドロ パルス　－脈－ 420 庄司陽子

やりすぎコンパニオンとアタシ物語 600 平本アキラ ヘ～イ！キャシー（１） 420 庄司陽子

少女ファイト（１） 600 日本橋ヨヲコ ヘ～イ！キャシー（２） 400 庄司陽子

少女ファイト（２） 600 日本橋ヨヲコ ヘ～イ！キャシー（３） 400 庄司陽子

少女ファイト（３） 600 日本橋ヨヲコ ぼくは浪人童貞パパ 500 庄司陽子

少女ファイト（４） 600 日本橋ヨヲコ マジカル１　ｔｏ　３ 500 庄司陽子

少女ファイト（５） 600 日本橋ヨヲコ マリオネット 420 庄司陽子

少女ファイト（６） 600 日本橋ヨヲコ ミッチャ・ミックス 500 庄司陽子

少女ファイト（７） 600 日本橋ヨヲコ めざめよ涙っ子 420 庄司陽子

少女ファイト（８） 600 日本橋ヨヲコ┴木内亨 ラストショット（１） 420 庄司陽子

少女ファイト（９） 600 日本橋ヨヲコ┴木内亨 ラストショット（２） 420 庄司陽子

少女ファイト（１０） 619 日本橋ヨヲコ┴木内亨 ルーミィ・エンゼル 420 庄司陽子

少女ファイト（１１） 620 日本橋ヨヲコ┴木内亨 愛のあらし 420 庄司陽子

少女ファイト（１２） 630 日本橋ヨヲコ┴木内亨 愛ひとつ晶子（１） 420 庄司陽子

少女ファイト（１３） 630 日本橋ヨヲコ┴木内亨 愛ひとつ晶子（２） 420 庄司陽子

少女ファイト（１４） 630 日本橋ヨヲコ┴木内亨 愛ひとつ晶子（３） 420 庄司陽子

少女ファイト（１５） 630 日本橋ヨヲコ┴木内亨 茜色純情（１） 420 庄司陽子

少女ファイト（１６） 630 日本橋ヨヲコ┴木内亨 茜色純情（２） 420 庄司陽子

少女ファイト（１７） 640 日本橋ヨヲコ┴木内亨 茜色純情（３） 420 庄司陽子

少女ファイト（１８） 650 日本橋ヨヲコ┴木内亨 夏物語 420 庄司陽子

生徒会役員共（１） 420 氏家ト全 花樹林 500 庄司陽子

生徒会役員共（２） 420 氏家ト全 華の宴 420 庄司陽子

生徒会役員共（３） 420 氏家ト全 貴子の道標 500 庄司陽子

生徒会役員共（４） 420 氏家ト全 思春期 420 庄司陽子

生徒会役員共（５） 420 氏家ト全 女はみんなソレが好き 420 庄司陽子

生徒会役員共（６） 420 氏家ト全 男と女の曲がり角 500 庄司陽子

生徒会役員共（７） 420 氏家ト全 風を見る人 420 庄司陽子

生徒会役員共（８） 420 氏家ト全 分水嶺 420 庄司陽子

生徒会役員共（９） 420 氏家ト全 母の歳月 420 庄司陽子

生徒会役員共（１０） 420 氏家ト全 きらきらひかる（１） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１１） 420 氏家ト全 きらきらひかる（２） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１２） 420 氏家ト全 きらきらひかる（３） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１３） 420 氏家ト全 きらきらひかる（４） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１４） 420 氏家ト全 きらきらひかる（５） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１５） 420 氏家ト全 きらきらひかる（６） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１６） 420 氏家ト全 きらきらひかる（７） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１７） 420 氏家ト全 きらきらひかる（８） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１８） 420 氏家ト全 きらきらひかる（９） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（１９） 420 氏家ト全 きらきらひかる（１０） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（２０） 420 氏家ト全 きらきらひかる（１１） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（２１） 450 氏家ト全 きらきらひかる（１２） 600 郷田マモラ

生徒会役員共（２２） 450 氏家ト全 きらきらひかる（１３） 600 郷田マモラ

聖☆おにいさん（１） 650 中村光 どすこい！　すけひら（１） 420 たむら純子┴清智英

聖☆おにいさん（２） 650 中村光 どすこい！　すけひら（２） 420 たむら純子┴清智英

聖☆おにいさん（３） 650 中村光 どすこい！　すけひら（３） 420 たむら純子┴清智英

聖☆おにいさん（４） 650 中村光 新装版　モンスター　ソウル（１） 420 真島ヒロ

聖☆おにいさん（５） 650 中村光 新装版　モンスター　ソウル（２） 420 真島ヒロ

聖☆おにいさん（６） 610 中村光 悪女の日曜日（１） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（７） 650 中村光 悪女の日曜日（２） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（８） 650 中村光 悪女の日曜日（３） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（９） 650 中村光 白の条件（１） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１０） 650 中村光 白の条件（２） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１１） 650 中村光 白の条件（３） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１２） 600 中村光 白の条件（４） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１３） 650 中村光 白の条件（５） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１４） 650 中村光 白の条件（６） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１５） 650 中村光 白の条件（７） 500 万里村奈加

聖☆おにいさん（１６） 640 中村光 なんでここに先生が！？　特装版（５） 1100 蘇募ロウ

聖☆おにいさん（１７） 650 中村光 きんぼし（１） 600 明石英之

聖☆おにいさん（１８） 640 中村光 きんぼし（２） 600 明石英之

聖☆おにいさん（１９） 650 中村光 きんぼし（３） 600 明石英之



聖☆おにいさん（２０） 650 中村光

自称！平凡魔族の英雄ライフ（１）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 600 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

武士道シックスティーン（１） 600 誉田哲也┴安藤慈朗

自称！平凡魔族の英雄ライフ（２）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 600 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

武士道シックスティーン（２） 600 誉田哲也┴安藤慈朗

自称！平凡魔族の英雄ライフ（３）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 600 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

武士道シックスティーン（３） 600 誉田哲也┴安藤慈朗

自称！平凡魔族の英雄ライフ（４）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 600 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

暴想処女（１） 600 酉川宇宙

自称！平凡魔族の英雄ライフ（５）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 600 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

暴想処女（２） 600 酉川宇宙

自称！平凡魔族の英雄ライフ（６）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 600 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

暴想処女（３） 600 酉川宇宙

自称！平凡魔族の英雄ライフ（７）　～Ｂ級魔族なのにチートダンジョン

を作ってしまった結果～ 650 こねこねこ┴あまうい白一┴卵の黄身

暴想処女（４） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（１）　【電子限定特典付】 600 高橋コウ

暴想処女（５） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（２） 600 高橋コウ

暴想処女（６） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（３） 600 高橋コウ

暴想処女（７） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（４） 600 高橋コウ

暴想処女（８） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（５） 600 高橋コウ

暴想処女（９） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（６） 600 高橋コウ

暴想処女（１０） 600 酉川宇宙 ヤンキーＪＫの異常な愛情（７） 600 高橋コウ

涼風（１） 420 瀬尾公治 さよならのパレード（１） 600 藤屋いずこ

涼風（２） 420 瀬尾公治 よすがシナリオパレェド（１） 420 三田誠┴川崎宙

涼風（３） 420 瀬尾公治 よすがシナリオパレェド（２） 420 三田誠┴川崎宙

涼風（４） 420 瀬尾公治 進撃の巨人　ＩＮＳＩＤＥ　抗（１） 700 諫山創

涼風（５） 420 瀬尾公治 進撃の巨人　ＡＮＳＷＥＲＳ（１） 700 諫山創

涼風（６） 420 瀬尾公治 進撃の巨人　ＯＵＴＳＩＤＥ　攻（１） 700 諫山創

涼風（７） 420 瀬尾公治 進撃の巨人　ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ　ＳＩＤＥ　吼（１） 700 諫山創┴週刊少年マガジン編集部

涼風（８） 420 瀬尾公治 あいだにはたち（１） 630 さおとめやぎ

涼風（９） 420 瀬尾公治 あいだにはたち（２） 630 さおとめやぎ

涼風（１０） 420 瀬尾公治 あいだにはたち（３） 630 さおとめやぎ

涼風（１１） 420 瀬尾公治 あいだにはたち（４） 630 さおとめやぎ

涼風（１２） 420 瀬尾公治 あいだにはたち（５） 630 さおとめやぎ

涼風（１３） 420 瀬尾公治 あいだにはたち（６） 650 さおとめやぎ

涼風（１４） 420 瀬尾公治 あせとせっけん（１） 640 山田金鉄

涼風（１５） 420 瀬尾公治 あせとせっけん（２） 640 山田金鉄

涼風（１６） 420 瀬尾公治 あせとせっけん（３） 640 山田金鉄

涼風（１７） 420 瀬尾公治 あせとせっけん（４） 640 山田金鉄

涼風（１８） 420 瀬尾公治 あせとせっけん（５） 640 山田金鉄

イクメン！（１） 420 森脇葵 あせとせっけん（６） 640 山田金鉄

イクメン！（２） 420 森脇葵 あせとせっけん（７） 640 山田金鉄

イクメン！（３） 420 森脇葵 あせとせっけん（８） 640 山田金鉄

イクメン！（４） 420 森脇葵 あせとせっけん（９） 640 山田金鉄

イクメン！（５） 420 森脇葵 あせとせっけん（１０） 650 山田金鉄

イクメン！（６） 420 森脇葵 あせとせっけん（１１） 650 山田金鉄

イクメン！（７） 420 森脇葵 おみやげどうしよう？（１） 630 西園フミコ

イクメン！（８） 420 森脇葵 おみやげどうしよう？（２） 630 西園フミコ

ギャップリ♂ 420 岩下慶子 おみやげどうしよう？（３） 630 西園フミコ

縁むすび恋むすび 420 ソラニユホ おみやげどうしよう？（４） 682 西園フミコ

好き・嫌い・好き（１） 420 築島治 サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～（１） 630 佐藤マコト┴伊鳴優子

好き・嫌い・好き（２） 420 築島治 サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～（２） 630 佐藤マコト┴伊鳴優子

好き・嫌い・好き（３） 420 築島治 サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～（３） 630 佐藤マコト┴伊鳴優子

妄想Ｈ ｖｓ. リアルＨ 420

岩下慶子┴秋元奈美┴成海柚希┴芹沢

由紀子 サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～（４） 630 佐藤マコト┴伊鳴優子

あぁん…極上の快感エロス＆Ｈ　ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴サブロウタ┴相川ヒロ わるいおんなのこ（１） 600 佐久間結衣

あぁん…感じて乱れるＨ＆ラブ　ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴碧井サキ┴サブロウタ わるいおんなのこ（２） 600 佐久間結衣

もっとみだらなご主人様（１） 420 叶のりこ わるいおんなのこ（３） 600 佐久間結衣

もっとみだらなご主人様（２） 420 叶のりこ わるいおんなのこ（４） 600 佐久間結衣

もっとみだらなご主人様（３） 420 叶のりこ サトラレｎｅｏ（１） 600 佐藤マコト

もっとみだらなご主人様（４） 420 叶のりこ サトラレｎｅｏ（２） 600 佐藤マコト

先生、おしえて。 420 ひさわゆみ 丹沢すだちが此処にイル！（１） 420 額縁あいこ

東京ボーイズコレクション 420 たかはしあん 丹沢すだちが此処にイル！（２） 420 額縁あいこ

彼女がいなくなった 420 ろびこ どぶてけし（１） 560 伊藤実┴ベリエール
１００００人が書いた読者体験　わたしたちこんな感動恋愛していま

す 420

いしだ絵里┴森下温┴森尾理奈┴ソラニユ

ホ┴平田京子┴三森多惠子 きらきらひかる２（１） 600 郷田マモラ

１６バージンロード（１） 420 富永裕美 きらきらひかる２（２） 600 郷田マモラ

１６バージンロード（２） 420 富永裕美 きらきらひかる２（３） 600 郷田マモラ

１６バージンロード（３） 420 富永裕美 きらきらひかる２（４） 600 郷田マモラ

１６バージンロード（４） 420 富永裕美 きらきらひかる２（５） 600 郷田マモラ

１７歳のリアル 420 かわちゆかり 新装版　Ｆｏｒｇｅｔ－ｍｅ－ｎｏｔ（１） 1700 鶴田謙二

１億１千万のわたし 760 山下和美 ルポルタージュ-追悼記事-（１） 610 売野機子

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　ファルコンのモバイル・ハッキング 700 ＦＡＬＣＯＮ ルポルタージュ-追悼記事-（２） 610 売野機子

ＤＯＵＢＬＥ　ダブル（１） 420 三浦実子 ルポルタージュ-追悼記事-（３） 720 売野機子

ＤＯＵＢＬＥ　ダブル（２） 420 三浦実子 レンタル彼女月田さん（１） 610 時田時雨

ＤＯＵＢＬＥ　ダブル（３） 420 三浦実子 レンタル彼女月田さん（２） 640 時田時雨

ＥＳ（１） 600 惣領冬実 概念ドロボウ（１） 630 田中一行

ＥＳ（２） 600 惣領冬実 概念ドロボウ（２） 630 田中一行

ＥＳ（３） 600 惣領冬実 概念ドロボウ（３） 630 田中一行

ＥＳ（４） 600 惣領冬実 見上げると君は（１） 630 小堀真

ＥＳ（５） 600 惣領冬実 見上げると君は（２） 630 小堀真

ＥＳ（６） 600 惣領冬実 見上げると君は（３） 630 小堀真

ＥＳ（７） 600 惣領冬実 見上げると君は（４） 630 小堀真

ＥＳ（８） 600 惣領冬実 阿部くんに狙われてます（１） 420 岩井あき

HOLE 420 高橋利枝 阿部くんに狙われてます（２） 420 岩井あき

Ｋｉｓｓ　ｍｅ　ベイビー 420 柚月純 阿部くんに狙われてます（３） 420 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（１） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（４） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（２） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（５） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（３） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（６） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（４） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（７） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（５） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（８） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（６） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（９） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（７） 600 こしばてつや 阿部くんに狙われてます（１０） 450 岩井あき

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（８） 600 こしばてつや オオカミの住処（１） 420 藤末さくら

ＬＯＶＥ　ＧＯＤ（９） 600 こしばてつや オオカミの住処（２） 420 藤末さくら

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（１） 420 上田美和 オオカミの住処（３） 420 藤末さくら

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（２） 420 上田美和 黒のミラージュ（１） 500 万里村奈加

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（３） 420 上田美和 黒のミラージュ（２） 500 万里村奈加

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（４） 420 上田美和 黒のミラージュ（３） 500 万里村奈加

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（５） 420 上田美和 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１） 420 長谷垣なるみ

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（６） 420 上田美和 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（２） 420 長谷垣なるみ

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（７） 420 上田美和 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（３） 420 長谷垣なるみ

Ｏｈ！ ｍｙダーリン（８） 420 上田美和 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（４） 420 長谷垣なるみ

ＷＡＲＮＩＮＧ 420 桜井まちこ 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（５） 420 長谷垣なるみ

アオイハル 420 みやうち沙矢 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（６） 420 長谷垣なるみ

あなたに追いつけない 420 かわちゆかり 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（７） 420 長谷垣なるみ

うわさ 420 ももち麗子 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（８） 420 長谷垣なるみ

屋上のキス 420 栗原まもる 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（９） 420 長谷垣なるみ

おしみなく緑ふる 420 石塚夢見 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１０） 420 長谷垣なるみ



おとなにナッツ（１） 420 フクシマハルカ

極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１１）　【電子限定

描きおろし特典つき】 440 長谷垣なるみ

おとなにナッツ（２） 420 フクシマハルカ 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１２） 440 長谷垣なるみ

おとなにナッツ（３） 420 フクシマハルカ 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１３） 440 長谷垣なるみ

おとなにナッツ（４） 420 フクシマハルカ 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１４） 440 長谷垣なるみ

女の問題提起　ＳＥＸ編 500

清水みのる┴鈴木淳子┴赤羽みちえ┴竹島

未来┴朔本敬子 極妻デイズ　～極道三兄弟にせまられてます～（１５） 440 長谷垣なるみ

女の問題提起　事件編 500

成瀬涼子┴水月ひかる┴望月玲子┴若松

ひとみ┴目白花子┴小野弥夢 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（１） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（１） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（２） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（２） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（３） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（３） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（４） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（４） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（５） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（５） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（６） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（６） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（７） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（７） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（８） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（８） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【カラーイラスト収録】（９） 700 雲田はるこ

ガチャガチャ（９） 420 玉越博幸 昭和元禄落語心中　電子特装版【小冊子・カラーイラスト収録】（１ 900 雲田はるこ

ガチャガチャ（１０） 420 玉越博幸 処女同盟（１） 420 あおいみつ

ガチャガチャ（１１） 420 玉越博幸 処女同盟（２） 420 あおいみつ

ガチャガチャ（１２） 420 玉越博幸 処女同盟（３） 420 あおいみつ

ガチャガチャ（１３） 420 玉越博幸 世界で一番早い春（１） 500 川端志季

ガチャガチャ（１４） 420 玉越博幸 世界で一番早い春（２） 500 川端志季

ガチャガチャ（１５） 420 玉越博幸 世界で一番早い春（３） 500 川端志季

ガチャガチャ（１６） 420 玉越博幸 世界で一番早い春（４） 500 川端志季

きずな（１） 420 ももち麗子 世界で一番早い春（５） 500 川端志季

きずな（２） 420 ももち麗子 前世カップリング（１） 630 杜若わか

きずな（３） 420 ももち麗子 前世カップリング（２） 630 杜若わか

クーデタークラブ（１） 600 松本光司 前世カップリング（３） 630 杜若わか

クーデタークラブ（２） 600 松本光司 前世カップリング（４） 630 杜若わか

クーデタークラブ（３） 600 松本光司 前世カップリング（５） 630 杜若わか

クーデタークラブ（４） 600 松本光司 前世カップリング（６） 630 杜若わか

クーデタークラブ（５） 600 松本光司 前世カップリング（７） 630 杜若わか

クーデタークラブ（６） 600 松本光司 猫にんじゃ！（１） 600 影爾

シガテラ（１） 600 古谷実 猫にんじゃ！（２） 600 影爾

シガテラ（２） 600 古谷実 パンドーラ　男子めし（１） 420 河森正治・サテライト┴水埜ナツ

シガテラ（３） 600 古谷実 美少年、いただきました（１） 500 清野静流

シガテラ（４） 600 古谷実 美少年、いただきました（２） 500 清野静流

シガテラ（５） 600 古谷実 美少年、いただきました（３） 500 清野静流

シガテラ（６） 600 古谷実 美少年、いただきました（４） 500 清野静流

スウィート・ダーリン 420 渡辺あゆ 美少年、いただきました（５） 500 清野静流

生徒諸君！（１） 600 庄司陽子 美少年、いただきました（６） 500 清野静流

生徒諸君！（２） 600 庄司陽子 美少年、いただきました（７） 500 清野静流

生徒諸君！（３） 600 庄司陽子 ボクとわたしの１０年恋（１） 450 うさ沢妹子

生徒諸君！（４） 600 庄司陽子 ボクとわたしの１０年恋（２） 450 うさ沢妹子

生徒諸君！（５） 600 庄司陽子 ボクとわたしの１０年恋（３） 450 うさ沢妹子

生徒諸君！（６） 600 庄司陽子 ボクとわたしの１０年恋（４） 450 うさ沢妹子

生徒諸君！（７） 600 庄司陽子 僕のキスでお決まりですか？ 420 長岡みう

生徒諸君！（８） 600 庄司陽子 ぼっちＪＫはお弁当を作ることにした。（１） 420 柚井ふうこ

生徒諸君！（９） 600 庄司陽子 ぼっちＪＫはお弁当を作ることにした。（２） 420 柚井ふうこ

生徒諸君！（１０） 600 庄司陽子 まどりごと 420 こだち

生徒諸君！（１１） 600 庄司陽子 ＤＲＯＰＳ　新装版 648 阿仁谷ユイジ

生徒諸君！（１２） 600 庄司陽子 阿仁谷ユイジ短編集　イタイほどかわいい　新装版 648 阿仁谷ユイジ

ぜったい幸せになるＨ 420

相川ヒロ┴美咲さくや┴柚月純┴倉持マリ┴

山内のぞみ 私の血はインクでできているのよ 700 久世番子

それはオンナの一大事 420 たちばな梓 夢喰い王子の憂鬱　新装版（１） 648 阿仁谷ユイジ

チェルノブイリの少年たち 420 三枝義浩 夢喰い王子の憂鬱　新装版（２） 648 阿仁谷ユイジ

であい（１） 420 ももち麗子 ブラインド・デート（１） 500 万里村奈加

であい（２） 420 ももち麗子 ブラインド・デート（２） 500 万里村奈加

デビルエクスタシー（１） 600 押見修造 君のいる町　妄想２００話　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＥＤＩＴＩＯＮ 900 瀬尾公治

デビルエクスタシー（２） 600 押見修造 夜になると僕は（１） 420 一×┴益子悠

デビルエクスタシー（３） 600 押見修造 夜になると僕は（２） 420 一×┴益子悠

デビルエクスタシー（４） 600 押見修造 夜になると僕は（３） 420 一×┴益子悠

とびら 420 ももち麗子 夜になると僕は（４） 420 一×┴益子悠

ハニィ（１） 420 桜井まちこ アンドロイドはごちそうの夢を見る（１） 600 ゆづか正成

ハニィ（２） 420 桜井まちこ アンドロイドはごちそうの夢を見る（２） 600 ゆづか正成

ハニィ（３） 420 桜井まちこ 釣りキチ三平　魚紳セレクション　三日月湖の野鯉 630 矢口高雄

ヒカルンパッ☆（１） 600 大橋薫 イジらないで、長瀞さん　特装版（３） 950 ナナシ

ヒカルンパッ☆（２） 600 大橋薫 ドメスティックな彼女　特装版（２０） 900 流石景

ひらひら 420 飴あられ 虚構推理　限定版（９） 700 片瀬茶柴┴城平京

まけない気持ち 420 桜井まちこ ＮとＳ（１） 420 金田一蓮十郎

メガネ男子な彼。２ 420

吉岡李々子┴森永あい┴ジョージ朝倉┴叶

のりこ┴北川夕夏┴霜月かよ子┴碧井サキ

┴上條ゆうき ＮとＳ（２） 420 金田一蓮十郎

もっともっとえっちなホンネ 420 森尾理奈 ＮとＳ（３） 450 金田一蓮十郎

闇に消えたクリスマス 400 曽祢まさこ ＮとＳ（４） 450 金田一蓮十郎

ややＢＵＳＵ（１） 600 綾小路あや之┴前川かずお ＮとＳ（５） 450 金田一蓮十郎

ややＢＵＳＵ（２） 600 綾小路あや之┴前川かずお ＮとＳ（６） 450 金田一蓮十郎

ややＢＵＳＵ（３） 600 綾小路あや之┴前川かずお モーメント 420 金田一蓮十郎┴芋Ｕｔｏ

ラブ　マニアック 420 吉野マリ 寄宿学校のジュリエット　公式アンソロジーコミック 560

金田陽介┴中田ゆみ┴タダノなつ┴太陽まりぃ┴

ぐらんで┴堂本裕貴┴あきづきりょう┴ｒｃａ┴

けぇき┴カヅチ┴篤見唯子┴アッチあい┴阿部かな

り┴にいな涼┴ＳＡＶＡＮ┴五月猫┴高田桂┴

絶叫┴うまくち醤油┴四谷啓太郎┴ウミノモクズ┴

緒原博綺┴こっぽり生ビール┴湿った星夜┴竹嶋

えく┴ｎａｍｏ┴ぷよ┴zｉｎｂｅｉ┴佃煮のり

リターン 420 三浦実子 東京伝説（１） 600 平山夢明┴烏山英司

リターン（２） 420 三浦実子 東京伝説（２） 600 平山夢明┴烏山英司

リターン（３） 420 三浦実子 東京伝説（３） 600 平山夢明┴烏山英司

リターン（４） 420 三浦実子 最大多数の最大幸福　道徳および立法の諸原理序説より 700 ベンサム┴近藤たかし

リターン（５） 420 三浦実子 三略 700 太公望┴堀江一郎┴十常アキ

リターン（６） 420 三浦実子 はじめての虐殺（１） 610 稲光伸二

リターン（７） 420 三浦実子 はじめての虐殺（２） 610 稲光伸二

レディー・ゴー！ 420 吉井ユウ はじめての虐殺（３） 650 稲光伸二

レディー・ゴー！（２） 420 吉井ユウ

オールカラー版「鬼灯の冷徹」セレクション弐　～色がついたらよさそうな話を

再びカラーにしてみました～ 980 江口夏実

わたしたちこんな秘密のＨしています 420

秋元奈美┴水槻れん┴くりはら美佳┴森尾

理奈┴稲葉せりか┴小越なつえ ヒットマン（１） 420 瀬尾公治

ワルい男　ワルい女 420 たかはしあん ヒットマン（２） 420 瀬尾公治

愛の修羅（１） 420 ミツヤオミ ヒットマン（３） 420 瀬尾公治

愛の修羅（２） 420 ミツヤオミ ヒットマン（４） 420 瀬尾公治

危ないストロベリー・ボーイ 420 秋山舞子┴秋元奈美 ヒットマン（５） 420 瀬尾公治

禁断の恋人 420

渡辺あゆ┴池沢理美┴三次マキ┴熊岡冬

夕┴Ishiko ヒットマン（６） 420 瀬尾公治

最後の片想い 420 渡辺あゆ ヒットマン（７） 420 瀬尾公治

女の子ＡＢＸ 420 那波マオ ヒットマン（８） 420 瀬尾公治

太陽の仲間たちよ 420 三枝義浩 ヒットマン（９） 420 瀬尾公治



釣りキチ三平　平成版（１） 420 矢口高雄 ヒットマン（１０） 420 瀬尾公治

釣りキチ三平　平成版（２） 420 矢口高雄 ヒットマン（１１） 420 瀬尾公治

釣りキチ三平　平成版（３） 420 矢口高雄 ヒットマン（１２） 420 瀬尾公治

釣りキチ三平　平成版（４） 420 矢口高雄 ヒットマン（１３） 420 瀬尾公治

釣りキチ三平　平成版（５）　三平ｉｎカムチャツカ　ワヒール川編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（１） 534 谷村ひとし

釣りキチ三平　平成版（６）　三平ｉｎカムチャツカ　ビストラヤ川編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（２） 533 谷村ひとし
釣りキチ三平　平成版（７）　三平ｉｎカムチャツカ　エッソ　ビストラ

ヤ川編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（３） 533 谷村ひとし

釣りキチ三平　平成版（８）　三平ｉｎカムチャツカ　ミーシャ編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（４） 533 谷村ひとし

釣りキチ三平　平成版（９）　三平ｉｎカムチャツカ　カヒの秘密編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（５） 533 谷村ひとし

釣りキチ三平　平成版（１０）　三平ｉｎカムチャツカ　リコルド編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（６） 533 谷村ひとし

釣りキチ三平　平成版（１１）　三平ｉｎカムチャツカ　ワシリの滝編 420 矢口高雄 パチンコ・ドンキホーテ（７） 533 谷村ひとし

釣りキチ三平　平成版（１２）　御座の石／能登のタコすかし 420 矢口高雄 …Ａｎｄ　Ｉ　Ｌｏｖｅ　ｈｅｒ 420 松本美緒

天国の仕立て屋（１） 420 阿部あかね １２／２４．好きな人。 420 桜井まちこ

汝、隣人２を愛せよ 600 綾坂みつね １７歳の解剖学 420 池沢理美

媛神様のおしごと（１） 600 船堀斉晃 ３年目のキス 420 吉井ユウ

媛神様のおしごと（２） 600 船堀斉晃 ヴァージンズ　感動の純愛　BF　ラブ・コレクション 420

渡辺あゆ┴すえのぶけいこ┴池田ユキオ┴つぐみ┴

春井悠七

媛神様のおしごと（３） 600 船堀斉晃 おまえを愛したい 420 尾崎七千夏

歩けアイメイト 420 三枝義浩 かっとびニューヨーカー（１） 420 池沢理美

本気で泣けちゃう恋 420

桜井まちこ┴猫山宮緒┴みなと鈴┴ミツヤオ

ミ┴新家モエリ┴高橋利枝 かっとびニューヨーカー（２） 420 池沢理美

埋もれた楽園 420 三枝義浩 チャリン娘グラフィティ 420 池沢理美

野獣社員ツキシマ（１） 600 大和田秀樹 てぃーんず（１） 420 真柴ひろみ

野獣社員ツキシマ（２） 600 大和田秀樹 てぃーんず（２） 420 真柴ひろみ

恋する楽園 420 吉野マリ とろけてＧＯ！ 420 尾崎七千夏

恋する宝石物語（１） 420 美咲さくや ポッターさんの柱時計 420 そうだふみえ

恋する宝石物語（２） 420 美咲さくや みずたま 420 吉井ユウ┴Ｃｈａｃｏ

苺シロップ 420 栗原まもる 愛しのド・レ・イ 420 ふじや奈央

ＡＤＡＭＡＳ（１） 600 岡エリ┴皆川亮二 愛と青春の××（１） 420 池沢理美

ＡＤＡＭＡＳ（２） 619 岡エリ┴皆川亮二 愛と青春の××（２） 420 池沢理美

ＡＤＡＭＡＳ（３） 619 岡エリ┴皆川亮二 愛の肉食獣 420 たちばな梓

ＡＤＡＭＡＳ（４） 600 皆川亮二 愛をこわしたい 420 尾崎七千夏

ＡＤＡＭＡＳ（５） 619 岡エリ(脚本)┴皆川亮二 求愛ＷＡＮＴＥＤ！ 420 尾崎七千夏

ＡＤＡＭＡＳ（６） 600 岡エリ(脚本)┴皆川亮二 結婚ＣＲＡＺＹ！ 420 尾崎七千夏

ＡＤＡＭＡＳ（７） 600 皆川亮二┴岡エリ 守ってあげたい 420 松本美緒

ＡＤＡＭＡＳ（８） 600 皆川亮二┴岡エリ 純愛ＬＯＣＫ！ 420 尾崎七千夏

ＡＤＡＭＡＳ（９） 619 皆川亮二┴岡エリ 上を向いてあるこう 420 池沢理美

ＡＤＡＭＡＳ（１０） 629 皆川亮二┴岡エリ 新婚ＢＯＯ！ 420 尾崎七千夏

ＡＤＡＭＡＳ（１１） 639 皆川亮二┴岡エリ 青春の役立たず 420 池沢理美

神谷くんと神谷さん（１） 420 克間彩人 妊娠ＪＡＣＫ！ 420 尾崎七千夏

チェーザレ（１）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 彼と彼女のイエスタディ 420 愛本みずほ

チェーザレ（２）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 僕の中の永遠 420 赤羽みちえ

チェーザレ（３）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 略奪愛 420 叶のりこ

チェーザレ（４）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 １００００人に聞いたわたしたちのＨ 400

水槻れん┴秋元奈美┴稲葉せりか┴高藤Jr┴榎

本あつき

チェーザレ（５）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 ２番目の女 400 水槻れん

チェーザレ（６）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 ７月２４日通り 400 春名里日┴吉田修一

チェーザレ（７）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 Ｄｒｅａｍｉｎｇ　Ｄｏｌｌ 400 橘はな江

チェーザレ（８）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 Ｍａｄａｍメイ（１） 400 武田京子

チェーザレ（９）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 Ｍａｄａｍメイ（２） 400 武田京子

チェーザレ（１０）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 Ｐｕｒｅ　Ｌｏｖｅ～２人のキセキ～　読者体験手記傑作集 400 くりはら美佳

チェーザレ（１１）　破壊の創造者 752 惣領冬実┴原基晶 えっちなホンネ 420 森尾理奈

チェーザレ（１２）　破壊の創造者 820 惣領冬実┴原基晶 エリカの丘の物語（１） 400 原ちえこ

チェーザレ（１３）　破壊の創造者 820 惣領冬実┴原基晶 エリカの丘の物語（２） 400 原ちえこ

透明アクセル（１） 600 三田紀房 思いっきりイケメンパラダイス 400

真崎総子┴森脇葵┴吉野マリ┴かわちゆかり┴佐

原恵太┴藤緒マリカ┴森下温┴赤塚祭┴芹沢由

紀子┴みづき水脈

透明アクセル（２） 600 三田紀房 クリスマスローズ－ここにしか咲かない花－ 400 有羽なぎさ

透明アクセル（３） 600 三田紀房 スズキ（１） 600 安井雄一

なにわ友あれ（１） 600 南勝久 ザ・グレート・セレクション・オブ・スズキ 600 安井雄一

なにわ友あれ（２） 600 南勝久 ザ・プライザー 500 末田雄一郎┴山田芳裕

なにわ友あれ（３） 600 南勝久 とんでけ！浮気虫 400 おおにし真

なにわ友あれ（４） 600 南勝久 はじめての夜　二度めの朝 400 春名里日┴小林深雪

なにわ友あれ（５） 600 南勝久 ポートサイド・ストーリー 480 深見じゅん

なにわ友あれ（６） 600 南勝久 もうすぐレッドゾーン 400 ごとう和

なにわ友あれ（７） 600 南勝久 もっと　えっちなホンネ 420 森尾理奈

なにわ友あれ（８） 600 南勝久 レディー・ドラゴン 400 はざまもり

なにわ友あれ（９） 600 南勝久 レンタル彼氏 420 秋元奈美┴酒井あゆみ

なにわ友あれ（１０） 600 南勝久 季節はずれのマドンナ台風 400 おおにし真

なにわ友あれ（１１） 600 南勝久 泣く男　山田芳裕短編集（１） 500 山田芳裕

なにわ友あれ（１２） 600 南勝久 甲子園の空にちかえ！ 400 庄司陽子

なにわ友あれ（１３） 600 南勝久 婚外恋愛 400 しみず宇海

なにわ友あれ（１４） 600 南勝久 桜桃物語　桃子１６歳 400 立原あゆみ

なにわ友あれ（１５） 600 南勝久 死者の森　恐怖短編傑作選 600 成毛厚子

なにわ友あれ（１６） 600 南勝久 星になった少年。　夢に生きた少年ゾウ使いの物語 420 折原みと┴坂本小百合

なにわ友あれ（１７） 600 南勝久 生まれる前から愛してた 400 橘はな江

なにわ友あれ（１８） 600 南勝久 超市民Ｆ（１） 400 坂本六有┴ふくしま政美

なにわ友あれ（１９） 600 南勝久 涙１００万粒のリアル・ライフ　BF　リアルラブコレクション 400 渡辺あゆ┴ミツヤオミ┴知原朱美┴鳴海涼

なにわ友あれ（２０） 600 南勝久 涙１００万粒のハツコイ 400 北川夕夏┴ふじや奈央┴池田ユキオ┴新家モエリ

なにわ友あれ（２１） 600 南勝久 世界か彼女か選べない　特装版（４） 920 内山敦司

なにわ友あれ（２２） 600 南勝久 不沈アタッカー（１） 600 粂田晃宏

なにわ友あれ（２３） 600 南勝久 不沈アタッカー（２） 600 粂田晃宏

なにわ友あれ（２４） 600 南勝久 不沈アタッカー（３） 600 粂田晃宏

なにわ友あれ（２５） 600 南勝久 不沈アタッカー（４） 600 粂田晃宏

なにわ友あれ（２６） 600 南勝久 不沈アタッカー（５） 600 粂田晃宏

なにわ友あれ（２７） 600 南勝久 やさしいヒカリ（１） 630 中村ひなた

なにわ友あれ（２８） 600 南勝久 やさしいヒカリ（２） 630 中村ひなた

なにわ友あれ（２９） 600 南勝久 やさしいヒカリ（３） 630 中村ひなた

なにわ友あれ（３０） 600 南勝久 新装版　純潔のマリア（１） 1300 石川雅之

なにわ友あれ（３１） 600 南勝久 新装版　純潔のマリア（２） 1300 石川雅之

ほんとにあった！ 霊媒先生（１） 420 松本ひで吉 新装版　純潔のマリア（３） 1400 石川雅之

ほんとにあった！ 霊媒先生（２） 420 松本ひで吉 陽子さん、すがりよる。（１） 420 スズモトコウ

ほんとにあった！ 霊媒先生（３） 420 松本ひで吉 陽子さん、すがりよる。（２） 420 スズモトコウ

ほんとにあった！ 霊媒先生（４） 420 松本ひで吉 陽子さん、すがりよる。（３） 420 スズモトコウ

ほんとにあった！ 霊媒先生（５） 420 松本ひで吉 陽子さん、すがりよる。（４） 420 スズモトコウ

ほんとにあった！ 霊媒先生（６） 420 松本ひで吉 ギガントを撃て（１） 630 木下いたる

ほんとにあった！ 霊媒先生(７) 420 松本ひで吉 ギガントを撃て（２） 630 木下いたる

ほんとにあった！ 霊媒先生（８） 420 松本ひで吉 ギガントを撃て（３） 600 木下いたる

ほんとにあった！ 霊媒先生（９） 420 松本ひで吉 ヤオチノ乱（１） 630 泉仁優一

ほんとにあった！ 霊媒先生（１０） 420 松本ひで吉 ヤオチノ乱（２） 600 泉仁優一

ほんとにあった！ 霊媒先生（１１） 420 松本ひで吉 ヤオチノ乱（３） 600 泉仁優一

ほんとにあった！ 霊媒先生（１２） 420 松本ひで吉 烏に単は似合わない（１） 630 阿部智里┴松崎夏未

ほんとにあった！ 霊媒先生（１３） 420 松本ひで吉 烏に単は似合わない（２） 630 阿部智里┴松崎夏未

ほんとにあった！ 霊媒先生（１４） 420 松本ひで吉 烏に単は似合わない（３） 680 阿部智里┴松崎夏未

ほんとにあった！ 霊媒先生（１５） 420 松本ひで吉 烏に単は似合わない（４） 790 阿部智里┴松崎夏未

ほんとにあった！ 霊媒先生（１６） 420 松本ひで吉 乙女文藝ハッカソン（１） 630 山田しいた

ほんとにあった！ 霊媒先生（１７） 420 松本ひで吉 乙女文藝ハッカソン（２） 650 山田しいた



ほんとにあった！ 霊媒先生（１８） 420 松本ひで吉 乙女文藝ハッカソン（３） 650 山田しいた

ほんとにあった！ 霊媒先生（１９） 420 松本ひで吉 月とライカと吸血姫（１） 640 牧野圭祐┴掃除朋具┴かれい

ほんとにあった！ 霊媒先生（２０） 420 松本ひで吉 被虐男子　藤咲くん（１） 630 若槻ヒカル

マイスイートハニー？ 420 吉井ユウ 被虐男子　藤咲くん（２） 630 若槻ヒカル

ヤンキー烈風隊（１） 420 もとはしまさひで 被虐男子　藤咲くん（３） 630 若槻ヒカル

ヤンキー烈風隊（２） 420 もとはしまさひで ＲＯＬＥ＆ＲＯＬＥ（１） 420 佐藤水彦┴相羽紀行

ヤンキー烈風隊（３） 420 もとはしまさひで ＲＯＬＥ＆ＲＯＬＥ（２） 420 佐藤水彦┴相羽紀行

ヤンキー烈風隊（４） 420 もとはしまさひで ＲＯＬＥ＆ＲＯＬＥ（３） 420 佐藤水彦┴相羽紀行

ヤンキー烈風隊（５） 420 もとはしまさひで 墓場の沙汰も金しだい！ 420 林あらた

ヤンキー烈風隊（６） 420 もとはしまさひで ＫＩＬＬ　ｔｈｅ　ＲＯＳＥ（１） 630 エビガワ

ヤンキー烈風隊（７） 420 もとはしまさひで ＫＩＬＬ　ｔｈｅ　ＲＯＳＥ（２） 630 エビガワ

ヤンキー烈風隊（８） 420 もとはしまさひで ＫＩＬＬ　ｔｈｅ　ＲＯＳＥ（３） 630 エビガワ

ヤンキー烈風隊（９） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（１） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１０） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（２） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１１） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（３） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１２） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（４） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１３） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（５） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１４） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（６） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１５） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（７） 660 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１６） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（８） 670 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１７） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（９） 690 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１８） 420 もとはしまさひで 不死身の特攻兵（１０） 730 鴻上尚史┴東直輝

ヤンキー烈風隊（１９） 420 もとはしまさひで オーガの兄貴と奴隷ちゃん（１） 630 くりきまる

ヤンキー烈風隊（２０） 420 もとはしまさひで オーガの兄貴と奴隷ちゃん（２） 630 くりきまる

ヤンキー烈風隊（２１） 420 もとはしまさひで オーガの兄貴と奴隷ちゃん（３） 630 くりきまる

ヤンキー烈風隊（２２） 420 もとはしまさひで オーガの兄貴と奴隷ちゃん（４） 630 くりきまる

ヤンキー烈風隊（２３） 420 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（１） 610 かわぐちかいじ┴真刈信二

ヤンキー烈風隊（２４） 420 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（２） 610 真刈信二┴かわぐちかいじ

ヤンキー烈風隊（２５） 420 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（３） 610 真刈信二┴かわぐちかいじ

ヤンキー烈風隊（２６） 420 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（４） 630 真刈信二┴かわぐちかいじ

ヤンキー烈風隊（２７） 420 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（５） 640 真刈信二┴かわぐちかいじ

ヤンキー烈風隊（２８） 420 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（６） 640 真刈信二┴かわぐちかいじ

レディース！！（１） 600 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（７） 640 真刈信二┴かわぐちかいじ

レディース！！（２） 600 もとはしまさひで サガラ～Ｓの同素体～（８） 650 真刈信二┴かわぐちかいじ

レディース！！（３） 600 もとはしまさひで ノラと雑草（１） 610 真造圭伍

レディース！！（４） 600 もとはしまさひで ノラと雑草（２） 610 真造圭伍

レディース！！（５） 600 もとはしまさひで ノラと雑草（３） 630 真造圭伍

レディース！！（６） 600 もとはしまさひで ノラと雑草（４） 660 真造圭伍

レディース！！（７） 600 もとはしまさひで バーサス魚紳さん！（１） 630 矢口高雄┴立沢克美

レディース！！（８） 600 もとはしまさひで バーサス魚紳さん！（２） 630 矢口高雄┴立沢克美

レディース！！（９） 600 もとはしまさひで バーサス魚紳さん！（３） 630 矢口高雄┴立沢克美

誰にもナイショのラブ＆Ｈ 420 成海柚希┴山下きょう┴あなしん バーサス魚紳さん！（４） 630 矢口高雄┴立沢克美

つらつらわらじ（１） 648 オノ・ナツメ バーサス魚紳さん！（５） 630 矢口高雄┴立沢克美

つらつらわらじ（２） 657 オノ・ナツメ バーサス魚紳さん！（６） 640 矢口高雄┴立沢克美

つらつらわらじ（３） 657 オノ・ナツメ バーサス魚紳さん！（７） 640 矢口高雄┴立沢克美

つらつらわらじ（４） 657 オノ・ナツメ ハテナテナ（１） 740 原克玄

つらつらわらじ（５） 657 オノ・ナツメ 高梨さんはライブに夢中（１） 610 榎屋克優

ぱんつ 420 丘上あい 美魔女の綾乃さん（１） 610 相原瑛人

刻刻（１） 705 堀尾省太 美魔女の綾乃さん（２） 610 相原瑛人

刻刻（２） 705 堀尾省太 こじか先生は猛獣の檻の中（１） 600 黒榮ゆい

刻刻（３） 705 堀尾省太 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＴＡＲ（１） 600 武井宏之

刻刻（４） 705 堀尾省太 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＴＡＲ（２） 600 武井宏之

刻刻（５） 705 堀尾省太 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＴＡＲ（３） 600 武井宏之

刻刻（６） 714 堀尾省太 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＴＡＲ（４） 600 武井宏之

刻刻（７） 714 堀尾省太 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＴＡＲ（５） 600 武井宏之

刻刻（８） 750 堀尾省太 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＴＡＲ（６） 600 武井宏之

指先の微熱 420 北川夕夏 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　レッドクリムゾン（１） 600 武井宏之┴ジェット草村

蹴球少女（１） 600 若宮弘明 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　レッドクリムゾン（２） 600 武井宏之┴ジェット草村

蹴球少女（２） 600 若宮弘明 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　レッドクリムゾン（３） 600 武井宏之┴ジェット草村

蹴球少女（３） 600 若宮弘明 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　レッドクリムゾン（４） 600 武井宏之┴ジェット草村

蹴球少女（４） 600 若宮弘明 隣の席のヤツが死ぬらしい（１） 600 茅なや

蹴球少女（５） 600 若宮弘明 隣の席のヤツが死ぬらしい（２） 600 茅なや

蹴球少女（６） 600 若宮弘明 隣の席のヤツが死ぬらしい（３） 600 茅なや

蹴球少女（７） 600 若宮弘明 隣の席のヤツが死ぬらしい（４） 600 茅なや

蹴球少女（８） 600 若宮弘明 ねえちゃんはたかしのことが好きだ好きだ大好きだ！！（１） 800 佐藤なり

蹴球少女（９） 600 若宮弘明 ブラット・ハントちゅっ（１） 420 山田デイジー

蹴球少女（１０） 600 若宮弘明 ブラット・ハントちゅっ（２） 420 山田デイジー

新鉄拳チンミ（１） 420 前川たけし ブラット・ハントちゅっ（３） 420 山田デイジー

新鉄拳チンミ（２） 420 前川たけし 僕らが愛を叫ぶとき（１） 420 北川夕夏

新鉄拳チンミ（３） 420 前川たけし 僕らが愛を叫ぶとき（２） 420 北川夕夏

新鉄拳チンミ（４） 420 前川たけし 僕らが愛を叫ぶとき（３） 420 北川夕夏

新鉄拳チンミ（５） 420 前川たけし まぶささ（１） 600 ななせ

新鉄拳チンミ（６） 420 前川たけし まぶささ（２） 600 ななせ

新鉄拳チンミ（７） 420 前川たけし まぶささ（３） 600 ななせ

新鉄拳チンミ（８） 420 前川たけし まぶささ（４） 600 ななせ

新鉄拳チンミ（９） 420 前川たけし ミラクルニキ～ニキのおきがえダイアリー～（１） 600 壱コトコ┴ＮｉｋｋｉＩｎｃ．

新鉄拳チンミ（１０） 420 前川たけし ミラクルニキ～ニキのおきがえダイアリー～（２） 600 壱コトコ┴ＮｉｋｋｉＩｎｃ．

新鉄拳チンミ（１１） 420 前川たけし ミラクルニキ～ニキのおきがえダイアリー～（３） 600 壱コトコ┴ＮｉｋｋｉＩｎｃ．

新鉄拳チンミ（１２） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（１） 600 ９℃

新鉄拳チンミ（１３） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（２） 600 ９℃

新鉄拳チンミ（１４） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（３） 600 ９℃

新鉄拳チンミ（１５） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（４） 600 ９℃

新鉄拳チンミ（１６） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（５） 600 ９℃

新鉄拳チンミ（１７） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（６） 620 ９℃

新鉄拳チンミ（１８） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（７） 620 ９℃

新鉄拳チンミ（１９） 420 前川たけし 目黒さんは初めてじゃない（８） 620 ９℃

新鉄拳チンミ（２０） 420 前川たけし 理想のオトコ（１） 630 チカ

彼はディアボロ！（１） 420 霜月かよ子 理想のオトコ（２） 630 チカ

彼はディアボロ！（２） 420 霜月かよ子 理想のオトコ（３） 630 チカ

彼はディアボロ！（３） 420 霜月かよ子 理想のオトコ（４） 630 チカ

僕の小規模な生活（１） 743 福満しげゆき 理想のオトコ（５） 630 チカ

僕の小規模な生活（２） 705 福満しげゆき 理想のオトコ（６） 630 チカ

僕の小規模な生活（３） 733 福満しげゆき 理想のオトコ（７） 630 チカ

僕の小規模な生活（４） 705 福満しげゆき ゆるっとハンター☆ワンタンちゃん 630 中山敦支

僕の小規模な生活（５） 667 福満しげゆき 葬送行進曲 800 ウチヤマユージ

僕の小規模な生活（６） 667 福満しげゆき けもらいふ 1000 雪本愁二

魔法騎士レイアース（１） 500 ＣＬＡＭＰ 西郷南洲遺訓 700

西郷隆盛┴葛城かえで┴玉屋かつき┴ＭＩＣＨ

ＥＣＯＭＰＡＮＹ合同会社

魔法騎士レイアース（２） 500 ＣＬＡＭＰ 自殺について 700 ショーペンハウアー┴伊佐義勇

魔法騎士レイアース（３） 500 ＣＬＡＭＰ ヴァンパイア～終末の使者ビクトル～（１） 420 若宮弘明

カードキャプターさくら（１） 500 ＣＬＡＭＰ ヴァンパイア～終末の使者ビクトル～（２） 420 若宮弘明

カードキャプターさくら（２） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（１） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（３） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（２） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（４） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（３） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（５） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（４） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（６） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（５） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（７） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（６） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（８） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（７） 420 つのだじろう

カードキャプターさくら（９） 500 ＣＬＡＭＰ うしろの百太郎（８） 420 つのだじろう



カードキャプターさくら（１０） 500 ＣＬＡＭＰ きまぐれマイロード（１） 420 村生ミオ

カードキャプターさくら（１１） 500 ＣＬＡＭＰ きまぐれマイロード（２） 420 村生ミオ

カードキャプターさくら（１２） 500 ＣＬＡＭＰ 釣りキチ三平　番外編（１） 420 矢口高雄

Ｎ．Ｙ．小町（１） 420 大和和紀 釣りキチ三平　番外編（２） 420 矢口高雄

Ｎ．Ｙ．小町（２） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（１） 420 むつ利之

Ｎ．Ｙ．小町（３） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（２） 420 むつ利之

Ｎ．Ｙ．小町（４） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（３） 420 むつ利之

Ｎ．Ｙ．小町（５） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（４） 420 むつ利之

Ｎ．Ｙ．小町（６） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（５） 420 むつ利之

Ｎ．Ｙ．小町（７） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（６） 420 むつ利之

Ｎ．Ｙ．小町（８） 420 大和和紀 龍馬へ　幕末の奇蹟　坂本龍馬の物語（７） 420 むつ利之

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（１） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（１） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（２） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（２） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（３） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（３） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（４） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（４） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（５） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（５） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（６） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（６） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（７） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（７） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（８） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（８） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ＮＯ．６　[ナンバーシックス]（９） 630 あさのあつこ┴木乃ひのき ブルーロック（９） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ｎｕｄｅ～ＡＶ女優みひろ誕生物語～（１） 619 みひろ┴オジロマコト ブルーロック（１０） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ｎｕｄｅ～ＡＶ女優みひろ誕生物語～（２） 600 みひろ┴オジロマコト ブルーロック（１１） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（１） 420 大和和紀 ブルーロック（１２） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（２） 420 大和和紀 ブルーロック（１３） 420 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（３） 420 大和和紀 ブルーロック（１４） 450 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（４） 420 大和和紀 ブルーロック（１５） 450 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（５） 420 大和和紀 ブルーロック（１６） 450 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（６） 420 大和和紀 ブルーロック（１７） 450 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（７） 420 大和和紀 ブルーロック（１８） 450 金城宗幸┴ノ村優介

ヨコハマ物語（８） 420 大和和紀 ブルーロック（１９） 450 金城宗幸┴ノ村優介

紅匂ふ（１） 420 大和和紀┴岩崎峰子 ブルーロック（２０） 450 金城宗幸┴ノ村優介

紅匂ふ（２） 420 大和和紀┴岩崎峰子 ブルーロック（２１） 450 金城宗幸┴ノ村優介

紅匂ふ（３） 420 大和和紀┴岩崎峰子 ブルーロック（２２） 450 金城宗幸┴ノ村優介

紅匂ふ（４） 420 大和和紀┴岩崎峰子 機械仕掛けのジュブナイル（１） 690 久慈進之介

天の果て地の限り 700 大和和紀 機械仕掛けのジュブナイル（２） 700 久慈進之介

菩提樹（１） 420 大和和紀 機械仕掛けのジュブナイル（３） 700 久慈進之介

菩提樹（２） 420 大和和紀 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（１） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

菩提樹（３） 420 大和和紀 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（２） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

涙１００万粒の泣けちゃう恋 420

吉岡李々子┴高橋利枝┴飴あられ┴木村

文子┴きだち┴ひぐちにちほ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（３） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

オシャレ忍者跋丸 400 桜沢鈴┴ＭｉＣｈａｏ！ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（４） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

ルシフェル２（１） 420 庄司陽子 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（５） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

ＢＵＴＴＥＲ！！！（１） 600 ヤマシタトモコ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（６） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

ＢＵＴＴＥＲ！！！（２） 600 ヤマシタトモコ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（７） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

ＢＵＴＴＥＲ！！！（３） 600 ヤマシタトモコ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（８） 420 真島ヒロ┴上田敦夫

ＢＵＴＴＥＲ！！！（４） 600 ヤマシタトモコ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（９） 450 真島ヒロ┴上田敦夫

ＢＵＴＴＥＲ！！！（５） 600 ヤマシタトモコ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（１０） 450 真島ヒロ┴上田敦夫

ＢＵＴＴＥＲ！！！（６） 600 ヤマシタトモコ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（１１） 450 真島ヒロ┴上田敦夫

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（1） 420 八神ひろき ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（１２） 450 真島ヒロ┴上田敦夫

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（2） 420 八神ひろき ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　１００　ＹＥＡＲＳ　ＱＵＥＳＴ（１３） 450 真島ヒロ┴上田敦夫

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（3） 420 八神ひろき 烏に単は似合わない　特装版（１） 1300 阿部智里┴松崎夏未

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（4） 420 八神ひろき 夜廻り猫の展覧会 1350 深谷かほる

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３(5) 420 八神ひろき きょうのカプセル 920 黒田硫黄

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（6） 420 八神ひろき 新装版　海の大陸ＮＯＡ（上） 1000 じゅきあきら・Ｔ・

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（7） 420 八神ひろき 新装版　海の大陸ＮＯＡ（下） 1000 じゅきあきら・Ｔ・

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（8） 420 八神ひろき プライド（１） 500 万里村奈加

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（9） 420 八神ひろき プライド（２） 500 万里村奈加

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（10） 420 八神ひろき プライド（３） 500 万里村奈加

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（11） 420 八神ひろき プライド（４） 500 万里村奈加

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（12） 420 八神ひろき プライド（５） 500 万里村奈加

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（13） 420 八神ひろき ＦＩＳＨ　ＯＮ，ＯＮ！（１） 600 関口太郎

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（１４） 420 八神ひろき ＦＩＳＨ　ＯＮ，ＯＮ！（２） 600 関口太郎

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（１５） 420 八神ひろき コロポックル（１） 800 花輪和一

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（１６） 420 八神ひろき ちちょんまんち（１） 600 小林まこと

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（１７） 420 八神ひろき ちちょんまんち（２） 600 小林まこと

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（１８） 420 八神ひろき ちちょんまんち（３） 600 小林まこと

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（１９） 420 八神ひろき ちちょんまんち（４） 600 小林まこと

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（２０） 420 八神ひろき ちちょんまんち（５） 600 小林まこと

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ　３（２１） 420 八神ひろき ちちょんまんち（６） 600 小林まこと

あぁん…禁断の愛されラブ＆いじられＨ　ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴倉持マリ┴サブロウタ┴碧井サキ ちちょんまんち（７） 600 小林まこと

いけないキスをしよう 420 倉持マリ ちちょんまんち（８） 600 小林まこと

いけないキスをしよう（２） 420 倉持マリ ねこロジカル（１） 600 高田三加

ヴィンランド・サガ（１） 660 幸村誠 ねこロジカル（２） 600 高田三加

ヴィンランド・サガ（２） 660 幸村誠 りっちゃんのくちびる（１） 600 綾坂みつね

ヴィンランド・サガ（３） 660 幸村誠 りっちゃんのくちびる（２） 600 綾坂みつね

ヴィンランド・サガ（４） 648 幸村誠 りっちゃんのくちびる（３） 600 綾坂みつね

ヴィンランド・サガ（５） 630 幸村誠 りっちゃんのくちびる（４） 600 綾坂みつね

ヴィンランド・サガ（６） 660 幸村誠 鮫肌男と桃尻女（１） 600 望月峯太郎

ヴィンランド・サガ（７） 630 幸村誠 バーサス魚紳さん！　特装版（１） 1300 矢口高雄┴立沢克美

ヴィンランド・サガ（８） 630 幸村誠

ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＣＨＡＲＡＣＴＥＲ　ＢＯＯＫ　原色魂

図鑑 1800 武井宏之

ヴィンランド・サガ（９） 630 幸村誠 メダロット（１） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１０） 660 幸村誠 メダロット（２） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１１） 630 幸村誠 メダロット（３） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１２） 630 幸村誠 メダロット２（１） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１３） 630 幸村誠 メダロット２（２） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１４） 648 幸村誠 メダロット２（３） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１５） 630 幸村誠 メダロット２（４） 500 ほるまりん

ヴィンランド・サガ（１６） 630 幸村誠 蜜血姫とヴァンパイア（１） 420 冬織透真

ヴィンランド・サガ（１７） 660 幸村誠 蜜血姫とヴァンパイア（２） 420 冬織透真

ヴィンランド・サガ（１８） 660 幸村誠 蜜血姫とヴァンパイア（３） 420 冬織透真

ヴィンランド・サガ（１９） 660 幸村誠 蜜血姫とヴァンパイア（４） 420 冬織透真

ヴィンランド・サガ（２０） 630 幸村誠 Ｄｒｅａｍ－未来の記憶－ 500 もりたゆうこ

ヴィンランド・サガ（２１） 660 幸村誠 アイコさんの家族絵日記 500 本間千絵子

ヴィンランド・サガ（２２） 630 幸村誠 あせっちゃう！！ 500 本間千恵子

ヴィンランド・サガ（２３） 680 幸村誠 あなたへの子守歌 500 成瀬涼子

ヴィンランド・サガ（２４） 660 幸村誠 あぶないドクター 420 文月今日子

ヴィンランド・サガ（２５） 660 幸村誠 いっしょに暮らそう 500 もりたゆうこ

ヴィンランド・サガ（２６） 680 幸村誠 おまえのにーちゃんゴージラ！ 500 鈴木由美子

グラゼニ（１） 610 森高夕次┴アダチケイジ オレンジなふたり 500 よしまさこ

グラゼニ（２） 610 森高夕次┴アダチケイジ ガラスの靴は似合わない 420 中村真理子

グラゼニ（３） 610 森高夕次┴アダチケイジ かるいざわ物語 500 そうだふみえ

グラゼニ（４） 610 森高夕次┴アダチケイジ キャンパス・ラブ戦争 420 文月今日子

グラゼニ（５） 610 森高夕次┴アダチケイジ バージン・スノー 500 沖野ヨーコ

グラゼニ（６） 610 森高夕次┴アダチケイジ バラ色が目にしみる 500 吉田まゆみ

グラゼニ（７） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（１） 420 石塚夢見

グラゼニ（８） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（２） 420 石塚夢見

グラゼニ（９） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（３） 420 石塚夢見

グラゼニ（１０） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（４） 420 石塚夢見



グラゼニ（１１） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（５） 420 石塚夢見

グラゼニ（１２） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（６） 420 石塚夢見

グラゼニ（１３） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（７） 420 石塚夢見

グラゼニ（１４） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（８） 420 石塚夢見

グラゼニ（１５） 610 森高夕次┴アダチケイジ ピアニシモでささやいて　第二楽章（９） 420 石塚夢見

グラゼニ（１６） 610 森高夕次┴アダチケイジ ひとりじゃないってば！（１） 500 吉田まゆみ

グラゼニ（１７） 610 森高夕次┴アダチケイジ ひとりじゃないってば！（２） 500 吉田まゆみ

はじめの一歩（１） 450 森川ジョージ まちがえられた花嫁 420 文月今日子

はじめの一歩（２） 450 森川ジョージ ママがこわいの 420 文月今日子

はじめの一歩（３） 450 森川ジョージ やさしい時刻 500 そうだふみえ

はじめの一歩（４） 450 森川ジョージ ロックウェルが笑ってる 600 吉田まゆみ

はじめの一歩（５） 450 森川ジョージ 愛のレッスンカウントエイト 420 森谷幸子

はじめの一歩（６） 450 森川ジョージ 雨を見たかい 500 柴門ふみ

はじめの一歩（７） 450 森川ジョージ 加代子さんが行く！！ 500 軽部潤子

はじめの一歩（８） 450 森川ジョージ 蛍狩り 500 沖野ヨーコ

はじめの一歩（９） 450 森川ジョージ 結婚伝説　Ｂｏｕｑｕｅｔ―愛の花束― 420 庄司陽子

はじめの一歩（１０） 450 森川ジョージ 結婚伝説２（１） 420 庄司陽子

はじめの一歩（１１） 450 森川ジョージ 結婚伝説２（２） 420 庄司陽子

はじめの一歩（１２） 450 森川ジョージ 光る風のメッセージ 500 そうだふみえ

はじめの一歩（１３） 450 森川ジョージ 耳元の殺意 420 伊万里すみ子

はじめの一歩（１４） 450 森川ジョージ 女の問題提起 500

朔本敬子┴伊藤実┴高里むつる┴黒沢明世┴

ほうさいともこ┴成瀬涼子

はじめの一歩（１５） 450 森川ジョージ 伝説のサスペンス＆ホラー　ベスト・オブ・恐怖傑作選　血の章 420

犬木加奈子┴関よしみ┴井口かのん┴谷間夢路

┴蕪木彩子┴かずはしとも┴日野日出志

はじめの一歩（１６） 450 森川ジョージ 伝説のサスペンス＆ホラー　ベスト・オブ・恐怖傑作選　骨の章 420

犬木加奈子┴渡千枝┴大橋薫┴御茶漬海苔┴

井口かのん┴有田景┴川口まどか

はじめの一歩（１７） 450 森川ジョージ 伊万里すみ子作品集－夜の吐息－ 420 伊万里すみ子

はじめの一歩（１８） 450 森川ジョージ 余命－命をかけた最期の恋－ 420 美村あきの┴松尾しより┴秋本尚美

はじめの一歩（１９） 450 森川ジョージ 涙は心の汗だ 500 成瀬涼子

はじめの一歩（２０） 450 森川ジョージ 恋しくてスキャンダル 420 文月今日子

はじめの一歩（２１） 450 森川ジョージ 恋の…時間です 500 軽部潤子

はじめの一歩（２２） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（１） 600 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２３） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（２） 600 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２４） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（３） 600 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２５） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（４） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２６） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（５） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２７） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（６） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２８） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（７） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（２９） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（８） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（３０） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（９） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（３１） 450 森川ジョージ 俺だけ入れる隠しダンジョン　～こっそり鍛えて世界最強～（１０） 650 樋野友行┴瀬戸メグル┴竹花ノート

はじめの一歩（３２） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（１） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３３） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（２） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３４） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（３） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３５） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（４） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３６） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（５） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３７） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（６） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３８） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（７） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（３９） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（８） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（４０） 450 森川ジョージ 緑の王　ＶＥＲＤＡＮＴ　ＬＯＲＤ（９） 600 曽我篤士┴たかしげ宙

はじめの一歩（４１） 450 森川ジョージ フェチップル（１） 560 るり原ズラチー

はじめの一歩（４２） 450 森川ジョージ フェチップル（２） 600 るり原ズラチー

はじめの一歩（４３） 450 森川ジョージ フェチップル（３） 600 るり原ズラチー

はじめの一歩（４４） 450 森川ジョージ フェチップル（４） 600 るり原ズラチー

はじめの一歩（４５） 450 森川ジョージ フェチップル（５） 600 るり原ズラチー

はじめの一歩（４６） 450 森川ジョージ フェチップル（６） 600 るり原ズラチー

はじめの一歩（４７） 450 森川ジョージ フェチップル（７） 600 るり原ズラチー

はじめの一歩（４８） 450 森川ジョージ フェチップル（８） 630 るり原ズラチー

はじめの一歩（４９） 450 森川ジョージ フェチップル（９） 630 るり原ズラチー

はじめの一歩（５０） 450 森川ジョージ 黒狼（１） 630 百地元

はじめの一歩（５１） 450 森川ジョージ 黒狼（２） 648 百地元

はじめの一歩（５２） 450 森川ジョージ 黒狼（３） 682 百地元

はじめの一歩（５３） 450 森川ジョージ 懲役マイナス（１） 630 熊谷純┴青木翔吾

はじめの一歩（５４） 450 森川ジョージ 懲役マイナス（２） 600 熊谷純┴青木翔吾

はじめの一歩（５５） 450 森川ジョージ 課長令嬢（１） 420 たかちひろなり

はじめの一歩（５６） 450 森川ジョージ 課長令嬢（２） 420 たかちひろなり

はじめの一歩（５７） 450 森川ジョージ 反逆の影使い（１） 420 神崎新

はじめの一歩（５８） 450 森川ジョージ 反逆の影使い（２） 420 神崎新

はじめの一歩（５９） 450 森川ジョージ ＡＣＯＮＹ（１） 600 冬目景

はじめの一歩（６０） 450 森川ジョージ ＡＣＯＮＹ（２） 600 冬目景

はじめの一歩（６１） 450 森川ジョージ ＡＣＯＮＹ（３） 600 冬目景

はじめの一歩（６２） 450 森川ジョージ テロール教授の怪しい授業（１） 650 カルロ・ゼン┴石田点

はじめの一歩（６３） 450 森川ジョージ テロール教授の怪しい授業（２） 640 カルロ・ゼン┴石田点

はじめの一歩（６４） 450 森川ジョージ テロール教授の怪しい授業（３） 650 カルロ・ゼン┴石田点

はじめの一歩（６５） 450 森川ジョージ テロール教授の怪しい授業（４） 650 カルロ・ゼン┴石田点

はじめの一歩（６６） 450 森川ジョージ むか～しむかしの　子供に読ませなくてもいいお話集（１） 780 柘植文

はじめの一歩（６７） 450 森川ジョージ むか～しむかしの　子供に読ませなくてもいいお話集（２） 900 柘植文

はじめの一歩（６８） 450 森川ジョージ 太陽の塔（１） 640 かしのこおり┴森見登美彦

はじめの一歩（６９） 450 森川ジョージ 太陽の塔（２） 610 かしのこおり┴森見登美彦

はじめの一歩（７０） 450 森川ジョージ 太陽の塔（３） 650 かしのこおり┴森見登美彦

はじめの一歩（７１） 450 森川ジョージ ウイちゃんがみえるもの（１） 700 衿沢世衣子

はじめの一歩（７２） 450 森川ジョージ オダギリさんには、きりきり舞い 420 カッパラッパラ

はじめの一歩（７３） 450 森川ジョージ カモナ　マイハウス！（１） 420 南波あつこ

はじめの一歩（７４） 450 森川ジョージ カモナ　マイハウス！（２） 420 南波あつこ

はじめの一歩（７５） 450 森川ジョージ カモナ　マイハウス！（３） 450 南波あつこ

はじめの一歩（７６） 450 森川ジョージ カモナ　マイハウス！（４） 450 南波あつこ

はじめの一歩（７７） 450 森川ジョージ カモナ　マイハウス！（５） 450 南波あつこ

はじめの一歩（７８） 450 森川ジョージ カモナ　マイハウス！（６） 450 南波あつこ

はじめの一歩（７９） 450 森川ジョージ その結婚、買います（１） 630 須野ゆき子

はじめの一歩（８０） 450 森川ジョージ その結婚、買います（２） 630 須野ゆき子

はじめの一歩（８１） 450 森川ジョージ その結婚、買います（３） 630 須野ゆき子

はじめの一歩（８２） 450 森川ジョージ ダイナムーン　新装版（１） 550 阿仁谷ユイジ

はじめの一歩（８３） 450 森川ジョージ とろける紬ちゃん（１） 420 るかな

はじめの一歩（８４） 450 森川ジョージ とろける紬ちゃん（２） 420 るかな

はじめの一歩（８５） 450 森川ジョージ はじめてのお付き合い（１） 450 八田あかり

はじめの一歩（８６） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（１） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（８７） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（２） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（８８） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（３） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（８９） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（４） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（９０） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（５） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（９１） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（６） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（９２） 450 森川ジョージ 部長のにゃんこ（７） 500 ひさわゆみ

はじめの一歩（９３） 450 森川ジョージ 『ガロ』掲載作品　水木しげる漫画大全集（１） 2500 水木しげる

はじめの一歩（９４） 450 森川ジョージ 河童シリーズ［全］　水木しげる漫画大全集（１） 2400 水木しげる

はじめの一歩（９５） 450 森川ジョージ 現代妖怪譚［全］　水木しげる漫画大全集（１） 2300 水木しげる

はじめの一歩（９６） 450 森川ジョージ 昭和史　水木しげる漫画大全集（１） 2400 水木しげる

はじめの一歩（９７） 450 森川ジョージ 昭和史　水木しげる漫画大全集（２） 2500 水木しげる

はじめの一歩（９８） 450 森川ジョージ 昭和史　水木しげる漫画大全集（３） 2400 水木しげる

はじめの一歩（９９） 450 森川ジョージ 昭和史　水木しげる漫画大全集（４） 2400 水木しげる



はじめの一歩（１００） 450 森川ジョージ 寄宿学校のジュリエット　特装版（１１） 900 金田陽介

はじめの一歩（１０１） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（１） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０２） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（２） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０３） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（３） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０４） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（４） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０５） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（５） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０６） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（６） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０７） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（７） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０８） 450 森川ジョージ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ハッピーの大冒険（８） 420 真島ヒロ┴坂本憲司郎

はじめの一歩（１０９） 450 森川ジョージ シャーマンキング０（１） 600 武井宏之

はじめの一歩（１１０） 450 森川ジョージ シャーマンキング０（２） 600 武井宏之

はじめの一歩（１１１） 450 森川ジョージ ななはん　七屋ちょこっと繁盛記（１） 619 ももせたまみ

はじめの一歩（１１２） 450 森川ジョージ ななはん　七屋ちょこっと繁盛記（２） 619 ももせたまみ

はじめの一歩（１１３） 450 森川ジョージ ドメスティックな彼女　特装版（２１） 900 流石景

はじめの一歩（１１４） 450 森川ジョージ 俺様とシュガー 700 花本アリ

はじめの一歩（１１５） 450 森川ジョージ 路傍の石（上） 740 山本有三┴山田一喜

はじめの一歩（１１６） 450 森川ジョージ 路傍の石（下） 740 山本有三┴山田一喜

はじめの一歩（１１７） 450 森川ジョージ わたしたちは旅をする（１） 500 福丸やすこ

はじめの一歩（１１８） 450 森川ジョージ わたしたちは旅をする（２） 500 福丸やすこ

はじめの一歩（１１９） 450 森川ジョージ わたしたちは旅をする（３） 500 福丸やすこ

はじめの一歩（１２０） 450 森川ジョージ わたしたちは旅をする（４） 500 福丸やすこ

はじめの一歩（１２１） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（１） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２２） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（２） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２３） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（３） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２４） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（４） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２５） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（５） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２６） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（６） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２７） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（７） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２８） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（８） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１２９） 450 森川ジョージ 私の町の千葉くんは。（９） 500 おかもととかさ

はじめの一歩（１３０） 450 森川ジョージ 非モテ女子、今日も安定。（１） 500 ケイケイ

はじめの一歩（１３１） 450 森川ジョージ 非モテ女子、今日も安定。（２） 500 ケイケイ

はじめの一歩（１３２） 450 森川ジョージ 非モテ女子、今日も安定。（３） 400 ケイケイ

はじめの一歩（１３３） 450 森川ジョージ 野々宮月子はいつも眠い（１） 500 小沢かな

はじめの一歩（１３４） 450 森川ジョージ 野々宮月子はいつも眠い（２） 500 小沢かな

はじめの一歩（１３５） 450 森川ジョージ 野々宮月子はいつも眠い（３） 500 小沢かな

はじめの一歩（１３６） 450 森川ジョージ 曖昧なカンケイ（１） 500 志真てら子

ハロー・グッドバイ（１） 420 那波マオ 曖昧なカンケイ（２） 500 志真てら子

ハロー・グッドバイ（２） 420 那波マオ 曖昧なカンケイ（３） 500 志真てら子

ヒストリエ（１） 660 岩明均 インガ様応報す（１） 650 洋介犬

ヒストリエ（２） 660 岩明均 インガ様応報す（２） 650 洋介犬

ヒストリエ（３） 680 岩明均 王子が私をあきらめない！（２）【ブックパス限定特別版】 450 アサダニッキ

ヒストリエ（４） 680 岩明均 Ｓとの遭遇（１） 630 西渡槇

ヒストリエ（５） 660 岩明均 Ｓとの遭遇（２） 630 西渡槇

ヒストリエ（６） 648 岩明均 オートマン（１） 630 柞刈湯葉┴中村ミリュウ

ヒストリエ（７） 660 岩明均 オートマン（２） 630 柞刈湯葉┴中村ミリュウ

ヒストリエ（８） 660 岩明均 オートマン（３） 660 柞刈湯葉┴中村ミリュウ

ヒストリエ（９） 600 岩明均 おやすみ睡魔と夜ふかしＪＫ（１） 420 城戸みつる

ヒストリエ（１０） 660 岩明均 キヘイ戰記（１） 600 原田ケンタロー

ヒストリエ（１１） 648 岩明均 キヘイ戰記（２） 600 原田ケンタロー

ベイビーステップ（１） 420 勝木光 キヘイ戰記（３） 850 原田ケンタロー

ベイビーステップ（２） 420 勝木光 とんずらごはん（１） 600 義元ゆういち

ベイビーステップ（３） 420 勝木光 とんずらごはん（２） 600 義元ゆういち

ベイビーステップ（４） 420 勝木光 とんずらごはん（３） 600 義元ゆういち

ベイビーステップ（５） 420 勝木光 とんずらごはん（４） 600 義元ゆういち

ベイビーステップ（６） 420 勝木光 ライドンキング（１） 600 馬場康誌

ベイビーステップ(７) 420 勝木光 ライドンキング（２） 600 馬場康誌

ベイビーステップ(８) 420 勝木光 ライドンキング（３） 600 馬場康誌

ベイビーステップ(９) 420 勝木光 ライドンキング（４） 650 馬場康誌

ベイビーステップ（１０） 420 勝木光 ライドンキング（５） 650 馬場康誌

ベイビーステップ（１１） 420 勝木光 ライドンキング（６） 650 馬場康誌

ベイビーステップ（１２） 420 勝木光 ライドンキング（７） 650 馬場康誌

ベイビーステップ（１３） 420 勝木光 ライドンキング（８） 650 馬場康誌

ベイビーステップ（１４） 420 勝木光 ライドンキング（９） 650 馬場康誌

ベイビーステップ（１５） 420 勝木光 レベル１だけどユニークスキルで最強です（１） 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（１６） 420 勝木光 レベル１だけどユニークスキルで最強です（２） 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（１７） 420 勝木光 レベル１だけどユニークスキルで最強です（３） 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（１８） 420 勝木光

レベル１だけどユニークスキルで最強です（４）　【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（１９） 420 勝木光

レベル１だけどユニークスキルで最強です（５）【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（２０） 420 勝木光

レベル１だけどユニークスキルで最強です（６）【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（２１） 420 勝木光

レベル１だけどユニークスキルで最強です（７）　【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（２２） 420 勝木光

レベル１だけどユニークスキルで最強です（８）　【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（２３） 420 勝木光

レベル１だけどユニークスキルで最強です（９）　【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（２４） 420 勝木光 レベル１だけどユニークスキルで最強です（１０） 600 真綿┴三木なずな┴すばち

ベイビーステップ（２５） 420 勝木光 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（１） 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（２６） 420 勝木光 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（２） 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（２７） 420 勝木光 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（３） 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（２８） 420 勝木光 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（４） 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（２９） 420 勝木光

今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（５）【電

子限定 描きおろしペーパー付き】 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（３０） 420 勝木光

今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（６）【電

子限定描きおろしペーパー付き】 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（３１） 420 勝木光

今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画（７）【電

子限定描きおろしペーパー付き】 600 マツモトケンゴ

ベイビーステップ（３２） 420 勝木光 春夏冬さんに呪われるっ！？（１） 600 三ノ咲コノリ

ベイビーステップ（３３） 420 勝木光 春夏冬さんに呪われるっ！？（２） 600 三ノ咲コノリ

ベイビーステップ（３４） 420 勝木光 今日もよろしく諭吉さん（１） 600 金黒

ベイビーステップ（３５） 420 勝木光 今日もよろしく諭吉さん（２） 600 金黒

ベイビーステップ（３６） 420 勝木光 ギャンブラーズパレード（１） 600 小高和剛┴中山敦支

ベイビーステップ（３７） 420 勝木光 ギャンブラーズパレード（２） 600 小高和剛┴中山敦支

ベイビーステップ（３８） 420 勝木光 ギャンブラーズパレード（３） 600 小高和剛┴中山敦支

ベイビーステップ（３９） 420 勝木光 ギャンブラーズパレード（４） 600 小高和剛┴中山敦支

ベイビーステップ（４０） 420 勝木光 呪菓のグレーテル（１） 420 神谷ユウ

ベイビーステップ（４１） 420 勝木光 呪菓のグレーテル（２）【電子限定 短編おまけマンガ付き】 420 神谷ユウ

ベイビーステップ（４２） 420 勝木光 呪菓のグレーテル（３） 420 神谷ユウ

ベイビーステップ（４３） 420 勝木光 放課後のイケメンごはん 600 平山景子

ベイビーステップ（４４） 420 勝木光 ＭＯＧＵＭＯＧＵ食べ歩きくま（１） 1000 ナガノ

ベイビーステップ（４５） 420 勝木光 ＭＯＧＵＭＯＧＵ食べ歩きくま（２） 1000 ナガノ

ベイビーステップ（４６） 420 勝木光 ＭＯＧＵＭＯＧＵ食べ歩きくま（３） 1000 ナガノ

ベイビーステップ（４７） 420 勝木光 いつも月夜に米の飯（１） 610 小森江莉

ヘタメン1 420 兄崎ゆな いつも月夜に米の飯（２） 610 小森江莉

ヘタメン2 420 兄崎ゆな いつも月夜に米の飯（３） 610 小森江莉



ヘタメン3 420 兄崎ゆな いつも月夜に米の飯（４） 610 小森江莉

ましろのおと（１） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（１） 680 高松美咲

ましろのおと（２） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（２） 680 高松美咲

ましろのおと（３） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（３） 680 高松美咲

ましろのおと（４） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（４） 680 高松美咲

ましろのおと（５） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（５） 680 高松美咲

ましろのおと（６） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（６） 680 高松美咲

ましろのおと（７） 420 羅川真里茂 スキップとローファー（７） 680 高松美咲

ましろのおと（８） 420 羅川真里茂 モノノケソウルフード（１） 610 神崎タタミ

ましろのおと（９） 420 羅川真里茂 モノノケソウルフード（２） 610 神崎タタミ

ましろのおと（１０） 420 羅川真里茂 モノノケソウルフード（３） 660 神崎タタミ

ましろのおと（１１） 420 羅川真里茂 着たい服がある（１） 610 常喜寝太郎

ましろのおと（１２） 420 羅川真里茂 着たい服がある（２） 610 常喜寝太郎

ましろのおと（１３） 420 羅川真里茂 着たい服がある（３） 610 常喜寝太郎

ましろのおと（１４） 420 羅川真里茂 着たい服がある（４） 610 常喜寝太郎

ましろのおと（１５） 420 羅川真里茂 着たい服がある（５） 610 常喜寝太郎

ましろのおと（１６） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（１） 600 もすこ

ましろのおと（１７） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（２） 600 もすこ

ましろのおと（１８） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（３） 600 もすこ

ましろのおと（１９） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（４） 600 もすこ

ましろのおと（２０） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（５） 600 もすこ

ましろのおと（２１） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（６） 600 もすこ

ましろのおと（２２） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（７） 600 もすこ

ましろのおと（２３） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（８） 600 もすこ

ましろのおと（２４） 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（９） 600 もすこ
ましろのおと（２５）　【羅川真里茂画業３０周年記念イラストペー

パー付き】 420 羅川真里茂 微妙に優しいいじめっ子（１０） 630 もすこ

ましろのおと（２６） 420 羅川真里茂 ぷあぷあ？（１） 600 コンノトヒロ

ましろのおと（２７） 420 羅川真里茂 ぷあぷあ？（２） 600 コンノトヒロ

ましろのおと（２８） 450 羅川真里茂 ぷあぷあ？（３） 600 コンノトヒロ

ましろのおと（２９） 450 羅川真里茂 ぷあぷあ？（４） 600 コンノトヒロ

ましろのおと（３０） 480 羅川真里茂 ぷあぷあ？（５） 700 コンノトヒロ

ましろのおと（３１） 520 羅川真里茂 みつあみこ 420 白井もも吉

三億円事件奇譚 モンタージュ（１） 600 渡辺潤 あたしのピンクがあふれちゃう（１） 500 桃生有希

三億円事件奇譚 モンタージュ（２） 600 渡辺潤 あたしのピンクがあふれちゃう（２） 500 桃生有希

三億円事件奇譚 モンタージュ（３） 600 渡辺潤 あたしのピンクがあふれちゃう（３） 500 桃生有希

三億円事件奇譚 モンタージュ（４） 600 渡辺潤 あたしのピンクがあふれちゃう（４） 500 桃生有希

三億円事件奇譚 モンタージュ（５） 600 渡辺潤 あたしのピンクがあふれちゃう（５） 500 桃生有希

三億円事件奇譚 モンタージュ（６） 600 渡辺潤 あたしのピンクがあふれちゃう（６） 500 桃生有希

三億円事件奇譚 モンタージュ（７） 600 渡辺潤 かりんちゃんねるはじめてみた！（１） 420 中江みかよ

三億円事件奇譚 モンタージュ（８） 600 渡辺潤 かりんちゃんねるはじめてみた！（２） 420 中江みかよ

三億円事件奇譚 モンタージュ（９） 600 渡辺潤 かりんちゃんねるはじめてみた！（３） 420 中江みかよ

三億円事件奇譚 モンタージュ（１０） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（１） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１１） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（２） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１２） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（３） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１３） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（４） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１４） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（５） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１５） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（６） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１６） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（７） 420 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１７） 600 渡辺潤 シーク様とハーレムで。（８） 440 美麻りん

三億円事件奇譚 モンタージュ（１８） 600 渡辺潤 それはまるで雨傘のように（１） 420 鈴峰あおい┴りぃ

三億円事件奇譚 モンタージュ（１９） 600 渡辺潤 それはまるで雨傘のように（２） 420 鈴峰あおい┴りぃ

よんでますよ、アザゼルさん。（１） 600 久保保久 ブレードガール　片脚のランナー（１） 420 重松成美

よんでますよ、アザゼルさん。（２） 600 久保保久 ブレードガール　片脚のランナー（２） 420 重松成美

よんでますよ、アザゼルさん。（３） 600 久保保久 ブレードガール　片脚のランナー（３） 420 重松成美

よんでますよ、アザゼルさん。（４） 600 久保保久 人口論 700 マルサス┴Ｔｅａｍバンミカス

よんでますよ、アザゼルさん。（５） 600 久保保久 大人の問題提起シリーズ　さけび（１） 500 ももち麗子

よんでますよ、アザゼルさん。（６） 600 久保保久 大人の問題提起シリーズ　さけび（２） 500 ももち麗子

よんでますよ、アザゼルさん。（７） 600 久保保久 シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ（１） 600 武井宏之

よんでますよ、アザゼルさん。（８） 600 久保保久 シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ（２） 600 武井宏之

よんでますよ、アザゼルさん。（９） 600 久保保久 シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ（３） 600 武井宏之

よんでますよ、アザゼルさん。（１０） 600 久保保久 シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ（４） 600 武井宏之

よんでますよ、アザゼルさん。（１１） 600 久保保久 シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ（５） 600 武井宏之

よんでますよ、アザゼルさん。（１２） 600 久保保久 シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ（６） 600 武井宏之

よんでますよ、アザゼルさん。（１３） 600 久保保久 ２０世紀の狂気　ヒットラー　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

よんでますよ、アザゼルさん。（１４） 600 久保保久 シリーズ日本の民話／怪奇幻想旅行［全］　他　水木しげる漫画大全 2300 水木しげる

よんでますよ、アザゼルさん。（１５） 620 久保保久 のんのんばあとオレ　水木しげる漫画大全集 2200 水木しげる

よんでますよ、アザゼルさん。（１６） 630 久保保久 悪魔くん復活　千年王国（上）　水木しげる漫画大全集 2200 水木しげる

ルシフェルの右手（１） 600 芹沢直樹

悪魔くん復活　千年王国（下）／悪魔くん　世紀末大戦　水木しげる漫

画大全集 2200 水木しげる

ルシフェルの右手（２） 600 芹沢直樹 『コミックボンボン』版悪魔くん　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

ルシフェルの右手（３） 600 芹沢直樹 悪魔くん　ノストラダムス大予言　水木しげる漫画大全集 2400 水木しげる

ルシフェルの右手（４） 600 芹沢直樹 星をつかみそこねる男　水木しげる漫画大全集 2400 水木しげる

ルシフェルの右手（５） 600 芹沢直樹 貸本漫画集　恐怖の遊星魔人　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

ルシフェルの右手（６） 600 芹沢直樹 貸本漫画集　墓の町　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

レンアイ漫画家（１） 680 山崎紗也夏 貸本漫画集　異形の者　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

レンアイ漫画家（２） 680 山崎紗也夏 霊形手術　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

レンアイ漫画家（３） 680 山崎紗也夏 仕掛暮らし 610 池波正太郎┴山田芳裕

レンアイ漫画家（４） 680 山崎紗也夏 ラブコメビギナー（１） 420 卯月ミヤ

レンアイ漫画家（５） 660 山崎紗也夏 ラブコメビギナー（２） 420 卯月ミヤ

鬼灯の冷徹（１） 650 江口夏実 後嗣の華麗なるユウウツ（１） 680 さねもり束

鬼灯の冷徹（２） 650 江口夏実 欲鬼　【電子限定　描き下ろしショート漫画付き特装版】（８） 600 色原みたび

鬼灯の冷徹（３） 650 江口夏実 オトナの赤い糸（１） 420 史つぼみ

鬼灯の冷徹（４） 650 江口夏実 オトナの赤い糸（２） 420 史つぼみ

鬼灯の冷徹（５） 650 江口夏実 オトナの赤い糸（３） 420 史つぼみ

鬼灯の冷徹（６） 650 江口夏実 オトナの赤い糸（４） 440 史つぼみ

鬼灯の冷徹（７） 650 江口夏実 ストーカー浄化団（１） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（８） 650 江口夏実 ストーカー浄化団（２） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（９） 650 江口夏実 ストーカー浄化団（３） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（１０） 650 江口夏実 ストーカー浄化団（４） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（１１） 650 江口夏実 ストーカー浄化団（５） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（１２） 610 江口夏実 ストーカー浄化団（６） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（１３） 650 江口夏実 ストーカー浄化団（７） 630 オオガヒロミチ┴オオイシヒロト

鬼灯の冷徹（１４） 650 江口夏実 アイアンスノー（１） 648 端野洋子

鬼灯の冷徹（１５） 650 江口夏実 アイアンスノー（２） 682 端野洋子

鬼灯の冷徹（１６） 650 江口夏実 アイアンスノー（３） 600 端野洋子

鬼灯の冷徹（１７） 650 江口夏実 半助喰物帖（１） 630 草香去来┴灯まりも

鬼灯の冷徹（１８） 650 江口夏実 半助喰物帖（２） 630 草香去来┴灯まりも

鬼灯の冷徹（１９） 650 江口夏実 半助喰物帖（３） 648 草香去来┴灯まりも

鬼灯の冷徹（２０） 650 江口夏実 半助喰物帖（４） 660 草香去来┴灯まりも

鬼灯の冷徹（２１） 650 江口夏実 半助喰物帖（５） 660 草香去来┴灯まりも

鬼灯の冷徹（２２） 650 江口夏実 半助喰物帖（６） 680 草香去来┴灯まりも

鬼灯の冷徹（２３） 650 江口夏実 ｒｅｖｉｓｉｏｎｓ　リヴィジョンズ（１） 600 クロ┴茗荷屋甚六┴Ｓ・Ｆ・Ｓ┴白組

鬼灯の冷徹（２４） 650 江口夏実 ｒｅｖｉｓｉｏｎｓ　リヴィジョンズ（２） 600 クロ┴茗荷屋甚六┴Ｓ・Ｆ・Ｓ┴白組

鬼灯の冷徹（２５） 650 江口夏実 いじめるヤバイ奴（１） 420 中村なん

鬼灯の冷徹（２６） 650 江口夏実 いじめるヤバイ奴（２） 420 中村なん

鬼灯の冷徹（２７） 650 江口夏実 いじめるヤバイ奴（３） 420 中村なん

鬼灯の冷徹（２８） 610 江口夏実 いじめるヤバイ奴（４） 420 中村なん

鬼灯の冷徹（２９） 640 江口夏実 いじめるヤバイ奴（５） 420 中村なん



鬼灯の冷徹（３０） 650 江口夏実 いじめるヤバイ奴（６） 420 中村なん

鬼灯の冷徹（３１） 650 江口夏実 いじめるヤバイ奴（７） 420 中村なん

極悪がんぼ（１） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（８） 420 中村なん

極悪がんぼ（２） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（９） 420 中村なん

極悪がんぼ（３） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１０） 420 中村なん

極悪がんぼ（４） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１１） 420 中村なん

極悪がんぼ（５） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１２） 450 中村なん

極悪がんぼ（６） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１３） 450 中村なん

極悪がんぼ（７） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１４） 450 中村なん

極悪がんぼ（８） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１５） 450 中村なん

極悪がんぼ（９） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１６） 450 中村なん

極悪がんぼ（１０） 600 田島隆┴東風孝広 いじめるヤバイ奴（１７） 450 中村なん

極悪がんぼ（１１） 600 田島隆┴東風孝広 ポンコツが転生したら存外最強（１） 600 海月れおな

極悪がんぼ（１２） 600 田島隆┴東風孝広 ポンコツが転生したら存外最強（２） 600 海月れおな

極悪がんぼ（１３） 600 田島隆┴東風孝広 ポンコツが転生したら存外最強（３） 600 海月れおな

極悪がんぼ（１４） 600 田島隆┴東風孝広 ポンコツが転生したら存外最強（４） 600 海月れおな

極悪がんぼ（１５） 600 田島隆┴東風孝広 ポンコツが転生したら存外最強（５） 650 海月れおな

極悪がんぼ（１６） 600 田島隆┴東風孝広 絶対秘密の機械少女（１） 420 稲葉白

主に泣いてます（１） 600 東村アキコ 絶対秘密の機械少女（２） 420 稲葉白

主に泣いてます（２） 600 東村アキコ 絶対秘密の機械少女（３） 420 稲葉白

主に泣いてます（３） 600 東村アキコ 赫のグリモア（１） 420 Ａ－１０

主に泣いてます（４） 600 東村アキコ 赫のグリモア（２） 400 Ａ－１０

主に泣いてます（５） 600 東村アキコ 赫のグリモア（３） 420 Ａ－１０

主に泣いてます（６） 600 東村アキコ 赫のグリモア（４） 420 Ａ－１０

主に泣いてます（７） 600 東村アキコ 赫のグリモア（５） 420 Ａ－１０

主に泣いてます（８） 600 東村アキコ 一日三食絶対食べたい（１） 630 久野田ショウ

主に泣いてます（９） 600 東村アキコ 一日三食絶対食べたい（２） 648 久野田ショウ

主に泣いてます（１０） 600 東村アキコ 一日三食絶対食べたい（３） 648 久野田ショウ

世界一キレイになる授業 420 桜沢きゆ シチハゴジュウロク（１） 420 工藤哲孝┴笹古みとも

世界一キレイになる授業（２） 420 桜沢きゆ シチハゴジュウロク（２） 420 工藤哲孝┴笹古みとも

鉄風（１） 600 太田モアレ シチハゴジュウロク（３） 420 工藤哲孝┴笹古みとも

鉄風（２） 600 太田モアレ シチハゴジュウロク（４） 420 工藤哲孝┴笹古みとも

鉄風（３） 600 太田モアレ ハンマーセッション！Ｉｎ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ（１） 420 棚橋なもしろ┴八津弘幸┴貴矢高康事務所

鉄風（４） 600 太田モアレ ハンマーセッション！Ｉｎ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ（２） 420

棚橋なもしろ┴八津弘幸┴小金丸大和┴貴矢

高康事務所

鉄風（５） 600 太田モアレ ハンマーセッション！Ｉｎ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ（３） 420 棚橋なもしろ┴八津弘幸┴貴矢高康事務所

鉄風（６） 600 太田モアレ 山下和美音楽短編集　コンチェルト 686 山下和美

鉄風（７） 600 太田モアレ 山下和美音楽短編集　ノクターン 686 山下和美

鉄風（８） 600 太田モアレ 猫が西向きゃ（１） 630 漆原友紀

彼岸島　兄貴編 600 松本光司 猫が西向きゃ（２） 630 漆原友紀

不思議な少年（１） 686 山下和美 猫が西向きゃ（３） 660 漆原友紀

不思議な少年（２） 686 山下和美 猫又まんま（１） 600 保松侘助

不思議な少年（３） 686 山下和美 猫又まんま（２） 600 保松侘助

不思議な少年（４） 686 山下和美 腹が減っては夫婦はできぬ 750 藤原撫子┴ＳＨＩＯＲＩ

不思議な少年（５） 686 山下和美 ＡＩカノジョを４年ローンで買った件（１） 600 糸瀬ねめ

不思議な少年（６） 705 山下和美 ＡＩカノジョを４年ローンで買った件（２） 600 糸瀬ねめ

不思議な少年（７） 724 山下和美 ＡＩカノジョを４年ローンで買った件（３） 600 糸瀬ねめ

不思議な少年（８） 724 山下和美 お待たせしました、初恋です。（１） 420 大友なな

不思議な少年（９） 700 山下和美 お待たせしました、初恋です。（２） 420 大友なな

萌えろ☆Ｓ系制服男子！ 420

渡辺あゆ┴はやかわともこ┴樋口めぐみ┴

Ishiko┴中村抹茶┴六々亭イヅミ┴ひぐち

にちほ 嫌いになります、佐山くん！（１） 630 七都サマコ

眠れぬ夜のこわい話 420

ヒナチなお┴仁┴小山鹿梨子┴きだち┴梅

野花 嫌いになります、佐山くん！（２） 630 七都サマコ

隣のあたし（１） 420 南波あつこ 嫌いになります、佐山くん！（３） 630 七都サマコ

隣のあたし（２） 420 南波あつこ 嫌いになります、佐山くん！（４） 630 七都サマコ

隣のあたし（３） 420 南波あつこ 新大久保で会いましょう（１） 600 香穂

隣のあたし（４） 420 南波あつこ 新大久保で会いましょう（２） 600 香穂

隣のあたし（５） 420 南波あつこ 青春マイノリティ！！（１） 500 えいくら葛真

隣のあたし（６） 420 南波あつこ 青春マイノリティ！！（２） 500 えいくら葛真

隣のあたし（７） 420 南波あつこ 青春マイノリティ！！（３） 500 えいくら葛真

隣のあたし（８） 420 南波あつこ 青春マイノリティ！！（４） 500 えいくら葛真

隣のあたし（９） 420 南波あつこ Ｄｅｅｐ　Ｌｏｖｅ　Ａｇａｉｎ（１） 420 久嘉めいら┴Ｙｏｓｈｉ

隣のあたし（１０） 420 南波あつこ Ｄｅｅｐ　Ｌｏｖｅ　Ａｇａｉｎ（２） 420 Ｙｏｓｈｉ┴久嘉めいら

ＣＬＯＶＥＲ（１） 600 ＣＬＡＭＰ Ｄｅｅｐ　Ｌｏｖｅ　Ａｇａｉｎ（３） 420 Ｙｏｓｈｉ┴久嘉めいら

ＣＬＯＶＥＲ（２） 600 ＣＬＡＭＰ 貸本戦記漫画集　壮絶！特攻　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

「先生、おしえて。」　いけない個人授業 420 ひさわゆみ

貸本戦記漫画集　水木しげる作戦シリーズ（上）　水木しげる漫画大全

集 2400 水木しげる

魔法騎士レイアース２（１） 500 ＣＬＡＭＰ 貸本戦記漫画集　戦艦「比叡」の悲劇　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

魔法騎士レイアース２（２） 500 ＣＬＡＭＰ 糞神島　他　水木しげる漫画大全集 2200 水木しげる

魔法騎士レイアース２（３） 500 ＣＬＡＭＰ ゲゲゲの鬼太郎　死神大戦記　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

ライアー×ライアー（１） 450 金田一蓮十郎

ゲゲゲの鬼太郎　鬼太郎の世界お化け旅行［全］　他　水木しげる漫画

大全集 2500 水木しげる

ライアー×ライアー（２） 450 金田一蓮十郎

ゲゲゲの鬼太郎　ゲゲゲの鬼太郎挑戦シリーズ　他　水木しげる漫画大全

集 2300 水木しげる

ライアー×ライアー（３） 450 金田一蓮十郎 ゲゲゲの鬼太郎　スポーツ狂時代　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

ライアー×ライアー（４） 450 金田一蓮十郎 テレビくん　他　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

ライアー×ライアー（５） 450 金田一蓮十郎 なまけの与太郎　他　水木しげる漫画大全集 2400 水木しげる

ライアー×ライアー（６） 450 金田一蓮十郎 水木氏のメルヘン［全］　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

ライアー×ライアー（７） 450 金田一蓮十郎 わたし、いい人やめました 600 カマンベール☆はる坊

ライアー×ライアー（８） 450 金田一蓮十郎 パラレルパラダイス　特装版（６） 1100 岡本倫

ライアー×ライアー（９） 450 金田一蓮十郎 ハンツー×トラッシュ　限定版（１６） 1100 こばやしひよこ

ライアー×ライアー（１０） 450 金田一蓮十郎 危ないウエディングベル（１） 500 万里村奈加

昭和元禄落語心中（１） 600 雲田はるこ 危ないウエディングベル（２） 500 万里村奈加

昭和元禄落語心中（２） 600 雲田はるこ

貸本戦記漫画集　水木しげる作戦シリーズ（下）　水木しげる漫画大全

集 2500 水木しげる

昭和元禄落語心中（３） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（１） 630 若杉公徳

昭和元禄落語心中（４） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（２） 660 若杉公徳

昭和元禄落語心中（５） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（３） 690 若杉公徳

昭和元禄落語心中（６） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（４） 660 若杉公徳

昭和元禄落語心中（７） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（５） 660 若杉公徳

昭和元禄落語心中（８） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（６） 660 若杉公徳

昭和元禄落語心中（９） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（７） 660 若杉公徳

昭和元禄落語心中（１０） 600 雲田はるこ 明日のエサ　キミだから（８） 660 若杉公徳

地上はポケットの中の庭 600 田中相 明日のエサ　キミだから（９） 660 若杉公徳

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（１） 500 かたおかみさお 振り向くな君は　新装版（上） 700 安田剛士

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（２） 500 かたおかみさお 振り向くな君は　新装版（下） 700 安田剛士

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（３） 500 かたおかみさお 白百合は朱に染まらない（１） 630 平沢ゆうな

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（４） 500 かたおかみさお 白百合は朱に染まらない（２） 630 平沢ゆうな

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（５） 500 かたおかみさお アンダーニンジャ（１） 690 花沢健吾

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（６） 500 かたおかみさお アンダーニンジャ（２） 630 花沢健吾

新Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ　グッジョブ（７） 500 かたおかみさお アンダーニンジャ（３） 660 花沢健吾

ＧＥ～グッドエンディング～（１） 420 流石景 アンダーニンジャ（４） 660 花沢健吾

ＧＥ～グッドエンディング～（２） 420 流石景 アンダーニンジャ（５） 660 花沢健吾

ＧＥ～グッドエンディング～（３） 420 流石景 アンダーニンジャ（６） 660 花沢健吾

ＧＥ～グッドエンディング～（４） 420 流石景 アンダーニンジャ（７） 660 花沢健吾

ＧＥ～グッドエンディング～（５） 420 流石景 アンダーニンジャ（８） 660 花沢健吾



ＧＥ～グッドエンディング～（６） 420 流石景

ヤンキーＪＫの異常な愛情（２）　ＰＯＰにエッチ！描き下ろしカラー漫

画２４Ｐ付き特装版 800 高橋コウ

ＧＥ～グッドエンディング～（７） 420 流石景

よんでますよ、アザゼルさん。　悪魔のはらわた特装版【カラーイラスト収録】

（１６） 666

久保保久┴シマダヒデアキ（ＬｏｃａｌＳｕｐ

ｐｏｒｔＤｅｐａｒｔｍｅｎｔ）

ＧＥ～グッドエンディング～（８） 420 流石景 インハンド　プロローグ（１）　ネメシスの杖 720 朱戸アオ

ＧＥ～グッドエンディング～（９） 420 流石景 インハンド　プロローグ（２）　ガニュメデスの杯、他 720 朱戸アオ

ＧＥ～グッドエンディング～（１０） 420 流石景 漫画　働くということ（１） 1100 黒井千次┴池田邦彦

ＧＥ～グッドエンディング～（１１） 420 流石景

まんがでわかる　絶対成功！　ホリエモン式飲食店経営　～『サラリーマンは

300万円で小さな会社を買いなさい』外伝～（１） 1100

堀江貴文┴三戸政和┴ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨ

ＩＲＯ

ＧＥ～グッドエンディング～（１２） 420 流石景 ノラガミ（２０）　拾遺集　弐　付き　特装版 925 あだちとか

ＧＥ～グッドエンディング～（１３） 420 流石景 異邦人 700 カミュ┴須賀原洋行

ＧＥ～グッドエンディング～（１４） 420 流石景

しあわせカフェへようこそ　～漫画でわかる、ネイチャーフォーチュン占い～

（１） 600 鬨乃美弦┴イヴルルド遙華

ＧＥ～グッドエンディング～（１５） 420 流石景

しあわせカフェへようこそ　～漫画でわかる、ネイチャーフォーチュン占い～

（２） 600 鬨乃美弦┴イヴルルド遙華

ＧＥ～グッドエンディング～（１６） 420 流石景 プラグマティズム 700 ジェームズ┴岩下博美

わたしが泣いた日（１） 420

日暮キノコ┴高橋利枝┴村瀬いくえ┴中村

智┴菅原じょにえる きみと楽園を往く 600 あさひよひ

君がために～楠木正成絵巻～（１） 420 飴あられ メサイア　―ＣＯＤＥ　ＥＤＧＥ―　ＳＳ付き電子特別版（１） 620

ミナヅキアキラ┴高殿円┴ＭＥＳＳＩＡＨＰＲ

ＯＪＥＣＴ

月下の虹～塀の中のＦＭ局から～（１） 420 山崎由美┴たかはしあん メサイア　―ＣＯＤＥ　ＥＤＧＥ―　ＳＳ付き電子特別版（２） 620

ミナヅキアキラ┴高殿円┴ＭＥＳＳＩＡＨＰＲ

ＯＪＥＣＴ

ウラ！うらら(１) 420 岩下慶子 ＲａＷ　ＨＥＲＯ（１） 630 平本アキラ

おかしな★ふたり(１) 420 丘上あい ＲａＷ　ＨＥＲＯ（２） 630 平本アキラ

おかしな★ふたり（２） 420 丘上あい ＲａＷ　ＨＥＲＯ（３） 630 平本アキラ

おかしな★ふたり（３） 420 丘上あい ＲａＷ　ＨＥＲＯ（４） 630 平本アキラ

おかしな★ふたり（４） 420 丘上あい ＲａＷ　ＨＥＲＯ（５） 640 平本アキラ

クーベルチュール(１) 420 末次由紀 ＲａＷ　ＨＥＲＯ（６） 640 平本アキラ

クーベルチュール（２） 420 末次由紀 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（１） 680 土塚理弘

プレ・マリ(１) 420 上田美和 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（２） 680 土塚理弘

プレ・マリ（２） 420 上田美和 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（３） 680 土塚理弘

プレ・マリ（３） 420 上田美和 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（４） 680 土塚理弘

ラブカレ－スイート男子ＶＳ．ビター男子－ 420 栄羽弥┴秋山舞子┴桜井真優┴羽田伊 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（５） 680 土塚理弘

キララの星（１） 420 森永あい マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（６） 680 土塚理弘

キララの星（２） 420 森永あい マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（７） 650 土塚理弘

キララの星（３） 420 森永あい マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（８） 700 土塚理弘

キララの星（４） 420 森永あい マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～（９） 740 土塚理弘

キララの星（５） 420 森永あい 釣りキチ三平　魚紳セレクション　磯の王者 630 矢口高雄

キララの星（６） 420 森永あい メダロット３（１） 500 ほるまりん

キララの星（７） 420 森永あい メダロット３（２） 500 ほるまりん

キララの星（８） 420 森永あい メダロット４（１） 500 ほるまりん

キララの星（９） 420 森永あい メダロット４（２） 500 ほるまりん

キララの星（１０） 420 森永あい ねこがくれた５５７１日 1300 片倉真二

キララの星（１１） 420 森永あい

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　辻真先ＳＥＬＥＣ

ＴＩＯＮ 700 加藤元浩┴辻真先

キララの星（１２） 420 森永あい

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　田中芳樹ＳＥＬＥ

ＣＴＩＯＮ 700 加藤元浩┴田中芳樹

キララの星（１３） 420 森永あい

Ｑ．Ｅ．Ｄ．―証明終了―　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　有栖川有栖ＳＥＬ

ＥＣＴＩＯＮ 700 加藤元浩┴有栖川有栖

ワンニン！（１） 600 ほおのきソラ 強風記 600 カラスヤサトシ

ワンニン！（２） 600 ほおのきソラ アダマスの魔女たち（１） 630 今井ユウ

ワンニン！（３） 600 ほおのきソラ アダマスの魔女たち（２） 630 今井ユウ

ワンニン！（４） 600 ほおのきソラ アダマスの魔女たち（３） 660 今井ユウ

ワンニン！（５） 600 ほおのきソラ アダマスの魔女たち（４） 660 今井ユウ

泣きたい夜の感動愛（１） 420

熊岡冬夕┴北川夕夏┴吉井ユウ┴三次マ

キ┴蒼井まもる┴高見奈緒 アダマスの魔女たち（５） 660 今井ユウ

金田一少年の事件簿　短編集（１）氷点下１５度の殺意 600 天樹征丸┴さとうふみや アダマスの魔女たち（６） 660 今井ユウ

金田一少年の事件簿　短編集（２）鏡迷宮の殺人 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや アダマスの魔女たち（７） 660 今井ユウ

金田一少年の事件簿　短編集（３）殺人レストラン 600 天樹征丸┴さとうふみや アダマスの魔女たち（８） 660 今井ユウ

金田一少年の事件簿　短編集（４）怪盗紳士からの挑戦状 600 天樹征丸┴金成陽三郎┴さとうふみや アダマスの魔女たち（９） 660 今井ユウ

金田一少年の事件簿　短編集（５）血溜之間殺人事件 600 天樹征丸┴さとうふみや アダマスの魔女たち　選りぬきＳＥＸＹカラー版（１） 1000 今井ユウ

ＧＤＧＤ－ＤＯＧＳ（１） 600 遠山えま アダマスの魔女たち　選りぬきＳＥＸＹカラー版（２） 1000 今井ユウ

ＧＤＧＤ－ＤＯＧＳ（２） 600 遠山えま アダマスの魔女たち　選りぬきＳＥＸＹカラー版（３） 1000 今井ユウ

ＧＤＧＤ－ＤＯＧＳ（３） 600 遠山えま アダマスの魔女たち　選りぬきＳＥＸＹカラー版（４） 1000 今井ユウ

Ｍａｇｎｏｌｉａ（１） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ ゲソコン探偵（１） 420 花林ソラ┴百井一途

Ｍａｇｎｏｌｉａ（２） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ ゲソコン探偵（２） 420 花林ソラ┴百井一途

Ｍａｇｎｏｌｉａ（３） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ しずまれ！　ヴィンセント（１） 600 かいれめく

Ｍａｇｎｏｌｉａ（４） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ しずまれ！　ヴィンセント（２） 600 かいれめく

Ｍａｇｎｏｌｉａ（５） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ キョムノヒガン（１） 630 オズノらいおん

Ｍａｇｎｏｌｉａ（６） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ キョムノヒガン（２） 630 オズノらいおん

Ｍａｇｎｏｌｉａ（７） 600 ｎａｋｅｄ　ａｐｅ キョムノヒガン（３） 600 オズノらいおん

ケモノキングダムＺＯＯ（１） 600 もち キョムノヒガン（４） 600 オズノらいおん

ケモノキングダムＺＯＯ（２） 600 もち 白米からは逃げられぬ　～ドイツでつくる日本食、いつも何かがそろわない～ 950 白乃雪

これは恋のはなし（１） 630 チカ 老猫ユキポンと漫画家父ちゃんのお仕事なし（１） 1204 東和広

これは恋のはなし（２） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（１） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（３） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（２） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（４） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（３） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（５） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（４） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（６） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（５） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（７） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（６） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（８） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（７） 420 八神ひろき

これは恋のはなし（９） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（８） 450 八神ひろき

これは恋のはなし（１０） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（９） 450 八神ひろき

これは恋のはなし（１１） 630 チカ ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（１０） 480 八神ひろき

ピカ☆イチ（１） 600 槙ようこ┴持田あき ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（１１） 480 八神ひろき

ピカ☆イチ（２） 600 槙ようこ┴持田あき ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ４（１２） 480 八神ひろき

ピカ☆イチ（３） 600 槙ようこ┴持田あき ロボット依存系女子のメーワクな日常（１） 600 川田暁生

ピカ☆イチ（４） 600 槙ようこ┴持田あき ロボット依存系女子のメーワクな日常（２） 600 川田暁生

ピカ☆イチ（５） 600 槙ようこ┴持田あき ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　湘南大相模スペシャルセレクション（１） 600 八神ひろき

ピカ☆イチ（６） 600 槙ようこ┴持田あき ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　湘南大相模スペシャルセレクション（２） 600 八神ひろき

ピカ☆イチ（７） 600 槙ようこ×持田あき ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　湘南大相模スペシャルセレクション（３） 600 八神ひろき

ライトノベル（１） 600 なるしまゆり ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　湘南大相模スペシャルセレクション（４） 600 八神ひろき

ライトノベル（２） 600 なるしまゆり ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　湘南大相模スペシャルセレクション（５） 600 八神ひろき

ライトノベル（３） 600 なるしまゆり ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　湘南大相模スペシャルセレクション（６） 600 八神ひろき

ライトノベル（４） 600 なるしまゆり ＫＩＬＬＥＲ　ＡＰＥ（１） 610 河部真道

異域之鬼（１） 600 由貴香織里 ＫＩＬＬＥＲ　ＡＰＥ（２） 610 河部真道

異域之鬼（２） 600 由貴香織里 ＫＩＬＬＥＲ　ＡＰＥ（３） 610 河部真道

異域之鬼（３） 600 由貴香織里 ＫＩＬＬＥＲ　ＡＰＥ（４） 610 河部真道

異域之鬼（４） 600 由貴香織里 ＫＩＬＬＥＲ　ＡＰＥ（５） 650 河部真道

異域之鬼（５） 600 由貴香織里 カームブレイカー（１） 600 岩瀬昌嗣

異域之鬼（６） 600 由貴香織里 カームブレイカー（２） 600 岩瀬昌嗣

王子様と灰色の日々（１） 630 山中ヒコ カームブレイカー（３） 600 岩瀬昌嗣

王子様と灰色の日々（２） 630 山中ヒコ カームブレイカー（４） 600 岩瀬昌嗣

王子様と灰色の日々（３） 630 山中ヒコ カームブレイカー（５） 600 岩瀬昌嗣

王子様と灰色の日々（４） 630 山中ヒコ カームブレイカー（６） 600 岩瀬昌嗣

骸シャンデリア（１） 600 厘のミキ ふたりソロキャンプ（１） 630 出端祐大

骸シャンデリア（２） 600 厘のミキ ふたりソロキャンプ（２） 630 出端祐大

骸シャンデリア（３） 600 厘のミキ ふたりソロキャンプ（３） 630 出端祐大



純血＋彼氏（１） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（４） 630 出端祐大

純血＋彼氏（２） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（５） 640 出端祐大

純血＋彼氏（３） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（６） 640 出端祐大

純血＋彼氏（４） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（７） 640 出端祐大

純血＋彼氏（５） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（８） 640 出端祐大

純血＋彼氏（６） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（９） 650 出端祐大

純血＋彼氏（７） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（１０） 650 出端祐大

純血＋彼氏（８） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（１１） 650 出端祐大

純血＋彼氏（９） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（１２） 650 出端祐大

純血＋彼氏（１０） 630 硝音あや ふたりソロキャンプ（１３） 650 出端祐大

戦国ブラッド～薔薇の契約～（１） 600 広井王子┴湖住ふじこ ふたりソロキャンプ（１４） 650 出端祐大

戦国ブラッド～薔薇の契約～（２） 600 広井王子┴湖住ふじこ 個人差あります（１） 610 日暮キノコ

戦国ブラッド～薔薇の契約～（３） 600 広井王子┴湖住ふじこ 個人差あります（２） 610 日暮キノコ

戦国ブラッド～薔薇の契約～（４） 600 広井王子┴湖住ふじこ 個人差あります（３） 640 日暮キノコ

二世の契り（１） 600 櫻井しゅしゅしゅ┴アイディアファクトリー 個人差あります（４） 640 日暮キノコ

二世の契り（２） 600 櫻井しゅしゅしゅ┴アイディアファクトリー 個人差あります（５） 650 日暮キノコ

二世の契り（３） 600 櫻井しゅしゅしゅ┴アイディアファクトリー 個人差あります（６） 650 日暮キノコ

二世の契り（４） 600 櫻井しゅしゅしゅ┴アイディアファクトリー 天牢のアヴァロン（１） 630 浜村俊基┴藤澤紀幸

Ｄａｎｚａ［ダンツァ］（１） 657 オノ・ナツメ 天牢のアヴァロン（２） 640 浜村俊基┴藤澤紀幸

ＣＯＰＰＥＲＳ［カッパーズ］（１） 648 オノ・ナツメ 天牢のアヴァロン（３） 640 浜村俊基┴藤澤紀幸

ＣＯＰＰＥＲＳ［カッパーズ］（２） 667 オノ・ナツメ 天牢のアヴァロン（４） 660 浜村俊基┴藤澤紀幸

ｍｉｉｆａ（１） 600 ひなきみわ 一度は彼女になってみたい！（１） 420 栄羽弥

ｍｉｉｆａ（２） 600 ひなきみわ 一度は彼女になってみたい！（２） 420 栄羽弥

ｍｉｉｆａ（３） 600 ひなきみわ 一度は彼女になってみたい！（３） 450 栄羽弥

ｍｉｉｆａ（４） 600 ひなきみわ 一度は彼女になってみたい！（４） 450 栄羽弥

クレムリン（１） 600 カレー沢薫 おっさんずラブ（１） 600

山中梅鉢┴ＴＶドラマ「おっさんずラブ」（制作：

テレビ朝日脚本：徳尾浩司）

クレムリン（２） 600 カレー沢薫 おっさんずラブ（２） 600

山中梅鉢┴ＴＶドラマ「おっさんずラブ」（制作：

テレビ朝日脚本：徳尾浩司）

クレムリン（３） 600 カレー沢薫 おっさんずラブ（３） 600

山中梅鉢┴ＴＶドラマ「おっさんずラブ」（制作：

テレビ朝日脚本：徳尾浩司）

クレムリン（４） 600 カレー沢薫 おっさんずラブ（４） 600

山中梅鉢┴ＴＶドラマ「おっさんずラブ」（制作：

テレビ朝日脚本：徳尾浩司）

クレムリン（５） 600 カレー沢薫 東京タラレバ娘　リターンズ 500 東村アキコ

クレムリン（６） 600 カレー沢薫 Ｐａｌｃｙ　女子部　ｖｏｌ．１ 400

長谷垣なるみ┴岩井あき┴杜若わか┴七都サマコ

┴キリシマソウ┴みずさわるる┴六多いくみ┴雪森

さくら┴ななせ┴柚井ふうこ

クレムリン（７） 600 カレー沢薫 Ｐａｌｃｙ　女子部　ｖｏｌ．２ 400

長谷垣なるみ┴岩井あき┴杜若わか┴七都サマコ

┴キリシマソウ┴春巻はるな┴六多いくみ┴冬織

透真┴みずさわるる┴ななせ┴柚井ふうこ┴雪森

さくら

にこたま（１） 600 渡辺ペコ Ｐａｌｃｙ　女子部　ｖｏｌ．３ 400

長谷垣なるみ┴岩井あき┴杜若わか┴冬織透真

┴七都サマコ┴キリシマソウ┴みずさわるる┴六多

いくみ┴雪森さくら┴ななせ┴うさ沢妹子┴松本藍

┴柚井ふうこ┴春巻はるな

にこたま（２） 600 渡辺ペコ Ｐａｌｃｙ　女子部　ｖｏｌ．４ 400

キリシマソウ┴冬織透真┴うさ沢妹子┴蟻子┴松

本藍┴ななせ┴柚井ふうこ┴春巻はるな

にこたま（３） 600 渡辺ペコ Ｐａｌｃｙ　ｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．１ 400

春原ロビンソン┴小菊路よう┴９℃┴史つぼみ┴

あおいみつ┴吉田はるゆき┴清水茜┴松本ひで吉

┴茅なや┴各務浩章

にこたま（４） 600 渡辺ペコ Ｐａｌｃｙ　ｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．２ 400

春原ロビンソン┴小菊路よう┴９℃┴史つぼみ┴

あおいみつ┴吉田はるゆき┴清水茜┴松本ひで吉

┴茅なや┴各務浩章┴高殿円┴ミナヅキアキラ┴

ＭＥＳＳＩＡＨ　ＰＲＯＪＥＣＴ┴タイジロウ

┴糸瀬ねめ

にこたま（５） 600 渡辺ペコ Ｐａｌｃｙ　ｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．３ 400

春原ロビンソン┴小菊路よう┴９℃┴ミナヅキアキ

ラ┴高殿円┴ＭＥＳＳＩＡＨ　ＰＲＯＪＥＣ

Ｔ┴史つぼみ┴あおいみつ┴吉田はるゆき┴清水

茜┴松本ひで吉┴茅なや┴各務浩章┴糸瀬ねめ

┴タイジロウ

ルミとマヤとその周辺（１） 500 ヤマザキマリ Ｐａｌｃｙ　ｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．４ 400

春原ロビンソン┴小菊路よう┴９℃┴茅なや┴ミ

ナヅキアキラ┴高殿円┴ＭＥＳＳＩＡＨ　ＰＲ

ＯＪＥＣＴ┴史つぼみ┴あおいみつ┴吉田はる

ゆき┴清水茜┴松本ひで吉┴各務浩章┴糸瀬

ねめ┴タイジロウ

ルミとマヤとその周辺（２） 500 ヤマザキマリ 未完成でも恋がいい（１） 420 倉地よね

ルミとマヤとその周辺（３） 500 ヤマザキマリ 未完成でも恋がいい（２） 420 倉地よね

少年ノート（１） 629 鎌谷悠希 未完成でも恋がいい（３） 450 倉地よね

少年ノート（２） 629 鎌谷悠希 ユダヤ人と経済生活（１） 700 ゾンバルト┴名波優太

少年ノート（３） 629 鎌谷悠希 メイクはただの魔法じゃないの　ビギナーズ（１） 800 六多いくみ

少年ノート（４） 629 鎌谷悠希 メイクはただの魔法じゃないの　ビギナーズ（２） 1100 六多いくみ

少年ノート（５） 629 鎌谷悠希 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＣＩＴＹ　ＨＥＲＯ（１） 420 真島ヒロ┴安東汐

少年ノート（６） 629 鎌谷悠希 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＣＩＴＹ　ＨＥＲＯ（２） 420 真島ヒロ┴安東汐

少年ノート（７） 629 鎌谷悠希 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＣＩＴＹ　ＨＥＲＯ（３） 420 真島ヒロ┴安東汐

少年ノート（８） 629 鎌谷悠希 ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＣＩＴＹ　ＨＥＲＯ（４） 420 真島ヒロ┴安東汐

新・地獄少女（１） 420 永遠幸┴地獄少女プロジェクト 変身したらヤリ放題！　～マニアック・ウルフ～（１） 600 中西やすひろ

新・地獄少女（２） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 変身したらヤリ放題！　～マニアック・ウルフ～（２） 600 中西やすひろ

新・地獄少女（３） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ＫＩＮＧ　ＢＯＴＴＯＭ（１） 630 樋野貴浩

生活【完全版】（１） 781 福満しげゆき ＫＩＮＧ　ＢＯＴＴＯＭ（２） 630 樋野貴浩

僕はビートルズ（１） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＢＯＴＴＯＭ（３） 630 樋野貴浩

僕はビートルズ（２） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ ＫＩＮＧ　ＢＯＴＴＯＭ（４） 630 樋野貴浩

僕はビートルズ（３） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ マルドゥック・デーモンズ（上） 650 皆本形介┴冲方丁

僕はビートルズ（４） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ マルドゥック・デーモンズ（下） 650 皆本形介┴冲方丁

僕はビートルズ（５） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ なんでここに先生が！？　特装版（６） 1100 蘇募ロウ

僕はビートルズ（６） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ ヘイジー　フレーバー　メモリー 600 櫻井タイキ

僕はビートルズ（７） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ クロマティ高校　職員室（１） 420 野中英次┴井野壱番

僕はビートルズ（８） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ クロマティ高校　職員室（２） 420 野中英次┴井野壱番

僕はビートルズ（９） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ 東京タラレバ娘番外編　タラレＢａｒ 600 東村アキコ

僕はビートルズ（１０） 600 藤井哲夫┴かわぐちかいじ 新装版　マイ・フェア・ネイバー 520 森野萌

涼子さんの言うことには（１） 600 ヤマザキマリ テイコウペンギン（１） 800 とりのささみ。

恋と軍艦（１） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１） 800 流石景

恋と軍艦（２） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２） 800 流石景

恋と軍艦（３） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（３） 800 流石景

恋と軍艦（４） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（４） 800 流石景

恋と軍艦（５） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（５） 800 流石景

恋と軍艦（６） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（６） 800 流石景

恋と軍艦（７） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（７） 800 流石景

恋と軍艦（８） 420 西炯子 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（８） 800 流石景

さばげぶっ！（１） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（９） 800 流石景

さばげぶっ！（２） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１０） 800 流石景

さばげぶっ！（３） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１１） 800 流石景

さばげぶっ！（４） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１２） 800 流石景

さばげぶっ！（５） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１３） 800 流石景

さばげぶっ！（６） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１４） 800 流石景

さばげぶっ！（７） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１５） 800 流石景

さばげぶっ！（８） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１６） 800 流石景

さばげぶっ！（９） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１７） 800 流石景

さばげぶっ！（１０） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１８） 800 流石景



さばげぶっ！（１１） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（１９） 800 流石景

さばげぶっ！（１２） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２０） 800 流石景

さばげぶっ！（１３） 420 松本ひで吉 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２１） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（１） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２２） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（２） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２３） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（３） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２４） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（４） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２５） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（５） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２６） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（６） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２７） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（７） 420 秋元奈美 ドメスティックな彼女　よりぬきカラー版（２８） 800 流石景

ミラクル☆ガールズ（８） 420 秋元奈美 お文具といっしょ 1000 お文具

ミラクル☆ガールズ（９） 420 秋元奈美 お文具といっしょ　その２ 1000 お文具

永遠の鼓動（１） 420 折原みと お文具といっしょ　その３ 1000 お文具

永遠の鼓動（２） 420 折原みと お文具といっしょ　その４ 1000 お文具

う（１） 600 ラズウェル細木 お文具といっしょ　その５ 1000 お文具

う（２） 600 ラズウェル細木 お文具といっしょ　その６ 1000 お文具

う（３） 600 ラズウェル細木 インハンド（１） 630 朱戸アオ

う（４） 600 ラズウェル細木 インハンド（２） 630 朱戸アオ

さんかれあ（１） 420 はっとりみつる インハンド（３） 640 朱戸アオ

さんかれあ（２） 420 はっとりみつる インハンド（４） 640 朱戸アオ

さんかれあ（３） 420 はっとりみつる インハンド（５） 650 朱戸アオ

さんかれあ（４） 420 はっとりみつる ロストフード（１） 630 赤名修

さんかれあ（５） 420 はっとりみつる となりの稲荷（１） 600 庭猫もる

さんかれあ（６） 420 はっとりみつる となりの稲荷（２） 600 庭猫もる

さんかれあ（７） 420 はっとりみつる キャンパスの魔法使い（１） 630 さねすえ

さんかれあ（８） 420 はっとりみつる キャンパスの魔法使い（２） 630 さねすえ

さんかれあ（９） 420 はっとりみつる キャンパスの魔法使い（３） 650 さねすえ

さんかれあ（１０） 420 はっとりみつる 中年卍（１） 650 ルネッサンス吉田

さんかれあ（１１） 420 はっとりみつる 放課後ストレイシープ（１） 630 タケオキュージュウ

そんな未来はウソである（１） 560 桜場コハル 放課後ストレイシープ（２） 694 タケオキュージュウ

そんな未来はウソである（２） 560 桜場コハル 放課後ストレイシープ（３） 600 タケオキュージュウ

そんな未来はウソである（３） 560 桜場コハル ありがタイツ！（１） 420 ぐらんで

そんな未来はウソである（４） 560 桜場コハル ありがタイツ！（２） 420 ぐらんで

そんな未来はウソである（５） 560 桜場コハル ありがタイツ！（３） 420 ぐらんで

そんな未来はウソである（６） 560 桜場コハル ぼくたちのリメイク（１） 600 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

ユメコイ 420 あなしん ぼくたちのリメイク（２） 600 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

ルー＝ガルー　忌避すべき狼　完全版（１） 600 京極夏彦┴樋口彰彦 ぼくたちのリメイク（３） 650 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

ルー＝ガルー　忌避すべき狼　完全版（２） 600 京極夏彦┴樋口彰彦 ぼくたちのリメイク（４） 650 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

ルー＝ガルー　忌避すべき狼　完全版（３） 600 京極夏彦┴樋口彰彦 ぼくたちのリメイク（５） 650 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

愛し方だけ、おぼえてる（１） 420 たかはしあん ぼくたちのリメイク（６） 650 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

女子部にコイ！ 420 桃生有希 ぼくたちのリメイク（７） 650 閃凡人┴木緒なち┴えれっと

少女達の怪談（１） 420

ヒナチなお┴天之ひるめ┴もこやま仁┴たちば

な梓┴梅野花┴七海ソラ 純とかおる（１） 600 二駅ずい

神さまの言うとおり（１） 420 金城宗幸┴藤村緋二 純とかおる（２） 630 二駅ずい

神さまの言うとおり（２） 420 金城宗幸┴藤村緋二 ギャルと恐竜（１） 630 森もり子┴トミムラコタ

神さまの言うとおり（３） 420 金城宗幸┴藤村緋二 ギャルと恐竜（２） 630 森もり子┴トミムラコタ

神さまの言うとおり（４） 420 金城宗幸┴藤村緋二 ギャルと恐竜（３） 630 森もり子┴トミムラコタ

神さまの言うとおり（５） 420 金城宗幸┴藤村緋二 ギャルと恐竜（４） 630 森もり子┴トミムラコタ

地獄堂霊界通信（１） 600 香月日輪┴みもり ギャルと恐竜（５） 630 森もり子┴トミムラコタ

地獄堂霊界通信（２） 600 香月日輪┴みもり ギャルと恐竜（６） 630 森もり子┴トミムラコタ

地獄堂霊界通信（３） 600 香月日輪┴みもり ギャルと恐竜（７） 660 森もり子┴トミムラコタ

地獄堂霊界通信（４） 600 香月日輪┴みもり ひとりぼっちで恋をしてみた（１） 630 田川とまた

地獄堂霊界通信（５） 600 香月日輪┴みもり ひとりぼっちで恋をしてみた（２） 630 田川とまた

地獄堂霊界通信（６） 600 香月日輪┴みもり ひとりぼっちで恋をしてみた（３） 660 田川とまた

地獄堂霊界通信（７） 600 香月日輪┴みもり ひとりぼっちで恋をしてみた（４） 660 田川とまた

地獄堂霊界通信（８） 600 香月日輪┴みもり 酒場ミモザ（１） 600 ほうさいともこ

地獄堂霊界通信（９） 600 香月日輪┴みもり 酒場ミモザ（２） 600 ほうさいともこ

地獄堂霊界通信（１０） 600 香月日輪┴みもり 酒場ミモザ（３） 600 ほうさいともこ

地獄堂霊界通信（１１） 600 みもり┴香月日輪 酒場ミモザ（４） 600 ほうさいともこ

地獄堂霊界通信（１２） 600 みもり┴香月日輪 ヴァンパイア男子寮（１） 420 遠山えま

天使のかまぼこ（１） 420 克間彩人 ヴァンパイア男子寮（２） 420 遠山えま

謎の彼女Ｘ（１） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（３） 420 遠山えま

謎の彼女Ｘ（２） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（４） 420 遠山えま

謎の彼女Ｘ（３） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（５） 420 遠山えま

謎の彼女Ｘ（４） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（６） 420 遠山えま

謎の彼女Ｘ（５） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（７） 440 遠山えま

謎の彼女Ｘ（６） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（８） 440 遠山えま

謎の彼女Ｘ（７） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（９） 440 遠山えま

謎の彼女Ｘ（８） 600 植芝理一 ヴァンパイア男子寮（１０） 440 遠山えま

謎の彼女Ｘ（９） 600 植芝理一 ウソ婚　【電子版限定カラーイラスト付き】（１） 500 時名きうい

謎の彼女Ｘ（１０） 600 植芝理一 ウソ婚　【電子版限定カラーイラスト付き】（２） 500 時名きうい

謎の彼女Ｘ（１１） 600 植芝理一 ウソ婚（３） 500 時名きうい

謎の彼女Ｘ（１２） 600 植芝理一 ウソ婚（４） 500 時名きうい

発熱する１５歳の恋情（１） 420 芹沢由紀子 ウソ婚（５） 500 時名きうい

路地恋花（１） 600 麻生みこと ウソ婚（６） 500 時名きうい

路地恋花（２） 600 麻生みこと ウソ婚（７）　描きおろしカラーイラスト特典付き 500 時名きうい

路地恋花（３） 600 麻生みこと ウソ婚（８）　スペシャル特典カレンダー付き 500 時名きうい

路地恋花（４） 600 麻生みこと ウソ婚（９）　描きおろしカラーイラスト特典付き 500 時名きうい

惡の華（１） 420 押見修造 ウソ婚（１０） 500 時名きうい

惡の華（２） 420 押見修造 ウソ婚（１１） 500 時名きうい

惡の華（３） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（１） 420 はつはる

惡の華（４） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（２） 420 はつはる

惡の華（５） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（３） 450 はつはる

惡の華（６） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（４） 450 はつはる

惡の華（７） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（５） 450 はつはる

惡の華（８） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（６） 450 はつはる

惡の華（９） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（７） 450 はつはる

惡の華（１０） 420 押見修造 お嬢と番犬くん（８） 450 はつはる

惡の華（１１） 420 押見修造 かぞくを編む（１） 420 慎結

金田一少年の事件簿　特別編 明智少年の華麗なる事件簿 600 天樹征丸┴さとうふみや かぞくを編む（２） 420 慎結

金田一少年の事件簿　特別編　明智警視の優雅なる事件簿 600 天樹征丸┴さとうふみや かぞくを編む（３） 420 慎結

レッド　１９６９～１９７２（１） 952 山本直樹 ヒロインはじめました。（１） 420 天倉ふゆ

レッド　１９６９～１９７２（２） 962 山本直樹 ヒロインはじめました。（２） 420 天倉ふゆ

レッド　１９６９～１９７２（３） 952 山本直樹 ヒロインはじめました。（３） 450 天倉ふゆ

レッド　１９６９～１９７２（４） 952 山本直樹 ヒロインはじめました。（４） 450 天倉ふゆ

レッド　１９６９～１９７２（５） 962 山本直樹 エミール 700 ルソー┴伊佐義勇

レッド　１９６９～１９７２（６） 962 山本直樹 私の正しいお兄ちゃん（１） 470 モリエサトシ

レッド　１９６９～１９７２（７） 981 山本直樹 私の正しいお兄ちゃん（２） 470 モリエサトシ

レッド　１９６９～１９７２（８） 1100 山本直樹 私の正しいお兄ちゃん（３） 470 モリエサトシ

あぁん…乱れ咲く純愛＆ほとばしるＨ　ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴サブロウタ┴相川ヒロ 私の正しいお兄ちゃん（４）　【電子限定描きおろし漫画つき】 470 モリエサトシ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（１） 420 はっとりみつる いぐのべる（１）　ブラジャーはガスマスクになるんですか？ 420 ＢＩＫＩ┴高田桂

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（２） 420 はっとりみつる いぐのべる（２）　猫は液体かもしれないって本当ですか？ 420 ｂｉｋｉ┴高田桂

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（３） 420 はっとりみつる デキる猫は今日も憂鬱（１） 860 山田ヒツジ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（４） 420 はっとりみつる デキる猫は今日も憂鬱（２） 860 山田ヒツジ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（５） 420 はっとりみつる デキる猫は今日も憂鬱（３） 860 山田ヒツジ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（６） 420 はっとりみつる デキる猫は今日も憂鬱（４） 860 山田ヒツジ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（７） 420 はっとりみつる デキる猫は今日も憂鬱（５） 860 山田ヒツジ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（８） 420 はっとりみつる デキる猫は今日も憂鬱（６） 860 山田ヒツジ

ケンコー全裸系水泳部　ウミショー（９） 420 はっとりみつる ねこボラ部のみるくさん（１） 850 森永みるく



トンネルぬけたらスカイ☆ブルー 600 しげの秀一 櫛山石尾の凶器録（１） 600 下田将也

冒険エレキテ島（１） 933 鶴田謙二 櫛山石尾の凶器録（２） 600 下田将也

冒険エレキテ島（２） 940 鶴田謙二 女戦士ってモテないんです！（１） 600 タイジロウ

のりりん（１） 600 鬼頭莫宏 女戦士ってモテないんです！（２） 600 タイジロウ

のりりん（２） 619 鬼頭莫宏 女戦士ってモテないんです！（３） 600 タイジロウ

のりりん（３） 600 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（１） 630 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（４） 600 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（２） 630 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（５） 600 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（３） 630 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（６） 619 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（４） 690 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（７） 619 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（５） 660 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（８） 619 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（６） 660 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（９） 619 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（７） 660 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（１０） 619 鬼頭莫宏 オカルトちゃんは語れない（８） 660 ペトス┴橋本カヱ┴本多創

のりりん（１１） 619 鬼頭莫宏 はたらくすすむ（１） 630 安堂ミキオ

ウィッチクラフトワークス（１） 630 水薙竜 はたらくすすむ（２） 630 安堂ミキオ

ウィッチクラフトワークス（２） 600 水薙竜 はたらくすすむ（３） 660 安堂ミキオ

ウィッチクラフトワークス（３） 600 水薙竜 はたらくすすむ（４） 660 安堂ミキオ

ウィッチクラフトワークス（４） 600 水薙竜 不倫。ダメ、絶対！ 630 カラスヤサトシ

ウィッチクラフトワークス（５） 630 水薙竜 炎炎ノ消防隊（１６）特装版 900 大久保篤

ウィッチクラフトワークス（６） 600 水薙竜 ミッキーマウス９０周年記念イラスト集　ｇｉｆｔ 3000 講談社編

ウィッチクラフトワークス（７） 600 水薙竜 おあいにくさま！（１） 600 近由子

ウィッチクラフトワークス（８） 600 水薙竜 おあいにくさま！（２） 600 近由子

ウィッチクラフトワークス（９） 600 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（１） 630 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１０） 600 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（２） 630 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１１） 630 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（３） 660 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１２） 600 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（４） 660 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１３） 630 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（５） 660 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１４） 630 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（６） 680 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１５） 660 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（７） 680 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１６） 660 水薙竜 乾と巽―ザバイカル戦記―（８） 680 安彦良和

ウィッチクラフトワークス（１７） 700 水薙竜 やりすぎた魔神殲滅者の七大罪遊戯（１） 600 カメノヒロ弥┴上栖綴人

ガール（１） 500 奥田英朗┴早坂いあん やりすぎた魔神殲滅者の七大罪遊戯（２） 600 カメノヒロ弥┴上栖綴人┴ＧｏＨａｎｄｓ

ガール（２） 500 奥田英朗┴早坂いあん やりすぎた魔神殲滅者の七大罪遊戯（３） 650 カメノヒロ弥┴上栖綴人┴ＧｏＨａｎｄｓ

なにかもちがってますか（１） 600 鬼頭莫宏 レッド・ベルベット（１） 1100 多田由美

なにかもちがってますか（２） 600 鬼頭莫宏 レッド・ベルベット（２） 1150 多田由美

なにかもちがってますか（３） 600 鬼頭莫宏 レッド・ベルベット（３） 1400 多田由美

なにかもちがってますか（４） 600 鬼頭莫宏 改元　島耕作（３）　～昭和６０年～ 600 弘兼憲史

なにかもちがってますか（５） 600 鬼頭莫宏 改元　島耕作（４）　～昭和６１年～ 600 弘兼憲史

激昂がんぼ（１） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（５）　～昭和６２年～ 700 弘兼憲史

激昂がんぼ（２） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（６）　～昭和６３年～ 900 弘兼憲史

激昂がんぼ（３） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（７）　～昭和６４年＆平成元年～ 1000 弘兼憲史

激昂がんぼ（４） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（８）　～平成２年～ 2000 弘兼憲史

激昂がんぼ（５） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（９）　～平成３年～ 2500 弘兼憲史

激昂がんぼ（６） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（１０）　～平成４年～ 500 弘兼憲史

激昂がんぼ（７） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（１５）　～平成１１年～ 2000 弘兼憲史

激昂がんぼ（８） 600 田島隆┴東風孝広 改元　島耕作（１６）　～平成１２年～ 2000 弘兼憲史

ヘルズキッチン（１） 420 西村ミツル┴天道グミ 改元　島耕作（１７）　～平成１３年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（２） 420 西村ミツル┴天道グミ 改元　島耕作（１８）　～平成１４年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（３） 420 西村ミツル┴天道グミ 改元　島耕作（１９）　～平成１５年～ 1000 弘兼憲史

ヘルズキッチン（４） 420 西村ミツル┴天道グミ 改元　島耕作（２０）　～平成１６年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（５） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２１）　～平成１７年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（６） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２２）　～平成１８年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（７） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２３）　～平成１９年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（８） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２４）　～平成２０年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（９） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２５）　～平成２１年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（１０） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２６）　～平成２２年～ 1500 弘兼憲史

ヘルズキッチン（１１） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２７）　～平成２３年～ 400 弘兼憲史

ヘルズキッチン（１２） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２８）　～平成２４年～ 1000 弘兼憲史

ヘルズキッチン（１３） 420 天道グミ┴西村ミツル 改元　島耕作（２９）　～平成２５年～ 1000 弘兼憲史

花畑で地上９０ｃｍのキスを。 420 芹沢由紀子 改元　島耕作（３０）　～平成２６年～ 500 弘兼憲史

泣きたい時に読む感動ラブストーリー 420

那波マオ┴森尾理奈┴みづき水脈┴はやし

だちひろ┴上機しほ 改元　島耕作（３１）　～平成２７年～ 500 弘兼憲史

涙腺やぶりの実話ラブ 420

たかはしあん┴丘上あい┴藤田みお┴森尾

理奈┴桜井真優 改元　島耕作（３２）　～平成２８年～ 500 弘兼憲史

×××ＨＯＬｉＣ（１） 619 ＣＬＡＭＰ 改元　島耕作（３３）　～平成２９年～ 400 弘兼憲史

×××ＨＯＬｉＣ（２） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（１） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（３） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（２） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（４） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（３） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（５） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（４） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（６） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（５） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（７） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（６） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（８） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（７） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（９） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（８） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（１０） 619 ＣＬＡＭＰ メイド戦記（９） 600 ＲＡＮ

×××ＨＯＬｉＣ（１１） 619 ＣＬＡＭＰ ダウト～嘘つき王子は誰？～（１） 600 此処田ヨー子┴ボルテージ

×××ＨＯＬｉＣ（１２） 619 ＣＬＡＭＰ ダウト～嘘つき王子は誰？～（２） 600 此処田ヨー子┴ボルテージ

×××ＨＯＬｉＣ（１３） 619 ＣＬＡＭＰ ダウト～嘘つき王子は誰？～（３） 600 此処田ヨー子┴ボルテージ

×××ＨＯＬｉＣ（１４） 619 ＣＬＡＭＰ 逆さまのバベル（１） 600 火事屋

×××ＨＯＬｉＣ（１５） 619 ＣＬＡＭＰ 空挺ドラゴンズ　特装版（６） 1200 桑原太矩

×××ＨＯＬｉＣ（１６） 619 ＣＬＡＭＰ 水は海に向かって流れる（１） 600 田島列島

×××ＨＯＬｉＣ（１７） 619 ＣＬＡＭＰ 水は海に向かって流れる（２） 600 田島列島

×××ＨＯＬｉＣ（１８） 619 ＣＬＡＭＰ 水は海に向かって流れる（３） 600 田島列島

×××ＨＯＬｉＣ（１９） 619 ＣＬＡＭＰ ボイスラ！！（１） 600 Ｏｃｔｏ

たいようのいえ（１） 420 タアモ ボイスラ！！（２） 600 Ｏｃｔｏ

たいようのいえ（２） 420 タアモ 淫らな青ちゃんは勉強ができない　オトナ編（１） 600 カワハラ恋

たいようのいえ（３） 420 タアモ 淫らな青ちゃんは勉強ができない　オトナ編（２） 600 カワハラ恋

たいようのいえ（４） 420 タアモ 淫らな青ちゃんは勉強ができない　オトナ編（３） 600 カワハラ恋

たいようのいえ（５） 420 タアモ あっちの練習はじめました。（１） 500 花宮初

たいようのいえ（６） 420 タアモ あっちの練習はじめました。（２） 500 花宮初

たいようのいえ（７） 420 タアモ あっちの練習はじめました。（３） 500 花宮初

たいようのいえ（８） 420 タアモ あっちの練習はじめました。（４） 500 花宮初

たいようのいえ（９） 420 タアモ プ女と野獣　ＪＫが悪役レスラーに恋した話（１） 420 安曇ゆうひ

たいようのいえ（１０） 420 タアモ プ女と野獣　ＪＫが悪役レスラーに恋した話（２） 420 安曇ゆうひ

たいようのいえ（１１） 420 タアモ プ女と野獣　ＪＫが悪役レスラーに恋した話（３） 450 安曇ゆうひ

たいようのいえ（１２） 420 タアモ 魔王さまの抜き打ちダンジョン視察（１） 600 館ノ川駿

たいようのいえ（１３） 420 タアモ 魔王さまの抜き打ちダンジョン視察（２） 600 館ノ川駿

ツバサ（１） 560 ＣＬＡＭＰ 魔王さまの抜き打ちダンジョン視察（３） 600 館ノ川駿

ツバサ（２） 560 ＣＬＡＭＰ うつ妊！～私、妊娠しちゃダメですか？～ 700 月ヶ瀬ゆりの┴ゆうきゆう

ツバサ（３） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　宮本武蔵編 420 川原正敏

ツバサ（４） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　風雲幕末編 840 川原正敏

ツバサ（５） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　アメリカ西部編 420 川原正敏

ツバサ（６） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　寛永御前試合編 840 川原正敏

ツバサ（７） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　源義経編 1680 川原正敏

ツバサ（８） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　織田信長編 1680 川原正敏

ツバサ（９） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　西郷四郎編 420 川原正敏

ツバサ（１０） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　雷電為右衛門編 420 川原正敏

ツバサ（１１） 560 ＣＬＡＭＰ 新装版　修羅の刻　昭和編 840 川原正敏

ツバサ（１２） 560 ＣＬＡＭＰ 劣っていることは資産である　～アドラーの「個人心理学講義」より～ 700 アドラー┴近藤たかし┴岸見一郎

ツバサ（１３） 560 ＣＬＡＭＰ 烏に単は似合わない　特装版（２） 1400 阿部智里┴松崎夏未



ツバサ（１４） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ　セクシーパニック！描き下ろし漫画付き特装版（１） 800 綿貫ろん┴はらわたさいぞう

ツバサ（１５） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ（１） 630 はらわたさいぞう┴綿貫ろん

ツバサ（１６） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ（２） 630 はらわたさいぞう┴綿貫ろん

ツバサ（１７） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ（３） 640 はらわたさいぞう┴綿貫ろん

ツバサ（１８） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ（４） 640 はらわたさいぞう┴綿貫ろん

ツバサ（１９） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ（５） 640 はらわたさいぞう┴綿貫ろん

ツバサ（２０） 560 ＣＬＡＭＰ キングダムオブザＺ（６） 650 はらわたさいぞう┴綿貫ろん

ツバサ（２１） 560 ＣＬＡＭＰ どうしてもヤリたくて学園 700 星名あんじ

ツバサ（２２） 560 ＣＬＡＭＰ あまちんは自称♂　電子特装版【あまちん写真集付き】（４） 800 寺井赤音

ツバサ（２３） 560 ＣＬＡＭＰ ワンダンス（１） 680 珈琲

ツバサ（２４） 560 ＣＬＡＭＰ ワンダンス（２） 680 珈琲

ツバサ（２５） 560 ＣＬＡＭＰ ワンダンス（３） 680 珈琲

ツバサ（２６） 560 ＣＬＡＭＰ ワンダンス（４） 680 珈琲

ツバサ（２７） 560 ＣＬＡＭＰ ワンダンス（５） 660 珈琲

ツバサ（２８） 560 ＣＬＡＭＰ ワンダンス（６） 680 珈琲

光の王国（１） 600 菅原雅雪 ワンダンス（７） 680 珈琲

光の王国（２） 600 菅原雅雪 ワンダンス（８） 680 珈琲

暁星記（１） 600 菅原雅雪 ワンダンス（９） 680 珈琲

暁星記（２） 600 菅原雅雪 あこがれ冒険者（１） 420 あさぎり夕

暁星記（３） 600 菅原雅雪 あこがれ冒険者（２） 420 あさぎり夕

暁星記（４） 600 菅原雅雪 あこがれ冒険者（３） 420 あさぎり夕

暁星記（５） 600 菅原雅雪 ミンミン！（１） 420 あさぎり夕

暁星記（６） 600 菅原雅雪 ミンミン！（２） 420 あさぎり夕

暁星記（７） 600 菅原雅雪 ミンミン！（３） 420 あさぎり夕

暁星記（８） 600 菅原雅雪 ミンミン！（４） 420 あさぎり夕

最果てアーケード（１） 600 小川洋子┴有永イネ ミンミン！（５） 420 あさぎり夕

最果てアーケード（２） 600 小川洋子┴有永イネ むしろウツなので結婚かと　解説付き 900 菊池直恵┴城伊景季

修羅の刻（１） 420 川原正敏 あいつがＨＥＲＯ！（１） 420 あさぎり夕

修羅の刻（２） 420 川原正敏 あいつがＨＥＲＯ！（２） 420 あさぎり夕

修羅の刻（３） 420 川原正敏

ゴミ清掃員の日常【電子版限定特典ゴミ清掃員のつぶやき１７０Ｐ超収

録】 1000 滝沢秀一┴滝沢友紀

修羅の刻（４） 420 川原正敏 青空のはてのはて　真鍋昌平作品集 900 真鍋昌平

修羅の刻（５） 420 川原正敏

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｔｈｅ

Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ（１）　電子限定 著者サイン入りイラスト＆扉

絵カラー収録 650

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月

ルイ┴百瀬祐一郎

修羅の刻（６） 420 川原正敏

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｔｈｅ

Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ（２） 600

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月

ルイ

修羅の刻（７） 420 川原正敏

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｔｈｅ

Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ（３） 650

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月

ルイ

修羅の刻（８） 420 川原正敏

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｔｈｅ

Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ（４） 650

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月

ルイ

修羅の刻（９） 420 川原正敏 なな色マジック（１） 500 あさぎり夕

修羅の刻（１０） 420 川原正敏 なな色マジック（２） 500 あさぎり夕

修羅の刻（１１） 420 川原正敏 なな色マジック（３） 500 あさぎり夕

修羅の刻（１２） 420 川原正敏 なな色マジック（４） 500 あさぎり夕

修羅の刻（１３） 420 川原正敏 なな色マジック（５） 500 あさぎり夕

修羅の刻（１３）裏 420 川原正敏 なな色マジック（６） 500 あさぎり夕

修羅の刻（１４） 420 川原正敏 ハンツー×トラッシュ　限定版（１７） 1100 こばやしひよこ

修羅の刻（１５） 420 川原正敏 雪女と蟹を食う（１） 630 Ｇｉｎｏ０８０８

修羅の刻（１６） 420 川原正敏 雪女と蟹を食う（２） 630 Ｇｉｎｏ０８０８

修羅の刻（１７） 420 川原正敏 雪女と蟹を食う（３） 630 Ｇｉｎｏ０８０８

修羅の刻（１８） 420 川原正敏 雪女と蟹を食う（４） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

修羅の刻（１９） 420 川原正敏 雪女と蟹を食う（５） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

金田一少年の事件簿　２０周年記念シリーズ（１） 420 天樹征丸┴さとうふみや 雪女と蟹を食う（６） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

金田一少年の事件簿　２０周年記念シリーズ（２） 420 天樹征丸┴さとうふみや 雪女と蟹を食う（７） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

金田一少年の事件簿　２０周年記念シリーズ（３） 420 天樹征丸┴さとうふみや 雪女と蟹を食う（８） 630 Ｇｉｎｏ０８０８

金田一少年の事件簿　２０周年記念シリーズ（４） 420 天樹征丸┴さとうふみや 雪女と蟹を食う（９） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

金田一少年の事件簿　２０周年記念シリーズ（５） 420 天樹征丸┴さとうふみや バトル・アリーナ（１） 600 皆本形介┴栗原純也

かみかみかえし（１） 420 遠山えま バトル・アリーナ（２） 660 皆本形介┴栗原純也

かみかみかえし（２） 420 遠山えま はねバド！　特装版（１５） 1100 濱田浩輔

かみかみかえし（３） 420 遠山えま ひゃくえむ。（１） 600 魚豊

かみかみかえし（４） 420 遠山えま ひゃくえむ。（２） 600 魚豊

かみかみかえし（５） 420 遠山えま ひゃくえむ。（３） 600 魚豊

かみかみかえし（６） 420 遠山えま ひゃくえむ。（４） 600 魚豊

かみかみかえし（７） 420 遠山えま ひゃくえむ。（５） 600 魚豊

かみかみかえし（８） 420 遠山えま

異世界支配のスキルテイカー　ゼロから始める奴隷ハーレム　セクシーブース

トカラー版（７） 900 笠原巴┴柑橘ゆすら┴蔓木鋼音

テンペスト（１） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（１） 600 真木蛍五

テンペスト（２） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（２） 600 真木蛍五

テンペスト（３） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（３） 600 真木蛍五

テンペスト（４） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（４） 600 真木蛍五

テンペスト（５） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（５） 600 真木蛍五

テンペスト（６） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（６） 600 真木蛍五

テンペスト（７） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（７） 600 真木蛍五

テンペスト（８） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（８） 600 真木蛍五

テンペスト（９） 600 阿仁谷ユイジ 可愛いだけじゃない式守さん（９） 630 真木蛍五

ボッコンリンリ（１） 420 岩下慶子 可愛いだけじゃない式守さん（１０） 630 真木蛍五

ボッコンリンリ（２） 420 岩下慶子 可愛いだけじゃない式守さん（１１） 630 真木蛍五

七つのくるり（１） 600 潮見知佳 可愛いだけじゃない式守さん（１２） 630 真木蛍五

七つのくるり（２） 600 潮見知佳 可愛いだけじゃない式守さん（１３） 630 真木蛍五

地獄少女　閻魔あいセレクション　激こわストーリー 420

地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴小鷹ナヲ┴

ハタノヒヨコ┴明日賀じゅん┴白沢まりも┴青

月まどか 可愛いだけじゃない式守さん（１４） 630 真木蛍五

地獄少女Ｒ（１） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 可愛いだけじゃない式守さん（１５） 630 真木蛍五

地獄少女Ｒ（２） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 可愛いだけじゃない式守さん（１６） 630 真木蛍五

地獄少女Ｒ（３） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 東京傭兵株式会社（１） 420 内田康平

地獄少女Ｒ（４） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 東京傭兵株式会社（２） 420 内田康平

地獄少女Ｒ（５） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 イジらないで、長瀞さん　特装版（５） 950 ナナシ

地獄少女Ｒ（６） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ダーリンは社長くん（１） 500 成海柚希

地獄少女Ｒ（７） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ダーリンは社長くん（２） 500 成海柚希

地獄少女Ｒ（８） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ダーリンは社長くん（３） 500 成海柚希

地獄少女Ｒ（９） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ダーリンは社長くん（４） 500 成海柚希

地獄少女Ｒ（１０） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ダーリンは社長くん（５） 500 成海柚希

地獄少女Ｒ（１１） 420 地獄少女プロジェクト┴永遠幸 ダーリンは社長くん（６） 500 成海柚希

天地明察（１） 600 冲方丁┴槇えびし はたらく細胞フレンド（１） 600 黒野カンナ┴和泉みお┴清水茜

天地明察（２） 600 冲方丁┴槇えびし はたらく細胞フレンド（２） 600 黒野カンナ┴和泉みお┴清水茜

天地明察（３） 600 冲方丁┴槇えびし はたらく細胞フレンド（３） 600 黒野カンナ┴和泉みお┴清水茜

天地明察（４） 600 冲方丁┴槇えびし はたらく細胞フレンド（４） 600 黒野カンナ┴和泉みお┴清水茜

天地明察（５） 600 冲方丁┴槇えびし はたらく細胞フレンド（５） 600 黒野カンナ┴和泉みお┴清水茜

天地明察（６） 600 冲方丁┴槇えびし はたらく細胞フレンド（６）　電子限定描きおろしイラストつき 600 黒野カンナ┴和泉みお┴清水茜

天地明察（７） 600 冲方丁┴槇えびし ゆずのどうぶつカルテ～小さな獣医～こちらわんニャンどうぶつ病院（１） 420 伊藤みんご

天地明察（８） 600 冲方丁┴槇えびし ゆずのどうぶつカルテ～小さな獣医～こちらわんニャンどうぶつ病院（２） 420 伊藤みんご

天地明察（９） 600 冲方丁┴槇えびし ゆずのどうぶつカルテ～小さな獣医～こちらわんニャンどうぶつ病院（３） 420 伊藤みんご

放課後恐怖ノート 420

ヒナチなお┴天之ひるめ┴たちばな梓┴きだち

┴菅原じょにえる┴高見奈緒

ヤンキーＪＫの異常な愛情（３）　【人妻同期の異常な愛欲】描き下ろ

しカラー漫画２０Ｐ付き特装版 800 高橋コウ

明治緋色綺譚（１） 420 リカチ 不埒な僕を愛したまえ 700 町田とまと

明治緋色綺譚（２） 420 リカチ ニコ色のキャンバス（１） 420 式田奈央

明治緋色綺譚（３） 420 リカチ ニコ色のキャンバス（２） 420 式田奈央



明治緋色綺譚（４） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（１） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（５） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（２） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（６） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（３） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（７） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（４） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（８） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（５） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（９） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（６） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（１０） 420 リカチ 甘くない彼らの日常は。（７） 450 野切耀子

明治緋色綺譚（１１） 420 リカチ 大地先輩はズルすぎます！（１） 420 雨玉さき

明治緋色綺譚（１２） 420 リカチ 大地先輩はズルすぎます！（２） 420 雨玉さき

明治緋色綺譚（１３） 420 リカチ カンテラ 420 河島笑利

星河万山霊草紙（１） 600 鈴木有布子 ばりすき（１） 600 安原いちる

星河万山霊草紙（２） 600 鈴木有布子 ばりすき（２） 600 安原いちる

梅鴬撩乱（１） 600 会田薫 社畜とギャルが入れ替わりまして（１） 600 多喜れい

梅鴬撩乱（２） 600 会田薫 社畜とギャルが入れ替わりまして（２） 600 多喜れい

梅鴬撩乱（３） 600 会田薫

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。オペ

ラ座館殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

梅鴬撩乱（４） 600 会田薫

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。学

園七不思議殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

梅鴬撩乱（５） 600 会田薫

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。蝋

人形城殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

福耳☆美ブラザーズ（１） 600 南国ばなな

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。秘

宝島殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

蜘蛛女（１） 420 秋本葉子

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。雪

夜叉伝説殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

蜘蛛女（２） 420 秋本葉子

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。タ

ロット山荘殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

蜘蛛女（３） 420 秋本葉子

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。悲

恋湖伝説殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

蜘蛛女（４） 420 秋本葉子

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。金

田一少年の殺人 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

蜘蛛女（５） 420 秋本葉子

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。仏

蘭西銀貨殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

赤の世界（１） 600 びっけ

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。魔

術列車殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

隠慎一郎の電気的青春（１） 600 ツナミノユウ

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。魔

人遺跡殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

風光る（１） 420 七三太朗┴川三番地

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。首

吊り学園殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

風光る（２） 420 七三太朗┴川三番地

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。黒

死蝶殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

風光る（３） 420 七三太朗┴川三番地

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。飛

騨からくり屋敷殺人事件 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

風光る（４） 420 七三太朗┴川三番地

金田一少年の事件簿と犯人たちの事件簿　一つにまとめちゃいました。怪

盗紳士の殺人 800

さとうふみや┴天樹征丸┴金成陽三郎┴船津紳

平

風光る（５） 420 七三太朗┴川三番地 倉本さんはどうして死体をつくるのか？（１） 420 高岡佳史

風光る（６） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（１） 630 三ヶ嶋犬太朗

風光る（７） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（２） 630 三ヶ嶋犬太朗

風光る（８） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（３） 660 三ヶ嶋犬太朗

風光る（９） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（４） 660 三ヶ嶋犬太朗

風光る（１０） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（５） 660 三ヶ嶋犬太朗

風光る（１１） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（６） 660 三ヶ嶋犬太朗

風光る（１２） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（７） 660 三ヶ嶋犬太朗

風光る（１３） 420 七三太朗┴川三番地 踊るリスポーン（８） 660 三ヶ嶋犬太朗

風光る（１４） 420 七三太朗┴川三番地 なんでここに先生が！？　特装版（７） 1000 蘇募ロウ

風光る（１５） 420 七三太朗┴川三番地 アイターン（１） 610 福澤徹三┴大槻閑人

風光る（１６） 420 七三太朗┴川三番地 アイターン（２） 610 福澤徹三（文春文庫刊）┴大槻閑人

風光る（１７） 420 七三太朗┴川三番地 アイターン（３） 650 福澤徹三（文春文庫刊）┴大槻閑人

風光る（１８） 420 七三太朗┴川三番地 アイターン（４） 650 福澤徹三（文春文庫刊）┴大槻閑人

風光る（１９） 420 七三太朗┴川三番地 ストロベリー（１） 610 サライネス

風光る（２０） 420 七三太朗┴川三番地 ストロベリー（２） 630 サライネス

風光る（２１） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　ウッディケーン・上 1000 横内なおき

風光る（２２） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　ウッディケーン・下 1000 横内なおき

風光る（２３） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　サイボーグクロちゃん（１） 1000 横内なおき

風光る（２４） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　サイボーグクロちゃん（２） 1000 横内なおき

風光る（２５） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　サイボーグクロちゃん（３） 1000 横内なおき

風光る（２６） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　サイボーグクロちゃん（４） 1000 横内なおき

風光る（２７） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　サイボーグクロちゃん（５） 1000 横内なおき

風光る（２８） 420 七三太朗┴川三番地 新装版　サイボーグクロちゃん（６） 1000 横内なおき

風光る（２９） 420 七三太朗┴川三番地 あひるの空　ＴＨＥ　ＤＡＹ（１） 470 日向武史

風光る（３０） 420 七三太朗┴川三番地

ヒプノシスマイク　－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－　ｓ

ｉｄｅ　Ｂ．Ｂ　＆　Ｍ．Ｔ．Ｃ（１）　【電子限定！著者サイン入り

イラスト特典付】 650

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴蟹江

鉄史

風光る（３１） 420 七三太朗┴川三番地

ヒプノシスマイク　－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－　ｓ

ｉｄｅ　Ｂ．Ｂ　＆　Ｍ．Ｔ．Ｃ（２） 600

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴蟹江

鉄史

風光る（３２） 420 七三太朗┴川三番地

ヒプノシスマイク　－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－　ｓ

ｉｄｅ　Ｂ．Ｂ　＆　Ｍ．Ｔ．Ｃ（３） 650

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴蟹江

鉄史

風光る（３３） 420 七三太朗┴川三番地 フェルマーの料理（１）　【『アオアシ』コラボイラスト特典付き】 600 小林有吾

風光る（３４） 420 七三太朗┴川三番地 フェルマーの料理（２） 600 小林有吾

風光る（３５） 420 七三太朗┴川三番地 フェルマーの料理（３） 680 小林有吾

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（１）ホットドッグララバイ 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（２）刑事の紋章 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（３） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（３）美人劇場 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（４） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（４）朝の陽光の中で 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（５） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（５）私の赤ちゃん 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（６） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（６）私が愛した魔女 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（７） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（７）サンシャイン・ロード 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（８） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（８）レオは負けない 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（９） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 弘兼憲史短編集（９）ザ・スペース 600 弘兼憲史

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１０） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ ＤＥＡＴＨペディア（１） 600

雨宮理真┴「デスペディア」（Ｇ．Ｂ．編宝島社

刊）┴上野正彦／高木徹也

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１１） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ ＤＥＡＴＨペディア（２） 600

雨宮理真┴「デスペディア」（Ｇ．Ｂ．編宝島社

刊）┴上野正彦／高木徹也

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１２） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ ＤＥＡＴＨペディア（３） 600

雨宮理真┴「デスペディア」（Ｇ．Ｂ．編宝島社

刊）┴上野正彦／高木徹也

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１３） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ あのこはマジョロシィ（１） 600 瀬葉さゆ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１４） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ あのこはマジョロシィ（２） 600 瀬葉さゆ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１５） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ あのこはマジョロシィ（３） 600 瀬葉さゆ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１６） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ あのこはマジョロシィ（４） 600 瀬葉さゆ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１７） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ アンマイガールフレンド（１） 600 松本藍

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１８） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ アンマイガールフレンド（２） 600 松本藍

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（１９） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ アンマイガールフレンド（３） 600 松本藍

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２０） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 隣の芝生が青すぎる（１） 630 こうゆうこ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２１） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 隣の芝生が青すぎる（２）　【ここでしか読めない！描きおろしマンガ収 630 こうゆうこ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２２） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 隣の芝生が青すぎる（３） 630 こうゆうこ

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２３） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（１） 780 武内直子

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２４） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（２） 780 武内直子

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２５） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（３） 780 武内直子

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２６） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（４） 780 武内直子



ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２７） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（５） 780 武内直子

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２８） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（６） 780 武内直子

ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～（２９） 420 元麻布ファクトリー┴宮島礼吏┴高橋ヒサシ 美少女戦士セーラームーン　完全版（７） 780 武内直子

おれはキャプテン（１） 420 コージィ城倉 美少女戦士セーラームーン　完全版（８） 780 武内直子

おれはキャプテン（２） 420 コージィ城倉 美少女戦士セーラームーン　完全版（９） 780 武内直子

おれはキャプテン（３） 420 コージィ城倉 美少女戦士セーラームーン　完全版（１０） 780 武内直子

おれはキャプテン（４） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（１） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（５） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（２） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（６） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（３） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（７） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（４） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（８） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（５） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（９） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（６） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（１０） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（７） 600 山本崇一朗

おれはキャプテン（１１） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（８） 630 山本崇一朗

おれはキャプテン（１２） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（９） 630 山本崇一朗

おれはキャプテン（１３） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（１０） 630 山本崇一朗

おれはキャプテン（１４） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（１１） 630 山本崇一朗

おれはキャプテン（１５） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（１２） 630 山本崇一朗

おれはキャプテン（１６） 420 コージィ城倉 それでも歩は寄せてくる（１３） 630 山本崇一朗

おれはキャプテン（１７） 420 コージィ城倉 キッズファイヤー・ドットコム（１） 630 海猫沢めろん┴川口幸範

おれはキャプテン（１８） 420 コージィ城倉 キッズファイヤー・ドットコム（２） 630 海猫沢めろん┴川口幸範

おれはキャプテン（１９） 420 コージィ城倉 キッズファイヤー・ドットコム（３） 660 海猫沢めろん┴川口幸範

おれはキャプテン（２０） 420 コージィ城倉 てんぷる（１） 630 吉岡公威

おれはキャプテン（２１） 420 コージィ城倉 てんぷる（２） 630 吉岡公威

おれはキャプテン（２２） 420 コージィ城倉 てんぷる（３） 630 吉岡公威

おれはキャプテン（２３） 420 コージィ城倉 てんぷる（４） 630 吉岡公威

おれはキャプテン（２４） 420 コージィ城倉 てんぷる（５） 630 吉岡公威

おれはキャプテン（２５） 420 コージィ城倉 てんぷる（６） 680 吉岡公威

おれはキャプテン（２６） 420 コージィ城倉 てんぷる（７） 680 吉岡公威

おれはキャプテン（２７） 420 コージィ城倉 もんもん飯（１） 630 ナタでココ

おれはキャプテン（２８） 420 コージィ城倉 もんもん飯（２） 660 ナタでココ

おれはキャプテン（２９） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（１） 630 甲斐谷忍

おれはキャプテン（３０） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（２） 630 甲斐谷忍

おれはキャプテン（３１） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（３） 630 甲斐谷忍

おれはキャプテン（３２） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（４） 660 甲斐谷忍

おれはキャプテン（３３） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（５） 660 甲斐谷忍

おれはキャプテン（３４） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（６） 660 甲斐谷忍

おれはキャプテン（３５） 420 コージィ城倉 新・信長公記～ノブナガくんと私～（７） 660 甲斐谷忍

じょしらく（１） 600 久米田康治┴ヤス 新・信長公記～ノブナガくんと私～（８） 660 甲斐谷忍

じょしらく（２） 600 久米田康治┴ヤス 神さまの恋人（１） 630 伊賀大晃┴月山可也

じょしらく（３） 600 久米田康治┴ヤス 神さまの恋人（２） 630 伊賀大晃┴月山可也

じょしらく（４） 600 久米田康治┴ヤス 神さまの恋人（３） 640 伊賀大晃┴月山可也

じょしらく（５） 600 久米田康治┴ヤス 神さまの恋人（４） 650 伊賀大晃┴月山可也

じょしらく（６） 600 久米田康治┴ヤス 神さまの恋人（５） 660 伊賀大晃┴月山可也

みかこさん（１） 876 今日マチ子 女神の鬼（１） 533 田中宏

みかこさん（２） 886 今日マチ子 女神の鬼（２） 533 田中宏

みかこさん（３） 895 今日マチ子 女神の鬼（３） 533 田中宏

みかこさん（４） 895 今日マチ子 女神の鬼（４） 533 田中宏

みかこさん（５） 886 今日マチ子 女神の鬼（５） 533 田中宏

みかこさん（６） 895 今日マチ子 女神の鬼（６） 533 田中宏

みかこさん（７） 943 今日マチ子 女神の鬼（７） 533 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（８） 533 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（２） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（９） 533 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（３） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１０） 533 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（４） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１１） 533 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（５） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１２） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（６） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１３） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（７） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１４） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（８） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１５） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（９） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１６） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１０） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１７） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１１） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１８） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１２） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（１９） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１３） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２０） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１４） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２１） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１５） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２２） 552 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１６） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２３） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１７） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２４） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１８） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２５） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（１９） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２６） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（２０） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２７） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（２１） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２８） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（２２） 420 七三太朗┴川三番地 女神の鬼（２９） 562 田中宏

Ｄｒｅａｍｓ（２３） 420 七三太朗┴川三番地 黄昏アウトフォーカス 700 じゃのめ

Ｄｒｅａｍｓ（２４） 420 七三太朗┴川三番地

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－Ｅｐｉｃ　ｏｆ　Ｒｅｍｎａ

ｎｔ－亜種特異点３／亜種並行世界　屍山血河舞台　下総国　英霊

剣豪七番勝負（１） 400 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴渡れい

Ｄｒｅａｍｓ（２５） 420 七三太朗┴川三番地

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－Ｅｐｉｃ　ｏｆ　Ｒｅｍｎａ

ｎｔ－亜種特異点３／亜種並行世界　屍山血河舞台　下総国　英霊

剣豪七番勝負（２） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴渡れい

Ｄｒｅａｍｓ（２６） 420 七三太朗┴川三番地

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－Ｅｐｉｃ　ｏｆ　Ｒｅｍｎａ

ｎｔ－亜種特異点３／亜種並行世界　屍山血河舞台　下総国　英霊

剣豪七番勝負（３） 420 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴渡れい

Ｄｒｅａｍｓ（２７） 420 七三太朗┴川三番地

Ｆａｔｅ／Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ－Ｅｐｉｃ　ｏｆ　Ｒｅｍｎａ

ｎｔ－亜種特異点３／亜種並行世界　屍山血河舞台　下総国　英霊

剣豪七番勝負（４） 450 ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ┴渡れい

Ｄｒｅａｍｓ（２８） 420 七三太朗┴川三番地 キスしてくれなきゃ死んじゃう（１） 420 西木田景志

Ｄｒｅａｍｓ（２９） 420 七三太朗┴川三番地 キスしてくれなきゃ死んじゃう（２） 420 西木田景志

Ｄｒｅａｍｓ（３０） 420 七三太朗┴川三番地 キスしてくれなきゃ死んじゃう（３） 420 西木田景志

Ｄｒｅａｍｓ（３１） 420 七三太朗┴川三番地 転生したら島耕作だった件 463 弘兼憲史┴伏瀬┴川上泰樹┴みっつばー

Ｄｒｅａｍｓ（３２） 420 七三太朗┴川三番地 転生しても社畜だった件（１） 600 明地雫┴伏瀬

Ｄｒｅａｍｓ（３３） 420 七三太朗┴川三番地 転生しても社畜だった件（２） 600 明地雫┴伏瀬

Ｄｒｅａｍｓ（３４） 420 七三太朗┴川三番地 恋と嘘　特装版（９） 920 ムサヲ

Ｄｒｅａｍｓ（３５） 420 七三太朗┴川三番地 幼馴染とオオカミくんには騙されない　～別フレバージョン～（１） 420 石沢うみ

Ｄｒｅａｍｓ（３６） 420 七三太朗┴川三番地 幼馴染とオオカミくんには騙されない　～別フレバージョン～（２） 420

石沢うみ┴ＡｂｅｍａＴＶ『オオカミくんには騙さ

れない』

Ｄｒｅａｍｓ（３７） 420 七三太朗┴川三番地 幼馴染とオオカミくんには騙されない　～別フレバージョン～（３） 420

石沢うみ┴ＡｂｅｍａＴＶ『オオカミくんには騙さ

れない』

Ｄｒｅａｍｓ（３８） 420 七三太朗┴川三番地 料理人の男友達に痩せさせられた話する？ 1000 みずさわるる

Ｄｒｅａｍｓ（３９） 420 七三太朗┴川三番地 我思う、ゆえに我あり　デカルトの「方法序説」より 700 デカルト┴名波優太

Ｄｒｅａｍｓ（４０） 420 七三太朗┴川三番地 進撃の巨人（２９）特装版 920 諫山創

Ｄｒｅａｍｓ（４１） 420 七三太朗┴川三番地 死なないで！明日川さん（１） 420 高畑弓

Ｄｒｅａｍｓ（４２） 420 七三太朗┴川三番地 死なないで！明日川さん（２） 420 高畑弓

Ｄｒｅａｍｓ（４３） 420 七三太朗┴川三番地 死なないで！明日川さん（３） 420 高畑弓

Ｄｒｅａｍｓ（４４） 420 七三太朗┴川三番地 佃島パイレーツ（１）　うぉーたーふろんと物語 600 村枝賢一

Ｄｒｅａｍｓ（４５） 420 七三太朗┴川三番地 佃島パイレーツ（２）　うぉーたーふろんと物語 600 村枝賢一

Ｄｒｅａｍｓ（４６） 420 七三太朗┴川三番地 村枝賢一短編集（１）　ウルフガン 600 村枝賢一

Ｄｒｅａｍｓ（４７） 420 七三太朗┴川三番地 村枝賢一短編集（２）　かみつけ！ 600 村枝賢一



Ｄｒｅａｍｓ（４８） 420 七三太朗┴川三番地 ＢＩＢＬＥ 600 村枝賢一

Ｄｒｅａｍｓ（４９） 420 七三太朗┴川三番地 聖なる夜に散歩する 600 村枝賢一

Ｄｒｅａｍｓ（５０） 420 七三太朗┴川三番地 あらくれお嬢様はもんもんしている（１） 630 木下由一

Ｄｒｅａｍｓ（５１） 420 七三太朗┴川三番地 あらくれお嬢様はもんもんしている（２） 660 木下由一

Ｄｒｅａｍｓ（５２） 420 七三太朗┴川三番地 あらくれお嬢様はもんもんしている（３） 630 木下由一

Ｄｒｅａｍｓ（５３） 420 七三太朗┴川三番地 あらくれお嬢様はもんもんしている（４） 660 木下由一

Ｄｒｅａｍｓ（５４） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（１） 610 榎本あかまる

Ｄｒｅａｍｓ（５５） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（２） 630 榎本あかまる

Ｄｒｅａｍｓ（５６） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（３） 640 榎本あかまる

Ｄｒｅａｍｓ（５７） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（４） 640 榎本あかまる

Ｄｒｅａｍｓ（５８） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（５） 640 榎本あかまる

Ｄｒｅａｍｓ（５９） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（６） 650 榎本あかまる

Ｄｒｅａｍｓ（６０） 420 七三太朗┴川三番地 この会社に好きな人がいます（７） 650 榎本あかまる

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　ラストシーズン（１） 420 龍門諒┴恵広史 この会社に好きな人がいます（８） 650 榎本あかまる

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　ラストシーズン（２） 420 龍門諒┴恵広史 この会社に好きな人がいます（９） 650 榎本あかまる

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　ラストシーズン（３） 420 龍門諒┴恵広史 この会社に好きな人がいます（１０） 660 榎本あかまる

ＢＬＯＯＤＹ　ＭＯＮＤＡＹ　ラストシーズン（４） 420 龍門諒┴恵広史 この会社に好きな人がいます（１１） 660 榎本あかまる

「先生、おしえて。」　みだらな放課後 420 ひさわゆみ この会社に好きな人がいます（１２） 660 榎本あかまる

あぁん…恥ずかしい欲情Ｈ＆ラブ　ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴相川ヒロ┴柚月純 この会社に好きな人がいます（１３） 660 榎本あかまる

はじまりの夏 420 一瀬ルカ レンタルなんもしない人 610 レンタルなんもしない人┴プクプク

めんぱに～（１） 420 真崎総子 ｅ×ＣＯＭ　晴丘学園ゲーム女子部（１） 600 葉月ナツ

めんぱに～（２） 420 真崎総子 ｅ×ＣＯＭ　晴丘学園ゲーム女子部（２） 600 葉月ナツ

めんぱに～（３） 420 真崎総子 ｅ×ＣＯＭ　晴丘学園ゲーム女子部（３） 600 葉月ナツ

めんぱに～（４） 420 真崎総子 シェアファミ！（１）　シングルファーザー×３でシェア生活はじめます 630 日下直子

イケない体験 420

真崎総子┴ひさわゆみ┴寄田みゆき┴菅田

うり シェアファミ！（２）　シングルファーザー×３でシェア生活はじめます 630 日下直子

ギリコイ（１） 420 山田デイジー シェアファミ！（３）　シングルファーザー×３でシェア生活はじめます 630 日下直子

ギリコイ（２） 420 山田デイジー シェアファミ！（４）　シングルファーザー×３でシェア生活はじめます 630 日下直子

サタニック・スイート（１） 600 ヤマシタトモコ シェアファミ！（５）　シングルファーザー×３でシェア生活はじめます 630 日下直子

デラシネマ（１） 600 星野泰視 ガキジャン（１） 533 佐々木昇平

デラシネマ（２） 600 星野泰視 ガキジャン（２） 552 佐々木昇平

デラシネマ（３） 600 星野泰視 革命戦士　犬童貞男（１） 619 佐々木昇平

デラシネマ（４） 600 星野泰視 革命戦士　犬童貞男（２） 619 佐々木昇平

デラシネマ（５） 600 星野泰視 娘の友達（１） 630 萩原あさ美

デラシネマ（６） 600 星野泰視 娘の友達（２） 630 萩原あさ美

デラシネマ（７） 600 星野泰視 娘の友達（３） 630 萩原あさ美

デラシネマ（８） 600 星野泰視 娘の友達（４） 640 萩原あさ美

ラブカツ！（１） 420 清野静流 娘の友達（５） 640 萩原あさ美

ラブカツ！（２） 420 清野静流 娘の友達（６） 640 萩原あさ美

係長 島耕作（１） 600 弘兼憲史 娘の友達（７） 650 萩原あさ美

係長 島耕作（２） 600 弘兼憲史 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　－ｌａｓｔ－（１） 420 榊原宗々┴要マジュロ

係長 島耕作（３） 600 弘兼憲史 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　－ｌａｓｔ－（２） 420 榊原宗々┴要マジュロ

係長 島耕作（４） 600 弘兼憲史 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　－ｌａｓｔ－（３） 420 榊原宗々┴要マジュロ

先生に、あげる。（1） 420 山田デイジー 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　－ｌａｓｔ－（４） 420 榊原宗々┴要マジュロ

先生に、あげる。（2） 420 山田デイジー 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね　－ｌａｓｔ－（５） 420 榊原宗々┴要マジュロ

先生に、あげる。（3） 420 山田デイジー 童貞絶滅列島（１） 600 川崎順平

君とコイバナ 420 春木さき 童貞絶滅列島（２） 600 川崎順平

外天楼 500 石黒正数 童貞絶滅列島（３） 600 川崎順平

太陽のイヂワル（１） 600 惣領冬実 童貞絶滅列島（４） 600 川崎順平

完璧☆彼氏彼女（１） 420 三次マキ 童貞絶滅列島（５） 600 川崎順平

完璧☆彼氏彼女（２） 420 三次マキ 童貞絶滅列島（６） 600 川崎順平

完璧☆彼氏彼女（３） 420 三次マキ 童貞絶滅列島（７） 600 川崎順平

彼岸島　最後の４７日間（１） 600 松本光司 童貞絶滅列島（８） 600 川崎順平

彼岸島　最後の４７日間（２） 600 松本光司 ボンボンＴＶドラマ　最後のねがいごと 680

桂シリマル┴おかざきさとこ┴ＵＵＵＭ┴ボンボン

ＴＶ

彼岸島　最後の４７日間（３） 600 松本光司 新装版　凍りの掌　シベリア抑留記 700 おざわゆき

彼岸島　最後の４７日間（４） 600 松本光司 もんすたあのえほん 600 たかはしゆう

彼岸島　最後の４７日間（５） 600 松本光司 少年、ちょっとサボってこ？（１） 630 赤城あさひと

彼岸島　最後の４７日間（６） 600 松本光司 少年、ちょっとサボってこ？（２） 630 赤城あさひと

彼岸島　最後の４７日間（７） 600 松本光司 少年、ちょっとサボってこ？（３） 640 赤城あさひと

彼岸島　最後の４７日間（８） 600 松本光司 少年、ちょっとサボってこ？（４） 640 赤城あさひと

彼岸島　最後の４７日間（９） 600 松本光司 未熟なふたりでございますが　特装版（４） 1100 カワハラ恋

彼岸島　最後の４７日間（１０） 600 松本光司 Ｆａｉｒｙ　ｇｏｎｅ　フェアリー　ゴーン 420

不二涼介┴ＦｉｖｅＦａｉｒｙＳｃｈｏｌａ

ｒｓ

彼岸島　最後の４７日間（１１） 600 松本光司 Ｆａｉｒｙ　ｇｏｎｅ　フェアリー　ゴーン （２） 420

不二涼介┴Ｆｉｖｅｆａｉｒｙｓｃｈｏｌａ

ｒｓ

彼岸島　最後の４７日間（１２） 600 松本光司 ＦＲＥＡＫＳ　ＦＲＥＡＫ　ＣＯＭＰＡＮＹ（１） 420 芝間スグル

彼岸島　最後の４７日間（１３） 600 松本光司 ＦＲＥＡＫＳ　ＦＲＥＡＫ　ＣＯＭＰＡＮＹ（２） 420 芝間スグル

彼岸島　最後の４７日間（１４） 600 松本光司 二ノ国　光の後継者と猫の王子（１） 420 久世蘭┴レベルファイブ

彼岸島　最後の４７日間（１５） 600 松本光司 二ノ国　光の後継者と猫の王子（２） 420 久世蘭┴レベルファイブ

彼岸島　最後の４７日間（１６） 600 松本光司 ようかい居酒屋　のんべれケ。（１） 420 ｎｏｎｃｏ

恋は、けだもの。 420

フクシマハルカ┴水上航┴青月まどか┴茂呂

おりえ┴寿えびす ようかい居酒屋　のんべれケ。（２） 600 ｎｏｎｃｏ

死と彼女とぼく（１） 800 川口まどか ようかい居酒屋　のんべれケ。（３） 600 ｎｏｎｃｏ

死と彼女とぼく（２） 800 川口まどか ようかい居酒屋　のんべれケ。（４） 600 ｎｏｎｃｏ

死と彼女とぼく（３） 800 川口まどか ようかい居酒屋　のんべれケ。（５） 600 ｎｏｎｃｏ

死と彼女とぼく（４） 800 川口まどか ジミ婚 420 遠山えま

死と彼女とぼく（５） 800 川口まどか スター☆トゥインクルプリキュア（１）プリキュアコレクション 600 上北ふたご┴東堂いづみ

泣かんもん！（１） 420 築島治 スター☆トゥインクルプリキュア（２）プリキュアコレクション 600 上北ふたご┴東堂いづみ

泣かんもん！（２） 420 築島治 楽屋裏　－講談社地獄篇－ 700 魔神ぐり子

泣かんもん！（３） 420 築島治 不憫な俺とクズ王子 700 ぴい

泣かんもん！（４） 420 築島治 友だち１００人でＫＩＬＬかな（１） 600 大嶌カヲル┴天望良一

私の好きな人 420 熊岡冬夕 友だち１００人でＫＩＬＬかな（２） 600 大嶌カヲル┴天望良一

美ら恋 420 春木さき 友だち１００人でＫＩＬＬかな（３） 600 大嶌カヲル┴天望良一

花君と恋する私（１） 420 熊岡冬夕 裸すぎる獣たち（１） 420 廣岡慎也

花君と恋する私（２） 420 熊岡冬夕 ソシャゲ彼女 800 けんたうろす

花君と恋する私（３） 420 熊岡冬夕 ソシャゲ彼女　【電子限定カラー写真集付き特装版】 1200 けんたうろす

花君と恋する私（４） 420 熊岡冬夕 支配されるか、支配するか　マックス・ウェーバーの「経済と社会」より 700 マックス・ウェーバー┴Ｔｅａｍバンミカス

花君と恋する私（５） 420 熊岡冬夕 インフェクション　特装版（１６） 1000 及川徹

花君と恋する私（６） 420 熊岡冬夕 逃げるは恥だが役に立つ　公式コミックガイド 900 海野つなみ┴Ｋｉｓｓ編集部

花君と恋する私（７） 420 熊岡冬夕 ［Ｒ－１６］Ｒ（１） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

花君と恋する私（８） 420 熊岡冬夕 ［Ｒ－１６］Ｒ（２） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

花君と恋する私（９） 420 熊岡冬夕 ［Ｒ－１６］Ｒ（３） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

花君と恋する私（１０） 420 熊岡冬夕 ［Ｒ－１６］Ｒ（４） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

１年５組いきものがかり（１） 420 フクシマハルカ ［Ｒ－１６］Ｒ（５） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

１年５組いきものがかり（２） 420 フクシマハルカ ［Ｒ－１６］Ｒ（６） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

１年５組いきものがかり（３） 420 フクシマハルカ ［Ｒ－１６］Ｒ（７） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

１年５組いきものがかり（４） 420 フクシマハルカ ［Ｒ－１６］Ｒ（８） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

１年５組いきものがかり（５） 420 フクシマハルカ 爆剣伝説　閻魔の息子達（１） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

１年５組いきものがかり（６） 420 フクシマハルカ ふなだまさん（１） 600 西川丸

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（１）春の１３歳 619 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（２）夏の１４歳 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（３） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（３）夏の１４歳 619 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（４） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（４）冬の１５歳 619 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（５） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（５）冬の１５歳 619 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（６） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（６） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（７） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（７） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（８） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（８） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗



ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（９） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（９） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１０） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（１０） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１１） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（１１） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１２） 600 井上智徳 新装版［Ｒ－１６］（１２） 600 桑原真也┴佐木飛朗斗

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１３） 600 井上智徳 ロボ・サピエンス前史（上） 920 島田虎之介

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１４） 600 井上智徳 ロボ・サピエンス前史（下） 920 島田虎之介

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１５） 600 井上智徳 幕末イグニッション（１） 630 大間九郎┴忠見周

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１６） 600 井上智徳 幕末イグニッション（２） 630 大間九郎┴忠見周

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１７） 600 井上智徳 「クローン５」（１） 600 すぎむらしんいち┴いとうせいこう

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１８） 600 井上智徳 「クローン５」（２） 600 すぎむらしんいち┴いとうせいこう

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（１９） 600 井上智徳 「クローン５」（３） 600 すぎむらしんいち┴いとうせいこう

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２０） 600 井上智徳 「クローン５」（４） 600 すぎむらしんいち┴いとうせいこう

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２１） 600 井上智徳 大丈夫。世界は、まだ美しい。 610 荒井瑞貴

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２２） 600 井上智徳 ジナス－ＺＥＮＩＴＨ－（１） 514 吉田聡┴ビッグ・オー

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２３） 600 井上智徳 ジナス－ＺＥＮＩＴＨ－（２） 514 吉田聡┴ビッグ・オー

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２４） 600 井上智徳 ジナス－ＺＥＮＩＴＨ－（３） 514 吉田聡┴ビッグ・オー

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２５） 600 井上智徳 ジナス－ＺＥＮＩＴＨ－（４） 514 吉田聡┴ビッグ・オー

ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ（２６） 600 井上智徳 ジナス―ＺＥＮＩＴＨ―（５） 533 吉田聡

ＬＯＶＥ　ＢＥＡＳＴ 420

築島治┴秋元奈美┴水槻れん┴ミツルギ┴

ひさわゆみ┴成海柚希 ジナス―ＺＥＮＩＴＨ―（６） 533 吉田聡

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１） 600 岩永亮太郎 サムライダー２０ＸＸ（１） 600 すぎむらしんいち

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（２） 600 岩永亮太郎 サムライダー２０ＸＸ（２） 600 すぎむらしんいち

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（３） 600 岩永亮太郎 サムライダー２０ＸＸ（３） 600 すぎむらしんいち

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（４） 600 岩永亮太郎 サムライダー２０ＸＸ（４） 600 すぎむらしんいち

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（５） 600 岩永亮太郎 サムライダー２０ＸＸ（５） 600 すぎむらしんいち

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（６） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（１） 552 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（７） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（２） 552 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（８） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（３） 552 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（９） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（４） 552 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１０） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（５） 562 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１１） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（６） 562 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１２） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（７） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１３） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ（８） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１４） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（１） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１５） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（２） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１６） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（３） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１７） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（４） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１８） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（５） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（１９） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（６） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（２０） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（７） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（２１） 600 岩永亮太郎 雪にツバサ・春（８） 571 高橋しん

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（２２） 600 岩永亮太郎 グレゴリーホラーショー　アナザーワールド【電子版】 780 鈴木小波┴イワタナオミ

Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ（２３） 600 岩永亮太郎 ＭＦゴースト（６）特装版 1000 しげの秀一

ｒｅｄＥｙｅｓ（１） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（１） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（２） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（２） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（３） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（３） 660 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（４） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（４） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（５） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（５） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（６） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（６） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（７） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（７） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（８） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（８） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（９） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（９） 680 ＴＮＳＫ

ｒｅｄＥｙｅｓ（１０） 600 神堂潤 うちの師匠はしっぽがない（１）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ┴幸村誠┴櫓刃鉄火┴小田すずか

ｒｅｄＥｙｅｓ（１１） 600 神堂潤 ソウナンですか？（５）　特装版 1100 さがら梨々┴岡本健太郎

ｒｅｄＥｙｅｓ（１２） 600 神堂潤 銀行渉外担当　竹中治夫　メガバンク誕生編（１） 600 こしのりょう┴高杉良

ｒｅｄＥｙｅｓ（１３） 600 神堂潤 銀行渉外担当　竹中治夫　メガバンク誕生編（２） 600 こしのりょう┴高杉良

ｒｅｄＥｙｅｓ（１４） 600 神堂潤 銀行渉外担当　竹中治夫　メガバンク誕生編（３） 600 こしのりょう┴高杉良

ｒｅｄＥｙｅｓ（１５） 600 神堂潤 銀行渉外担当　竹中治夫　メガバンク誕生編（４） 600 こしのりょう┴高杉良

ｒｅｄＥｙｅｓ（１６） 600 神堂潤 童貞噺（１） 630 Ｇｉｎｏ０８０８

ｒｅｄＥｙｅｓ（１７） 600 神堂潤 童貞噺（２） 630 Ｇｉｎｏ０８０８

ｒｅｄＥｙｅｓ（１８） 600 神堂潤 童貞噺（３） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

ｒｅｄＥｙｅｓ（１９） 600 神堂潤 童貞噺（４） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

ｒｅｄＥｙｅｓ（２０） 600 神堂潤 童貞噺（５） 660 Ｇｉｎｏ０８０８

ｒｅｄＥｙｅｓ（２１） 600 神堂潤 ＪＯＹ　Ｓｅｃｏｎｄ 700 絵津鼓

ｒｅｄＥｙｅｓ（２２） 600 神堂潤 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（１） 600 志瑞祐┴青桐良

ｒｅｄＥｙｅｓ（２３） 600 神堂潤 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（２） 650 志瑞祐┴青桐良

ｒｅｄＥｙｅｓ（２４） 600 神堂潤 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（３） 650 志瑞祐┴青桐良

ｒｅｄＥｙｅｓ（２５） 600 神堂潤 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（４） 650 志瑞祐┴青桐良

ｒｅｄＥｙｅｓ（２６） 660 神堂潤 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（５） 650 志瑞祐┴青桐良
ＤＩＮＯ　ＤＩＮＯ　Ｔｈｅ　Ｌｏｓｔ　Ｃｒｅａｔｕｒｅｓ

（１） 600 所十三 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（６） 650 志瑞祐┴青桐良
ＤＩＮＯ　ＤＩＮＯ　Ｔｈｅ　Ｌｏｓｔ　Ｃｒｅａｔｕｒｅｓ

（２） 600 所十三 異世界マンチキン　ーＨＰ１のままで最強最速ダンジョン攻略ー（７） 650 志瑞祐┴青桐良
ＤＩＮＯ　ＤＩＮＯ　Ｔｈｅ　Ｌｏｓｔ　Ｃｒｅａｔｕｒｅｓ

（３） 600 所十三

ＳＯＣＩＡＬ　ＳＵＲＶＩＶＡＬ　ＲＡＢＢＩＴＳ　ソーシャル・サバ

イバル・ラビッツ（１） 420 リコＰ┴シンジョウタクヤ

こみっく☆すたじお（１） 600 此ノ木よしる

ＳＯＣＩＡＬ　ＳＵＲＶＩＶＡＬ　ＲＡＢＢＩＴＳ　ソーシャル・サバ

イバル・ラビッツ（２） 420 リコＰ┴シンジョウタクヤ

こみっく☆すたじお（２） 600 此ノ木よしる

ＳＯＣＩＡＬ　ＳＵＲＶＩＶＡＬ　ＲＡＢＢＩＴＳ　ソーシャル・サバ

イバル・ラビッツ（３） 420 リコＰ┴シンジョウタクヤ

こみっく☆すたじお（３） 600 此ノ木よしる

ＳＯＣＩＡＬ　ＳＵＲＶＩＶＡＬ　ＲＡＢＢＩＴＳ　ソーシャル・サバ

イバル・ラビッツ（４） 420 リコＰ┴シンジョウタクヤ

こみっく☆すたじお（４） 600 此ノ木よしる

ＳＯＣＩＡＬ　ＳＵＲＶＩＶＡＬ　ＲＡＢＢＩＴＳ　ソーシャル・サバ

イバル・ラビッツ（５） 420 リコＰ┴シンジョウタクヤ

しろがねの鴉（１） 420 上条明峰 黒白を弁ぜず（１） 630 窪谷純一

しろがねの鴉（２） 420 上条明峰 黒白を弁ぜず（２） 682 窪谷純一

しろがねの鴉（３） 420 上条明峰

これはあくまでお仕事です！～アラサー教師、男子生徒にねらわれ中。～

（１） 420 桃井すみれ

オヤスミ・フクロウ（１） 600 穐山きえ

これはあくまでお仕事です！～アラサー教師、男子生徒にねらわれ中。～

（２） 420 桃井すみれ

ドラゴン桜　特別編集　センター試験対策篇 762 三田紀房

これはあくまでお仕事です！～アラサー教師、男子生徒にねらわれ中。～

（３） 440 桃井すみれ

京男と居候（１） 420 Ｉｓｈｉｋｏ┴伊東彩冶可

これはあくまでお仕事です！～アラサー教師、男子生徒にねらわれ中。～

（４）　電子限定描きおろし特典つき 440 桃井すみれ

京男と居候（２） 420 Ｉｓｈｉｋｏ┴伊東彩冶可

これはあくまでお仕事です！～アラサー教師、男子生徒にねらわれ中。～

（５）　電子限定描きおろし特典つき 440 桃井すみれ

史上最強Ｓ系カレシ！ 420

サブロウタ┴相川ヒロ┴叶のりこ┴碧井サキ┴

樋口めぐみ┴ａｓａ ヲタドル　推しが私で　私が推しで（１） 450 ぢゅん子

喧嘩商売（１） 600 木多康昭 ヲタドル　推しが私で　私が推しで（２） 450 ぢゅん子

喧嘩商売（２） 600 木多康昭 ヲタドル　推しが私で　私が推しで（３） 450 ぢゅん子

喧嘩商売（３） 600 木多康昭 ヲタドル　推しが私で　私が推しで（４） 450 ぢゅん子

喧嘩商売（４） 600 木多康昭 羽柴くんは１５２センチ（１） 420 日向きょう

喧嘩商売（５） 600 木多康昭 羽柴くんは１５２センチ（２） 420 日向きょう

喧嘩商売（６） 600 木多康昭 羽柴くんは１５２センチ（３） 420 日向きょう

喧嘩商売（７） 600 木多康昭 花園君と数さんの不可解な放課後（１） 630 胡原おみ

喧嘩商売（８） 600 木多康昭 花園君と数さんの不可解な放課後（２） 660 胡原おみ

喧嘩商売（９） 600 木多康昭 花園君と数さんの不可解な放課後（３） 660 胡原おみ

喧嘩商売（１０） 600 木多康昭 電人Ｎ（１） 630 イナベカズ┴蔵石ユウ┴田中空

喧嘩商売（１１） 600 木多康昭 電人Ｎ（２） 630 イナベカズ┴蔵石ユウ┴田中空



喧嘩商売（１２） 600 木多康昭 電人Ｎ（３） 660 イナベカズ┴蔵石ユウ┴田中空

喧嘩商売（１３） 600 木多康昭 電人Ｎ（４） 670 イナベカズ┴蔵石ユウ┴田中空

喧嘩商売（１４） 600 木多康昭 変身 700 カフカ┴須賀原洋行

喧嘩商売（１５） 600 木多康昭 華物語 500 埜納タオ┴槙佑子

喧嘩商売（１６） 600 木多康昭 百花日和（１） 500 埜納タオ┴槙佑子

喧嘩商売（１７） 600 木多康昭 百花日和（２） 500 埜納タオ┴槙佑子

喧嘩商売（１８） 600 木多康昭 百花日和（３） 500 埜納タオ┴槙佑子

喧嘩商売（１９） 600 木多康昭 なんでここに先生が！？　特装版（８） 1000 蘇募ロウ

喧嘩商売（２０） 600 木多康昭 ボンボンＴＶ動画研究所　なっちゃん登場編 600 桂シリマル┴ボンボンＴＶ

喧嘩商売（２１） 600 木多康昭 ヒットマン　特装版（５） 680 瀬尾公治

喧嘩商売（２２） 600 木多康昭 ラブプラス　Ｇｉｒｌｓ　Ｔａｌｋ（１） 600 櫻太助┴コナミデジタルエンタテインメント

喧嘩商売（２３） 600 木多康昭 ラブプラス　カノジョの過去 600 若宮弘明┴コナミデジタルエンタテインメント

喧嘩商売（２４） 600 木多康昭 爆音伝説カブラギ（１） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

山風短（１） 619 山田風太郎┴せがわまさき 爆音伝説カブラギ（２） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

山風短（２） 619 山田風太郎┴せがわまさき 爆音伝説カブラギ（３） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

山風短（３） 619 山田風太郎┴せがわまさき 爆音伝説カブラギ（４） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

山風短（４） 619 山田風太郎┴せがわまさき 爆音伝説カブラギ（５） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

王子様ゲーム（１） 420 桐島りら 爆音伝説カブラギ（６） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（１） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（７） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（２） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（８） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（３） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（９） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（４） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１０） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（５） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１１） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（６） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１２） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（７） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１３） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（８） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１４） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（９） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１５） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

３．３．７ビョーシ！！（１０） 420 久保ミツロウ 爆音伝説カブラギ（１６） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

Ａ－ＢＯＵＴ！（１） 420 市川マサ 爆音伝説カブラギ（１７） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

Ａ－ＢＯＵＴ！（２） 420 市川マサ 爆音伝説カブラギ（１８） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

Ａ－ＢＯＵＴ！（３） 420 市川マサ 爆音伝説カブラギ（１９） 420 東直輝┴佐木飛朗斗

Ａ－ＢＯＵＴ！（４） 420 市川マサ ラブプラス　Ｒｉｎｋｏ　Ｄａｙｓ（１） 420 瀬尾公治┴コナミデジタルエンタテインメント

Ａ－ＢＯＵＴ！（５） 420 市川マサ ラブプラス　Ｒｉｎｋｏ　Ｄａｙｓ（２） 420 瀬尾公治┴コナミデジタルエンタテインメント

Ａ－ＢＯＵＴ！（６） 420 市川マサ ラブプラス　Ｍａｎａｋａ　Ｄａｙｓ（１） 420 現津みかみ┴コナミデジタルエンタテインメント

Ａ－ＢＯＵＴ！（７） 420 市川マサ ラブプラス　Ｍａｎａｋａ　Ｄａｙｓ（２） 420 現津みかみ┴コナミデジタルエンタテインメント

Ａ－ＢＯＵＴ！（８） 420 市川マサ ラブプラス　Ｎｅｎｅ　Ｄａｙｓ（１） 648 九月タカアキ┴コナミデジタルエンタテインメント

Ａ－ＢＯＵＴ！（９） 420 市川マサ ラブプラス　Ｎｅｎｅ　Ｄａｙｓ（２） 600 九月タカアキ┴コナミデジタルエンタテインメント

Ａ－ＢＯＵＴ！（１０） 420 市川マサ 線は、僕を描く（１） 420 堀内厚徳┴砥上裕將

Ａ－ＢＯＵＴ！（１１） 420 市川マサ 線は、僕を描く（２） 420 堀内厚徳┴砥上裕將

Ａ－ＢＯＵＴ！（１２） 420 市川マサ 線は、僕を描く（３） 420 堀内厚徳┴砥上裕將

Ａ－ＢＯＵＴ！（１３） 420 市川マサ 線は、僕を描く（４） 420 堀内厚徳┴砥上裕將

Ａ－ＢＯＵＴ！（１４） 420 市川マサ 永遠の詩（１） 600 佐木飛朗斗┴上田ナツオ

Ａ－ＢＯＵＴ！（１５） 420 市川マサ 永遠の詩（２） 600 佐木飛朗斗┴上田ナツオ

Ａ－ＢＯＵＴ！（１６） 420 市川マサ 永遠の詩（３） 600 佐木飛朗斗┴上田ナツオ

Ａ－ＢＯＵＴ！（１７） 420 市川マサ 永遠の詩（４） 600 佐木飛朗斗┴上田ナツオ

Ａ－ＢＯＵＴ！（１８） 420 市川マサ 永遠の詩（５） 600 佐木飛朗斗┴上田ナツオ

Ａ－ＢＯＵＴ！（１９） 420 市川マサ 永遠の詩（６） 600 佐木飛朗斗┴上田ナツオ

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１） 420 上条明峰 路地裏喫茶のカフェオレさん 680 永井道紀

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２） 420 上条明峰 新装版　ＵＭＡ大戦　ククルとナギ（１） 1000 藤異秀明

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（３） 420 上条明峰 新装版　ＵＭＡ大戦　ククルとナギ（２） 1000 藤異秀明

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（４） 420 上条明峰 新装版　ＵＭＡ大戦　ククルとナギ（３） 1000 藤異秀明

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（５） 420 上条明峰 新装版　真・女神転生　デビルチルドレン（１） 1000 藤異秀明┴ＡＴＬＵＳ

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（６） 420 上条明峰 新装版　真・女神転生　デビルチルドレン（２） 1000 藤異秀明┴ＡＴＬＵＳ

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（７） 420 上条明峰 新装版　真・女神転生　デビルチルドレン（３） 1000 藤異秀明┴ＡＴＬＵＳ

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（８） 420 上条明峰 新装版　ロボットポンコッツ　グレイテスト編（上） 1000 タモリはタル┴下田淳＆レッド・エンタテインメント

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（９） 420 上条明峰 新装版　ロボットポンコッツ　グレイテスト編（下） 1000 タモリはタル┴下田淳＆レッド・エンタテインメント

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１０） 420 上条明峰 新装版　ロボットポンコッツ　スペシャリスト編（上） 1000 タモリはタル┴下田淳＆レッド・エンタテインメント

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１１） 420 上条明峰 新装版　ロボットポンコッツ　スペシャリスト編（下） 1000 タモリはタル┴下田淳＆レッド・エンタテインメント

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１２） 420 上条明峰 【電子版】ＳＤガンダムスペシャルアンソロジー 600

横井孝二┴やまと虹一┴ときた洸一┴ＡｒｋＰ

ｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ┴今井神┴大童澄瞳┴

岡本倫┴貞松龍壱┴高田裕三┴武井宏之┴天

神英貴┴蒔島梓┴皆川亮二┴森本がーにゃ

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１３） 420 上条明峰 くろアゲハ（１４）　くろアゲハ×カメレオン　結城直人特装版 2000 加瀬あつし

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１４） 420 上条明峰 サイクリーマン（１） 610 原田尚

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１５） 420 上条明峰 サイクリーマン（２） 630 原田尚

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１６） 420 上条明峰 サイクリーマン（３） 650 原田尚

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１７） 420 上条明峰 俺たちの日常は始まったばかりだ（１） 610 氷川へきる

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１８） 420 上条明峰 俺たちの日常は始まったばかりだ（２） 640 氷川へきる

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（１９） 420 上条明峰 俺たちの日常は始まったばかりだ（３） 650 氷川へきる

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２０） 420 上条明峰 海の境目 680 桃山アカネ

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２１） 420 上条明峰 人間入門（１） 630 石川聖

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２２） 420 上条明峰 人間入門（２） 630 石川聖

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２３） 420 上条明峰 ああっ就活の女神さまっ（１） 648 藤島康介┴青木Ｕ平┴よしづきくみち

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２４） 420 上条明峰 ああっ就活の女神さまっ（２） 660 青木Ｕ平┴よしづきくみち┴藤島康介

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２５） 420 上条明峰 ああっ就活の女神さまっ（３） 660 青木Ｕ平┴よしづきくみち┴藤島康介

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ（２６） 420 上条明峰 ああっ就活の女神さまっ（４） 680 青木Ｕ平┴よしづきくみち┴藤島康介

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１） 420 上条明峰 ああっ就活の女神さまっ（５） 680 青木Ｕ平┴よしづきくみち┴藤島康介

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２） 420 上条明峰 人は見た目が９割 1150 山田一喜┴竹内一郎

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３） 420 上条明峰 知ってはいけない―隠された日本支配の構造― 1150 伊佐義勇┴矢部宏治

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（４） 420 上条明峰 論語と算盤 1150 近藤たかし┴渋沢栄一

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（５） 420 上条明峰 あしたからのＨＥＲＯ 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（６） 420 上条明峰 アリスの時間 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（７） 420 上条明峰 キャッシュな関係（１） 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（８） 420 上条明峰 キャッシュな関係（２） 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（９） 420 上条明峰 キャッシュな関係（３） 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１０） 420 上条明峰 キャッシュな関係（４） 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１１） 420 上条明峰 わたしの恋は星まかせ 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１２） 420 上条明峰 青い宇宙のルナ 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１３） 420 上条明峰 夢であえたら（１） 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１４） 420 上条明峰 夢であえたら（２） 420 あさぎり夕

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１５） 420 上条明峰 パラレルパラダイス　特装版（８） 1100 岡本倫

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１６） 420 上条明峰 かまってくれないと死ぬ吸血鬼 440 渡辺こよ

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１７） 420 上条明峰 ネガティブハーレム愛ランド（１） 630 はら九五

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１８） 420 上条明峰 ネガティブハーレム愛ランド（２） 660 はら九五

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（１９） 420 上条明峰 ネガティブハーレム愛ランド（３） 630 はら九五

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２０） 420 上条明峰 バカレイドッグス　Ｌｏｓｅｒ（１） 630 矢樹純┴青木優

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２１） 420 上条明峰 バカレイドッグス　Ｌｏｓｅｒ（２） 630 矢樹純┴青木優

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２２） 420 上条明峰 バカレイドッグス　Ｌｏｓｅｒ（３） 660 矢樹純┴青木優

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２３） 420 上条明峰 バカレイドッグス　Ｌｏｓｅｒ（４） 720 矢樹純┴青木優

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２４） 420 上条明峰 バカレイドッグス　Ｌｏｓｅｒ（５） 720 矢樹純┴青木優

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２５） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（１） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２６） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（２） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２７） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（３） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２８） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（４） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（２９） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（５） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３０） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（６） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３１） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（７） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３２） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（８） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３３） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（９） 600 横田卓馬



ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３４） 420 上条明峰 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話（１０） 600 横田卓馬

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３５） 420 上条明峰 バビロン（上） 630 瀧下信英┴野崎まど

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３６） 420 上条明峰 バビロン（下） 630 瀧下信英┴野崎まど

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３７） 420 上条明峰 ヒゲと鈴としゃぼん玉 700 ｙｍｚ

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＤＥＥＰＥＲ　ＫＹＯ（３８） 420 上条明峰 ユグドラシルバー（１） 420 からあげたろう

十三支演義　～偃月三国伝～（１） 600 アイディアファクトリー・ＲＥＤ┴紗与イチ ユグドラシルバー（２） 420 からあげたろう

十三支演義　～偃月三国伝～（２） 600 アイディアファクトリー・ＲＥＤ┴紗与イチ 四月一日さん家の 630

となりける┴「四月一日さん家の」製作委員会┴プ

リンアラモード┴本屋町┴はち

十三支演義　～偃月三国伝～（３） 600 アイディアファクトリー・ＲＥＤ┴紗与イチ 実は俺、最強でした？（１）　【電子限定特典ペーパー付き】 600 高橋愛┴澄守彩

十三支演義　～偃月三国伝～（４） 600 アイディアファクトリー・ＲＥＤ┴紗与イチ 実は俺、最強でした？（２） 650 高橋愛┴澄守彩

エア彼（１） 420 大久保ヒロミ 実は俺、最強でした？（３） 650 高橋愛┴澄守彩

エア彼（２） 420 大久保ヒロミ 実は俺、最強でした？（４） 650 高橋愛┴澄守彩

エア彼（３） 420 大久保ヒロミ 実は俺、最強でした？（５） 650 高橋愛┴澄守彩

センセイ、あのね。 420 春木さき 実は俺、最強でした？（６） 650 高橋愛┴澄守彩

ナンバーガール 420 桜井まちこ 実は俺、最強でした？（７） 650 高橋愛┴澄守彩

先生、スキ。 420 相川ヒロ 神威事変（１） 420 秋山直衛

神☆ヴォイス（１） 420 櫻井圭記┴ＴｅａｍＧ．Ｖ．┴薮口黒 神威事変（２） 420 秋山直衛

野田ともうします。（１） 750 柘植文 令和はなまる学園（１） 630 ことぶき

野田ともうします。（２） 750 柘植文 令和はなまる学園（２） 660 ことぶき

野田ともうします。（３） 750 柘植文 令和はなまる学園（３） 600 ことぶき

野田ともうします。（４） 750 柘植文 生徒会長はベッドの上で全てを解く（１） 600 維邪之托刀┴ツカサ

野田ともうします。（５） 750 柘植文 生徒会長はベッドの上で全てを解く（２） 600 維邪之托刀┴ツカサ

野田ともうします。（６） 750 柘植文 生徒会長はベッドの上で全てを解く（３） 600 維邪之托刀┴ツカサ

野田ともうします。（７） 750 柘植文 蒼のアインツ（１） 630 中村尚儁

開講！　オタクゼミナール　オタクなんて最高です！（１） 600 ミキマキ 蒼のアインツ（２） 650 中村尚儁

ｔｒｉｐ 420 桜井まちこ 蒼のアインツ（３） 660 中村尚儁

海月姫外伝　ＢＡＲＡＫＵＲＡ～薔薇のある暮らし～ 600 東村アキコ 蒼のアインツ（４） 660 中村尚儁

海月姫外伝　ＢＡＲＡＫＵＲＡ～薔薇のある暮らし～（２） 600 東村アキコ 蒼のアインツ（５） 660 中村尚儁

ずっとずっと好きな人。 420

南波あつこ┴飴あられ┴高橋利枝┴日暮キ

ノコ┴小山鹿梨子 蒼のアインツ（６） 750 中村尚儁

悪の教典（１） 600 貴志祐介┴烏山英司

ヤンキーＪＫの異常な愛情（４）　【幼なじみ声優の異常な執着】描き

下ろしカラー漫画２１ページ付き特装版 800 高橋コウ

悪の教典（２） 600 貴志祐介┴烏山英司 餓獣（１） 630 小池ノクト

悪の教典（３） 600 貴志祐介┴烏山英司 餓獣（２） 630 小池ノクト

悪の教典（４） 600 貴志祐介┴烏山英司 餓獣（３） 660 小池ノクト

悪の教典（５） 600 貴志祐介┴烏山英司 餓獣（４） 660 小池ノクト

悪の教典（６） 600 貴志祐介┴烏山英司 餓獣（５） 660 小池ノクト

悪の教典（７） 600 貴志祐介┴烏山英司 餓獣（６） 630 小池ノクト

悪の教典（８） 600 貴志祐介┴烏山英司 おちたらおわり（１） 470 すえのぶけいこ

悪の教典（９） 600 貴志祐介┴烏山英司 おちたらおわり（２） 470 すえのぶけいこ

月光蝶（１） 420 もこやま仁 おちたらおわり（３） 470 すえのぶけいこ

アポカリプスの砦（１） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おちたらおわり（４） 470 すえのぶけいこ

アポカリプスの砦（２） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おちたらおわり（５） 470 すえのぶけいこ

アポカリプスの砦（３） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おちたらおわり（６） 470 すえのぶけいこ

アポカリプスの砦（４） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おちたらおわり（７） 470 すえのぶけいこ

アポカリプスの砦（５） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おちたらおわり（８） 470 すえのぶけいこ

アポカリプスの砦（６） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おとなになっても（１）　【電子版限定特典かきおろしマンガ付き】 500 志村貴子

アポカリプスの砦（７） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おとなになっても（２） 500 志村貴子

アポカリプスの砦（８） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おとなになっても（３）　【電子限定描きおろし特典つき】 500 志村貴子

アポカリプスの砦（９） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おとなになっても（４） 500 志村貴子

アポカリプスの砦（１０） 420 蔵石ユウ┴イナベカズ おとなになっても（５） 500 志村貴子

ドールズ　フォークロア（１） 420 烏丸匡 おとなになっても（６） 500 志村貴子

ドールズ　フォークロア（２） 420 烏丸匡 おとなになっても（７） 500 志村貴子

ドールズ　フォークロア（３） 420 烏丸匡 キスはこっそりと。 420 かみのるり

妖怪アパートの幽雅な日常（１） 600 香月日輪┴深山和香 ごきげんよう、小春さん（１） 420 葉月かなえ

妖怪アパートの幽雅な日常（２） 600 香月日輪┴深山和香 ごきげんよう、小春さん（２） 450 葉月かなえ

妖怪アパートの幽雅な日常（３） 600 香月日輪┴深山和香 シークレット・シンデレラ～甘い秘密～（１）【電子版限定カラー扉つき】 420 ぷりぷりろーず

妖怪アパートの幽雅な日常（４） 600 香月日輪┴深山和香 シークレット・シンデレラ～甘い秘密～（２） 420 ぷりぷりろーず

妖怪アパートの幽雅な日常（５） 600 香月日輪┴深山和香 シークレット・シンデレラ～甘い秘密～（３） 420 ぷりぷりろーず

妖怪アパートの幽雅な日常（６） 600 香月日輪┴深山和香 シークレット・シンデレラ～甘い秘密～（４） 420 ぷりぷりろーず

妖怪アパートの幽雅な日常（７） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（１）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（８） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（２）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（９） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（３）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１０） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（４）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１１） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（５）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１２） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（６）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１３） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（７）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１４） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（８）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１５） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（９）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１６） 600 香月日輪┴深山和香 ピーナッツバターサンドウィッチ（１０）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１７） 600 深山和香┴香月日輪 ピーナッツバターサンドウィッチ（１１）　～29歳OL4人の婚活奮闘記！ 420 ミツコ

妖怪アパートの幽雅な日常（１８） 600 深山和香┴香月日輪 水晶の響（１） 420 斉藤倫

妖怪アパートの幽雅な日常（１９） 600 深山和香┴香月日輪 水晶の響（２） 420 斉藤倫

妖怪アパートの幽雅な日常（２０） 650 深山和香┴香月日輪 水晶の響（３） 420 斉藤倫

妖怪アパートの幽雅な日常（２１） 650 深山和香┴香月日輪 水晶の響（４） 450 斉藤倫

妖怪アパートの幽雅な日常（２２） 650 深山和香┴香月日輪 星くんは恋を忘れてる（１） 420 甘里シュガー

妖怪アパートの幽雅な日常（２３） 650 深山和香┴香月日輪 星くんは恋を忘れてる（２） 420 甘里シュガー

妖怪アパートの幽雅な日常（２４） 650 深山和香┴香月日輪 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（１） 420 庄司陽子

妖怪アパートの幽雅な日常（２５） 650 深山和香┴香月日輪 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（２） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（１） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（３） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（２） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（４） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（３） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（５） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（４） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（６） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（５） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（７） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（６） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（８） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（７） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（９） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（８） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 生徒諸君！　Ｋｉｄｓ（１０） 420 庄司陽子

彼女がフラグをおられたら（９） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 東京タラレバ娘　シーズン２（１） 500 東村アキコ

彼女がフラグをおられたら（１０） 420 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 東京タラレバ娘　シーズン２（２） 500 東村アキコ

江戸カルタ 420 飴あられ 東京タラレバ娘　シーズン２（３） 500 東村アキコ

Ｋ　―メモリー・オブ・レッド― 600

黒榮ゆい┴来楽零（ＧｏＲＡ）┴ＧｏＲ

Ａ・ＧｏＨａｎｄｓ 東京タラレバ娘　シーズン２（４） 500 東村アキコ

Ｋ　―メモリー・オブ・レッド―（２） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴

来楽零（ＧｏＲＡ） 東京タラレバ娘　シーズン２（５） 500 東村アキコ

Ｋ　―メモリー・オブ・レッド―（３） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴

来楽零（ＧｏＲＡ） 東京タラレバ娘　シーズン２（６） 500 東村アキコ

ＸＢＬＡＤＥ（１） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 恋の音、みつけた（１） 420 赤池うらら

ＸＢＬＡＤＥ（２） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 恋の音、みつけた（２） 450 赤池うらら

ＸＢＬＡＤＥ（３） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 自由論 700 ミル┴北野希織

ＸＢＬＡＤＥ（４） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 神木兄弟おことわり　リトル・ブラザー（１） 420 恩田ゆじ

ＸＢＬＡＤＥ（５） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 神木兄弟おことわり　リトル・ブラザー（２） 450 恩田ゆじ

ＸＢＬＡＤＥ（６） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 ちはやふる　公式コミックガイド 750 末次由紀┴ＢＥ・ＬＯＶＥ編集部

ＸＢＬＡＤＥ（７） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 マンガでわかる　未来の年表 1000 水上航┴河合雅司

ＸＢＬＡＤＥ（８） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ第２画集『改造人間　再』 3000 石ノ森章太郎┴村枝賢一

ＸＢＬＡＤＥ（９） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 偽神英雄のアマデウス（１） 600 サイトウケンジ┴いちたか

ＸＢＬＡＤＥ（１０） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 偽神英雄のアマデウス（２） 600 サイトウケンジ┴いちたか

ＸＢＬＡＤＥ（１１） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 偽神英雄のアマデウス（３） 600 サイトウケンジ┴いちたか

ＸＢＬＡＤＥ（１２） 600 イダタツヒコ┴士貴智志 巨竜戦記（１） 420 本田真吾



新世界より（１） 420 貴志祐介┴及川徹 巨竜戦記（２） 420 本田真吾

新世界より（２） 420 貴志祐介┴及川徹 巨竜戦記（３） 420 本田真吾

新世界より（３） 420 貴志祐介┴及川徹 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

新世界より（４） 420 貴志祐介┴及川徹 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（２） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

新世界より（５） 420 貴志祐介┴及川徹 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（３） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

新世界より（６） 420 貴志祐介┴及川徹 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（４） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

新世界より（７） 420 貴志祐介┴及川徹 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（５） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

セカイでいちばん好きな人 420

南波あつこ┴熊岡冬夕┴北川夕夏┴安理

由香┴Ｉｓｈｉｋｏ┴藤野こと葉┴ひぐち

にちほ 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（６） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（１） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（７） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（２） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（８） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（３） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（９） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（４） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１０） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（５） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１１） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（６） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１２） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（７） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１３） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（８） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１４） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（９） 700 谷川史子 紡！ＤＡＮＧＡＮ☆ＤＲＩＶＥ！！（１５） 600 奥谷通教┴佐木飛朗斗

おひとり様物語（１０） 1000 谷川史子 霊獣記（１） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

スキ、キライ…でも好き。 420

安理由香┴桜井まちこ┴北川夕夏┴三次

マキ┴大友なな┴一瀬ルカ 霊獣記（２） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

校舎のうらには天使が埋められている（１） 420 小山鹿梨子 霊獣記（３） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

校舎のうらには天使が埋められている（２） 420 小山鹿梨子 霊獣記（４） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

校舎のうらには天使が埋められている（３） 420 小山鹿梨子 霊獣記（５） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

校舎のうらには天使が埋められている（４） 420 小山鹿梨子 霊獣記（６） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

校舎のうらには天使が埋められている（５） 450 小山鹿梨子 霊獣記（７） 600 岡田鯛┴佐木飛朗斗

校舎のうらには天使が埋められている（６） 420 小山鹿梨子 マンガで夢を叶えるための“おもしろい”の伝え方（１） 1200 ヒロユキ

校舎のうらには天使が埋められている（７） 420 小山鹿梨子

Ｃ．Ｍ．Ｂ　森羅博物館の事件目録　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　京都大学

ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 800 加藤元浩┴京都大学推理小説研究会

黒博物館　スプリンガルド 860 藤田和日郎

Ｃ．Ｍ．Ｂ　森羅博物館の事件目録　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　東京大学

ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 800 加藤元浩┴東京大学新月お茶の会

あぁん…背徳の悦び＆とろけるH　ぜんぶ見せますっ！！ 420 叶のりこ┴相川ヒロ┴もこやま仁 ウソみたいな恋したい　時名きうい初期作品集 500 時名きうい

あくまで恋しよう 420 あなしん ヒットマン　特装版（６） 680 瀬尾公治

まじめな時間（１） 600 清家雪子 テルミ×テルミ×テルミ（１） 600 佐木飛朗斗┴岡田鯛

まじめな時間（２） 600 清家雪子 テルミ×テルミ×テルミ（２） 600 佐木飛朗斗┴岡田鯛

アゲイン！！（１） 560 久保ミツロウ テルミ×テルミ×テルミ（３） 600 佐木飛朗斗┴岡田鯛

アゲイン！！（２） 560 久保ミツロウ あせとせっけん（５）特装版 950 山田金鉄

アゲイン！！（３） 560 久保ミツロウ いんへるの（１） 700 カラスヤサトシ

アゲイン！！（４） 560 久保ミツロウ いんへるの（２） 700 カラスヤサトシ

アゲイン！！（５） 560 久保ミツロウ 空電の姫君（１） 630 冬目景

アゲイン！！（６） 560 久保ミツロウ 空電の姫君（２） 640 冬目景

アゲイン！！（７） 560 久保ミツロウ 空電の姫君（３） 650 冬目景

アゲイン！！（８） 560 久保ミツロウ 小さいノゾミと大きなユメ（１） 610 浜弓場双

アゲイン！！（９） 560 久保ミツロウ 小さいノゾミと大きなユメ（２） 640 浜弓場双

アゲイン！！（１０） 560 久保ミツロウ 小さいノゾミと大きなユメ（３） 650 浜弓場双

アゲイン！！（１１） 560 久保ミツロウ 無限の住人～幕末ノ章～（１） 630 沙村広明┴滝川廉治┴陶延リュウ

アゲイン！！（１２） 560 久保ミツロウ 無限の住人～幕末ノ章～（２） 660 滝川廉治┴陶延リュウ┴沙村広明

イケない秘密 420

吉野マリ┴ひさわゆみ┴岩下慶子┴成海柚

希 無限の住人～幕末ノ章～（３） 660 滝川廉治┴陶延リュウ┴沙村広明

ネクログ（１） 600 熊倉隆敏 無限の住人～幕末ノ章～（４） 660 滝川廉治┴陶延リュウ┴沙村広明

ネクログ（２） 600 熊倉隆敏 無限の住人～幕末ノ章～（５） 680 滝川廉治┴陶延リュウ┴沙村広明

ネクログ（３） 600 熊倉隆敏 無限の住人～幕末ノ章～（６） 680 滝川廉治┴陶延リュウ┴沙村広明

ネクログ（４） 648 熊倉隆敏 無限の住人～幕末ノ章～（７） 680 滝川廉治┴陶延リュウ┴沙村広明

ネコ系男子×イヌ系男子２ 420

克間彩人┴三次マキ┴春木さき┴一瀬ルカ

┴相野ココ┴高橋愛純 珈琲をしづかに（１） 640 みやびあきの

今日のユイコさん（１） 600 秀河憲伸 珈琲をしづかに（２） 640 みやびあきの

今日のユイコさん（２） 600 秀河憲伸 珈琲をしづかに（３） 640 みやびあきの

今日のユイコさん（３） 600 秀河憲伸 珈琲をしづかに（４） 650 みやびあきの

今日のユイコさん（４） 600 秀河憲伸 珈琲をしづかに（５） 680 みやびあきの

今日のユイコさん（５） 600 秀河憲伸 怪盗セイント・テール　ｇｉｒｌｓ！ 420 立川恵┴やもり四季。

兄が妹で妹が兄で。（１） 600 車谷晴子 望月さん家のヤンキー（１） 630 卯月ミヤ

兄が妹で妹が兄で。（２） 600 車谷晴子 望月さん家のヤンキー（２） 630 卯月ミヤ

兄が妹で妹が兄で。（３） 600 車谷晴子 望月さん家のヤンキー（３） 630 卯月ミヤ

兄が妹で妹が兄で。（４） 600 車谷晴子 アニマル・ファーム 400 ジョージ・オーウェル┴石ノ森章太郎

兄が妹で妹が兄で。（５） 600 車谷晴子 おりたたぶ（１） 420 こんちき

兄が妹で妹が兄で。（６） 600 車谷晴子 おりたたぶ（２） 420 こんちき

兄が妹で妹が兄で。（７） 600 車谷晴子 おりたたぶ（３） 420 こんちき

四月は君の嘘（１） 420 新川直司 おりたたぶ（４） 450 こんちき

四月は君の嘘（２） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（１） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（３） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（２） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（４） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（３） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（５） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（４） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（６） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（５） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（７） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（６） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（８） 420 新川直司 天空侵犯ａｒｒｉｖｅ（７） 630 大羽隆廣┴三浦追儺

四月は君の嘘（９） 420 新川直司 フルカラー版　人形の国（１） 1050 弐瓶勉

四月は君の嘘（１０） 420 新川直司 フルカラー版　人形の国（２） 1050 弐瓶勉

四月は君の嘘（１１） 420 新川直司 フルカラー版　人形の国（３） 1050 弐瓶勉

夏の前日（１） 600 吉田基已 フルカラー版　人形の国（４） 1050 弐瓶勉

夏の前日（２） 600 吉田基已 フルカラー版　人形の国（５） 1050 弐瓶勉

夏の前日（３） 600 吉田基已 銃姫　－Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｐａｉｎ－（１） 600 椋本夏夜┴高殿円

夏の前日（４） 600 吉田基已 銃姫　－Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｐａｉｎ－（２） 600 椋本夏夜┴高殿円

夏の前日（５） 648 吉田基已 銃姫　－Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｐａｉｎ－（３） 600 椋本夏夜┴高殿円

女神のリーブラ（１） 420 栄羽弥 銃姫　－Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｐａｉｎ－（４） 600 椋本夏夜┴高殿円

女神のリーブラ（２） 420 栄羽弥 銃姫　－Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｐａｉｎ－（５） 600 椋本夏夜┴高殿円

女神のリーブラ（３） 420 栄羽弥 銃姫　－Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｐａｉｎ－（６） 600 椋本夏夜┴高殿円

女神のリーブラ（４） 420 栄羽弥 イジらないで、長瀞さん（６）特装版 700 ナナシ

珈琲時間 600 豊田徹也 美童若旦那、恋慕ふは好色男 700 占地

臨死！！　江古田ちゃん（１） 600 瀧波ユカリ ギルドレ（１） 630 朝霧カフカ┴坂野杏梨

臨死！！　江古田ちゃん（２） 600 瀧波ユカリ ギルドレ（２） 660 朝霧カフカ┴坂野杏梨

臨死！！　江古田ちゃん（３） 600 瀧波ユカリ ギルドレ（３） 660 朝霧カフカ┴坂野杏梨

臨死！！　江古田ちゃん（４） 600 瀧波ユカリ Ｈ／Ｐ　ホスピタルポリスの勤務日誌（１） 420 杜野亜希

臨死！！　江古田ちゃん（５） 600 瀧波ユカリ Ｈ／Ｐ　ホスピタルポリスの勤務日誌（２） 420 杜野亜希

臨死！！　江古田ちゃん（６） 600 瀧波ユカリ Ｈ／Ｐ　ホスピタルポリスの勤務日誌（３） 420 杜野亜希

臨死！！　江古田ちゃん（７） 600 瀧波ユカリ Ｈ／Ｐ　ホスピタルポリスの勤務日誌（４） 420 杜野亜希

臨死！！　江古田ちゃん（８） 600 瀧波ユカリ Ｈ／Ｐ　ホスピタルポリスの勤務日誌（５） 470 杜野亜希

薔薇とオオカミ（１） 420 柚月純 リネンの春（１） 630 谷ま乃ゆり

薔薇とオオカミ（２） 420 柚月純 リネンの春（２） 650 谷ま乃ゆり

薔薇とオオカミ（３） 420 柚月純 リネンの春（３） 660 谷ま乃ゆり

虫と歌　市川春子作品集 680 市川春子 サクラ大戦　漫画版（１） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

Ｒｅ－ｂｉｒｔｈ 420 たかはしあん サクラ大戦　漫画版（２） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

犬神もっこす（１） 600 西餅 サクラ大戦　漫画版（３） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

犬神もっこす（２） 600 西餅 サクラ大戦　漫画版（４） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

犬神もっこす（３） 600 西餅 サクラ大戦　漫画版（５） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

犬神もっこす（４） 600 西餅 サクラ大戦　漫画版（６） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

犬神もっこす（５） 600 西餅 サクラ大戦　漫画版（７） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

ふたりのテーブル 420 いちのへ瑠美 サクラ大戦　漫画版（８） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介



ふたりのテーブル（２） 420 いちのへ瑠美 サクラ大戦　漫画版（９） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

オシオキ王子 420 もこやま仁 サクラ大戦　漫画版第二部（１） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

上から片想い 420 マキノ サクラ大戦　漫画版第二部（２） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

さらば、やさしいゆうづる 600 有永イネ サクラ大戦　漫画版第二部（３） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

ヤンデカ（１） 420 寄田みゆき サクラ大戦　漫画版第二部（４） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

ヤンデカ（２） 420 寄田みゆき サクラ大戦　漫画版第二部（５） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

ヤンデカ（３） 420 寄田みゆき サクラ大戦　漫画版第二部（６） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

勇午　下北半島編 600 赤名修┴真刈信二 サクラ大戦　漫画版第二部（７） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

勇午　北九州・対馬編 600 赤名修┴真刈信二 サクラ大戦　漫画版第二部（８） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

勇午　大阪編（１） 600 赤名修┴真刈信二 サクラ大戦　漫画版第二部（９） 600 政一九┴広井王子┴藤島康介

勇午　大阪編（２） 600 赤名修┴真刈信二 ネクロマンス（１） 420 堂本裕貴

勇午　東京・種子島編 600 赤名修┴真刈信二 ネクロマンス（２） 420 堂本裕貴

屍活師　女王の法医学（１） 420 杜野亜希 ネクロマンス（３） 420 堂本裕貴

屍活師　女王の法医学（２） 420 杜野亜希 ネクロマンス（４） 420 堂本裕貴

屍活師　女王の法医学（３） 420 杜野亜希 ネクロマンス（５） 420 堂本裕貴

屍活師　女王の法医学（４） 420 杜野亜希 五等分の花嫁　キャラクターブック　一花 700 春場ねぎ

屍活師　女王の法医学（５） 420 杜野亜希 江戸前エルフ（１） 600 樋口彰彦

屍活師　女王の法医学（６） 420 杜野亜希 江戸前エルフ（２） 600 樋口彰彦

屍活師　女王の法医学（７） 420 杜野亜希 江戸前エルフ（３） 600 樋口彰彦

屍活師　女王の法医学（８） 420 杜野亜希 江戸前エルフ（４） 600 樋口彰彦

屍活師　女王の法医学（９） 420 杜野亜希 江戸前エルフ（５） 600 樋口彰彦

屍活師　女王の法医学（１０） 420 杜野亜希 江戸前エルフ（６） 600 樋口彰彦

屍活師　女王の法医学（１１） 420 杜野亜希 爆笑頭（１） 600 井龍一┴小林ユマ

屍活師　女王の法医学（１２） 420 杜野亜希 爆笑頭（２） 600 井龍一┴小林ユマ

屍活師　女王の法医学（１３） 420 杜野亜希 爆笑頭（３） 600 井龍一┴小林ユマ

屍活師　女王の法医学（１４） 420 杜野亜希 千紘くんは、あたし中毒。（１） 420 伊藤里

屍活師　女王の法医学（１５） 420 杜野亜希 千紘くんは、あたし中毒。（２） 420 伊藤里

屍活師　女王の法医学（１６） 420 杜野亜希 千紘くんは、あたし中毒。（３） 420 伊藤里

屍活師　女王の法医学（１７） 420 杜野亜希 千紘くんは、あたし中毒。（４） 420 伊藤里

屍活師　女王の法医学（１８） 420 杜野亜希 千紘くんは、あたし中毒。（５） 440 伊藤里

彼女とカメラと彼女の季節（１） 600 月子 千紘くんは、あたし中毒。（６） 440 伊藤里

彼女とカメラと彼女の季節（２） 600 月子 千紘くんは、あたし中毒。（７） 440 伊藤里

彼女とカメラと彼女の季節（３） 600 月子 千紘くんは、あたし中毒。（８）　描きおろし特典つき 440 伊藤里

彼女とカメラと彼女の季節（４） 600 月子 ＮＥＡＲ　ＢＯＹＳ 420 櫻太助┴八神ひろき

彼女とカメラと彼女の季節（５） 600 月子

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～　【電子限定特装版】（１） 800 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～　【電子限定特装版】（２） 660 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（１） 630 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（３） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（２） 640 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（４） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（３） 640 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（５） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（４） 640 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（６） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（５） 650 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（７） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（６） 650 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（８） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～（７） 650 山口ミコト┴まりお

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（９） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 あまちんは自称♂（５）　電子特装版【写真集付き】 900 寺井赤音

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１０） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 わるいこと、ぜんぶ。（１） 420 青崎未来┴榊あおい

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１１） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 わるいこと、ぜんぶ。（２） 420 青崎未来┴榊あおい

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１２） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 わるいこと、ぜんぶ。（３） 420 青崎未来┴榊あおい

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１３） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 寄宿学校のジュリエット（１６）特装版 900 金田陽介

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１４） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 課長バカ一代（１） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１５） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 課長バカ一代（２） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１６） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 課長バカ一代（３） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１７） 600 石ノ森章太郎┴村枝賢一 課長バカ一代（４） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１８） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 課長バカ一代（５） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（１９） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 課長バカ一代（６） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２０） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 課長バカ一代（７） 600 野中英次

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２１） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 Ｋ　－ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｐｉｅｃｅｓ－ 800 鳥飼やすゆき┴ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２２） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 進撃の巨人（３０）特装版 920 諫山創

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２３） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 完全版　ロボットポンコッツ豪！ 1000 タモリはタル┴下田淳＆レッド・エンタテインメント

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２４） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎

四ノ宮小唄はまだ死ねない　-ＢＯＲＤＥＲ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ-

（１） 630 りいちゅ┴大槻涼樹┴モンスターラウンジ

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２５） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎

四ノ宮小唄はまだ死ねない　-ＢＯＲＤＥＲ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ-

（２） 660 りいちゅ┴大槻涼樹┴モンスターラウンジ

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２６） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎

四ノ宮小唄はまだ死ねない　-ＢＯＲＤＥＲ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ-

（３） 660 りいちゅ┴大槻涼樹┴モンスターラウンジ

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２７） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 十角館の殺人（１） 650 綾辻行人┴清原紘

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２８） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 十角館の殺人（２） 680 綾辻行人┴清原紘

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（２９） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 十角館の殺人（３） 680 綾辻行人┴清原紘

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（３０） 600 村枝賢一┴石ノ森章太郎 十角館の殺人（４） 700 綾辻行人┴清原紘

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（３１） 680 村枝賢一┴石ノ森章太郎 十角館の殺人（５） 700 綾辻行人┴清原紘

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（３２） 680 村枝賢一┴石ノ森章太郎 天気の子（１） 630 新海誠┴窪田航

新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ（３３） 680 村枝賢一┴石ノ森章太郎 天気の子（２） 660 新海誠┴窪田航

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（１） 600 楠みちはる 天気の子（３） 660 新海誠┴窪田航

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（２） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（１） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（３） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（２） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（４） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（３） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（５） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（４） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（６） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（５） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（７） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（６） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（８） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（７） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（９） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（８） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（１０） 600 楠みちはる Ｐ．Ｓ．元気です、俊平（９） 600 柴門ふみ

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（１１） 600 楠みちはる 乃木坂の詩　ｅｐｉｓｏｄｅ　１　―きっかけ―（１） 630 御池慧┴秋元康

湾岸ミッドナイト　Ｃ１ランナー（１２） 600 楠みちはる 乃木坂の詩　ｅｐｉｓｏｄｅ　１　―きっかけ―（２） 660 御池慧┴秋元康

ボールルームへようこそ（１） 420 竹内友 柴門ふみＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ（１）少女以上少年未満 600 柴門ふみ

ボールルームへようこそ（２） 420 竹内友 柴門ふみＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ（２）ふしだらな灰かぶり達 600 柴門ふみ

ボールルームへようこそ（３） 420 竹内友 柴門ふみＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ（３）さっきまでパパがいた 600 柴門ふみ

ボールルームへようこそ（４） 420 竹内友 僕の唄は君の歌（１） 600 柴門ふみ

ボールルームへようこそ（５） 420 竹内友 僕の唄は君の歌（２） 600 柴門ふみ

ボールルームへようこそ（６） 420 竹内友 愛斜堂＜完全版＞ 800 岡本健太郎

ボールルームへようこそ（７） 420 竹内友 笑える子羊＜完全版＞ 650 岡本健太郎

ボールルームへようこそ（８） 420 竹内友 とんがり帽子のアトリエ（６）限定版 1100 白浜鴎

ボールルームへようこそ（９） 420 竹内友 夜廻り猫（６）特装版 1700 深谷かほる

ボールルームへようこそ（１０） 420 竹内友 ＨＵＭＡＮ　ＬＯＳＴ　人間失格 630 ＭＡＧＮＥＴ／スロウカーブ┴髙城隆介

ボールルームへようこそ（１１） 420 竹内友 爆麗音（１） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

ボールルームへようこそ（１２） 480 竹内友 爆麗音（２） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

千年万年りんごの子（１） 600 田中相 爆麗音（３） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

千年万年りんごの子（２） 600 田中相 爆麗音（４） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

千年万年りんごの子（３） 600 田中相 爆麗音（５） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

だから金田は恋ができない 600 和深ゆあな 爆麗音（６） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗



だから金田は恋ができない（２） 600 和深ゆあな 爆麗音（７） 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

エデンの檻（１） 420 山田恵庸 外天の夏（１） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

エデンの檻（２） 420 山田恵庸 外天の夏（２） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

エデンの檻（３） 420 山田恵庸 外天の夏（３） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

エデンの檻（４） 420 山田恵庸 外天の夏（４） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

エデンの檻（５） 420 山田恵庸 外天の夏（５） 600 東直輝┴佐木飛朗斗

エデンの檻（６） 420 山田恵庸 パッサカリア［Ｏｐ．７］ 600 山田秋太郎┴佐木飛朗斗

エデンの檻（７） 420 山田恵庸 妖変ニーベルングの指環 600 東直輝┴佐木飛朗斗

エデンの檻（８） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（１） 600 遠山えま

エデンの檻（９） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（２） 650 遠山えま

エデンの檻（１０） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（３） 650 遠山えま

エデンの檻（１１） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（４） 600 遠山えま

エデンの檻（１２） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（５） 600 遠山えま

エデンの檻（１３） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（６） 600 遠山えま

エデンの檻（１４） 420 山田恵庸 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（７） 600 遠山えま

エデンの檻（１５） 420 山田恵庸 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（１） 600 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

エデンの檻（１６） 420 山田恵庸 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（２） 600 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

エデンの檻（１７） 420 山田恵庸 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（３） 600 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

エデンの檻（１８） 420 山田恵庸

転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（４）

【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

エデンの檻（１９） 420 山田恵庸 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（５） 650 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

エデンの檻（２０） 420 山田恵庸 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（６） 600 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

エデンの檻（２１） 420 山田恵庸 転生したらスライムだった件　異聞　～魔国暮らしのトリニティ～（７） 650 戸野タエ┴伏瀬┴みっつばー

オールラウンダー廻（１） 600 遠藤浩輝 契れないひと（１） 630 たかたけし

オールラウンダー廻（２） 600 遠藤浩輝 契れないひと（２） 690 たかたけし

オールラウンダー廻（３） 600 遠藤浩輝 契れないひと（３） 690 たかたけし

オールラウンダー廻（４） 600 遠藤浩輝 鉄槌とピエタ（１） 630 真冬麻里

オールラウンダー廻（５） 600 遠藤浩輝 鉄槌とピエタ（２） 682 真冬麻里

オールラウンダー廻（６） 600 遠藤浩輝 鉄槌とピエタ（３） 600 真冬麻里

オールラウンダー廻（７） 600 遠藤浩輝 南国育ち　アンソロジー 730 平和┴こばやしひよこ┴保志レンジ┴高田サンコ

オールラウンダー廻（８） 600 遠藤浩輝 なんでここに先生が！？（９）特装版 1000 蘇募ロウ

オールラウンダー廻（９） 600 遠藤浩輝 うちの師匠はしっぽがない（２）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

オールラウンダー廻（１０） 600 遠藤浩輝 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（１） 420 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１１） 600 遠藤浩輝 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（２） 420 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１２） 600 遠藤浩輝

蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（３）　【電子版限

定！　ドキドキ☆セミカラー版】 450 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１３） 600 遠藤浩輝 蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（４） 440 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１４） 600 遠藤浩輝

蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（５）　電子限定！ヒ

ミツのイチャラブ描きおろしまんが特典付き 540 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１５） 600 遠藤浩輝

蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（６）　【電子限定】

酔った御己神とたくさん××しちゃう♪描き下ろしまんが特典付き 540 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１６） 600 遠藤浩輝

蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（７）　【電子限定】

美麗カラーイラスト収録＆御己神がくれた飴でいたずら延長戦…××♪描

き下ろしまんが特典付き 520 鳥海ペドロ

オールラウンダー廻（１７） 600 遠藤浩輝

キングダムオブザＺ　セクシーパニックリターンズ！！描き下ろし漫画付き特

装版（２） 800 綿貫ろん┴はらわたさいぞう

オールラウンダー廻（１８） 600 遠藤浩輝 愚者の星（１） 600 遠藤浩輝

オールラウンダー廻（１９） 600 遠藤浩輝 愚者の星（２） 600 遠藤浩輝

ロコモコ（１） 420 上田美和 愚者の星（３） 600 遠藤浩輝

ロコモコ（２） 420 上田美和 愚者の星（４） 600 遠藤浩輝

君のいる町（１） 420 瀬尾公治 愚者の星（５） 600 遠藤浩輝

君のいる町（２） 420 瀬尾公治 愚者の星（６） 600 遠藤浩輝

君のいる町（３） 420 瀬尾公治 愚者の星（７） 600 遠藤浩輝

君のいる町（４） 420 瀬尾公治 愚者の星（８） 660 遠藤浩輝

君のいる町（５） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（１） 600 田中マコト

君のいる町（６） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（２） 600 田中マコト

君のいる町（７） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（３） 600 田中マコト

君のいる町（８） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（４） 600 田中マコト

君のいる町（９） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（５） 600 田中マコト

君のいる町（１０） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（６） 600 田中マコト

君のいる町（１１） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（７） 600 田中マコト

君のいる町（１２） 420 瀬尾公治 オープンマリッジ（８） 600 田中マコト

君のいる町（１３） 420 瀬尾公治 Ｈｏｐ　Ｓｔｅｐ　Ｓｉｎｇ！　～ＶＲアイドルストーリー～（１） 630 講談社┴小玉励┴明日部結衣

君のいる町（１４） 420 瀬尾公治 Ｈｏｐ　Ｓｔｅｐ　Ｓｉｎｇ！　～ＶＲアイドルストーリー～（２） 660 講談社┴小玉励┴明日部結衣

君のいる町（１５） 420 瀬尾公治 Ｈｏｐ　Ｓｔｅｐ　Ｓｉｎｇ！　～ＶＲアイドルストーリー～（３） 660 講談社┴小玉励┴明日部結衣

君のいる町（１６） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（１） 420 川中康嗣

君のいる町（１７） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（２） 420 川中康嗣

君のいる町（１８） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（３） 420 川中康嗣

君のいる町（１９） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（４） 420 川中康嗣

君のいる町（２０） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（５） 420 川中康嗣

君のいる町（２１） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（６） 420 川中康嗣

君のいる町（２２） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（７） 420 川中康嗣

君のいる町（２３） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（８） 450 川中康嗣

君のいる町（２４） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（９） 450 川中康嗣

君のいる町（２５） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（１０） 450 川中康嗣

君のいる町（２６） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（１１） 450 川中康嗣

君のいる町（２７） 420 瀬尾公治 お願い、脱がシて。（１２） 450 川中康嗣

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１） 420 庄司陽子 お願い、脱がシて。（１３） 450 川中康嗣

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２） 420 庄司陽子 わたし（仮）（１） 420 奥津武

生徒諸君！　最終章・旅立ち（３） 420 庄司陽子 わたし（仮）（２） 420 奥津武

生徒諸君！　最終章・旅立ち（４） 420 庄司陽子 わたし（仮）（３） 420 奥津武

生徒諸君！　最終章・旅立ち（５） 420 庄司陽子 わたし（仮）（４） 420 奥津武

生徒諸君！　最終章・旅立ち（６） 420 庄司陽子 アイも変わらず 600 青木万里子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（７） 420 庄司陽子 インザハウス（１） 500 小宮みほ子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（８） 420 庄司陽子 インザハウス（２） 500 小宮みほ子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（９） 420 庄司陽子 インザハウス（３） 500 小宮みほ子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１０） 420 庄司陽子 インザハウス（４） 500 小宮みほ子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１１） 420 庄司陽子 インザハウス（５） 400 小宮みほ子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１２） 420 庄司陽子 インザハウス（６） 500 小宮みほ子

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１３） 420 庄司陽子 川越の書生さん（１） 600 幹本ヤエ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１４） 420 庄司陽子 川越の書生さん（２） 600 幹本ヤエ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１５） 420 庄司陽子 川越の書生さん（３） 600 幹本ヤエ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１６） 420 庄司陽子 きみと青い春のはじまり（１） 450 アサダニッキ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１７） 420 庄司陽子 きみと青い春のはじまり（２） 450 アサダニッキ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１８） 420 庄司陽子 きみと青い春のはじまり（３） 450 アサダニッキ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（１９） 420 庄司陽子 きみと青い春のはじまり（４） 450 アサダニッキ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２０） 420 庄司陽子 きみと青い春のはじまり（５） 450 アサダニッキ

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２１） 420 庄司陽子 この恋、叶いますか？（１） 420 雨宮うり

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２２） 420 庄司陽子 すまいのせちえ（１） 500 両国二雨

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２３） 420 庄司陽子 すまいのせちえ（２） 500 両国二雨

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２４） 420 庄司陽子 すまいのせちえ（３） 500 両国二雨

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２５） 420 庄司陽子 すまいのせちえ（４） 500 両国二雨

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２６） 420 庄司陽子 すまいのせちえ（５） 500 両国二雨

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２７） 420 庄司陽子 瀬奈くんに手なずけられてます 420 汐咲りな

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２８） 420 庄司陽子 無印なふたり（１） 500 草野魚

生徒諸君！　最終章・旅立ち（２９） 420 庄司陽子 無印なふたり（２） 500 草野魚

生徒諸君！　最終章・旅立ち（３０） 420 庄司陽子 無印なふたり（３） 500 草野魚

荒野の恋（１） 420 桜庭一樹┴タカハシマコ ゆびさきと恋々（１） 450 森下ｓｕｕ



荒野の恋（２） 420 桜庭一樹┴タカハシマコ ゆびさきと恋々（２） 450 森下ｓｕｕ

先生！！原稿ください。 500 中島守男 ゆびさきと恋々（３） 450 森下ｓｕｕ

とろける鉄工所（１） 600 野村宗弘 ゆびさきと恋々（４） 450 森下ｓｕｕ

とろける鉄工所（２） 600 野村宗弘 ゆびさきと恋々（５） 450 森下ｓｕｕ

とろける鉄工所（３） 600 野村宗弘 ゆびさきと恋々（６） 450 森下ｓｕｕ

とろける鉄工所（４） 600 野村宗弘 ゆびさきと恋々（７） 450 森下ｓｕｕ

とろける鉄工所（５） 600 野村宗弘 世にも奇妙なスーパーマーケット（１） 600 嶽まいこ

とろける鉄工所（６） 600 野村宗弘 世にも奇妙なスーパーマーケット（２） 600 嶽まいこ

とろける鉄工所（７） 600 野村宗弘 世にも奇妙なスーパーマーケット（３） 600 嶽まいこ

とろける鉄工所（８） 600 野村宗弘 リカラフル（１） 500 やじま冬美

とろける鉄工所（９） 600 野村宗弘 リカラフル（２） 500 やじま冬美

とろける鉄工所（１０） 600 野村宗弘 リカラフル（３） 500 やじま冬美

みなみけ（１） 600 桜場コハル リカラフル（４） 500 やじま冬美

みなみけ（２） 600 桜場コハル リカラフル（５） 500 やじま冬美

みなみけ（３） 600 桜場コハル ろくぶんのいち　～ぼくたちの格差～（１） 500 神波アユミ

みなみけ（４） 600 桜場コハル ろくぶんのいち　～ぼくたちの格差～（２） 500 神波アユミ

みなみけ（５） 600 桜場コハル 上京したあの子（１） 500 志真てら子

みなみけ（６） 600 桜場コハル 上京したあの子（２） 500 志真てら子

みなみけ（７） 600 桜場コハル 上京したあの子（３） 500 志真てら子

みなみけ（８） 600 桜場コハル 上京したあの子（４） 500 志真てら子

みなみけ（９） 600 桜場コハル ぷにぷにぷにおちゃん　～赤ちゃん観察日記～（１） 1000 にくきゅうぷにお

みなみけ（１０） 600 桜場コハル ぷにぷにぷにおちゃん　～赤ちゃん観察日記～（２） 1000 にくきゅうぷにお

みなみけ（１１） 600 桜場コハル ぷにぷにぷにおちゃん　～赤ちゃん観察日記～（３） 1000 にくきゅうぷにお

みなみけ（１２） 600 桜場コハル ぷにぷにぷにおちゃん　～赤ちゃん観察日記～（４） 1000 にくきゅうぷにお

みなみけ（１３） 600 桜場コハル 文鳥とメガネくん 600 オオノジュンコ

みなみけ（１４） 600 桜場コハル ほぼねこ　私のお母さんには肉球がある 600 三津キヨ

みなみけ（１５） 600 桜場コハル 弁護士と１７歳（１） 450 小野アンビ

みなみけ（１６） 600 桜場コハル 弁護士と１７歳（２） 450 小野アンビ

みなみけ（１７） 600 桜場コハル 弁護士と１７歳（３） 450 小野アンビ

みなみけ（１８） 630 桜場コハル 弁護士と１７歳（４） 450 小野アンビ

みなみけ（１９） 630 桜場コハル 弁護士と１７歳（５） 450 小野アンビ

みなみけ（２０） 630 桜場コハル 弁護士と１７歳（６） 450 小野アンビ

みなみけ（２１） 630 桜場コハル まゆごもり　深見じゅん短編集 480 深見じゅん

みなみけ（２２） 630 桜場コハル 田島列島短編集　ごあいさつ 660 田島列島

みなみけ（２３） 660 桜場コハル 望郷太郎（１） 640 山田芳裕

キミにハピネス 420 一瀬ルカ 望郷太郎（２） 640 山田芳裕

スーパーダーリン！（１） 420 硝音あや 望郷太郎（３） 640 山田芳裕

スーパーダーリン！（２） 420 硝音あや 望郷太郎（４） 650 山田芳裕

センゴク天正記（１） 600 宮下英樹 望郷太郎（５） 650 山田芳裕

センゴク天正記（２） 600 宮下英樹 望郷太郎（６） 690 山田芳裕

センゴク天正記（３） 600 宮下英樹 望郷太郎（７） 690 山田芳裕

センゴク天正記（４） 600 宮下英樹

連載を打ち切られた実家暮らしアラサー漫画家の親が病で倒れるとこうなる

（１） 1200 キダニエル

センゴク天正記（５） 600 宮下英樹

連載を打ち切られた実家暮らしアラサー漫画家の親が病で倒れるとこうなる

（２） 1200 キダニエル

センゴク天正記（６） 600 宮下英樹 テッペン～那須川天心物語～（１） 630 高橋伸輔

センゴク天正記（７） 600 宮下英樹 テッペン～那須川天心物語～（２） 660 高橋伸輔

センゴク天正記（８） 600 宮下英樹 テッペン～那須川天心物語～（３） 660 高橋伸輔

センゴク天正記（９） 600 宮下英樹 エルフデッキと戦場暮らし（１） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

センゴク天正記（１０） 600 宮下英樹 エルフデッキと戦場暮らし（２） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

センゴク天正記（１１） 600 宮下英樹 エルフデッキと戦場暮らし（３） 600 大間九郎┴ワタナベタカシ

センゴク天正記（１２） 600 宮下英樹 スケッチー（１） 640 マキヒロチ

センゴク天正記（１３） 600 宮下英樹 スケッチー（２） 670 マキヒロチ

センゴク天正記（１４） 600 宮下英樹 スケッチー（３） 670 マキヒロチ

センゴク天正記（１５） 600 宮下英樹 スケッチー（４） 670 マキヒロチ

山賊ダイアリー（１） 600 岡本健太郎 スケッチー（５） 730 マキヒロチ

山賊ダイアリー（２） 600 岡本健太郎 東独にいた（１） 640 宮下暁

山賊ダイアリー（３） 600 岡本健太郎 東独にいた（２） 660 宮下暁

山賊ダイアリー（４） 600 岡本健太郎 東独にいた（３） 660 宮下暁

山賊ダイアリー（５） 600 岡本健太郎 東独にいた（４） 690 宮下暁

山賊ダイアリー（６） 600 岡本健太郎 東独にいた（５） 660 宮下暁

山賊ダイアリー（７） 600 岡本健太郎 炎炎ノ消防隊（２１）特装版 900 大久保篤

平安女子部！（１） 600 夏目ココロ 五等分の花嫁　キャラクターブック　ニ乃 700 春場ねぎ

平安女子部！（２） 600 夏目ココロ 深沢さん、ありがとう。（１） 600 あづち涼

探偵犬シャードック（１） 420 安童夕馬┴佐藤友生 深沢さん、ありがとう。（２） 600 あづち涼

探偵犬シャードック（２） 420 安童夕馬┴佐藤友生 新装版　がんばれゴエモン　ゆき姫救出絵巻 1000 帯ひろ志

探偵犬シャードック（３） 420 安童夕馬┴佐藤友生 宝ちゃん、あ～ん！ 1200 ウラモトユウコ

探偵犬シャードック（４） 420 安童夕馬┴佐藤友生 笑顔のたえない職場です。（１） 660 くずしろ

探偵犬シャードック（５） 420 安童夕馬┴佐藤友生 笑顔のたえない職場です。（２） 660 くずしろ

探偵犬シャードック（６） 420 安童夕馬┴佐藤友生 笑顔のたえない職場です。（３） 660 くずしろ

探偵犬シャードック（７） 420 安童夕馬┴佐藤友生 笑顔のたえない職場です。（４） 660 くずしろ

王子とヒーロー（１） 420 山田デイジー 笑顔のたえない職場です。（５） 660 くずしろ

王子とヒーロー（２） 420 山田デイジー 笑顔のたえない職場です。（６） 660 くずしろ

王子とヒーロー（３） 420 山田デイジー ヴィンランド・サガ　公式ガイドブック 1150 幸村誠┴講談社

王子とヒーロー（４） 420 山田デイジー 公式ガイドブック　なんでここに先生が！？　生活指導の手引き 950 蘇募ロウ┴講談社

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１） 420 加藤元浩 デスライブ　推し変は死の始まり（１） 600 白森さわ

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２） 420 加藤元浩 デスライブ　推し変は死の始まり（２） 600 白森さわ

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３） 420 加藤元浩 デスライブ　推し変は死の始まり（３） 600 白森さわ

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４） 420 加藤元浩 レイジング・ヘル（１） 600 荒木光

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（５） 420 加藤元浩 レイジング・ヘル（２） 650 荒木光

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（６） 420 加藤元浩 レイジング・ヘル（３） 650 荒木光

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（７） 420 加藤元浩 レイジング・ヘル（４） 650 荒木光

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（８） 420 加藤元浩 レイジング・ヘル（５） 650 荒木光

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（９） 420 加藤元浩 時間停止勇者（１） 600 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１０） 420 加藤元浩 時間停止勇者（２） 600 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１１） 420 加藤元浩 時間停止勇者（３） 600 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１２） 420 加藤元浩 時間停止勇者（４） 600 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１３） 420 加藤元浩 時間停止勇者（５） 650 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１４） 420 加藤元浩 時間停止勇者（６） 650 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１５） 420 加藤元浩 時間停止勇者（７） 650 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１６） 420 加藤元浩 時間停止勇者（８） 650 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１７） 420 加藤元浩 時間停止勇者（９） 600 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１８） 420 加藤元浩 時間停止勇者（１０） 650 光永康則

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（１９） 420 加藤元浩 魔法使い黎明期（１） 600 タツヲ┴虎走かける┴いわさきたかし

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２０） 420 加藤元浩 魔法使い黎明期（２） 650 タツヲ┴虎走かける┴いわさきたかし

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２１） 420 加藤元浩 魔法使い黎明期（３） 650 タツヲ┴虎走かける┴いわさきたかし

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２２） 420 加藤元浩 魔法使い黎明期（４） 650 タツヲ┴虎走かける┴いわさきたかし

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２３） 420 加藤元浩 魔法使い黎明期（５） 600 タツヲ┴虎走かける┴いわさきたかし

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２４） 420 加藤元浩 魔法使い黎明期（６） 650 タツヲ┴虎走かける┴いわさきたかし

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２５） 420 加藤元浩 皆殺しのアーサー（１） 680 古閑裕一郎

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２６） 420 加藤元浩 皆殺しのアーサー（２） 660 古閑裕一郎

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２７） 420 加藤元浩 皆殺しのアーサー（３） 660 古閑裕一郎

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２８） 420 加藤元浩 皆殺しのアーサー（４） 660 古閑裕一郎

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（２９） 420 加藤元浩 チャンドラハース（１） 420 門司雪

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３０） 420 加藤元浩 チャンドラハース（２） 420 門司雪

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３１） 420 加藤元浩 チャンドラハース（３） 420 門司雪

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３２） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（１） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３３） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（２） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３４） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（３） 500 松本小夢



Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３５） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（４） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３６） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（５） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３７） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（６） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３８） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（７） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（３９） 420 加藤元浩 ＧＲＥＥＮ　ＦＩＮＧＥＲ　－小花の庭－（８） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４０） 420 加藤元浩 コマメのお仕事（１） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４１） 420 加藤元浩 コマメのお仕事（２） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４２） 420 加藤元浩 コマメのお仕事（３） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４３） 420 加藤元浩 コマメのお仕事（４） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４４） 420 加藤元浩 コマメのお仕事（５） 500 松本小夢

Ｃ．Ｍ．Ｂ．森羅博物館の事件目録（４５） 420 加藤元浩 コマメのお仕事（６） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（１） 600 高田裕三 コマメのお仕事（７） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（２） 600 高田裕三 コマメのお仕事（８） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（３） 600 高田裕三 コマメのお仕事（９） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（４） 600 高田裕三 コマメのお仕事（１０） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（５） 600 高田裕三 コマメのお仕事（１１） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（６） 600 高田裕三 コマメのお仕事（１２） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（７） 600 高田裕三 コンビニ恋愛レシピ（１） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（８） 600 高田裕三 コンビニ恋愛レシピ（２） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（９） 600 高田裕三 コンビニ恋愛レシピ（３） 500 松本小夢

ＣＡＰＴＡＩＮアリス（１０） 600 高田裕三 コンビニ恋愛レシピ（４） 500 松本小夢

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１） 420 中丸洋介 コンビニ恋愛レシピ（５） 500 松本小夢

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（２） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（１）【電子版限定カラーイラスト付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（３） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（２） 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（４） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（３）【電子版限定カラー漫画特典付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（５） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（４）【電子版限定カラー漫画特典付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（６） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（５）【電子版限定カラー漫画特典付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（７） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（６）【電子版限定カラー漫画特典付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（８） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（７）【電子版限定描きおろしカラーマンガ付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（９） 420 中丸洋介 ホンノウスイッチ（８）【電子版限定描きおろしカラーマンガ付き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１０） 420 中丸洋介

ホンノウスイッチ（９）　―ハジメテノフタリ―【電子版限定カラーイラストつ

き】 500 ＫＵＪＩＲＡ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１１） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（１） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１２） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（２） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１３） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（３） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１４） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（４） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１５） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（５） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１６） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（６） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１７） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（７） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１８） 420 中丸洋介 社長とＳＰ　～今日も朝まで密着警護～（８） 500 かじ

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（１９） 420 中丸洋介 溶けないし混ざらない（１） 500 小宮みほ子

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（２０） 420 中丸洋介 溶けないし混ざらない（２） 500 小宮みほ子

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（２１） 420 中丸洋介 溶けないし混ざらない（３） 500 小宮みほ子

我間乱～ＧＡＭＡＲＡＮ～（２２） 420 中丸洋介 恋愛ごっこ小夜曲（１） 500 猫目トーチカ

将国のアルタイル（１） 600 カトウコトノ 恋愛ごっこ小夜曲（２） 500 猫目トーチカ

将国のアルタイル（２） 600 カトウコトノ 恋愛ごっこ小夜曲（３） 500 猫目トーチカ

将国のアルタイル（３） 600 カトウコトノ 恋愛ごっこ小夜曲（４） 500 猫目トーチカ

将国のアルタイル（４） 600 カトウコトノ 恋愛ごっこ小夜曲（５） 500 猫目トーチカ

将国のアルタイル（５） 600 カトウコトノ 恋愛ごっこ小夜曲（６） 500 猫目トーチカ

将国のアルタイル（６） 600 カトウコトノ おたくの隣りはエルフですか？（１） 650 植野メグル

将国のアルタイル（７） 600 カトウコトノ おたくの隣りはエルフですか？（２） 660 植野メグル

将国のアルタイル（８） 600 カトウコトノ おたくの隣りはエルフですか？（３） 630 植野メグル

将国のアルタイル（９） 600 カトウコトノ おたくの隣りはエルフですか？（４） 630 植野メグル

将国のアルタイル（１０） 600 カトウコトノ おたくの隣りはエルフですか？（５） 630 植野メグル

将国のアルタイル（１１） 600 カトウコトノ しもべえ 630 村田ひろゆき

将国のアルタイル（１２） 600 カトウコトノ こいつらの正体が女だと俺だけが知っている（１） 600 ＮＥＯ草野┴猫又ぬこ┴伍長

将国のアルタイル（１３） 600 カトウコトノ

こいつらの正体が女だと俺だけが知っている（２）　【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 ＮＥＯ草野┴猫又ぬこ┴伍長

将国のアルタイル（１４） 600 カトウコトノ

こいつらの正体が女だと俺だけが知っている（３）【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 ＮＥＯ草野┴猫又ぬこ┴伍長

将国のアルタイル（１５） 600 カトウコトノ

こいつらの正体が女だと俺だけが知っている（４）【電子限定描きおろし

ペーパー付き】 600 ＮＥＯ草野┴猫又ぬこ┴伍長

将国のアルタイル（１６） 600 カトウコトノ こいつらの正体が女だと俺だけが知っている（５） 600 ＮＥＯ草野┴猫又ぬこ┴伍長

将国のアルタイル（１７） 600 カトウコトノ はたらく血小板ちゃん（１） 600 ヤス┴柿原優子┴清水茜

将国のアルタイル（１８） 600 カトウコトノ はたらく血小板ちゃん（２） 600 ヤス┴柿原優子┴清水茜

将国のアルタイル（１９） 600 カトウコトノ はたらく血小板ちゃん（３） 600 ヤス┴柿原優子┴清水茜

将国のアルタイル（２０） 600 カトウコトノ はたらく血小板ちゃん（４） 600 ヤス┴柿原優子┴清水茜

将国のアルタイル（２１） 600 カトウコトノ はたらく細胞ＢＡＢＹ（１） 640 清水茜┴福田泰宏

将国のアルタイル（２２） 600 カトウコトノ はたらく細胞ＢＡＢＹ（２） 640 福田泰宏┴清水茜

将国のアルタイル（２３） 650 カトウコトノ はたらく細胞ＢＡＢＹ（３） 650 福田泰宏┴清水茜

将国のアルタイル（２４） 650 カトウコトノ はたらく細胞ＢＡＢＹ（４） 660 福田泰宏┴清水茜

将国のアルタイル（２５） 650 カトウコトノ 川島芳子は男になりたい（１） 600 田中ほさな

龍狼伝　中原繚乱編（１） 420 山原義人 川島芳子は男になりたい（２） 600 田中ほさな

龍狼伝　中原繚乱編（２） 420 山原義人 川島芳子は男になりたい（３） 650 田中ほさな

龍狼伝　中原繚乱編（３） 420 山原義人 浅海さんと死んでもイキたい（１）　【電子限定 ミニイラスト集付き】 600 うらのりつ

龍狼伝　中原繚乱編（４） 420 山原義人 兎にも角にも（１） 600 穐山きえ

龍狼伝　中原繚乱編（５） 420 山原義人 兎にも角にも（２） 600 穐山きえ

龍狼伝　中原繚乱編（６） 420 山原義人 兎にも角にも（３） 600 穐山きえ

龍狼伝　中原繚乱編（７） 420 山原義人 兎にも角にも（４） 600 穐山きえ

龍狼伝　中原繚乱編（８） 420 山原義人 兎にも角にも（５） 600 穐山きえ

龍狼伝　中原繚乱編（９） 420 山原義人 年下ヤンキーを推せる件 420 春藤なかば

龍狼伝　中原繚乱編（１０） 420 山原義人 魔女怪盗ＬＩＰ☆Ｓ（１） 420 鏡はな┴壱コトコ

龍狼伝　中原繚乱編（１１） 420 山原義人 魔女怪盗ＬＩＰ☆Ｓ（２） 420 鏡はな┴壱コトコ

龍狼伝　中原繚乱編（１２） 420 山原義人 魔女怪盗ＬＩＰ☆Ｓ（３） 420 鏡はな┴壱コトコ

龍狼伝　中原繚乱編（１３） 420 山原義人 魔女怪盗ＬＩＰ☆Ｓ（４） 420 鏡はな┴壱コトコ

龍狼伝　中原繚乱編（１４） 420 山原義人 魔女怪盗ＬＩＰ☆Ｓ（５） 440 鏡はな┴壱コトコ

龍狼伝　中原繚乱編（１５） 420 山原義人 まじめに不純異性交遊（１） 450 八田あかり

龍狼伝　中原繚乱編（１６） 420 山原義人 まじめに不純異性交遊（２） 450 八田あかり

龍狼伝　中原繚乱編（１７） 420 山原義人 ひゆみの田舎道（１） 600 サイとウマお

ビブリア古書堂の事件手帖（１） 600 三上延┴交田稜 ひゆみの田舎道（２） 600 サイとウマお

ビブリア古書堂の事件手帖（２） 600 三上延┴交田稜 山口くんはワルくない（１） 450 斉木優

ビブリア古書堂の事件手帖（３） 600 三上延┴交田稜 山口くんはワルくない（２） 450 斉木優

勇午　横浜・横須賀編（１） 600 赤名修┴真刈信二 山口くんはワルくない（３） 450 斉木優

勇午　横浜・横須賀編（２） 600 赤名修┴真刈信二 山口くんはワルくない（４） 450 斉木優

ももプロＺ（１） 420 小城徹也 山口くんはワルくない（５） 450 斉木優

ももプロＺ（２） 420 小城徹也 山口くんはワルくない（６） 450 斉木優

ももプロＺ（３） 420 小城徹也 山口くんはワルくない（７） 450 斉木優

ももプロＺ（４） 420 小城徹也 五等分の花嫁　キャラクターブック　三玖 700 春場ねぎ┴週刊少年マガジン編集部

ももプロＺ（５） 420 小城徹也 ジョン・ロック～「統治二論」より～ 780 ロック┴名波優太

ももプロＺ（６） 420 小城徹也 どくヤン！（１） 640 左近洋一郎┴カミムラ晋作

ももプロＺ（７） 420 小城徹也 どくヤン！（２） 660 左近洋一郎┴カミムラ晋作

あしたのファミリア（１） 420 樋口彰彦 どくヤン！（３） 650 左近洋一郎┴カミムラ晋作

あしたのファミリア（２） 420 樋口彰彦 やぶとはなもも（１） 600 有間しのぶ

あしたのファミリア（３） 420 樋口彰彦 やぶとはなもも（２） 600 有間しのぶ

あしたのファミリア（４） 420 樋口彰彦 営業の牧田です。（１） 500 かわすみひろし

あしたのファミリア（５） 420 樋口彰彦 営業の牧田です。（２） 500 かわすみひろし

あしたのファミリア（６） 420 樋口彰彦 営業の牧田です。（３） 500 かわすみひろし

あしたのファミリア（７） 420 樋口彰彦 風より疾く（１） 552 かわすみひろし

あしたのファミリア（８） 420 樋口彰彦 風より疾く（２） 552 かわすみひろし



あしたのファミリア（９） 420 樋口彰彦 空挺ドラゴンズ　公式コミックガイド 1150 桑原太矩┴講談社

あしたのファミリア（１０） 420 樋口彰彦 東京ミュウミュウあ・ら・もーど（１） 420 征海未亜┴講談社

あしたのファミリア（１１） 420 樋口彰彦 東京ミュウミュウあ・ら・もーど（２） 420 征海未亜┴講談社

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（１） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（１） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（２） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（２） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（３） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（３） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（４） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（４） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（５） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（５） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（６） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（６） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（７） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（７） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（８） 420 金田達也 ケイ×ヤク　－あぶない相棒－（８） 600 薫原好江

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（９） 420 金田達也 ホテルポパン（１） 600 有間しのぶ

サムライ・ラガッツィ　戦国少年西方見聞録（１０） 420 金田達也 ホテルポパン（２） 600 有間しのぶ

ロックウェル＋ギャングスター（１） 600 冴凪亮

どうしても破滅したくない悪役令嬢が現代兵器を手にした結果がこれです

（１） 600 園心ふつう┴第６１６特別情報大隊┴無惑桑

ロックウェル＋ギャングスター（２） 600 冴凪亮

どうしても破滅したくない悪役令嬢が現代兵器を手にした結果がこれです

（２） 600 園心ふつう┴第６１６特別情報大隊┴無惑桑

ロックウェル＋ギャングスター（３） 600 冴凪亮

どうしても破滅したくない悪役令嬢が現代兵器を手にした結果がこれです

（３） 650 園心ふつう┴第６１６特別情報大隊┴無惑桑

北のライオン（１） 1200 わたせせいぞう

どうしても破滅したくない悪役令嬢が現代兵器を手にした結果がこれです

（４） 600 園心ふつう┴第６１６特別情報大隊┴無惑桑

北のライオン（２） 1200 わたせせいぞう

どうしても破滅したくない悪役令嬢が現代兵器を手にした結果がこれです

（５） 600 園心ふつう┴第６１６特別情報大隊┴無惑桑

北のライオン（３） 1200 わたせせいぞう 不思議なゆうなぎ（１） 630 大庭直仁

北のライオン（４） 1200 わたせせいぞう 不思議なゆうなぎ（２） 600 大庭直仁

赤ずきんちゃんは、狼がお好き。 420 成海柚希 亜童（１） 700 天野雀

赤ずきんちゃんは、狼がお好き。～Ｒ－２２～ 420 成海柚希 亜童（２） 660 天野雀

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（１） 420 坂本憲司郎 亜童（３） 660 天野雀

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（２） 420 坂本憲司郎 亜童（４） 660 天野雀

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（３） 420 坂本憲司郎 亜童（５） 660 天野雀

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（４） 420 坂本憲司郎 亜童（６） 660 天野雀

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（５） 420 坂本憲司郎 死神サイ殺ゲーム（１） 420 門馬司┴大前貴史┴エイリゾ

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（６） 420 坂本憲司郎 死神サイ殺ゲーム（２） 420 門馬司┴大前貴史┴エイリゾ

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（７） 420 坂本憲司郎 死神サイ殺ゲーム（３） 420 門馬司┴大前貴史┴エイリゾ

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（８） 420 坂本憲司郎

漫画版　選ばれる女におなりなさい　デヴィ夫人の華麗で激動なる人生

【電子版限定特典「デヴィ夫人の婚活論」Special Edition 4話つき】 1100 ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ┴花糸

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（９） 420 坂本憲司郎 ワンコそばにいる（１） 630 路田行

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（１０） 420 坂本憲司郎 ワンコそばにいる（２） 660 路田行

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（１１） 420 坂本憲司郎 ワンコそばにいる（３） 660 路田行

ＢＵＳＴＥＲ　ＫＥＥＬ！（１２） 420 坂本憲司郎 １６歳、婚約してます 420 時名きうい

キラキラ男子×ダメダメ女子 420

高島えり┴三森かおり┴見崎なつみ┴鳴海

涼┴Ｂ型┴梅野花 チャラ甘男子のお気にいり　町野いろは短編集 420 町野いろは

ケッチン（１） 600 きらたかし メイクはただの魔法じゃないの　テクニック　【電子限定特典付き】 800 六多いくみ

ケッチン（２） 600 きらたかし メイクはただの魔法じゃないの　テクニック（２） 1100 六多いくみ

ケッチン（３） 600 きらたかし ＳＮＳのち現実、時々恋。（１） 600 おかもととかさ

ケッチン（４） 600 きらたかし ハナさんは実らせたい！（１） 500 上野はる菜

ケッチン（５） 600 きらたかし ハナさんは実らせたい！（２） 500 上野はる菜

ケッチン（６） 600 きらたかし ハナさんは実らせたい！（３） 500 上野はる菜

ケッチン（７） 600 きらたかし ゲイバーのもちぎさん（１） 1000 もちぎ

ケッチン（８） 600 きらたかし ゲイバーのもちぎさん（２） 1000 もちぎ

ケッチン（９） 600 きらたかし ゲイバーのもちぎさん（３） 1000 もちぎ

ケッチン（１０） 600 きらたかし 結婚したいモンスターになった私の話 1000 愛内あいる

ケッチン（１１） 600 きらたかし 新入社員がまいります！ 1000 らおや

ケッチン（１２） 600 きらたかし 脱ぽちゃ。２０ｋｇヤセてぽっちゃり人生脱出しました。（１） 1000 蟻子

ケッチン（１３） 600 きらたかし 脱ぽちゃ。２０ｋｇヤセてぽっちゃり人生脱出しました。（２） 1000 蟻子

ケッチン（１４） 600 きらたかし 脱ぽちゃ。２０ｋｇヤセてぽっちゃり人生脱出しました。（３） 800 蟻子

ケッチン（１５） 600 きらたかし 脱ぽちゃ。２０ｋｇヤセてぽっちゃり人生脱出しました。（４） 800 蟻子

サイコメトラー（１） 600 安童夕馬┴朝基まさし 落園の美女と野獣（１） 630 由貴香織里

サイコメトラー（２） 600 安童夕馬┴朝基まさし 落園の美女と野獣（２） 630 由貴香織里

サイコメトラー（３） 600 安童夕馬┴朝基まさし 落園の美女と野獣（３） 630 由貴香織里

サイコメトラー（４） 600 安童夕馬┴朝基まさし 落園の美女と野獣（４） 630 由貴香織里

サイコメトラー（５） 600 安童夕馬┴朝基まさし 落園の美女と野獣（５） 630 由貴香織里

サイコメトラー（６） 600 安童夕馬┴朝基まさし 花と紺青　防大男子に恋しました。（１） 420 西香はち

サイコメトラー（７） 600 安童夕馬┴朝基まさし 花と紺青　防大男子に恋しました。（２） 420 西香はち

サイコメトラー（８） 600 安童夕馬┴朝基まさし 花と紺青　防大男子に恋しました。（３） 420 西香はち

サイコメトラー（９） 600 安童夕馬┴朝基まさし 花と紺青　防大男子に恋しました。（４） 420 西香はち

サイコメトラー（１０） 600 安童夕馬┴朝基まさし エデンの魔女たち（１） 630 小林且典┴岡崎純平

サイコメトラー（１１） 600 安童夕馬┴朝基まさし エデンの魔女たち（２） 660 小林且典（企画屋）┴岡﨑純平

サイコメトラー（１２） 600 安童夕馬┴朝基まさし エデンの魔女たち（３） 720 小林且典（企画屋）┴岡﨑純平

サイコメトラー（１３） 600 安童夕馬┴朝基まさし ブラックガルド（１） 640 花田陵

サイコメトラー（１４） 600 安童夕馬┴朝基まさし ブラックガルド（２） 680 花田陵

サイコメトラー（１５） 600 安童夕馬┴朝基まさし ブラックガルド（３） 680 花田陵

ドＳ男子vs.甘かわ男子どっちもいただきます！ 420

桜井まちこ┴みきもと凜┴安理由香┴Ｉｓ

ｈｉｋｏ┴中村抹茶┴大友なな ブラックガルド（４） 690 花田陵

レッツ☆ラグーン（１） 600 岡崎武士 ブラックガルド（５） 690 花田陵

レッツ☆ラグーン（２） 600 岡崎武士 ミスターズ～私の町のおじさんたち～（１） 630 飛田漱

レッツ☆ラグーン（３） 600 岡崎武士 ミスターズ～私の町のおじさんたち～（２） 650 飛田漱

レッツ☆ラグーン（４） 600 岡崎武士 ミスターズ～私の町のおじさんたち～（３） 660 飛田漱

レッツ☆ラグーン（５） 600 岡崎武士 花松と５人の女 630 佐藤啓

レッツ☆ラグーン（６） 630 岡崎武士 えとのみや 700 土ノ下かえる

勇午　洞爺湖サミット編（１） 600 赤名修┴真刈信二 五等分の花嫁　キャラクターブック　四葉 700 春場ねぎ┴週刊少年マガジン編集部

勇午　洞爺湖サミット編（２） 600 赤名修┴真刈信二 りんちゃんさんさーら（１） 630 雅日野琥珀

山田くんと７人の魔女（１） 420 吉河美希 りんちゃんさんさーら（２） 660 雅日野琥珀

山田くんと７人の魔女（２） 420 吉河美希 りんちゃんさんさーら（３） 670 雅日野琥珀

山田くんと７人の魔女（３） 420 吉河美希 ドメスティックな彼女　特装版（２６） 950 流石景

山田くんと７人の魔女（４） 420 吉河美希 コークス・コード（１） 630 赤瀬新一

山田くんと７人の魔女（５） 420 吉河美希 コークス・コード（２） 660 赤瀬新一

山田くんと７人の魔女（６） 420 吉河美希 いまかこ（１） 680 松浦だるま

山田くんと７人の魔女（７） 420 吉河美希 ハンツー×トラッシュ　とってもエッチな読み切り集 1100 こばやしひよこ

山田くんと７人の魔女（８） 420 吉河美希 ハンツー×トラッシュ　限定版（１８） 1100 こばやしひよこ

山田くんと７人の魔女（９） 420 吉河美希 レッドカード（１） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１０） 420 吉河美希 レッドカード（２） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１１） 420 吉河美希 レッドカード（３） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１２） 420 吉河美希 レッドカード（４） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１３） 420 吉河美希 レッドカード（５） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１４） 420 吉河美希 レッドカード（６） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１５） 420 吉河美希 レッドカード（７） 660 市川マサ

山田くんと７人の魔女（１６） 420 吉河美希 首を斬らねば分かるまい（１） 660 門馬司┴奏ヨシキ

山田くんと７人の魔女（１７） 420 吉河美希 首を斬らねば分かるまい（２） 660 門馬司┴奏ヨシキ

山田くんと７人の魔女（１８） 420 吉河美希 首を斬らねば分かるまい（３） 660 門馬司┴奏ヨシキ

山田くんと７人の魔女（１９） 420 吉河美希 首を斬らねば分かるまい（４） 660 門馬司┴奏ヨシキ

山田くんと７人の魔女（２０） 420 吉河美希 首を斬らねば分かるまい（５） 660 門馬司┴奏ヨシキ

山田くんと７人の魔女（２１） 420 吉河美希 大きくなったら結婚する！（１） 630 深冬ふみ

山田くんと７人の魔女（２２） 420 吉河美希 大きくなったら結婚する！（２） 630 深冬ふみ

山田くんと７人の魔女（２３） 420 吉河美希 大きくなったら結婚する！（３） 630 深冬ふみ

山田くんと７人の魔女（２４） 420 吉河美希 カランコロン漂泊記／ゲゲゲの家計簿　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

山田くんと７人の魔女（２５） 420 吉河美希 ゲゲゲの鬼太郎　大ボラ鬼太郎　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる



山田くんと７人の魔女（２６） 420 吉河美希

ゲゲゲの鬼太郎　雪姫ちゃんとゲゲゲの鬼太郎　他　水木しげる漫画大全

集 2600 水木しげる

山田くんと７人の魔女（２７） 420 吉河美希 ゲゲゲの鬼太郎　鬼太郎地獄編　他　水木しげる漫画大全集 2800 水木しげる

山田くんと７人の魔女（２８） 420 吉河美希 ゲゲゲの鬼太郎　鬼太郎国盗り物語（上）他　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

猫と暮らす 420 はやしだちひろ┴小島美帆子 ゲゲゲの鬼太郎　鬼太郎国盗り物語（下）他　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

監獄学園（１） 600 平本アキラ ゲゲゲの鬼太郎　ベトナム戦記　他　水木しげる漫画大全集 2400 水木しげる

監獄学園（２） 600 平本アキラ

ゲゲゲの不思議草子／水木しげるの日本霊異記他　水木しげる漫画大

全集 2900 水木しげる

監獄学園（３） 600 平本アキラ ボクの一生はゲゲゲの楽園だ　他　水木しげる漫画大全集（１） 2600 水木しげる

監獄学園（４） 600 平本アキラ ボクの一生はゲゲゲの楽園だ　他　水木しげる漫画大全集（２） 2700 水木しげる

監獄学園（５） 600 平本アキラ ボクの一生はゲゲゲの楽園だ　他　水木しげる漫画大全集（３） 2600 水木しげる

監獄学園（６） 600 平本アキラ 貸本版悪魔くん　水木しげる漫画大全集 2500 水木しげる

監獄学園（７） 600 平本アキラ 怪物マチコミ　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

監獄学園（８） 600 平本アキラ 今昔物語［全］　水木しげる漫画大全集 2800 水木しげる

監獄学園（９） 600 平本アキラ

水木しげるの異界旅行記／水木しげるの古代出雲　水木しげる漫画大全

集 2700 水木しげる

監獄学園（１０） 600 平本アキラ 水木しげるの遠野物語／水木版妖怪大戦争　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

監獄学園（１１） 600 平本アキラ 水木しげる人生絵巻／わたしの日々　他　水木しげる漫画大全集 2300 水木しげる

監獄学園（１２） 600 平本アキラ 総員玉砕せよ！！　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

監獄学園（１３） 600 平本アキラ 貸本戦記漫画集　絶望の大空　他　水木しげる漫画大全集 2800 水木しげる

監獄学園（１４） 600 平本アキラ 貸本戦記漫画集　鬼軍曹　他　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

監獄学園（１５） 600 平本アキラ 貸本漫画集　不死鳥を飼う男　他　水木しげる漫画大全集 2800 水木しげる

監獄学園（１６） 600 平本アキラ 貸本漫画集　飛だせ！　ピョン助　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

監獄学園（１７） 600 平本アキラ 貸本漫画集　怪談かえり船　他　水木しげる漫画大全集 2500 水木しげる

監獄学園（１８） 600 平本アキラ 貸本漫画集　火星年代記　他　水木しげる漫画大全集 2600 水木しげる

監獄学園（１９） 600 平本アキラ 貸本漫画集　猫姫様　他　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

監獄学園（２０） 600 平本アキラ 東西奇ッ怪紳士録［全］　水木しげる漫画大全集 2700 水木しげる

監獄学園（２１） 600 平本アキラ 方丈記／水木しげるの泉鏡花伝　水木しげる漫画大全集 2800 水木しげる

監獄学園（２２） 600 平本アキラ 進撃の巨人（３１）特装版 900 諫山創

監獄学園（２３） 600 平本アキラ イジらないで、長瀞さん（７）特装版 1080 ナナシ

監獄学園（２４） 600 平本アキラ ヒロインは絶望しました。（１） 420 千田大輔

監獄学園（２５） 600 平本アキラ ヒロインは絶望しました。（２） 420 千田大輔

監獄学園（２６） 600 平本アキラ ヒロインは絶望しました。（３） 420 千田大輔

監獄学園（２７） 600 平本アキラ ヒロインは絶望しました。（４） 420 千田大輔

監獄学園（２８） 600 平本アキラ ヒロインは絶望しました。（５） 420 千田大輔

砂の栄冠（１） 600 三田紀房 ヒロインは絶望しました。（６） 420 千田大輔

砂の栄冠（２） 600 三田紀房 ヒロインは絶望しました。（７） 420 千田大輔

砂の栄冠（３） 600 三田紀房 ヒロインは絶望しました。（８） 450 千田大輔

砂の栄冠（４） 600 三田紀房 ヒロインは絶望しました。（９） 450 千田大輔

砂の栄冠（５） 600 三田紀房 ヒロインは絶望しました。（１０） 450 千田大輔

砂の栄冠（６） 600 三田紀房 無号のシュネルギア（１） 650 高田裕三

砂の栄冠（７） 600 三田紀房 無号のシュネルギア（２） 650 高田裕三

砂の栄冠（８） 600 三田紀房 無号のシュネルギア（３） 600 高田裕三

砂の栄冠（９） 600 三田紀房 無号のシュネルギア（４） 600 高田裕三

砂の栄冠（１０） 600 三田紀房 無号のシュネルギア（５） 600 高田裕三

砂の栄冠（１１） 600 三田紀房 無号のシュネルギア（６） 600 高田裕三

砂の栄冠（１２） 600 三田紀房 にこめっこ（１） 640 赤堀君

砂の栄冠（１３） 600 三田紀房 にこめっこ（２） 660 赤堀君

砂の栄冠（１４） 600 三田紀房 にこめっこ（３） 660 赤堀君

砂の栄冠（１５） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（１） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（１６） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（２） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（１７） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（３） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（１８） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（４） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（１９） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（５） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（２０） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（６） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（２１） 600 三田紀房 妻と僕の小規模な育児（７） 720 福満しげゆき

砂の栄冠（２２） 600 三田紀房 いとしのカメレオン 420 長岡みう

砂の栄冠（２３） 600 三田紀房 ヒヤマケンタロウの妊娠　育児編（上） 500 坂井恵理

砂の栄冠（２４） 600 三田紀房 ヒヤマケンタロウの妊娠　育児編（下） 500 坂井恵理

砂の栄冠（２５） 600 三田紀房 星降る王国のニナ（１） 450 リカチ

脳男 600 首藤瓜於┴外薗昌也 星降る王国のニナ（２）【電子限定描きおろし特典つき】 450 リカチ

君とキュン恋、しよう。 420

マキノ┴春木さき┴倉持マリ┴三次マキ┴北

川夕夏 星降る王国のニナ（３） 450 リカチ

ダンダリン一〇一 700 とんたにたかし┴田島隆┴鈴木マサカズ 星降る王国のニナ（４） 450 リカチ

プラチナ（１） 600 かわすみひろし 星降る王国のニナ（５） 450 リカチ

プラチナ（２） 600 かわすみひろし 星降る王国のニナ（６） 450 リカチ

イケない妄想 420

岩下慶子┴芹沢由紀子┴ソラニユホ┴中野

まや花┴河原田瞳美 星降る王国のニナ（７） 450 リカチ

先輩といっしょ 420 マキノ 星降る王国のニナ（８） 450 リカチ

勇午　フィリピンＯＤＡ編（１） 600 赤名修┴真刈信二 星降る王国のニナ（９）　【電子限定特典コラボイラスト付き】 450 リカチ

勇午　フィリピンＯＤＡ編（２） 600 赤名修┴真刈信二 清少納言と申します（１） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

勇午　フィリピンＯＤＡ編（３） 600 赤名修┴真刈信二 清少納言と申します（２） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

美少年飼育法 420

小野塚カホリ┴高島えり┴見崎なつみ┴ａ

ｓａ┴相野ココ┴時名きうい 清少納言と申します（３） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

自己ＢＥＳＴ 420

葉月かなえ┴ろびこ┴吉野マリ┴栄羽弥┴

真崎総子┴丘上あい┴那波マオ┴築島治 清少納言と申します（４） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

亜人（１） 680 三浦追儺┴桜井画門 清少納言と申します（５） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

亜人（２） 680 桜井画門 清少納言と申します（６） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

亜人（３） 680 桜井画門 かけおちガール（１） 500 ばったん

亜人（４） 660 桜井画門 かけおちガール（２） 500 ばったん

亜人（５） 660 桜井画門 かけおちガール（３） 500 ばったん

亜人（６） 680 桜井画門 かけおちガール（４） 500 ばったん

亜人（７） 680 桜井画門 きみの引力は芸術的（１） 600 原夏見

亜人（８） 660 桜井画門 きみの引力は芸術的（２） 600 原夏見

亜人（９） 660 桜井画門 ヤマありタニおり（１） 500 日下直子

亜人（１０） 660 桜井画門 ヤマありタニおり（２） 500 日下直子

亜人（１１） 680 桜井画門 ヤマありタニおり（３） 500 日下直子

亜人（１２） 680 桜井画門 大正ガールズ　エクスプレス（１） 500 日下直子

亜人（１３） 680 桜井画門 大正ガールズ　エクスプレス（２） 500 日下直子

亜人（１４） 660 桜井画門 大正ガールズ　エクスプレス（３） 500 日下直子

亜人（１５） 660 桜井画門 大正ガールズ　エクスプレス（４） 500 日下直子

亜人（１６） 680 桜井画門 大正ガールズ　エクスプレス（５） 500 日下直子

亜人（１７） 680 桜井画門 大正ガールズ　エクスプレス（６） 500 日下直子

まがつき（１） 600 田口ホシノ カエルになった王子様（１） 420 我楽谷

まがつき（２） 600 田口ホシノ カエルになった王子様（２） 420 我楽谷

まがつき（３） 600 田口ホシノ この愛を終わらせてくれないか（１） 660 筒井いつき

まがつき（４） 600 田口ホシノ この愛を終わらせてくれないか（２） 660 筒井いつき

まがつき（５） 600 田口ホシノ この愛を終わらせてくれないか（３） 660 筒井いつき

まがつき（６） 600 田口ホシノ この愛を終わらせてくれないか（４） 660 筒井いつき

まがつき（７） 600 田口ホシノ 青山くん、ここでシたらバレちゃうよ？（１） 500 こだち

まがつき（８） 600 田口ホシノ 青山くん、ここでシたらバレちゃうよ？（２） 500 こだち

まがつき（９） 600 田口ホシノ 青山くん、ここでシたらバレちゃうよ？（３） 500 こだち

まがつき（１０） 600 田口ホシノ 青山くん、ここでシたらバレちゃうよ？（４） 500 こだち

まがつき（１１） 600 田口ホシノ ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（１３） 2800 水木しげる

まがつき（１２） 600 田口ホシノ ゲゲゲの鬼太郎　水木しげる漫画大全集（１４） 2800 水木しげる

まがつき（１３） 600 田口ホシノ 河童の三平　水木しげる漫画大全集（上） 2700 水木しげる

セクシャル・ハンター・ライオット（１） 600 築地俊彦┴はましま薫夫┴折音詩千生 河童の三平　水木しげる漫画大全集（下） 2600 水木しげる

セクシャル・ハンター・ライオット（２） 600 築地俊彦┴はましま薫夫┴折音詩千生 補巻　媒体別妖怪画報集　水木しげる漫画大全集（１） 4500 水木しげる



セクシャル・ハンター・ライオット（３） 600 築地俊彦┴はましま薫夫┴折音詩千生 補巻　媒体別妖怪画報集　水木しげる漫画大全集（２） 4500 水木しげる

セクシャル・ハンター・ライオット（４） 600 築地俊彦┴はましま薫夫┴折音詩千生 補巻　媒体別妖怪画報集　水木しげる漫画大全集（３） 5500 水木しげる

セクシャル・ハンター・ライオット（５） 600 築地俊彦┴はましま薫夫┴折音詩千生 補巻　媒体別妖怪画報集　水木しげる漫画大全集（４） 5500 水木しげる

獣の奏者（１） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 補巻　媒体別妖怪画報集　水木しげる漫画大全集（５） 5500 水木しげる

獣の奏者（２） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 いじめのケジメ（１） 600 池上ナオ

獣の奏者（３） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 いじめのケジメ（２） 600 池上ナオ

獣の奏者（４） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 いじめのケジメ（３） 600 池上ナオ

獣の奏者（５） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 七つの大罪　外伝集　〈罪実〉 1000 鈴木央

獣の奏者（６） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 小説の神様（１） 600 相沢沙呼┴手名町紗帆

獣の奏者（７） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 小説の神様（２） 600 相沢沙呼┴手名町紗帆

獣の奏者（８） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 小説の神様（３） 600 相沢沙呼┴手名町紗帆

獣の奏者（９） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 七つの大罪（４０）特装版 1500 鈴木央

獣の奏者（１０） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 新約Ｍａｒｃｈｅｎ（５）小冊子付き電子特装版 940 鳥飼やすゆき┴ＳｏｕｎｄＨｏｒｉｚｏｎ

獣の奏者（１１） 600 上橋菜穂子┴武本糸会 イケメン彼女とヒロインな俺！？（１） 600 斎創

ＢＡＲＯＱＵＥ～バロック～（１） 600 小川彌生 イケメン彼女とヒロインな俺！？（２） 600 斎創

ＢＡＲＯＱＵＥ～バロック～（２） 600 小川彌生 イケメン彼女とヒロインな俺！？（３） 600 斎創

ＢＡＲＯＱＵＥ～バロック～（３） 600 小川彌生 五等分の花嫁　キャラクターブック　五月 700 春場ねぎ┴週刊少年マガジン編集部

ＢＡＲＯＱＵＥ～バロック～（４） 600 小川彌生 マガイモノ（１） 690 今井神

ＢＡＲＯＱＵＥ～バロック～（５） 600 小川彌生 マガイモノ（２） 730 今井神

ＢＡＲＯＱＵＥ～バロック～（６） 600 小川彌生 人の息子（１） 640 あのあやの

三文未来の家庭訪問　庄司創短編集 648 庄司創 人の息子（２） 660 あのあやの

波打際のむろみさん（１） 420 名島啓二 人の息子（３） 650 あのあやの

波打際のむろみさん（２） 420 名島啓二 水溜まりに浮かぶ島（１） 640 三部けい

波打際のむろみさん（３） 420 名島啓二 水溜まりに浮かぶ島（２） 640 三部けい

波打際のむろみさん（４） 420 名島啓二 水溜まりに浮かぶ島（３） 650 三部けい

波打際のむろみさん（５） 420 名島啓二 水溜まりに浮かぶ島（４） 650 三部けい

波打際のむろみさん（６） 420 名島啓二 水溜まりに浮かぶ島（５） 650 三部けい

波打際のむろみさん（７） 420 名島啓二 新装版　メダロット　ヒカル編 1000 ほるまりん

波打際のむろみさん（８） 420 名島啓二 新装版　メダロット　コイシマル編・上 850 ほるまりん

波打際のむろみさん（９） 420 名島啓二 新装版　メダロット　コイシマル編・下 1000 ほるまりん

波打際のむろみさん（１０） 420 名島啓二 新装版　メダロット　イッキ編（１） 850 ほるまりん

波打際のむろみさん（１１） 420 名島啓二 新装版　メダロット　イッキ編（２） 850 ほるまりん

ＧＴＯ（１） 420 藤沢とおる 新装版　メダロット　イッキ編（３） 850 ほるまりん

ＧＴＯ（２） 420 藤沢とおる 新装版　メダロット　イッキ編（４） 850 ほるまりん

ＧＴＯ（３） 420 藤沢とおる ひとりでしにたい（１） 640 カレー沢薫┴ドネリー美咲

ＧＴＯ（４） 420 藤沢とおる ひとりでしにたい（２） 650 カレー沢薫┴ドネリー美咲

ＧＴＯ（５） 420 藤沢とおる ひとりでしにたい（３） 650 カレー沢薫┴ドネリー美咲

ＧＴＯ（６） 420 藤沢とおる ひとりでしにたい（４） 690 カレー沢薫┴ドネリー美咲

ＧＴＯ（７） 420 藤沢とおる ひとりでしにたい（５） 690 カレー沢薫┴ドネリー美咲

ＧＴＯ（８） 420 藤沢とおる 「鬼灯の冷徹」落書き帖 1300 江口夏実

ＧＴＯ（９） 420 藤沢とおる 相談役　島耕作（１） 640 弘兼憲史

ＧＴＯ（１０） 420 藤沢とおる 相談役　島耕作（２） 640 弘兼憲史

ＧＴＯ（１１） 420 藤沢とおる 相談役　島耕作（３） 650 弘兼憲史

ＧＴＯ（１２） 420 藤沢とおる 相談役　島耕作（４） 650 弘兼憲史

ＧＴＯ（１３） 420 藤沢とおる 相談役　島耕作（５） 650 弘兼憲史

ＧＴＯ（１４） 420 藤沢とおる 相談役　島耕作（６） 650 弘兼憲史

ＧＴＯ（１５） 420 藤沢とおる 風太郎不戦日記（１） 640 山田風太郎┴勝田文

ＧＴＯ（１６） 420 藤沢とおる 風太郎不戦日記（２） 680 山田風太郎┴勝田文

ＧＴＯ（１７） 420 藤沢とおる 風太郎不戦日記（３） 650 山田風太郎┴勝田文

ＧＴＯ（１８） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（１） 640 田素弘

ＧＴＯ（１９） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（２） 640 田素弘

ＧＴＯ（２０） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（３） 640 田素弘

ＧＴＯ（２１） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（４） 640 田素弘

ＧＴＯ（２２） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（５） 650 田素弘

ＧＴＯ（２３） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（６） 650 田素弘

ＧＴＯ（２４） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（７） 650 田素弘

ＧＴＯ（２５） 420 藤沢とおる 紛争でしたら八田まで（８） 650 田素弘

ヤング 島耕作 主任編（１） 600 弘兼憲史 紛争でしたら八田まで（９） 650 田素弘

ヤング 島耕作 主任編（２） 600 弘兼憲史 紛争でしたら八田まで（１０） 650 田素弘

ヤング 島耕作 主任編（３） 600 弘兼憲史 紛争でしたら八田まで（１１） 650 田素弘

ヤング 島耕作 主任編（４） 600 弘兼憲史 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（１） 600 茶々┴伏瀬

スライムさんと勇者研究部（１） 420 我孫子祐 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（２） 600 茶々┴伏瀬┴みっつばー

スライムさんと勇者研究部（２） 420 我孫子祐 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（３） 600 茶々┴伏瀬┴みっつばー

スライムさんと勇者研究部（３） 420 我孫子祐 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（４） 600 茶々┴伏瀬┴みっつばー

スライムさんと勇者研究部（４） 420 我孫子祐 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（５） 600 茶々┴伏瀬┴みっつばー

学園伝説　ハサミ女 420 梅野花 転ちゅら！　転生したらスライムだった件（６） 600 茶々┴伏瀬┴みっつばー

先輩と彼女（１） 420 南波あつこ まんが　動物そんなのいるんだ　～『天地創造デザイン部』カラー版～ 1200 蛇蔵┴鈴木ツタ┴たら子

先輩と彼女（２） 420 南波あつこ 猫を拾った話。（１） 1000 寺田亜太朗

我妻さんは俺のヨメ（１） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 猫を拾った話。（２） 1000 寺田亜太朗┴本多八十二

我妻さんは俺のヨメ（２） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 猫を拾った話。（３） 1000 寺田亜太朗┴本多八十二

我妻さんは俺のヨメ（３） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 猫を拾った話。（４） 1000 寺田亜太朗┴本多八十二

我妻さんは俺のヨメ（４） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（１） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ

我妻さんは俺のヨメ（５） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（２） 720 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（６） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（３） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（７） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（４） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（８） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（５） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（９） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（６） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（１０） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（７） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（１１） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ（８） 660 岡沢六十四┴るれくちぇ┴ｓａｇｅ・ジョー

我妻さんは俺のヨメ（１２） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 元音くんはデビューしたい！（１） 600 梅渡飛鳥

我妻さんは俺のヨメ（１３） 420 蔵石ユウ┴西木田景志 元音くんはデビューしたい！（２） 600 梅渡飛鳥

ひまわり！！　それからのだいすき！！（１） 420 愛本みずほ 元音くんはデビューしたい！（３） 600 梅渡飛鳥

ひまわり！！　それからのだいすき！！（２） 420 愛本みずほ 元音くんはデビューしたい！（４） 600 梅渡飛鳥

ひまわり！！　それからのだいすき！！（３） 420 愛本みずほ

異世界からの企業進出！？　～元社畜が異世界転職して成り上がる！

勇者が攻略できない迷宮を作り上げろ～（１） 660 七士七海┴鵜山はじめ┴よー清水

ひまわり！！　それからのだいすき！！（４） 420 愛本みずほ

異世界からの企業進出！？　～元社畜が異世界転職して成り上がる！

勇者が攻略できない迷宮を作り上げろ～（２） 660 七士七海┴鵜山はじめ┴よー清水

ひまわり！！　それからのだいすき！！（５） 420 愛本みずほ

異世界からの企業進出！？　～元社畜が異世界転職して成り上がる！

勇者が攻略できない迷宮を作り上げろ～（３） 660 七士七海┴鵜山はじめ┴よー清水

ひまわり！！　それからのだいすき！！（６） 420 愛本みずほ 魔物学校（１） 720 岩ちん┴プレジ和尚

ひまわり！！　それからのだいすき！！（７） 420 愛本みずほ 魔物学校（２） 660 岩ちん┴プレジ和尚

ひまわり！！　それからのだいすき！！（８） 420 愛本みずほ

小椋冬美のお蔵出し（１）ムーンライト・ランデヴー　Ｍｏｏｎｌｉｇｈ

ｔ　ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ 600 小椋冬美

ひまわり！！　それからのだいすき！！（９） 420 愛本みずほ

小椋冬美のお蔵出し（２）ビーマイベイビー・リターンズ　Ｂｅ　ｍｙ　ｂ

ａｂｙ　ｒｅｔｕｒｎｓ 600 小椋冬美

ひまわり！！　それからのだいすき！！（１０） 420 愛本みずほ

小椋冬美のお蔵出し（３）眠れぬ森　Ｗｏｏｄｓ　ｗｈｉｃｈ　ｃａ

ｎｎｏｔ　ｓｌｅｅｐ 600 小椋冬美

ひまわり！！　それからのだいすき！！（１１） 420 愛本みずほ

小椋冬美のお蔵出し（４）星草の園　Ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎ　ｏｆ

Ｅｒｉｏｃａｕｌｏｎ 600 小椋冬美

スキップ！～やまびこ駅だより～（１） 420 しらかわきくの 小椋冬美の総ざらい 600 小椋冬美

スキップ！～やまびこ駅だより～（２） 420 しらかわきくの ローズ・ガーデン 600 小椋冬美

ボーイズルーム 420 桜井まちこ 宇宙人家族 610 三川れい

子育てたんたん（１） 420 南国ばなな 異世界堂のミア　お持ち帰りは亜人メイドですか？（１） 700 天那光汰┴いつき楼

子育てたんたん（２） 420 南国ばなな 異世界堂のミア　お持ち帰りは亜人メイドですか？（２） 700 天那光汰┴いつき楼

子育てたんたん（３） 420 南国ばなな フェルミ研究所　赤 850 フェルミ研究所

子育てたんたん（４） 420 南国ばなな フェルミ研究所　緑 850 フェルミ研究所

草子ブックガイド（１） 705 玉川重機 グラゼニ～パ･リーグ編～ 1巻【楽天kobo限定特典付】 600 足立金太郎┴森高夕次

草子ブックガイド（２） 705 玉川重機 半沢直樹（１） 640 池井戸潤┴フジモトシゲキ┴津覇圭一



草子ブックガイド（３） 705 玉川重機 半沢直樹（２） 640 池井戸潤┴フジモトシゲキ┴津覇圭一

芸人交換日記（１） 600 鈴木おさむ┴東直輝 半沢直樹（３） 640 池井戸潤┴フジモトシゲキ┴津覇圭一

芸人交換日記（２） 600 鈴木おさむ┴東直輝 半沢直樹（４） 640 池井戸潤┴フジモトシゲキ┴津覇圭一

芸人交換日記（３） 600 鈴木おさむ┴東直輝 半沢直樹（５） 700 池井戸潤┴フジモトシゲキ┴津覇圭一

芸人交換日記（４） 600 鈴木おさむ┴東直輝 乱したい戯谷さんと乱れないタダミチ（１） 600 菅原優太郎

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（１） 420 内乃秋也┴茂木完田 乱したい戯谷さんと乱れないタダミチ（２） 600 菅原優太郎

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（２） 420 内乃秋也┴茂木完田 お嬢様の僕（６）【よりぬきセクシーカラー特装版】 900 田口ホシノ

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（３） 420 内乃秋也┴茂木完田

乱したい戯谷さんと乱れないタダミチ（１）【電子限定！描きおろしマンガ

付き特装版】 800 菅原優太郎

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（４） 420 内乃秋也┴茂木完田 五等分の花嫁（１４）特装版 850 春場ねぎ

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（５） 420 内乃秋也┴茂木完田 半沢ニャオ樹（１） 860 池井戸潤┴篠丸のどか

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（６） 420 内乃秋也┴茂木完田 あせとせっけん（７）特装版 950 山田金鉄

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（７） 420 内乃秋也┴茂木完田 ツバサちゃん，君は　マッチングした女は殺人鬼（１） 420 福岡怜旺奈

なぜ東堂院聖也１６歳は彼女が出来ないのか？（８） 420 内乃秋也┴茂木完田 なれの果ての僕ら（１） 420 内海八重

ギャルボーイ！ｐｌｕｓ（１） 420 中村真理子 なれの果ての僕ら（２） 420 内海八重

勇午　台湾編（１） 600 赤名修┴真刈信二 なれの果ての僕ら（３） 420 内海八重

勇午　台湾編（２） 600 赤名修┴真刈信二 なれの果ての僕ら（４） 420 内海八重

勇午　台湾編（３） 600 赤名修┴真刈信二 なれの果ての僕ら（５） 420 内海八重

勇午　台湾編（４） 600 赤名修┴真刈信二 なれの果ての僕ら（６） 420 内海八重

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（１） 943 はるな檸檬 なれの果ての僕ら（７） 450 内海八重

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（２） 943 はるな檸檬 なれの果ての僕ら（８） 510 内海八重

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（３） 943 はるな檸檬 愚者の星（２）特装版【未公開設定資料集付き】 800 遠藤浩輝

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（４） 943 はるな檸檬 ＯＮ　ＡＩＲ’Ｓ（１） 660 嘉村田逸名

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（５） 943 はるな檸檬 ＯＮ　ＡＩＲ’Ｓ（２） 600 嘉村田逸名

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（６） 943 はるな檸檬 サメガール（１） 660 雪本愁二

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（７） 943 はるな檸檬 サメガール（２） 660 雪本愁二

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（８） 943 はるな檸檬 サメガール（３） 660 雪本愁二

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（９） 943 はるな檸檬 サメガール（４） 660 雪本愁二

ＺＵＣＣＡ×ＺＵＣＡ（１０） 943 はるな檸檬 サメガール（５） 680 雪本愁二

デビルサバイバー（１） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 能力　主人公補正（１） 660 鬼頭莫宏┴当麻

デビルサバイバー（２） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 能力　主人公補正（２） 660 鬼頭莫宏┴当麻

デビルサバイバー（３） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 能力　主人公補正（３） 600 鬼頭莫宏┴当麻

デビルサバイバー（４） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 忍者と極道（１） 640 近藤信輔

デビルサバイバー（５） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 忍者と極道（２） 640 近藤信輔

デビルサバイバー（６） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 忍者と極道（３） 640 近藤信輔

デビルサバイバー（７） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 忍者と極道（４） 650 近藤信輔

デビルサバイバー（８） 600 ＡＴＬＵＳ┴松葉サトル┴ヤスダスズヒト 忍者と極道（５） 650 近藤信輔

十　～忍法魔界転生～（１） 619 山田風太郎┴せがわまさき 忍者と極道（６） 650 近藤信輔

十　～忍法魔界転生～（２） 619 山田風太郎┴せがわまさき 忍者と極道（７） 650 近藤信輔

十　～忍法魔界転生～（３） 619 山田風太郎┴せがわまさき 忍者と極道（８） 660 近藤信輔

十　～忍法魔界転生～（４） 619 山田風太郎┴せがわまさき 忍者と極道（９） 660 近藤信輔

十　～忍法魔界転生～（５） 619 山田風太郎┴せがわまさき 忍者と極道（１０） 660 近藤信輔

十　～忍法魔界転生～（６） 619 山田風太郎┴せがわまさき 蕗ノ下さんは背が小さい（１） 640 依澄れい

十　～忍法魔界転生～（７） 619 山田風太郎┴せがわまさき 蕗ノ下さんは背が小さい（２） 660 依澄れい

十　～忍法魔界転生～（８） 619 山田風太郎┴せがわまさき 蕗ノ下さんは背が小さい（３） 660 依澄れい

十　～忍法魔界転生～（９） 619 山田風太郎┴せがわまさき ＪＫ無双　終わる世界の救い方（１） 600 石川カノト┴津田夕也┴あきま

十　～忍法魔界転生～（１０） 619 山田風太郎┴せがわまさき ＪＫ無双　終わる世界の救い方（２） 600 石川カノト┴津田夕也┴あきま

十　～忍法魔界転生～（１１） 619 山田風太郎┴せがわまさき 逆装ランデヴー　～女装男子と男装女子の話～（１） 600 次見やをら

十　～忍法魔界転生～（１２） 619 山田風太郎┴せがわまさき

逆装ランデヴー　～女装男子と男装女子の話～（２）　【電子限定特典

描き下ろしペーパー付き】 600 次見やをら

十　～忍法魔界転生～（１３） 630 せがわまさき┴山田風太郎 逆装ランデヴー　～女装男子と男装女子の話～（３） 600 次見やをら

少女鉄姫グランジ 600 千代多みく郎 ペンとハウス～ペンは飼い主が好き～（１） 850 家田明歩

廃墟少女 600 尚月地 ペンとハウス～ペンは飼い主が好き～（２） 850 家田明歩
アフタヌーン四季賞ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　１９８７－２０００

（春） 600

高橋ツトム┴須藤真澄┴ヒロモト森一┴榎

本俊二┴王欣太 ペンとハウス～ペンは飼い主が好き～（３） 900 家田明歩

アフタヌーン四季賞ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　１９８７－２０００

（夏） 600

菅原雅雪┴安田弘之┴小原愼司┴沙村

広明┴黒田硫黄┴五十嵐大介┴吉開寛

二┴芦奈野ひとし 恋は世界征服のあとで（１） 600 野田宏┴若松卓宏
アフタヌーン四季賞ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　１９８７－２０００

（秋） 600

駒井悠┴木尾士目┴木葉功一┴弐瓶勉

┴遠藤浩輝┴鬼頭莫宏┴若菜将平 恋は世界征服のあとで（２） 600 野田宏┴若松卓宏
アフタヌーン四季賞ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　１９８７－２０００

（冬） 600

木村紺┴篠房六郎┴真鍋昌平┴漆原友

紀┴熊倉隆敏 恋は世界征服のあとで（３） 600 野田宏┴若松卓宏

シドニアの騎士（１） 700 弐瓶勉 恋は世界征服のあとで（４） 600 野田宏┴若松卓宏

シドニアの騎士（２） 700 弐瓶勉 恋は世界征服のあとで（５） 660 野田宏┴若松卓宏

シドニアの騎士（３） 700 弐瓶勉 恋は世界征服のあとで（６） 660 野田宏┴若松卓宏

シドニアの騎士（４） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（１） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（５） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（２） 630 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（６） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（３） 630 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（７） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（４） 630 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（８） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（５） 630 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（９） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（６） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（１０） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（７） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（１１） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（８） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（１２） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（９） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（１３） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（１０） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（１４） 700 弐瓶勉 パリピ孔明（１１） 660 四葉夕卜┴小川亮

シドニアの騎士（１５） 700 弐瓶勉 よくわからないけれど異世界に転生していたようです（１） 650 内々けやき┴あし┴カオミン

デイジー　～３．１１ 女子高生たちの選択～（１） 420

小林照弘┴草薙だらい┴信田朋嗣┴ももち

麗子

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（２）　【電子限定特

典描き下ろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

デイジー　～３．１１ 女子高生たちの選択～（２） 420

小林照弘┴草薙だらい┴信田朋嗣┴ももち

麗子

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（３）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

水域（上） 648 漆原友紀

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（４）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

水域（下） 648 漆原友紀

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（５）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１） 600 雨瀬シオリ

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（６）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（２） 600 雨瀬シオリ

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（７）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（３） 600 雨瀬シオリ

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（８）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（４） 600 雨瀬シオリ

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（９）　【電子限定描

きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（５） 600 雨瀬シオリ

よくわからないけれど異世界に転生していたようです（１０）　【電子限定

描きおろしペーパー付き】 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（６） 600 雨瀬シオリ よくわからないけれど異世界に転生していたようです（１１） 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（７） 600 雨瀬シオリ よくわからないけれど異世界に転生していたようです（１２） 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（８） 600 雨瀬シオリ よくわからないけれど異世界に転生していたようです（１３） 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（９） 600 雨瀬シオリ よくわからないけれど異世界に転生していたようです（１４） 600 内々けやき┴あし┴カオミン

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１０） 600 雨瀬シオリ ２３区東京マジョ（１） 420 拝田久

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１１） 600 雨瀬シオリ ２３区東京マジョ（２） 420 拝田久

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１２） 600 雨瀬シオリ 私のわんこはキスを待てない（１）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 村岡恵

ＡＬＬ ＯＵＴ！！（１３） 600 雨瀬シオリ 私のわんこはキスを待てない（２）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 村岡恵

ＡＬＬ　ＯＵＴ！！（１４） 600 雨瀬シオリ 私のわんこはキスを待てない（３）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 村岡恵

ＡＬＬ　ＯＵＴ！！（１５） 610 雨瀬シオリ 私のわんこはキスを待てない（４）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 村岡恵

ＡＬＬ　ＯＵＴ！！（１６） 640 雨瀬シオリ 私のわんこはキスを待てない（５）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 村岡恵

ＡＬＬ　ＯＵＴ！！（１７） 630 雨瀬シオリ 煩悩ムスメ僧侶に恋をする 420 瀬戸さとみ

ビリオネアガール（１） 600 支倉凍砂┴桂明日香 ＯＮ　ＴＨＥ　ＲＯＡＤ　ＧＩＲＬＳ（１） 500 ＩＳＡＫＡ



ビリオネアガール（２） 600 支倉凍砂┴桂明日香 ＯＮ　ＴＨＥ　ＲＯＡＤ　ＧＩＲＬＳ（２） 500 ＩＳＡＫＡ

ビリオネアガール（３） 600 支倉凍砂┴桂明日香 ＯＮ　ＴＨＥ　ＲＯＡＤ　ＧＩＲＬＳ（３） 500 ＩＳＡＫＡ

先生と犬と私（１） 420 安理由香 Ｖくんと私～彼氏からデートＤＶを受けていた４年間～ 600 彩野たまこ

百舌谷さん逆上する（１） 600 篠房六郎 感覚・ソーダファウンテン（１） 700 雁須磨子

百舌谷さん逆上する（２） 600 篠房六郎 感覚・ソーダファウンテン（２） 700 雁須磨子

百舌谷さん逆上する（３） 600 篠房六郎 感覚・ソーダファウンテン（３） 700 雁須磨子

百舌谷さん逆上する（４） 600 篠房六郎 無能の鷹（１） 500 はんざき朝未

百舌谷さん逆上する（５） 600 篠房六郎 無能の鷹（２） 500 はんざき朝未

百舌谷さん逆上する（６） 600 篠房六郎 無能の鷹（３） 500 はんざき朝未

百舌谷さん逆上する（７） 600 篠房六郎 無能の鷹（４） 500 はんざき朝未

百舌谷さん逆上する（８） 600 篠房六郎 無能の鷹（５） 500 はんざき朝未

百舌谷さん逆上する（９） 600 篠房六郎 夜に爪を切ることは。 420 七海のじ

百舌谷さん逆上する（１０） 600 篠房六郎 左手のための二重奏（１） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（１） 600 遠藤浩輝 左手のための二重奏（２） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（２） 600 遠藤浩輝 左手のための二重奏（３） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（３） 600 遠藤浩輝 左手のための二重奏（４） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（４） 600 遠藤浩輝 左手のための二重奏（５） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（５） 600 遠藤浩輝 左手のための二重奏（６） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（６） 600 遠藤浩輝 左手のための二重奏（７） 600 松岡健太

ＥＤＥＮ（７） 600 遠藤浩輝 Ｍａｓｈｉｍａ　ＨＥＲＯ’Ｓ　特装版 950 真島ヒロ

ＥＤＥＮ（８） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　ＴＶアニメ第１期　公式設定資料集 650 週刊少年マガジン編集部

ＥＤＥＮ（９） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（１） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１０） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（２） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１１） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（３） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１２） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（４） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１３） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（５） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１４） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（６） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１５） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（７） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１６） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（８） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１７） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（９） 700 春場ねぎ

ＥＤＥＮ（１８） 600 遠藤浩輝 五等分の花嫁　フルカラー版（１０） 700 春場ねぎ

戦闘破壊学園ダンゲロス（１） 600 架神恭介┴横田卓馬 五等分の花嫁　フルカラー版（１１） 700 春場ねぎ

戦闘破壊学園ダンゲロス（２） 600 架神恭介┴横田卓馬 五等分の花嫁　フルカラー版（１２） 700 春場ねぎ

戦闘破壊学園ダンゲロス（３） 600 架神恭介┴横田卓馬 五等分の花嫁　フルカラー版（１３） 700 春場ねぎ

戦闘破壊学園ダンゲロス（４） 600 架神恭介┴横田卓馬 五等分の花嫁　フルカラー版（１４） 700 春場ねぎ

戦闘破壊学園ダンゲロス（５） 600 架神恭介┴横田卓馬 キミオアライブ（１）【カラーページ収録版＆電子限定ペーパー付き】 600 恵口公生

戦闘破壊学園ダンゲロス（６） 600 架神恭介┴横田卓馬 キミオアライブ（２）【第3巻同時収録】 600 恵口公生

戦闘破壊学園ダンゲロス（７） 600 架神恭介┴横田卓馬 東京ミュウミュウ　オーレ！（１） 420 青月まどか┴講談社

戦闘破壊学園ダンゲロス（８） 600 架神恭介┴横田卓馬 東京ミュウミュウ　オーレ！（２） 420 青月まどか┴講談社

津田ベーカリーで昼食を 420 藤野こと葉 東京ミュウミュウ　オーレ！（３） 420 青月まどか┴講談社

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（１） 420 小出もと貴 東京ミュウミュウ　オーレ！（４） 440 青月まどか┴講談社

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（２） 420 小出もと貴 東京ミュウミュウ　オーレ！（５） 440 青月まどか┴講談社

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（３） 420 小出もと貴 東京ミュウミュウ　オーレ！（６） 440 青月まどか┴講談社

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（４） 420 小出もと貴 東京ミュウミュウ　オーレ！（７） 440 青月まどか┴講談社

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（５） 420 小出もと貴 東京ミュウミュウ　オーレ！（８） 440 青月まどか┴講談社

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（６） 420 小出もと貴 一丁目の心友たち（１） 500 大久保ヒロミ

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（７） 420 小出もと貴 一丁目の心友たち（２） 500 大久保ヒロミ

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（８） 420 小出もと貴 スパイダーマン／偽りの赤（１） 1100 大沢祐輔

ＡＫＡＴＳＵＫＩ－朱憑－（９） 420 小出もと貴 Ｍａｓｈｉｍａ　ＨＥＲＯ’Ｓ 420 真島ヒロ

ＭＡＧｉＣＯ（１） 420 佐久間力 ライン（１） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（２） 420 佐久間力 ライン（２） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（３） 420 佐久間力 ライン（３） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（４） 420 佐久間力 ライン（４） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（５） 420 佐久間力 一緒に遭難したいひと（１） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（６） 420 佐久間力 一緒に遭難したいひと（２） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（７） 420 佐久間力 一緒に遭難したいひと（３） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（８） 420 佐久間力 一緒に遭難したいひと（４） 800 西村しのぶ

ＭＡＧｉＣＯ（９） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（１） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１０） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（２） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１１） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（３） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１２） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（４） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１３） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（５） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１４） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（６） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１５） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（７） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１６） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（８） 600 コウノコウジ┴木内一雅

ＭＡＧｉＣＯ（１７） 420 佐久間力

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（９） 600 コウノコウジ┴木内一雅

プロチチ（１） 600 逢坂みえこ

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（１０） 600 コウノコウジ┴木内一雅

プロチチ（２） 600 逢坂みえこ

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（１１） 600 コウノコウジ┴木内一雅

プロチチ（３） 600 逢坂みえこ

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（１２） 600 コウノコウジ┴木内一雅

プロチチ（４） 600 逢坂みえこ

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（１３） 600 コウノコウジ┴木内一雅

特例措置団体ステラ女学院高等科Ｃ３部（１） 600 いこま┴みどりとももか

アウト・ロー　Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　”ＳＵＫＡＴＡＮ”　ＢＡ

ＳＥＢＡＬＬ（１４） 600 コウノコウジ┴木内一雅

特例措置団体ステラ女学院高等科Ｃ３部（２） 600 いこま┴みどりとももか えんまさんちのケルベロス（１） 850 リベンセイ

特例措置団体ステラ女学院高等科Ｃ３部（３） 600 いこま┴みどりとももか えんまさんちのケルベロス（２） 870 リベンセイ

聖☆おにいさん　コミックガイド 700

中村光┴モ－ニング編集部┴アミューズメント

出版部 えんまさんちのケルベロス（３） 900 リベンセイ

アニメ映画『聖☆おにいさん』公式ガイド 700 ＳＹＭ製作委員会┴中村光 愛しています、キョーコさん。（１） 660 藤村緋二┴のざわたけし

ジパング　深蒼海流（１） 600 かわぐちかいじ 愛しています、キョーコさん。（２） 660 藤村緋二┴のざわたけし

ジパング　深蒼海流（２） 600 かわぐちかいじ 攻殻機動隊　ＴＨＥ　ＨＵＭＡＮ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（１） 1000 藤咲淳一┴吉本祐樹

ジパング　深蒼海流（３） 600 かわぐちかいじ 攻殻機動隊　ＴＨＥ　ＨＵＭＡＮ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（２） 1000 藤咲淳一┴吉本祐樹

ジパング　深蒼海流（４） 600 かわぐちかいじ 攻殻機動隊　ＴＨＥ　ＨＵＭＡＮ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（３） 1100 藤咲淳一┴吉本祐樹

ジパング　深蒼海流（５） 600 かわぐちかいじ 攻殻機動隊　ＴＨＥ　ＨＵＭＡＮ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ（４） 1100 藤咲淳一┴吉本祐樹

ジパング　深蒼海流（６） 600 かわぐちかいじ 代闘士ハイコの事件簿（１） 640 伊勢ともか┴久園亀代

ジパング　深蒼海流（７） 600 かわぐちかいじ 代闘士ハイコの事件簿（２） 720 伊勢ともか┴久園亀代

ジパング　深蒼海流（８） 600 かわぐちかいじ アオの死、僕の後悔（１） 600 葛城かなで

ジパング　深蒼海流（９） 600 かわぐちかいじ アオの死、僕の後悔（２） 600 葛城かなで

ジパング　深蒼海流（１０） 600 かわぐちかいじ アオの死、僕の後悔（３） 600 葛城かなで

ジパング　深蒼海流（１１） 600 かわぐちかいじ ハツコイ坂（１） 420 つきのおまめ

ジパング　深蒼海流（１２） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第一巻　白面夜叉　涙の仇討 3000 つげ義春

ジパング　深蒼海流（１３） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第二巻　犯人は誰だ！！　暁の非常線 2600 つげ義春

ジパング　深蒼海流（１４） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第三巻　戦雲のかなた　片腕三平 3000 つげ義春

ジパング　深蒼海流（１５） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第四巻　ゆうれい船長　不思議な手紙 2800 つげ義春

ジパング　深蒼海流（１６） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第五巻　剣心一路　幕末風雲伝 3200 つげ義春

ジパング　深蒼海流（１７） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第六巻　生きていた幽霊　恐怖の灯台 3200 つげ義春

ジパング　深蒼海流（１８） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第七巻　墓をほる影　妖刀村正 3200 つげ義春



ジパング　深蒼海流（１９） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第八巻　忍者秘帳１　忍者秘帳２ 3000 つげ義春

ジパング　深蒼海流（２０） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第九巻　忍者秘張３　忍者秘張４ 4000 つげ義春

ジパング　深蒼海流（２１） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第十巻　古本と少女　腹話術師 3000 つげ義春

ジパング　深蒼海流（２２） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第十一巻　女忍　鬼面石 3400 つげ義春

ジパング　深蒼海流（２３） 600 かわぐちかいじ つげ義春大全　第十二巻　野盗の砦　流刑人別帳 4000 つげ義春
『島耕作』３０周年スペシャルエディション　大町久美子セレクション　永

遠の伴侶 600 弘兼憲史 つげ義春大全　第十三巻　上忍下忍　一刀両断 4000 つげ義春
『島耕作』３０周年スペシャルエディション　大町久美子セレクション　永

遠の恋人 600 弘兼憲史 つげ義春大全　第十四巻　右舷の窓　死にたい気持ち 3200 つげ義春

ハニーマスタードミトリー 420 神葉理世 つげ義春大全　第十五巻　紅い花　李さん一家 2800 つげ義春

情愛 島耕作 619 弘兼憲史 つげ義春大全　第十六巻　ねじ式　ゲンセンカン主人 3000 つげ義春

成功 島耕作 619 弘兼憲史 つげ義春大全　第十七巻　必殺するめ固め　義男の青春 3200 つげ義春

昇進 島耕作 619 弘兼憲史 つげ義春大全　第十八巻　窓の手　ある無名作家 3000 つげ義春

極上スイーツ男子！（１） 420

清野静流┴熊岡冬夕┴北川夕夏┴藤野こ

と葉┴ａｓａ つげ義春大全　第十九巻　無能の人　別離 3500 つげ義春

ＡＫＢ００４８　ハート型オペレーション（１） 420

河森正治・サテライト┴サブロウタ┴天之ひる

め┴秋元康 つげ義春大全　第二十巻　別巻一（随筆）夢日記　僕の漫画作法　他 2800 つげ義春

ＡＫＢ００４８　ハート型オペレーション（２） 420

河森正治・サテライト┴サブロウタ┴天之ひる

め┴秋元康

つげ義春大全　第二十一巻　別巻二（随筆）つげ義春日記　貧困旅

行記 3200 つげ義春

ＡＫＢ００４８　宇宙で一番ガチなヤツ！（１） 420 河森正治・サテライト┴石坂ケンタ┴秋元康

つげ義春大全　第二十ニ巻　別巻三（イラストレーション・写真）桃源行

つげ義春流れ雲旅 2800 つげ義春

ＡＫＢ００４８　宇宙で一番ガチなヤツ！（２） 420 河森正治・サテライト┴石坂ケンタ┴秋元康 スイートストロベリー・ユアマイン 700 町田とまと

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（１） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 キッスインブルーヘブン 740 雁須磨子

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（２） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 友恋 420 高渕アスミ

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（３） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 うちの師匠はしっぽがない（３）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（４） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 なんでここに先生が！？（１０）特装版 1100 蘇募ロウ

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（５） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 オレと邪神と魔法使いの女の子（１） 600 小原ヨシツグ

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（６） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 オレと邪神と魔法使いの女の子（２） 600 小原ヨシツグ

ＡＫＢ００４８　ＥＰＩＳＯＤＥ０（７） 420 河森正治・サテライト┴美麻りん┴秋元康 オレと邪神と魔法使いの女の子（３） 600 小原ヨシツグ

ＡＫＢ００４８外伝　とびだせ！　ＡＫＢぜろぜろ女学園（１） 420

河森正治・サテライト┴須賀達郎┴三島ヒデ

ユキ┴秋元康 オレと邪神と魔法使いの女の子（４） 600 小原ヨシツグ

ＡＫＢ００４８外伝　とびだせ！　ＡＫＢぜろぜろ女学園（２） 420

河森正治・サテライト┴須賀達郎┴三島ヒデ

ユキ┴秋元康 オレと邪神と魔法使いの女の子（５） 725 小原ヨシツグ

ＡＫＢ００４８外伝　とびだせ！　ＡＫＢぜろぜろ女学園（３） 420

河森正治・サテライト┴須賀達郎┴三島ヒデ

ユキ┴秋元康 さんむすび！ 650 くうねりん

ぼくと未来屋の夏（１） 600 はやみねかおる┴武本糸会 キングダムオブザＺ　セクシーパニック！描き下ろし漫画付き特装版（３） 800 綿貫ろん┴はらわたさいぞう

ぼくと未来屋の夏（２） 600 はやみねかおる┴武本糸会 七つの大罪（４１）特装版 900 鈴木央

イモリ２０１（１） 600 今井ユウ ドメスティックな彼女（２７）特装版 980 流石景

イモリ２０１（２） 600 今井ユウ ＸＥＶＥＣ（１） 420 ｂｏｓｅ┴下内遼太

イモリ２０１（３） 600 今井ユウ ＸＥＶＥＣ（２） 420 ｂｏｓｅ┴下内遼太

イモリ２０１（４） 600 今井ユウ ＸＥＶＥＣ（３） 420 ｂｏｓｅ┴下内遼太

イモリ２０１（５） 600 今井ユウ バドラッシュ（１） 610 塩沢かつま

のんポリズム 600 浜口乃理子 バドラッシュ（２） 600 塩沢かつま

アパートの鍵あいてます（１） 600 松苗あけみ バドラッシュ（３） 600 塩沢かつま

カツ婚！　恋に喝！篇 800 米沢りか ビッグシックス（１） 640 若生わこ┴川

カツ婚！　愛で勝つ！篇 800 米沢りか ビッグシックス（２） 640 若生わこ┴川

ゼッタイ、ぜったい、好きな人。 420

熊岡冬夕┴森永あい┴清野静流┴桜井ま

ちこ┴蒼井まもる┴和泉みお┴あかり ビッグシックス（３） 650 若生わこ┴川

ヒヤマケンタロウの妊娠 500 坂井恵理 ビッグシックス（４） 660 若生わこ┴川

弾丸ドラッガー（１） 600 渡辺大樹 ビッグシックス（５） 660 若生わこ┴川

弾丸ドラッガー（２） 600 渡辺大樹 ビッグシックス（６） 660 若生わこ┴川

春夏秋冬Ｄａｙｓ（１） 420 藤末さくら リトル・ブル（１） 420 Ｃボ┴佐藤駿光

春夏秋冬Ｄａｙｓ（２） 420 藤末さくら リトル・ブル（２） 420 Ｃボ┴佐藤駿光

春夏秋冬Ｄａｙｓ（３） 420 藤末さくら リトル・ブル（３） 420 Ｃボ┴佐藤駿光

春夏秋冬Ｄａｙｓ（４） 420 藤末さくら リトル・ブル（４） 420 Ｃボ┴佐藤駿光

春夏秋冬Ｄａｙｓ（５） 420 藤末さくら リトル・ブル（５） 450 Ｃボ┴佐藤駿光

羊の木（１） 648 山上たつひこ┴いがらしみきお 人事のカラスは手に負えない（１） 420 大谷紀子

羊の木（２） 648 山上たつひこ┴いがらしみきお 人事のカラスは手に負えない（２） 420 大谷紀子

羊の木（３） 657 山上たつひこ┴いがらしみきお 人事のカラスは手に負えない（３） 420 大谷紀子

羊の木（４） 657 山上たつひこ┴いがらしみきお 人事のカラスは手に負えない（４） 430 大谷紀子

羊の木（５） 657 山上たつひこ┴いがらしみきお わかメン　～Ｔｈｅ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｂｏｙｓ～ 790 森下ｓｕｕ

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１） 500 米沢りか アスメシ（１） 660 見原由真┴小川錦

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（２） 500 米沢りか アスメシ（２） 660 見原由真┴小川錦

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（３） 500 米沢りか アスメシ（３） 660 見原由真┴小川錦

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（４） 500 米沢りか 推しが大家で私のファンで！？（１）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 アメヤゆうり

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（５） 500 米沢りか 推しが大家で私のファンで！？（２）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 アメヤゆうり

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（６） 500 米沢りか 推しが大家で私のファンで！？（３）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 アメヤゆうり

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（７） 500 米沢りか 推しが大家で私のファンで！？（４）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 アメヤゆうり

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（８） 500 米沢りか イケナイオトナ。 600 能登山けいこ

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（９） 500 米沢りか 放課後スイッチ（１） 630 井上とさず

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１０） 500 米沢りか 放課後スイッチ（２） 630 井上とさず

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１１） 500 米沢りか 放課後スイッチ（３） 660 井上とさず

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１２） 500 米沢りか カッコウの許嫁（１） 420 吉河美希

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１３） 500 米沢りか カッコウの許嫁（２） 420 吉河美希

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１４） 500 米沢りか カッコウの許嫁（３） 420 吉河美希

３０婚　ｍｉｓｏ－ｃｏｍ（１５） 500 米沢りか カッコウの許嫁（４） 420 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（１） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（５） 420 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（２） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（６） 420 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（３） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（７） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（４） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（８） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（５） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（９） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（６） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（１０） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（７） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（１１） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（８） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（１２） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（９） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（１３） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（１０） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（１４） 450 吉河美希

おせん　真っ当を受け継ぎ繋ぐ。（１１） 600 きくち正太 カッコウの許嫁（１５） 450 吉河美希

夢幻の軍艦　大和（１） 600 本そういち ザ・ボルダー（１） 420 蜜浦ミノル

夢幻の軍艦　大和（２） 600 本そういち ザ・ボルダー（２） 420 蜜浦ミノル

夢幻の軍艦　大和（３） 600 本そういち ザ・ボルダー（３） 420 蜜浦ミノル

夢幻の軍艦　大和（４） 600 本そういち 七つの大罪　ウラ話大放談〈全公開〉 1000 鈴木央

夢幻の軍艦　大和（５） 600 本そういち 青色ピンポン（１） 420 音羽さおり

夢幻の軍艦　大和（６） 600 本そういち 青色ピンポン（２） 420 音羽さおり

夢幻の軍艦　大和（７） 600 本そういち 青色ピンポン（３） 450 音羽さおり

夢幻の軍艦　大和（８） 600 本そういち ぼくらのスタア☆ガール（１） 420 那波マオ

夢幻の軍艦　大和（９） 600 本そういち ぼくらのスタア☆ガール（２） 420 那波マオ

夢幻の軍艦　大和（１０） 600 本そういち ぼくらのスタア☆ガール（３） 460 那波マオ

夢幻の軍艦　大和（１１） 600 本そういち アオハれ乙女（１） 600 あかり┴ハル

夢幻の軍艦　大和（１２） 600 本そういち アオハれ乙女（２） 600 あかり┴ハル

夢幻の軍艦　大和（１３） 600 本そういち アオハれ乙女（３） 600 あかり┴ハル

夢幻の軍艦　大和（１４） 600 本そういち 純粋理性批判 880 カント┴近藤たかし┴佐藤文香

攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ（１） 943 衣谷遊 全部失っても、君だけは（１） 850 ふせでぃ

攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ（２） 943 衣谷遊 全部失っても、君だけは（２） 850 ふせでぃ

攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ（３） 943 衣谷遊 全部失っても、君だけは（３） 850 ふせでぃ

攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ（４） 943 衣谷遊

淫らな青ちゃんは勉強ができない　オトナ編（３）完結記念電子特装版

【思い出アルバム付き】 900 カワハラ恋

攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ（５） 943 衣谷遊 とんがり帽子のキッチン（１） 650 佐藤宏海┴白浜鴎

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（１） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 とんがり帽子のキッチン（２） 650 佐藤宏海┴白浜鴎



攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（２） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 とんがり帽子のキッチン（３） 650 佐藤宏海┴白浜鴎

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（３） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 とんがり帽子のキッチン（４） 660 佐藤宏海┴白浜鴎

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（４） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 とんがり帽子のキッチン（５） 660 佐藤宏海┴白浜鴎

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（５） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 惑わない星（１） 750 石川雅之

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（６） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 惑わない星（２） 750 石川雅之

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（７） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 惑わない星（３） 670 石川雅之

攻殻機動隊Ｓ．Ａ．Ｃ．　タチコマなヒビ（８） 762 山本マサユキ┴櫻井圭記 惑わない星（４） 670 石川雅之

Ｓの誘惑、Ｍのドキドキ（１） 420

柚月純┴森永あい┴桜井まちこ┴サブロウタ

┴北川夕夏┴見崎なつみ┴いちのへ瑠美 惑わない星（５） 750 石川雅之

いとしのムーコ（１） 600 みずしな孝之 惑わない星（６） 670 石川雅之

いとしのムーコ（２） 600 みずしな孝之 惑わない星（７） 670 石川雅之

いとしのムーコ（３） 600 みずしな孝之 マンガでわかる　実家のたたみ方 1400 宮島葉子┴白沢ふかみ

いとしのムーコ（４） 600 みずしな孝之 ざ・ふぁぶる 690 南勝久

いとしのムーコ（５） 600 みずしな孝之 私の恋で死んでくれ（１） 660 山川まち┴としき

いとしのムーコ（６） 600 みずしな孝之 私の恋で死んでくれ（２） 630 山川まち┴としき

いとしのムーコ（７） 600 みずしな孝之 伴走者 640 浅生鴨┴斉藤羽凧

いとしのムーコ（８） 600 みずしな孝之 偽りの花嫁令嬢と消えた懐中時計［ホワイトハートコミック］（１） 600 佑羽栞┴ゆりの菜櫻

いとしのムーコ（９） 600 みずしな孝之 偽りの花嫁令嬢と消えた懐中時計［ホワイトハートコミック］（２） 600 佑羽栞┴ゆりの菜櫻

いとしのムーコ（１０） 600 みずしな孝之 偽りの花嫁令嬢と消えた懐中時計［ホワイトハートコミック］（３） 600 佑羽栞┴ゆりの菜櫻

いとしのムーコ（１１） 600 みずしな孝之 囚われの歌姫［ホワイトハートコミック］（１） 600 望月桜┴貴嶋啓

いとしのムーコ（１２） 600 みずしな孝之 囚われの歌姫［ホワイトハートコミック］（２） 600 望月桜┴貴嶋啓

いとしのムーコ（１３） 600 みずしな孝之 囚われの歌姫［ホワイトハートコミック］（３） 600 望月桜┴貴嶋啓

いとしのムーコ（１４） 600 みずしな孝之 流離の花嫁［ホワイトハートコミック］（１） 600 梶山ミカ┴貴嶋啓

いとしのムーコ（１５） 600 みずしな孝之 流離の花嫁［ホワイトハートコミック］（２） 600 梶山ミカ┴貴嶋啓

いとしのムーコ（１６） 610 みずしな孝之 流離の花嫁［ホワイトハートコミック］（３） 600 梶山ミカ┴貴嶋啓

いとしのムーコ（１７） 600 みずしな孝之 流離の花嫁［ホワイトハートコミック］（４） 600 梶山ミカ┴貴嶋啓

菜～ふたたび～（１） 1200 わたせせいぞう サイソウフレンズ（１） 500 江唯みじ子

菜～ふたたび～（２） 1200 わたせせいぞう サイソウフレンズ（２） 500 江唯みじ子

菜～ふたたび～（３） 1200 わたせせいぞう サイソウフレンズ（３） 500 江唯みじ子

ハナドキロード（１） 1048 わたせせいぞう サイソウフレンズ（４） 500 江唯みじ子

ハナドキロード（２） 1143 わたせせいぞう サイソウフレンズ（５） 500 江唯みじ子

ハナドキロード（３） 1238 わたせせいぞう サイソウフレンズ（６） 500 江唯みじ子

ハナドキロード（４） 1200 わたせせいぞう 過去のあなた、未来のきみ（１）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 せんみつ

きょうのキラ君（１） 420 みきもと凜 過去のあなた、未来のきみ（２）［ｃｏｍｉｃ　ｔｉｎｔ］ 500 せんみつ

きょうのキラ君（２） 420 みきもと凜 オカン系男子かなたん（１） 420 春巻はるな

きょうのキラ君（３） 420 みきもと凜 オカン系男子かなたん（２） 420 春巻はるな

きょうのキラ君（４） 420 みきもと凜 オカン系男子かなたん（３） 420 春巻はるな

きょうのキラ君（５） 420 みきもと凜 オカン系男子かなたん（４） 420 春巻はるな

きょうのキラ君（６） 420 みきもと凜 オカン系男子かなたん（５） 450 春巻はるな

きょうのキラ君（７） 420 みきもと凜 私の恋で死んでくれ　カラー版（１） 700 山川まち┴としき

きょうのキラ君（８） 420 みきもと凜 私の恋で死んでくれ　カラー版（２） 700 山川まち┴としき

きょうのキラ君（９） 420 みきもと凜 カノジョも彼女（１） 420 ヒロユキ

クギ子ちゃん（１） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ カノジョも彼女（２） 420 ヒロユキ

クギ子ちゃん（２） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ カノジョも彼女（３） 420 ヒロユキ

クギ子ちゃん（３） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ カノジョも彼女（４） 420 ヒロユキ

ヒメコイ、和歌名くん 420 Ｉｓｈｉｋｏ カノジョも彼女（５） 420 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（１） 500 こしのりょう カノジョも彼女（６） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（２） 500 こしのりょう カノジョも彼女（７） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（３） 500 こしのりょう カノジョも彼女（８） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（４） 500 こしのりょう カノジョも彼女（９） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（５） 500 こしのりょう カノジョも彼女（１０） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（６） 500 こしのりょう カノジョも彼女（１１） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（７） 500 こしのりょう カノジョも彼女（１２） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（８） 500 こしのりょう カノジョも彼女（１３） 450 ヒロユキ

町医者ジャンボ！！（９） 500 こしのりょう ブクロキックス（１） 660 松木いっか

町医者ジャンボ！！（１０） 500 こしのりょう ブクロキックス（２） 660 松木いっか

町医者ジャンボ！！（１１） 500 こしのりょう ブクロキックス（３） 660 松木いっか

町医者ジャンボ！！（１２） 500 こしのりょう ブクロキックス（４） 660 松木いっか

町医者ジャンボ！！（１３） 500 こしのりょう ブクロキックス（５） 660 松木いっか

町医者ジャンボ！！（１４） 500 こしのりょう えほん　もやしもん　「きんのオリゼー」　てをあらおう 880 石川雅之

町医者ジャンボ！！（１５） 500 こしのりょう リエゾン（１）　ーこどものこころ診療所ー 640 ヨンチャン┴竹村優作

町医者ジャンボ！！（１６） 500 こしのりょう リエゾン（２）　ーこどものこころ診療所ー 640 ヨンチャン┴竹村優作

金魚坂上ル（１） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ リエゾン（３）　ーこどものこころ診療所ー 640 ヨンチャン┴竹村優作

金魚坂上ル（２） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ リエゾン（４）　ーこどものこころ診療所ー 650 ヨンチャン┴竹村優作

金魚坂上ル（３） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ リエゾン（５）　ーこどものこころ診療所ー 650 ヨンチャン┴竹村優作

金魚坂上ル（４） 420 ＰＥＡＣＨ―ＰＩＴ リエゾン（６）　ーこどものこころ診療所ー 650 ヨンチャン┴竹村優作

金魚坂上ル（５） 420 ＰＥＡＣＨ-ＰＩＴ リエゾン（７）　ーこどものこころ診療所ー 660 ヨンチャン┴竹村優作

しゅごキャラ！（１） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ リエゾン（８）　ーこどものこころ診療所ー 660 ヨンチャン┴竹村優作

しゅごキャラ！（２） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ リエゾン（９）　ーこどものこころ診療所ー 660 ヨンチャン┴竹村優作

しゅごキャラ！（３） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ リエゾン（１０）　ーこどものこころ診療所ー 660 ヨンチャン┴竹村優作

しゅごキャラ！（４） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 兄とわたしと先生のヒミツ（１） 420 日生佑稀

しゅごキャラ！（５） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 兄とわたしと先生のヒミツ（２） 420 日生佑稀

しゅごキャラ！（６） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ ごくとも。～極道の孫と友だちになりました～ 600 軍三郎

しゅごキャラ！（７） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 憑きもの物件あります（１） 600 ゆきだるま

しゅごキャラ！（８） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 憑きもの物件あります（２） 620 ゆきだるま

しゅごキャラ！（９） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 憑きもの物件あります（３） 620 ゆきだるま

しゅごキャラ！（１０） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 先輩が僕を殺りにきてる（１） 420 助野嘉昭＆らふすけっち

しゅごキャラ！（１１） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 先輩が僕を殺りにきてる（２） 420 助野嘉昭＆らふすけっち

しゅごキャラ！（１２） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 先輩が僕を殺りにきてる（３） 420 助野嘉昭＆らふすけっち

七つの大罪（１） 420 鈴木央 美少女戦士セーラームーン　オールカラー完全版（１） 900 武内直子

七つの大罪（２） 420 鈴木央 美少女戦士セーラームーン　オールカラー完全版（２） 900 武内直子

七つの大罪（３） 420 鈴木央 美少女戦士セーラームーン　オールカラー完全版（３） 900 武内直子

七つの大罪（４） 420 鈴木央 美少女戦士セーラームーン　オールカラー完全版（４） 900 武内直子

七つの大罪（５） 420 鈴木央 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（１） 720 学慶人

七つの大罪（６） 420 鈴木央 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（２） 660 学慶人

七つの大罪（７） 420 鈴木央 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（３） 660 学慶人

七つの大罪（８） 420 鈴木央 ボーイズ・ラン・ザ・ライオット（４） 690 学慶人

七つの大罪（９） 420 鈴木央 寄生列島（１） 690 江戸川エドガワ

七つの大罪（１０） 420 鈴木央 寄生列島（２） 660 江戸川エドガワ

七つの大罪（１１） 420 鈴木央 寄生列島（３） 660 江戸川エドガワ

七つの大罪（１２） 420 鈴木央 寄生列島（４） 660 江戸川エドガワ

七つの大罪（１３） 420 鈴木央 寄生列島（５） 660 江戸川エドガワ

七つの大罪（１４） 420 鈴木央 てんてんてんかちゃん 640 大澄剛

七つの大罪（１５） 420 鈴木央 カワイコちゃんを２度見る 600 福満しげゆき

七つの大罪（１６） 420 鈴木央 まだ旅立ってもいないのに 600 福満しげゆき

七つの大罪（１７） 420 鈴木央 やっぱり心の旅だよ 600 福満しげゆき

七つの大罪（１８） 420 鈴木央 僕の小規模な失敗 600 福満しげゆき

七つの大罪（１９） 420 鈴木央 ～サラリーマン三国志～三国社（カラー版） 650 末弘┴あしか望

七つの大罪（２０） 420 鈴木央 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまった件（１） 600 外池達宏┴中山雅史┴大島司

七つの大罪（２１） 420 鈴木央 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまった件（２） 600 外池達宏┴中山雅史┴大島司

七つの大罪（２２） 420 鈴木央 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまった件（３） 600 外池達宏┴中山雅史┴大島司

七つの大罪（２３） 420 鈴木央 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまった件（４） 600 外池達宏┴中山雅史┴大島司

七つの大罪（２４） 420 鈴木央 シュート！の世界にゴン中山が転生してしまった件（５） 600 外池達宏┴中山雅史┴大島司

七つの大罪（２５） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（１） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太

七つの大罪（２６） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（２） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太

七つの大罪（２７） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（３） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太

七つの大罪（２８） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（４） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太

七つの大罪（２９） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（５） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太

七つの大罪（３０） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（６） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太



七つの大罪（３１） 420 鈴木央 ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人（７） 600 刀坂アキラ┴加茂セイ┴布施龍太

七つの大罪（３２） 420 鈴木央 小学生半沢直樹くん 600 池井戸潤┴大沖

七つの大罪（３３） 420 鈴木央 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（１） 600 泉乃せん┴星屑ぽんぽん┴ネコメガネ

七つの大罪（３４） 420 鈴木央 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（２） 600 泉乃せん┴星屑ぽんぽん┴ネコメガネ

七つの大罪（３５） 420 鈴木央 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（３） 600 泉乃せん┴星屑ぽんぽん┴ネコメガネ

七つの大罪（３６） 420 鈴木央 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（４） 600 泉乃せん┴星屑ぽんぽん┴ネコメガネ

七つの大罪（３７） 420 鈴木央 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（５） 600 泉乃せん┴星屑ぽんぽん┴ネコメガネ

七つの大罪（３８） 420 鈴木央 復讐の教科書（１） 420 廣瀬俊┴河野慶

七つの大罪（３９） 420 鈴木央 復讐の教科書（２） 420 廣瀬俊┴河野慶

七つの大罪（４０） 420 鈴木央 復讐の教科書（３） 420 廣瀬俊┴河野慶

七つの大罪（４１） 420 鈴木央 復讐の教科書（４） 420 廣瀬俊┴河野慶

Ｋ　ストレイ・ドッグ・ストーリー 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴宮沢龍生

（ＧｏＲＡ）┴ミナトサキ 復讐の教科書（５） 420 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（１） 420 川原正敏 復讐の教科書（６） 420 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（２） 420 川原正敏 復讐の教科書（７） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（３） 420 川原正敏 復讐の教科書（８） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（４） 420 川原正敏 復讐の教科書（９） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（５） 420 川原正敏 復讐の教科書（１０） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（６） 420 川原正敏 復讐の教科書（１１） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（７） 420 川原正敏 復讐の教科書（１２） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（８） 420 川原正敏 復讐の教科書（１３） 450 廣瀬俊┴河野慶

修羅の門　第弐門（９） 420 川原正敏 イジらないで、長瀞さん（８）特装版 950 ナナシ

修羅の門　第弐門（１０） 420 川原正敏 夜桜四重奏　～ヨザクラカルテット～（２６）特装版　水着イラスト集付 900 ヤスダスズヒト

修羅の門　第弐門（１１） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（１） 650

園原アオ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒｒｙ┴割田

コマ

修羅の門　第弐門（１２） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（２） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ

修羅の門　第弐門（１３） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（３） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ

修羅の門　第弐門（１４） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（４） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ

修羅の門　第弐門（１５） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（５） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ

修羅の門　第弐門（１６） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（６） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ

修羅の門　第弐門（１７） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（７） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ

修羅の門　第弐門（１８） 420 川原正敏

人外姫様、始めました　～Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｏ

ｎｌｉｎｅ～（８） 600

園原アオ┴割田コマ┴子日あきすず┴Ｓｈｅｒ

ｒｙ
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（１） 943 藤咲淳一┴大山タクミ ブーツレグ（１） 650 ヤスダスズヒト
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（２） 943 藤咲淳一┴大山タクミ ブーツレグ（２） 650 ヤスダスズヒト
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（３） 943 藤咲淳一┴大山タクミ ブーツレグ（３） 650 ヤスダスズヒト
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（４） 943 藤咲淳一┴大山タクミ ヒールをはいた猫（１） 800 堂島高博┴浅井結衣
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（５） 943 藤咲淳一┴大山タクミ ヒールをはいた猫（２） 800 堂島高博┴浅井結衣
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（６） 943 藤咲淳一┴大山タクミ 残像スローモーション 700 じゃのめ
攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　～眠らない眼の男　Ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ

Ｅｙｅ～（７） 943 藤咲淳一┴大山タクミ わたしのお嫁くん（１） 500 柴なつみ

とろける禁断（１） 420 山下きょう わたしのお嫁くん（２）【電子限定特典付き】 500 柴なつみ

キミが好きとかありえない（１） 420 あおいみつ わたしのお嫁くん（３） 500 柴なつみ

キミが好きとかありえない（２） 420 あおいみつ わたしのお嫁くん（４） 500 柴なつみ

キミが好きとかありえない（３） 420 あおいみつ わたしのお嫁くん（５） 500 柴なつみ

僕のロボット（１） 420 葉月めぐみ わたしのお嫁くん（６） 500 柴なつみ

僕のロボット（２） 420 葉月めぐみ わたしのお嫁くん（７） 500 柴なつみ

出口ゼロ（１） 420 瀬田ハルヒ あらきくんは飼いならせない（１） 450 カッパラッパラ

出口ゼロ（２） 420 瀬田ハルヒ あらきくんは飼いならせない（２） 450 カッパラッパラ

出口ゼロ（３） 420 瀬田ハルヒ

カネなしアラサー、おふたりさまぐらし～健康で文化的な老後のための資産

形成物語～ 1000 おののぶし┴村田憲昭

出口ゼロ（４） 420 瀬田ハルヒ その別れ話、聞かせてください。 1000 青色イリコ

出口ゼロ（５） 420 瀬田ハルヒ もっとあなたを好きになる一日 420 佐倉チカコ

出口ゼロ（６） 420 瀬田ハルヒ 引きこもり新妻 1000 ウラ

出口ゼロ（７） 420 瀬田ハルヒ 構わないでくれ、今日は妊活って気分じゃない。 1000 目野真琴

出口ゼロ（８） 420 瀬田ハルヒ 誰かのことを好きなだけ（１） 630 藤緒あい

出口ゼロ（９） 420 瀬田ハルヒ 誰かのことを好きなだけ（２） 630 藤緒あい

出口ゼロ（１０） 420 瀬田ハルヒ 誰かのことを好きなだけ（３） 630 藤緒あい

出口ゼロ（１１） 420 瀬田ハルヒ 誰かのことを好きなだけ（４） 630 藤緒あい

出口ゼロ（１２） 420 瀬田ハルヒ 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート（１） 630 車谷晴子

出口ゼロ（１３） 420 瀬田ハルヒ 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート（２） 630 車谷晴子

出口ゼロ（１４） 420 瀬田ハルヒ 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート（３） 630 車谷晴子

出口ゼロ（１５） 420 瀬田ハルヒ 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート（４） 630 車谷晴子

好きよりも近く（１） 420 マキノ トラップ　～危険な元カレ～（１） 600 ｒｕｕ

好きよりも近く（２） 420 マキノ トラップ　～危険な元カレ～（２） 600 ｒｕｕ

家電の女（１） 500 西山優里子 トラップ　～危険な元カレ～（３） 600 ｒｕｕ

家電の女（２） 500 西山優里子 トラップ　～危険な元カレ～（４） 650 ｒｕｕ

家電の女（３） 500 西山優里子 二階堂幸短編集　ありがとうって言って　電子限定描きおろし特典つき 660 二階堂幸

家電の女（４） 500 西山優里子 ウソ婚（５）小冊子付き特装版 770 時名きうい

本屋の森のあかり（１） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　１号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（２） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　２号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（３） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　３号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（４） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　４号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（５） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　５号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（６） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　６号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（７） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　７号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（８） 500 磯谷友紀 週刊異世界マガジン　水曜日のシリウス　２０２０年夏　８号 400 月刊少年シリウス編集部

本屋の森のあかり（９） 500 磯谷友紀 走れ！ 川田くん（１） 600 伊佐義勇

本屋の森のあかり（１０） 500 磯谷友紀 走れ！ 川田くん（２） 600 伊佐義勇

本屋の森のあかり（１１） 500 磯谷友紀 走れ！ 川田くん（３） 600 伊佐義勇

本屋の森のあかり（１２） 500 磯谷友紀 走れ！ 川田くん（４） 600 伊佐義勇

ＨＯＰＥ（１） 420 すえのぶけいこ しかのこのこのここしたんたん（１） 600 おしおしお

ＨＯＰＥ（２） 420 すえのぶけいこ しかのこのこのここしたんたん（２） 600 おしおしお

ＨＯＰＥ（３） 420 すえのぶけいこ しかのこのこのここしたんたん（３） 600 おしおしお

ＨＯＰＥ（４） 420 すえのぶけいこ トーキョーバベル（１） 420 久世蘭┴花林ソラ

ＨＯＰＥ（５） 420 すえのぶけいこ トーキョーバベル（２） 420 久世蘭┴花林ソラ

ＨＯＰＥ（６） 420 すえのぶけいこ トーキョーバベル（３） 420 久世蘭┴花林ソラ

ＰとＪＫ（１） 420 三次マキ 宮本サクラが可愛いだけの小説の漫画。（１） 600 凪庵┴鈴木大輔┴ｒｕｒｕｄｏ

ＰとＪＫ（２） 420 三次マキ 宮本サクラが可愛いだけの小説の漫画。（２） 600 凪庵┴鈴木大輔┴ｒｕｒｕｄｏ

ＰとＪＫ（３） 420 三次マキ 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（１） 600 志水アキ┴京極夏彦

ＰとＪＫ（４） 420 三次マキ 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（２） 600 志水アキ┴京極夏彦

ＰとＪＫ（５） 420 三次マキ 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（３） 600 志水アキ┴京極夏彦

ＰとＪＫ（６） 420 三次マキ 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（４） 600 志水アキ┴京極夏彦

ＰとＪＫ（７） 420 三次マキ 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（５） 600 志水アキ┴京極夏彦

ＰとＪＫ（８） 420 三次マキ 中禅寺先生物怪講義録　先生が謎を解いてしまうから。（６） 600 志水アキ┴京極夏彦

ＰとＪＫ（９） 420 三次マキ 鉄界の戦士（１） 600 墨佳遼



ＰとＪＫ（１０） 420 三次マキ 鉄界の戦士（２）【電子限定特典付き】 600 墨佳遼

ＰとＪＫ（１１） 450 三次マキ 鉄界の戦士（３） 600 墨佳遼

ＰとＪＫ（１２） 450 三次マキ 鉄界の戦士（４） 600 墨佳遼

ＰとＪＫ（１３） 450 三次マキ 不滅のあなたへ（１３）特装版 1100 大今良時

ＰとＪＫ（１４） 420 三次マキ 西荻ヨンデノンデ 1450 玉川重機

ＰとＪＫ（１５） 450 三次マキ ｉメンター　すべては遺伝子に支配された（１） 640 小出もと貴

ＰとＪＫ（１６） 450 三次マキ ｉメンター　すべては遺伝子に支配された（２） 660 小出もと貴
『Ｃｌａｓｓｉｃａｌ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｗｉｔｈｉｎ』の挿し

絵制作日記 800 士郎正宗 ｉメンター　すべては遺伝子に支配された（３） 670 小出もと貴
『Ｃｌａｓｓｉｃａｌ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｗｉｔｈｉｎ』の挿し

絵制作日記（２） 800 士郎正宗 はたらく細胞ＬＡＤＹ（１） 640 原田重光┴乙川灯┴清水茜
『Ｃｌａｓｓｉｃａｌ　Ｆａｎｔａｓｙ　Ｗｉｔｈｉｎ』の挿し

絵制作日記（３） 800 士郎正宗 はたらく細胞ＬＡＤＹ（２） 660 原田重光┴乙川灯┴清水茜

コミンカビヨリ（１） 500 高須賀由枝 はたらく細胞ＬＡＤＹ（３） 650 原田重光┴乙川灯┴清水茜

コミンカビヨリ（２） 500 高須賀由枝 はたらく細胞ＬＡＤＹ（４） 670 原田重光┴乙川灯┴清水茜

コミンカビヨリ（３） 500 高須賀由枝 はたらく細胞ＬＡＤＹ（５） 670 原田重光┴乙川灯┴清水茜

コミンカビヨリ（４） 500 高須賀由枝 ミツナリズム（１） 640 鈴木コイチ

コミンカビヨリ（５） 500 高須賀由枝 ミツナリズム（２） 650 鈴木コイチ

コミンカビヨリ（６） 500 高須賀由枝 ミツナリズム（３） 670 鈴木コイチ

コミンカビヨリ（７） 500 高須賀由枝 ミツナリズム（４） 680 鈴木コイチ

コミンカビヨリ（８） 500 高須賀由枝 刷ったもんだ！（１） 640 染谷みのる

コミンカビヨリ（９） 500 高須賀由枝 刷ったもんだ！（２） 640 染谷みのる

コミンカビヨリ（１０）　【電子限定描きおろし特典つき】 500 高須賀由枝 刷ったもんだ！（３） 650 染谷みのる

ヴァムピール（１） 600 樹なつみ 刷ったもんだ！（４） 650 染谷みのる

ヴァムピール（２） 600 樹なつみ 刷ったもんだ！（５） 680 染谷みのる

ヴァムピール（３） 600 樹なつみ 刷ったもんだ！（６） 680 染谷みのる

ヴァムピール（４） 600 樹なつみ 刷ったもんだ！（７） 680 染谷みのる

ヴァムピール（５） 600 樹なつみ 刷ったもんだ！（８） 680 染谷みのる

暁の息子 600 樹なつみ 狩猟のユメカ（１） 640 古部亮

８♀１♂（１） 600 咲香里 狩猟のユメカ（２） 640 古部亮

８♀１♂（２） 600 咲香里 狩猟のユメカ（３） 650 古部亮

８♀１♂（３） 600 咲香里 定額制夫のこづかい万歳 月額２万千円の金欠ライフ 640 吉本浩二

８♀１♂（４） 600 咲香里 定額制夫のこづかい万歳 月額２万千円の金欠ライフ（２） 650 吉本浩二

８♀１♂（５） 600 咲香里 定額制夫のこづかい万歳 月額２万千円の金欠ライフ（３） 650 吉本浩二

８♀１♂（６） 600 咲香里 定額制夫のこづかい万歳 月額２万千円の金欠ライフ（４） 670 吉本浩二

８♀１♂（７） 600 咲香里 定額制夫のこづかい万歳 月額２万千円の金欠ライフ（５） 670 吉本浩二

８♀１♂（８） 600 咲香里 激辛課長（１） 650 前田悠

８♀１♂（９） 600 咲香里 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（１） 760 諸星大二郎

Ｒ－中学生（１） 600 ゴトウユキコ 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（２） 760 諸星大二郎

Ｒ－中学生（２） 600 ゴトウユキコ 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（３） 760 諸星大二郎

Ｒ－中学生（３） 600 ゴトウユキコ 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（４） 760 諸星大二郎

ぶっせん（１） 600 三宅乱丈 グラゼニ　～夏之介の青春～（１） 640 森高夕次┴太秦洋介

ぶっせん（２） 600 三宅乱丈 グラゼニ　～夏之介の青春～（２） 640 森高夕次┴太秦洋介

ぶっせん（３） 600 三宅乱丈 グラゼニ　～夏之介の青春～（３） 650 森高夕次┴太秦洋介

ぶっせん（４） 600 三宅乱丈 グラゼニ　～夏之介の青春～（４） 650 森高夕次┴太秦洋介

ぶっせん（５） 600 三宅乱丈 グラゼニ　～夏之介の青春～（５） 650 森高夕次┴太秦洋介

ぶっせん（６） 619 三宅乱丈 ゴミ清掃員の日常　ミライ編　あたらしい時代で、しあわせになるゴミ出し術 900 滝沢秀一┴滝沢友紀

百鬼恋乱（１） 420 鳥海ペドロ おおきく振りかぶって　公式コミックガイド 900 ひぐちアサ┴講談社

百鬼恋乱（２） 420 鳥海ペドロ 女の子のためのストリップ劇場入門 680 菜央こりん

百鬼恋乱（３） 420 鳥海ペドロ 飛んで火に入る（１） 640 ｔｏｍｅｋｋｏ

百鬼恋乱（４） 420 鳥海ペドロ やせましょう　40歳漫画家が半年で15kg本気（マジ）ダイエットした記録 680 小林銅蟲

百鬼恋乱（５） 420 鳥海ペドロ 粉もんロード 640 クマリネ

百鬼恋乱（６） 420 鳥海ペドロ

鉄界の戦士（１）特装版【特別表紙ｖｅｒ．＆キャラクター制作ノート

２８Ｐ付】 900 墨佳遼

百鬼恋乱（７） 420 鳥海ペドロ ぱいどん　ＡＩで挑む手塚治虫の世界 900 「ＴＥＺＵＫＡ２０２０」プロジェクト

ワルツのお時間（１） 420 安藤なつみ ＧＯＤ　ＯＦ　ＤＯＧ（１） 690 木村航

ワルツのお時間（２） 420 安藤なつみ ＧＯＤ　ＯＦ　ＤＯＧ（２） 690 木村航

ワルツのお時間（３） 420 安藤なつみ ＧＯＤ　ＯＦ　ＤＯＧ（３） 690 木村航

しようよ（１） 500 小野佳苗 ＧＯＤ　ＯＦ　ＤＯＧ（４） 720 木村航

しようよ（２） 500 小野佳苗 ケンシロウによろしく（１） 630 ジャスミン・ギュ

しようよ（３） 500 小野佳苗 ケンシロウによろしく（２） 630 ジャスミン・ギュ

しようよ（４） 500 小野佳苗 ケンシロウによろしく（３） 630 ジャスミン・ギュ

しようよ（５） 500 小野佳苗 ケンシロウによろしく（４） 630 ジャスミン・ギュ

しようよ（６） 500 小野佳苗 ケンシロウによろしく（５） 660 ジャスミン・ギュ

しようよ（７） 500 小野佳苗 ケンシロウによろしく（６） 660 ジャスミン・ギュ

しようよ（８） 500 小野佳苗 デスティニーラバーズ（１） 600 智弘カイ┴カズタカ

しようよ（９） 500 小野佳苗 デスティニーラバーズ（２） 600 智弘カイ┴カズタカ

しようよ（１０） 500 小野佳苗 デスティニーラバーズ（３） 600 智弘カイ┴カズタカ

しようよ（１１） 500 小野佳苗 デスティニーラバーズ（４） 600 智弘カイ┴カズタカ

しようよ（１２） 500 小野佳苗 デスティニーラバーズ（５） 630 智弘カイ┴カズタカ

しようよ（１３） 500 小野佳苗 デスティニーラバーズ（６） 630 智弘カイ┴カズタカ

アホガール（１） 420 ヒロユキ デスティニーラバーズ（７） 630 智弘カイ┴カズタカ

アホガール（２） 420 ヒロユキ デスティニーラバーズ（８） 630 智弘カイ┴カズタカ

アホガール（３） 420 ヒロユキ デスティニーラバーズ（９） 630 智弘カイ┴カズタカ

アホガール（４） 420 ヒロユキ デスティニーラバーズ（１０） 630 智弘カイ┴カズタカ

アホガール（５） 420 ヒロユキ 無双航路　転生して宇宙戦艦のＡＩになりました（１） 600 松屋大好┴黒銀（ＤＩＧＳ）┴石口十

アホガール（６） 420 ヒロユキ 無双航路　転生して宇宙戦艦のＡＩになりました（２） 650 松屋大好┴黒銀（ＤＩＧＳ）┴石口十

アホガール（７） 420 ヒロユキ 無双航路　転生して宇宙戦艦のＡＩになりました（３） 650 松屋大好┴黒銀（ＤＩＧＳ）┴石口十

アホガール（８） 420 ヒロユキ

夜桜四重奏　～ヨザクラカルテット～（１３）　特装版　水着イラスト集

付き 900 ヤスダスズヒト

アホガール（９） 420 ヒロユキ 神様はラケットを振らない（１） 420 志田ゆうすけ┴丸山りん

アホガール（１０） 420 ヒロユキ 神様はラケットを振らない（２） 420 志田ゆうすけ┴丸山りん

アホガール（１１） 420 ヒロユキ パルノグラフィティ 800 板垣巴留

アホガール（１２） 420 ヒロユキ 関西弁お姉さんと純真少年（１） 600 ばくや

イケない関係（１） 420

成海柚希┴桜井真優┴岩下慶子┴河原

田瞳美 関西弁お姉さんと純真少年（２） 600 ばくや

ホテル・ラヴィアンローズ 600 豊田悠 関西弁お姉さんと純真少年（３） 630 ばくや

豚飼い王子と１００回のキス 700 海野つなみ 十字架のろくにん（１） 600 中武士竜

ミリオンジョー（１） 680 十口了至┴市丸いろは 十字架のろくにん（２） 600 中武士竜

ミリオンジョー（２） 680 十口了至┴市丸いろは 十字架のろくにん（３） 600 中武士竜

ミリオンジョー（３） 750 十口了至┴市丸いろは 十字架のろくにん（４） 630 中武士竜

それは私と少女は言った 600 タカハシマコ 十字架のろくにん（５） 630 中武士竜

まつるかみ（１） 600 群青 十字架のろくにん（６） 630 中武士竜

まつるかみ（２） 600 群青 十字架のろくにん（７） 630 中武士竜

まつるかみ（３） 600 群青 十字架のろくにん（８） 630 中武士竜

まつるかみ（４） 600 群青 十字架のろくにん（９） 630 中武士竜

修羅の門異伝　ふでかげ（１） 420 川原正敏┴飛永宏之 絶望集落（１） 600 蔵石ユウ┴白山一也

修羅の門異伝　ふでかげ（２） 420 川原正敏┴飛永宏之 絶望集落（２） 600 蔵石ユウ┴白山一也

修羅の門異伝　ふでかげ（３） 420 川原正敏┴飛永宏之 絶望集落（３） 600 蔵石ユウ┴白山一也

修羅の門異伝　ふでかげ（４） 420 川原正敏┴飛永宏之 それは霊のしわざです（１） 640 Ｎｏｉｓｅ

修羅の門異伝　ふでかげ（５） 420 川原正敏┴飛永宏之 それは霊のしわざです（２） 650 Ｎｏｉｓｅ

修羅の門異伝　ふでかげ（６） 420 川原正敏┴飛永宏之 それは霊のしわざです（３） 650 Ｎｏｉｓｅ

修羅の門異伝　ふでかげ（７） 420 川原正敏┴飛永宏之 それは霊のしわざです（４） 650 Ｎｏｉｓｅ

修羅の門異伝　ふでかげ（８） 420 川原正敏┴飛永宏之 それは霊のしわざです（５） 650 Ｎｏｉｓｅ

声優戦隊ボイストーム７ 600 松永冴┴８１プロデュース┴ｍａｓａｋｉ それは霊のしわざです（６） 650 Ｎｏｉｓｅ

彗星継父プロキオン（１） 600 ツナミノユウ メイドさんは食べるだけ（１） 640 前屋進

彗星継父プロキオン（２） 600 ツナミノユウ メイドさんは食べるだけ（２） 650 前屋進

彗星継父プロキオン（３） 600 ツナミノユウ メイドさんは食べるだけ（３） 650 前屋進



恐怖への招待状 420

ヒナチなお┴たちばな梓┴梅野花┴丸飴ぐみ

こ┴きだち メイドさんは食べるだけ（４） 650 前屋進

死神ドール 420 たちばな梓 満州アヘンスクワッド（１） 660 鹿子┴門馬司

死者たちの放課後 420

梅野花┴たちばな梓┴高見奈緒┴きだち┴

七海ようこ 満州アヘンスクワッド（２） 660 鹿子┴門馬司

空手小公子物語（１） 600 馬場康誌 満州アヘンスクワッド（３） 660 鹿子┴門馬司

空手小公子物語（２） 600 馬場康誌 満州アヘンスクワッド（４） 660 鹿子┴門馬司

空手小公子物語（３） 600 馬場康誌 満州アヘンスクワッド（５） 660 鹿子┴門馬司

空手小公子物語（４） 600 馬場康誌 満州アヘンスクワッド（６） 660 鹿子┴門馬司

空手小公子物語（５） 600 馬場康誌 満州アヘンスクワッド（７） 660 鹿子┴門馬司

空手小公子物語（６） 600 馬場康誌 満州アヘンスクワッド（８） 660 鹿子┴門馬司

誰がそれを　－田中相短篇集－ 600 田中相 満州アヘンスクワッド（９） 660 鹿子┴門馬司

２まいめ（１） 600 アサミジョー 満州アヘンスクワッド（１０） 660 鹿子┴門馬司

タナトスの使者（１） 600 吉田穰┴赤名修 満州アヘンスクワッド（１１） 660 鹿子┴門馬司

タナトスの使者（２） 600 濱田研吾┴赤名修 転生魔女よ、暁を謳え（１） 600 冬織透真

タナトスの使者（３） 600 吉田穰┴赤名修 転生魔女よ、暁を謳え（２） 600 冬織透真

タナトスの使者（４） 600 吉田穰┴赤名修 転生魔女よ、暁を謳え（３） 600 冬織透真

宝石の国（１） 680 市川春子 ４７歳、Ｖ系（１）　【電子限定特典つき】 800 桂明日香

宝石の国（２） 680 市川春子

４７歳、Ｖ系（２）　【電子合冊版限定！加齢ver表紙イラストのおま

け付き】 800 桂明日香

宝石の国（３） 680 市川春子 ４７歳、Ｖ系（３） 800 桂明日香

宝石の国（４） 680 市川春子 ４７歳、Ｖ系（４） 800 桂明日香

宝石の国（５） 680 市川春子 ４７歳、Ｖ系（５） 800 桂明日香

宝石の国（６） 680 市川春子 すてきなパーティーフリーク　【電子限定描きおろし特典つき】 700 ふみさき

宝石の国（７） 680 市川春子 ふたりぐらし（１）　【電子限定描きおろし特典つき】 600 丘邑やち代

宝石の国（８） 680 市川春子 ふたりぐらし（２） 600 丘邑やち代

宝石の国（９） 680 市川春子 ふたりぐらし（３） 600 丘邑やち代

宝石の国（１０） 660 市川春子 言えないことをしたのは誰？（１） 500 さいきまこ

宝石の国（１１） 680 市川春子 言えないことをしたのは誰？（２） 500 さいきまこ

宝石の国（１２） 710 市川春子 言えないことをしたのは誰？（３） 500 さいきまこ

２５時のバカンス　市川春子作品集ＩＩ 680 市川春子 言えないことをしたのは誰？（４） 500 さいきまこ

恋、各駅停車 420 北川夕夏 言えないことをしたのは誰？（５） 500 さいきまこ

教えて、くろがねくん 420 桃生有希 言えないことをしたのは誰？（６） 600 さいきまこ

銀盤騎士（１） 500 小川彌生 それは霊のしわざです（１）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

銀盤騎士（２） 500 小川彌生 テイコウペンギン　アニメＢＯＯＫ 800 とりのささみ。┴Ｐｌｏｔｔ

銀盤騎士（３） 500 小川彌生 となりのオトナくん（１） 450 るかな

銀盤騎士（４） 500 小川彌生 となりのオトナくん（２） 450 るかな

銀盤騎士（５） 500 小川彌生 となりのオトナくん（３） 450 るかな

銀盤騎士（６） 500 小川彌生 となりのオトナくん（４） 450 るかな

銀盤騎士（７） 500 小川彌生 となりのオトナくん（５） 450 るかな

銀盤騎士（８） 500 小川彌生 君主論 780 マキャベリ┴中川真┴十常アキ

銀盤騎士（９） 500 小川彌生 現象学の理念 780 フッサール┴須賀原洋行

銀盤騎士（１０） 500 小川彌生 赤くなるのは君のせい 420 空垣れいだ

銀盤騎士（１１） 500 小川彌生 ときめきのいけにえ（１） 600 うぐいす祥子

小学生のヒミツ（１） 420 中江みかよ ときめきのいけにえ（２） 600 うぐいす祥子

小学生のヒミツ（２） 420 中江みかよ ときめきのいけにえ（３） 600 うぐいす祥子

小学生のヒミツ　初恋（３） 420 中江みかよ 嵐士くんの抱きマクラ（１） 450 渡辺あゆ

小学生のヒミツ　放課後（４） 420 中江みかよ 嵐士くんの抱きマクラ（２） 450 渡辺あゆ

小学生のヒミツ 初カレ（５） 420 中江みかよ 嵐士くんの抱きマクラ（３） 450 渡辺あゆ

小学生のヒミツ　初キス（６） 420 中江みかよ 嵐士くんの抱きマクラ（４） 450 渡辺あゆ

小学生のヒミツ　ともだち（７） 420 中江みかよ 嵐士くんの抱きマクラ（５） 450 渡辺あゆ

小学生のヒミツ　片思い（８） 420 中江みかよ 恋のはじまり（１） 450 蒼井まもる

小学生のヒミツ　おさななじみ（９） 420 中江みかよ 恋のはじまり（２） 450 蒼井まもる

小学生のヒミツ　教室（１０） 420 中江みかよ 恋のはじまり（３） 450 蒼井まもる

少女結晶ココロジカル（１） 420 高岡しゆ 恋のはじまり（４） 450 蒼井まもる

少女結晶ココロジカル（２） 420 高岡しゆ 恋のはじまり（５） 450 蒼井まもる

少女結晶ココロジカル（３） 420 高岡しゆ 恋のはじまり（６） 450 蒼井まもる

少女結晶ココロジカル（４） 420 高岡しゆ 恋のはじまり（７） 450 蒼井まもる

少女結晶ココロジカル（５） 420 高岡しゆ センセイは高校生（１） 450 春木さき

恋するふたごとメガネのブルー（１） 420 山田デイジー センセイは高校生（２） 450 春木さき

恋するふたごとメガネのブルー（２） 420 山田デイジー センセイは高校生（３） 450 春木さき

恋するふたごとメガネのブルー（３） 420 山田デイジー 修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（１） 420 川原正敏┴甲斐とうしろう

恋するふたごとメガネのブルー（４） 420 山田デイジー 修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（２） 420 川原正敏┴甲斐とうしろう

恋するふたごとメガネのブルー（５） 420 山田デイジー 修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（３） 450 川原正敏┴甲斐とうしろう

本当にヤバイホラーストーリー　ケータイ地獄 420

立樹まや┴福月悠人┴秋本葉子┴大塚さ

とみ┴地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴ナフ

タレン水嶋 修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（４） 520 川原正敏┴甲斐とうしろう

本当にヤバイホラーストーリー　友だち地獄 420

地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴瀬田ハルヒ

┴寿えびす┴秋本葉子┴瑞樹しずか 修羅の紋　ムツさんはチョー強い？！（５） 520 川原正敏┴甲斐とうしろう

おはようおかえり（１） 600 鳥飼茜 エースの系譜（１） 420 栗田あぐり┴岩崎夏海

おはようおかえり（２） 600 鳥飼茜 エースの系譜（２） 420 栗田あぐり┴岩崎夏海

おはようおかえり（３） 600 鳥飼茜 エースの系譜（３） 420 栗田あぐり┴岩崎夏海

おはようおかえり（４） 600 鳥飼茜 いただきます、のまえとあと（１） 640 糸川一成

おはようおかえり（５） 600 鳥飼茜 いただきます、のまえとあと（２） 660 糸川一成

ぼくらのよあけ（１） 619 今井哲也 スインギンドラゴンタイガーブギ（１） 640 灰田高鴻

ぼくらのよあけ（２） 619 今井哲也 スインギンドラゴンタイガーブギ（２） 640 灰田高鴻

エイス（１） 648 伊図透 スインギンドラゴンタイガーブギ（３） 650 灰田高鴻

エイス（２） 648 伊図透 スインギンドラゴンタイガーブギ（４） 660 灰田高鴻

エイス（３） 657 伊図透 スインギンドラゴンタイガーブギ（５） 660 灰田高鴻

サマータンク 648 吉田戦車 スインギンドラゴンタイガーブギ（６） 660 灰田高鴻

ジャポニカの歩き方（１） 600 西山優里子 侵略ニャッ！（１） 640 渡辺慎一

ジャポニカの歩き方（２） 600 西山優里子 侵略ニャッ！（２） 650 渡辺慎一

ジャポニカの歩き方（３） 600 西山優里子 西妖記（１） 640 冬森雪湖┴一ノ瀬かおる

ジャポニカの歩き方（４） 600 西山優里子 西妖記（２） 640 冬森雪湖┴一ノ瀬かおる

ジャポニカの歩き方（５） 600 西山優里子 西妖記（３） 650 冬森雪湖┴一ノ瀬かおる

ジャポニカの歩き方（６） 600 西山優里子 賊軍　土方歳三（１） 640 赤名修

ジャポニカの歩き方（７） 600 西山優里子 賊軍　土方歳三（２） 640 赤名修

ハックス！（１） 600 今井哲也 賊軍　土方歳三（３） 650 赤名修

ハックス！（２） 600 今井哲也 賊軍　土方歳三（４） 650 赤名修

ハックス！（３） 600 今井哲也 賊軍　土方歳三（５） 650 赤名修

ハックス！（４） 600 今井哲也 賊軍　土方歳三（６） 650 赤名修

モモちん（１） 600 伊藤理佐 賊軍　土方歳三（７） 650 赤名修

モモちん（２） 600 伊藤理佐 女帝げぇむ　キミのおねがいはなんですか？（１） 600 たなかかなこ

モモちん（３） 600 伊藤理佐 女帝げぇむ　キミのおねがいはなんですか？（２） 600 たなかかなこ

リーチマン（１） 600 米田達郎 女帝げぇむ　キミのおねがいはなんですか？（３） 600 たなかかなこ

リーチマン（２） 600 米田達郎 ドメスティックな彼女　公式薄い本 900 流石景

リーチマン（３） 600 米田達郎 彼女、お借りします　公式アンソロジーコミック 600 宮島礼吏

怪物王女（１） 600 光永康則 ゴッドハンド輝～沈黙のコロナ２０２０～ 420 山本航暉

怪物王女（２） 600 光永康則 キミのこと喰べていーい？（１） 600 熨斗目ナオ

怪物王女（３） 600 光永康則 キミのこと喰べていーい？（２） 600 熨斗目ナオ

怪物王女（４） 600 光永康則 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　マルコス（１） 600 武井宏之┴ジェット草村

怪物王女（５） 600 光永康則 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　マルコス（２） 600 武井宏之┴ジェット草村

怪物王女（６） 600 光永康則 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　マルコス（３） 600 武井宏之┴ジェット草村

怪物王女（７） 600 光永康則 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　マルコス（４） 600 武井宏之┴ジェット草村

怪物王女（８） 600 光永康則 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　マルコス（５） 600 武井宏之┴ジェット草村

怪物王女（９） 600 光永康則 雨の日も神様と相撲を（１） 420 戸賀環┴城平京

怪物王女（１０） 600 光永康則 雨の日も神様と相撲を（２） 420 戸賀環┴城平京

怪物王女（１１） 600 光永康則 雨の日も神様と相撲を（３） 420 戸賀環┴城平京



怪物王女（１２） 600 光永康則 カイジ・トネガワ・ハンチョウ　帝愛グループ会社案内 1300 講談社

怪物王女（１３） 600 光永康則 宇宙兄弟（３８）心のノート２付き特装版 1900 小山宙哉

怪物王女（１４） 600 光永康則 インフェクション（２０）特装版 1100 及川徹

怪物王女（１５） 600 光永康則 ドメスティックな彼女（２８）特装版 920 流石景

怪物王女（１６） 600 光永康則 コドモのクニより（１） 600 秋山直人

怪物王女（１７） 600 光永康則 コドモのクニより（２） 600 秋山直人

怪物王女（１８） 600 光永康則

キミオアライブ（２）特装版【特別表紙ｖｅｒ．＆番外編漫画30P＆

第3巻同時収録】 900 恵口公生

怪物王女（１９） 600 光永康則 棗のセカイ－異界退魔伝－（１） 660 若宮ひろあき

怪物王女（２０） 600 光永康則 棗のセカイ－異界退魔伝－（２） 660 若宮ひろあき

油断ちゃん 667 吉田戦車 棗のセカイ－異界退魔伝－（３） 600 若宮ひろあき

進撃！巨人中学校（１） 420 諫山創┴中川沙樹 ヨリシロトランク（１） 650 鬼頭莫宏┴カエデミノル

進撃！巨人中学校（２） 420 諫山創┴中川沙樹 ヨリシロトランク（２） 650 鬼頭莫宏┴カエデミノル

進撃！巨人中学校（３） 420 諫山創┴中川沙樹 ヨリシロトランク（３） 650 鬼頭莫宏┴カエデミノル

進撃！巨人中学校（４） 420 諫山創┴中川沙樹 アカイリンゴ（１） 660 ムラタコウジ

進撃！巨人中学校（５） 420 諫山創┴中川沙樹 アカイリンゴ（２） 630 ムラタコウジ

進撃！巨人中学校（６） 420 諫山創┴中川沙樹 アカイリンゴ（３） 630 ムラタコウジ

進撃！巨人中学校（７） 420 諫山創┴中川沙樹 アカイリンゴ（４） 660 ムラタコウジ

進撃！巨人中学校（８） 420 諫山創┴中川沙樹 アカイリンゴ（５） 660 ムラタコウジ

進撃！巨人中学校（９） 420 諫山創┴中川沙樹 通学生日記 630 藤田丞

進撃！巨人中学校（１０） 420 諫山創┴中川沙樹 事件はスカートの中で（１） 660 ずみ子

進撃！巨人中学校（１１） 420 諫山創┴中川沙樹 事件はスカートの中で（２） 660 ずみ子

雪月記（１） 600 山上旅路┴猪熊しのぶ 事件はスカートの中で（３） 660 ずみ子

雪月記（２） 600 山上旅路┴猪熊しのぶ らすときす（１） 600 中島あきら

雪月記（３） 600 山上旅路┴猪熊しのぶ らすときす（２） 600 中島あきら

～ガキの頃から～　一色まこと短編集 724 一色まこと 看板にゃん娘は今日もかわいい 650 あまみね

海月と私（１） 600 麻生みこと 触手魔術師の成り上がり（１） 650 夜桜エレル┴飯田栄静┴〆鯖コハダ

海月と私（２） 600 麻生みこと 触手魔術師の成り上がり（２）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 夜桜エレル┴飯田栄静┴〆鯖コハダ

海月と私（３） 600 麻生みこと 触手魔術師の成り上がり（３） 600 夜桜エレル┴飯田栄静┴〆鯖コハダ

海月と私（４） 600 麻生みこと 触手魔術師の成り上がり（４） 600 夜桜エレル┴飯田栄静┴〆鯖コハダ

つばめと海とドルチェ 420 菅田うり 夜桜四重奏　～ヨザクラカルテット～（１８）特装版　水着イラスト集付 900 ヤスダスズヒト
エリート！！～Ｅｘｐｅｒｔ　Ｌａｔｉｔｕｄｉｎｏｕｓ　Ｉｎ

ｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ＴＥａｍ～（１） 600 新條まゆ 黄昏アウトフォーカス　ｏｖｅｒｌａｐ 700 じゃのめ
エリート！！～Ｅｘｐｅｒｔ　Ｌａｔｉｔｕｄｉｎｏｕｓ　Ｉｎ

ｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ＴＥａｍ～（２） 600 新條まゆ そのキスに、二言なし（１） 500 丹沢ユウ
エリート！！～Ｅｘｐｅｒｔ　Ｌａｔｉｔｕｄｉｎｏｕｓ　Ｉｎ

ｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ＴＥａｍ～（３） 600 新條まゆ そのキスに、二言なし（２） 500 丹沢ユウ
エリート！！～Ｅｘｐｅｒｔ　Ｌａｔｉｔｕｄｉｎｏｕｓ　Ｉｎ

ｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ＴＥａｍ～（４） 600 新條まゆ その美人（オトコ）ふしだらにつき（１） 500 欧坂ハル
エリート！！～Ｅｘｐｅｒｔ　Ｌａｔｉｔｕｄｉｎｏｕｓ　Ｉｎ

ｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ＴＥａｍ～（５） 600 新條まゆ その美人（オトコ）ふしだらにつき（２） 500 欧坂ハル

ボクの小雪（１） 420 チイ その美人（オトコ）ふしだらにつき（３） 500 欧坂ハル

禁色ハレム 600 小林拓己 その美人（オトコ）ふしだらにつき（４） 500 欧坂ハル

スティーブ・ジョブズ（１） 600 ウォルター・アイザックソン┴ヤマザキマリ その美人（オトコ）ふしだらにつき（５） 500 欧坂ハル

スティーブ・ジョブズ（２） 600 ウォルター・アイザックソン┴ヤマザキマリ その美人（オトコ）ふしだらにつき（６） 500 欧坂ハル

スティーブ・ジョブズ（３） 600 ウォルター・アイザックソン┴ヤマザキマリ 美しいこと（上）　電子限定特典付き 680 犬井ナオ┴木原音瀬

スティーブ・ジョブズ（４） 600 ウォルター・アイザックソン┴ヤマザキマリ 美しいこと（下）　電子版限定かきおろし特典つき 680 犬井ナオ┴木原音瀬

スティーブ・ジョブズ（５） 600 ウォルター・アイザックソン┴ヤマザキマリ

全部失っても、君だけは（２）特装版【電子限定　らぶ・ビタミン写真集

付き】 1200 ふせでぃ

スティーブ・ジョブズ（６） 600 ウォルター・アイザックソン┴ヤマザキマリ オトメのオモチャ（１） 420 硝音あや

アストライアの天秤（１） 600 竹内一郎┴小川悦司 オトメのオモチャ（２） 420 硝音あや

アストライアの天秤（２） 648 竹内一郎┴小川悦司 オトメのオモチャ（３）　電子限定描きおろしイラストつき 420 硝音あや

アストライアの天秤（３） 743 竹内一郎┴小川悦司 ヒーリングっど・プリキュア（１） 600 上北ふたご┴東堂いづみ

カレチ（１） 600 池田邦彦 ヒーリングっど・プリキュア（２） プリキュアコレクション 600 上北ふたご┴東堂いづみ

カレチ（２） 600 池田邦彦 東京ミュウミュウ　２０２０　り・たーん 600 征海美亜┴吉田玲子

カレチ（３） 600 池田邦彦 おいおいピータン！！（１） 800 伊藤理佐

カレチ（４） 600 池田邦彦 おいおいピータン！！（２） 800 伊藤理佐

カレチ（５） 600 池田邦彦 おいおいピータン！！（３） 800 伊藤理佐

センゴク外伝　桶狭間戦記（１） 695 宮下英樹 おいおいピータン！！（４） 800 伊藤理佐

センゴク外伝　桶狭間戦記（２） 695 宮下英樹 愛されてもいいんだよ（１） 600 天野しゅにんた

センゴク外伝　桶狭間戦記（３） 695 宮下英樹 愛されてもいいんだよ（２） 600 天野しゅにんた

センゴク外伝　桶狭間戦記（４） 695 宮下英樹 愛されてもいいんだよ（３） 600 天野しゅにんた

センゴク外伝　桶狭間戦記（５） 695 宮下英樹 愛されてもいいんだよ（４） 600 天野しゅにんた

デザインノイロハ（上） 600 藤原嗚呼子 異世界へリテイク（１） 500 両国二雨

デザインノイロハ（下） 600 藤原嗚呼子 異世界へリテイク（２） 400 両国二雨

ヒグさん（１） 600 青空大地 異世界へリテイク（３） 500 両国二雨

新白河原人（１） 1510 守村大 異世界へリテイク（４） 500 両国二雨

新白河原人（２） 1500 守村大 異世界へリテイク（５） 500 両国二雨

昆虫探偵ヨシダヨシミ（１） 600 青空大地 柴ばあと豆柴太（１） 780 ヤマモトヨウコ

昆虫探偵ヨシダヨシミ（２） 600 青空大地 柴ばあと豆柴太（２） 780 ヤマモトヨウコ

神さまの言うとおり弐（１） 420 金城宗幸┴藤村緋二 柴ばあと豆柴太（３） 800 ヤマモトヨウコ

神さまの言うとおり弐（２） 420 金城宗幸┴藤村緋二 魔法少女ミラクルあろはの弟（１） 600 ＴＯもえ

神さまの言うとおり弐（３） 420 金城宗幸┴藤村緋二 魔法少女ミラクルあろはの弟（２） 600 ＴＯもえ

神さまの言うとおり弐（４） 420 金城宗幸┴藤村緋二 魔法少女ミラクルあろはの弟（３） 600 ＴＯもえ

神さまの言うとおり弐（５） 420 金城宗幸┴藤村緋二 彼女、人見知ります（１） 420 宮島礼吏

神さまの言うとおり弐（６） 420 金城宗幸┴藤村緋二 彼女、人見知ります（２） 420 宮島礼吏

神さまの言うとおり弐（７） 420 金城宗幸┴藤村緋二 彼女、人見知ります（３） 450 宮島礼吏

神さまの言うとおり弐（８） 420 金城宗幸┴藤村緋二 炎炎ノ消防隊（２５）特装版 900 大久保篤

神さまの言うとおり弐（９） 420 金城宗幸┴藤村緋二 奇蹟の犬（１） 420 佐藤せいじ

神さまの言うとおり弐（１０） 420 金城宗幸┴藤村緋二 奇蹟の犬（２） 420 佐藤せいじ

神さまの言うとおり弐（１１） 420 金城宗幸┴藤村緋二 乙女高校ボクシング部（１） 600 沢田ひろふみ

神さまの言うとおり弐（１２） 420 金城宗幸┴藤村緋二 乙女高校ボクシング部（２） 600 沢田ひろふみ

神さまの言うとおり弐（１３） 420 金城宗幸┴藤村緋二 乙女高校ボクシング部（３） 600 沢田ひろふみ

神さまの言うとおり弐（１４） 420 金城宗幸┴藤村緋二

乱したい戯谷さんと乱れないタダミチ（２）【電子限定！描きおろしマンガ

付き特装版】 800 菅原優太郎

神さまの言うとおり弐（１５） 420 金城宗幸┴藤村緋二 お仕事中のアイ・ラブ・ユー 640 さくらい

神さまの言うとおり弐（１６） 420 金城宗幸┴藤村緋二 メダリスト（１） 680 つるまいかだ

神さまの言うとおり弐（１７） 420 金城宗幸┴藤村緋二 メダリスト（２） 680 つるまいかだ

神さまの言うとおり弐（１８） 420 金城宗幸┴藤村緋二 メダリスト（３） 680 つるまいかだ

神さまの言うとおり弐（１９） 420 金城宗幸┴藤村緋二 メダリスト（４） 700 つるまいかだ

神さまの言うとおり弐（２０） 420 金城宗幸┴藤村緋二 メダリスト（５） 700 つるまいかだ

神さまの言うとおり弐（２１） 420 金城宗幸┴藤村緋二 メダリスト（６） 700 つるまいかだ

薬師寺涼子の怪奇事件簿　女王陛下の招き猫 600 田中芳樹┴垣野内成美 メダリスト（７） 680 つるまいかだ

蜜の島（１） 600 小池ノクト 第二第四火曜日の恋（１） 640 高瀬わか

蜜の島（２） 600 小池ノクト 抜刀（１） 680 ザビエラー長谷川

蜜の島（３） 600 小池ノクト 抜刀（２） 680 ザビエラー長谷川

蜜の島（４） 600 小池ノクト 抜刀（３） 680 ザビエラー長谷川

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１） 420 メーブ┴恵広史 抜刀（４） 680 ザビエラー長谷川

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（２） 420 メーブ┴恵広史 諸刃の博徒　麒麟（１） 600 土屋多摩┴村尾幸三

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（３） 420 メーブ┴恵広史 諸刃の博徒　麒麟（２） 600 土屋多摩┴村尾幸三

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（４） 420 メーブ┴恵広史 諸刃の博徒　麒麟（３） 600 土屋多摩┴村尾幸三

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（５） 420 メーブ┴恵広史 諸刃の博徒　麒麟（４） 600 土屋多摩┴村尾幸三

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（６） 420 メーブ┴恵広史 諸刃の博徒　麒麟（５） 600 土屋多摩┴村尾幸三

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（７） 420 メーブ┴恵広史 うちの師匠はしっぽがない（４）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（８） 420 メーブ┴恵広史 ラブスコア（１） 660 ＬＥＮ［Ａー７］

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（９） 420 メーブ┴恵広史 ラブスコア（２） 680 ＬＥＮ［Ａ－７］

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１０） 420 メーブ┴恵広史

夜桜四重奏　～ヨザクラカルテット～（２０）特装版　ファンタジーイラスト

集付き 900 ヤスダスズヒト



ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１１） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（１） 640 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１２） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（２） 650 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１３） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（３） 650 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１４） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（４） 660 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１５） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（５） 660 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１６） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（６） 660 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１７） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（７） 660 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１８） 420 メーブ┴恵広史 この世界は不完全すぎる（８） 660 左藤真通

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（１９） 420 メーブ┴恵広史 さよならしきゅう　そのあと　電子限定描きおろし特典つき 600 岡田有希

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（２０） 420 メーブ┴恵広史 ピックアップ（１） 630 真鍋昌平┴福田博一

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（２１） 420 メーブ┴恵広史 ピックアップ（２） 630 真鍋昌平┴福田博一

ＡＣＭＡ：ＧＡＭＥ（２２） 420 メーブ┴恵広史 おかえりアリス（１） 420 押見修造

薬師寺涼子の怪奇事件簿　水妖日にご用心（上） 600 田中芳樹┴垣野内成美 おかえりアリス（２） 450 押見修造

薬師寺涼子の怪奇事件簿　水妖日にご用心（下） 600 田中芳樹┴垣野内成美 おかえりアリス（３） 450 押見修造

薬師寺涼子の怪奇事件簿　霧の訪問者（上） 600 田中芳樹┴垣野内成美 おかえりアリス（４） 450 押見修造

薬師寺涼子の怪奇事件簿　霧の訪問者（下） 600 田中芳樹┴垣野内成美 おかえりアリス（５） 450 押見修造

薬師寺涼子の怪奇事件簿　魔境の女王陛下（上） 600 田中芳樹┴垣野内成美 メイドの岸さん（１） 600 柏木香乃

薬師寺涼子の怪奇事件簿　魔境の女王陛下（下） 600 田中芳樹┴垣野内成美 メイドの岸さん（２） 600 柏木香乃

暁星メクイベム（１） 500 山下ユタカ メイドの岸さん（３） 600 柏木香乃

キスしたら恋人ですか？ 420

ジョージ朝倉┴吉井ユウ┴吉岡李々子┴克

間彩人┴樋口めぐみ┴蒼井まもる┴ひぐちに

ちほ メイドの岸さん（４） 630 柏木香乃

ライスショルダー（１） 600 なかいま強 メイドの岸さん（５） 630 柏木香乃

ライスショルダー（２） 600 なかいま強 メイドの岸さん（６） 630 柏木香乃

ライスショルダー（３） 600 なかいま強 夫は実は女性でした 900 津島つしま

ライスショルダー（４） 600 なかいま強 ２７歳のニューガン・ダイアリー　～ボクの美紀ちゃんが乳がんになった話～ 870

「＃乳がんダイアリー矢方美紀」（ＮＨＫ）┴冬

川智子

ライスショルダー（５） 600 なかいま強

シャングリラ・フロンティア（１）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1200 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（６） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（１） 600 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（７） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（２） 600 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（８） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（３） 600 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（９） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（４） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１０） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（５） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１１） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（６） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１２） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（７） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１３） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（８） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１４） 600 なかいま強 シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（９） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１５） 600 なかいま強

シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（１

０） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１６） 600 なかいま強

シャングリラ・フロンティア　～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～（１

１） 630 硬梨菜┴不二涼介

ライスショルダー（１７） 600 なかいま強 まにまに道草 780 大町テラス

ライスショルダー（１８） 667 なかいま強 彼女の恋が叶えばいいのに（１） 450 歌鳴リナ

ラッキーマイン（１） 600 鈴木マサカズ 彼女の恋が叶えばいいのに（２） 450 歌鳴リナ

ラッキーマイン（２） 600 鈴木マサカズ 彼女の恋が叶えばいいのに（３） 450 歌鳴リナ

ラッキーマイン（３） 600 鈴木マサカズ

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（１） 600

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽

紀行┴百瀬祐一郎

ラッキーマイン（４） 600 鈴木マサカズ

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（２） 600

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽

紀行┴百瀬祐一郎

制服男子、オオカミ系！ 420

みきもと凜┴桜井まちこ┴春木さき┴Ｉｓｈ

ｉｋｏ┴樋口めぐみ┴ひぐちにちほ

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（３） 600

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽

紀行┴百瀬祐一郎

七匹の侍（１） 600 鈴木マサカズ

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（４） 630

ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽紀行

┴百瀬祐一郎

七匹の侍（２） 600 鈴木マサカズ

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（５） 630

ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽紀行

┴百瀬祐一郎

七匹の侍（３） 600 鈴木マサカズ ＣＨＡＲＯＮ（１） 420 山田恵庸

ヒミツの、萌え恋。 420

上田美和┴みきもと凜┴桜井まちこ┴鳥飼

茜┴Ｉｓｈｉｋｏ┴六々亭イヅミ┴ひぐち

にちほ ＣＨＡＲＯＮ（２） 420 山田恵庸

甲子園へ行こう！（１） 600 三田紀房 ダモクレスのゴルフ（１） 600 本島幸久

甲子園へ行こう！（２） 600 三田紀房 ダモクレスのゴルフ（２） 600 本島幸久

甲子園へ行こう！（３） 600 三田紀房 ダモクレスのゴルフ（３） 630 本島幸久

甲子園へ行こう！（４） 600 三田紀房 やきもんロワイヤル（１） 640 竹谷州史

甲子園へ行こう！（５） 600 三田紀房 やきもんロワイヤル（２） 660 竹谷州史

甲子園へ行こう！（６） 600 三田紀房 猫奥（１） 640 山村東

甲子園へ行こう！（７） 600 三田紀房 猫奥（２） 650 山村東

甲子園へ行こう！（８） 600 三田紀房 猫奥（３） 650 山村東

甲子園へ行こう！（９） 600 三田紀房 猫奥（４） 650 山村東

甲子園へ行こう！（１０） 600 三田紀房 猫奥（５） 650 山村東

甲子園へ行こう！（１１） 600 三田紀房 友達として大好き（１） 680 ゆうち巳くみ

甲子園へ行こう！（１２） 600 三田紀房 友達として大好き（２） 660 ゆうち巳くみ

甲子園へ行こう！（１３） 600 三田紀房 友達として大好き（３） 660 ゆうち巳くみ

甲子園へ行こう！（１４） 600 三田紀房 ただいまスキャンダル中です 420 岡野セキ

甲子園へ行こう！（１５） 600 三田紀房 愛しい嘘　優しい闇（１） 630 愛本みずほ

甲子園へ行こう！（１６） 600 三田紀房 愛しい嘘　優しい闇（２） 630 愛本みずほ

甲子園へ行こう！（１７） 600 三田紀房 愛しい嘘　優しい闇（３） 630 愛本みずほ

甲子園へ行こう！（１８） 600 三田紀房 愛しい嘘　優しい闇（４） 630 愛本みずほ

甘々と稲妻（１） 600 雨隠ギド 愛しい嘘　優しい闇（５） 630 愛本みずほ

甘々と稲妻（２） 600 雨隠ギド 東京ノラ（１） 600 アリムラモハ

甘々と稲妻（３） 600 雨隠ギド 東京ノラ（２） 620 アリムラモハ

甘々と稲妻（４） 600 雨隠ギド リーガルエッグ（１） 640 河本ほむら┴木綿八十子

甘々と稲妻（５） 600 雨隠ギド リーガルエッグ（２） 650 河本ほむら┴木綿八十子

甘々と稲妻（６） 600 雨隠ギド リーガルエッグ（３） 650 河本ほむら┴木綿八十子

甘々と稲妻（７） 600 雨隠ギド その恋よきにはからえ！（１） 700 クスミ

甘々と稲妻（８） 600 雨隠ギド その恋よきにはからえ！（２） 700 クスミ

甘々と稲妻（９） 600 雨隠ギド 幼なじみが強敵です。（１） 420 朝日悠

甘々と稲妻（１０） 600 雨隠ギド 幼なじみが強敵です。（２） 420 朝日悠

甘々と稲妻（１１） 600 雨隠ギド 幼なじみが強敵です。（３） 450 朝日悠

甘々と稲妻（１２） 630 雨隠ギド だから、百鬼は夜を紡ぐ（１） 610 田沼早和

ナビガトリア（１） 420 アサダニッキ だから、百鬼は夜を紡ぐ（２） 610 田沼早和

ナビガトリア（２） 420 アサダニッキ 獣の六番（１） 420 永椎晃平

ナビガトリア（３） 420 アサダニッキ 獣の六番（２） 420 永椎晃平

ヒレントリップ（１） 420 あなしん 獣の六番（３） 420 永椎晃平

ヒレントリップ（２） 420 あなしん 先輩が僕を殺りにきてる（２）特装版 800 助野嘉昭＆らふすけっち

４コマしーきゅーぶ（１） 600 いこま┴みどりとももか おとなりに銀河（１） 660 雨隠ギド

こんちわハム子（１） 420 あかり おとなりに銀河（２） 660 雨隠ギド

こんちわハム子（２） 420 あかり おとなりに銀河（３） 680 雨隠ギド

こんちわハム子（３） 420 あかり おとなりに銀河（４） 680 雨隠ギド

こんちわハム子（４） 420 あかり おとなりに銀河（５） 680 雨隠ギド

こんちわハム子（５） 420 あかり こはる　はる！（１） 630 新井春巻

こんちわハム子（６） 420 あかり こはる　はる！（２） 630 新井春巻

ぼくと美しき弁護士の冒険（１） 600 なるしまゆり こはる　はる！（３） 660 新井春巻

ぼくと美しき弁護士の冒険（２） 600 なるしまゆり 新装版　頭文字Ｄ（１） 1000 しげの秀一

ぼくと美しき弁護士の冒険（３） 600 なるしまゆり 新装版　頭文字Ｄ（２） 1000 しげの秀一

新装版　極東学園天国（１） 619 日本橋ヨヲコ 新装版　頭文字Ｄ（３） 1000 しげの秀一

新装版　極東学園天国（２） 619 日本橋ヨヲコ 新装版　頭文字Ｄ（４） 1000 しげの秀一

新装版　極東学園天国（３） 619 日本橋ヨヲコ 新装版　頭文字Ｄ（５） 1000 しげの秀一



新装版　極東学園天国（４） 619 日本橋ヨヲコ 新装版　頭文字Ｄ（６） 1000 しげの秀一

王様とわたし　リカチ短編集 420 リカチ 新装版　頭文字Ｄ（７） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１） 610 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（８） 1000 しげの秀一

コウノドリ（２） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（９） 1000 しげの秀一

コウノドリ（３） 650 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１０） 1000 しげの秀一

コウノドリ（４） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１１） 1000 しげの秀一

コウノドリ（５） 610 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１２） 1000 しげの秀一

コウノドリ（６） 610 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１３） 1000 しげの秀一

コウノドリ（７） 610 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１４） 1000 しげの秀一

コウノドリ（８） 610 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１５） 1000 しげの秀一

コウノドリ（９） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１６） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１０） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１７） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１１） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１８） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１２） 630 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（１９） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１３） 650 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（２０） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１４） 610 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（２１） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１５） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（２２） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１６） 640 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（２３） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１７） 650 鈴ノ木ユウ 新装版　頭文字Ｄ（２４） 1000 しげの秀一

コウノドリ（１８） 640 鈴ノ木ユウ なんでここに先生が！？　彩色兼美フェチ魂　乳学式編 1100 蘇募ロウ

コウノドリ（１９） 650 鈴ノ木ユウ なんでここに先生が！？　彩色兼美フェチ魂　尻欲検査編 1100 蘇募ロウ

コウノドリ（２０） 650 鈴ノ木ユウ なんでここに先生が！？（１１）特装版 1100 蘇募ロウ

コウノドリ（２１） 650 鈴ノ木ユウ 錬金ブライカン（１） 660 宝依図

コウノドリ（２２） 640 鈴ノ木ユウ 錬金ブライカン（２） 660 宝依図

コウノドリ（２３） 610 鈴ノ木ユウ 錬金ブライカン（３） 660 宝依図

コウノドリ（２４） 650 鈴ノ木ユウ 錬金ブライカン（４） 660 宝依図

コウノドリ（２５） 650 鈴ノ木ユウ 錬金ブライカン（５） 660 宝依図

コウノドリ（２６） 610 鈴ノ木ユウ Ｄｒ．系男子の恋愛カルテ 700 高比良りと

コウノドリ（２７） 640 鈴ノ木ユウ

嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（１）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 マツモトケンゴ

コウノドリ（２８） 640 鈴ノ木ユウ

嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（２）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 マツモトケンゴ

コウノドリ（２９） 630 鈴ノ木ユウ

嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（３）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 マツモトケンゴ

コウノドリ（３０） 640 鈴ノ木ユウ

嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（４）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 マツモトケンゴ

コウノドリ（３１） 640 鈴ノ木ユウ

嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（５）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 マツモトケンゴ

コウノドリ（３２） 640 鈴ノ木ユウ 嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（６） 600 マツモトケンゴ

サイレーン（１） 600 山崎紗也夏 神獣医（１） 420 堀内厚徳┴小林作

サイレーン（２） 600 山崎紗也夏 神獣医（２） 420 堀内厚徳┴小林作

サイレーン（３） 600 山崎紗也夏

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（１） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

サイレーン（４） 600 山崎紗也夏

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（２） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

サイレーン（５） 600 山崎紗也夏

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（３） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

サイレーン（６） 600 山崎紗也夏

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（４） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

サイレーン（７） 648 山崎紗也夏

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（５） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

デビルズライン（１） 600 花田陵

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（６） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

デビルズライン（２） 600 花田陵

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（７） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

デビルズライン（３） 600 花田陵

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（８） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

デビルズライン（４） 600 花田陵

六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔法学園に行く

～（９） 600 加古山寿┴朱月十話┴てつぶた

デビルズライン（５） 600 花田陵 悪魔と人との間（１） 660 福本眞久

デビルズライン（６） 600 花田陵 悪魔と人との間（２） 660 福本眞久

デビルズライン（７） 600 花田陵 トシサン　～都市伝説特殊捜査本部第三課～（１） 640 木村大介

デビルズライン（８） 600 花田陵 トシサン　～都市伝説特殊捜査本部第三課～（２） 640 木村大介

デビルズライン（９） 600 花田陵 トシサン　～都市伝説特殊捜査本部第三課～（３） 640 木村大介

デビルズライン（１０） 600 花田陵 ＪＳのトリセツ（１） 420 雨玉さき

デビルズライン（１１） 600 花田陵 ＪＳのトリセツ（２） 440 雨玉さき

デビルズライン（１２） 600 花田陵 スイーツは定時のあとで（１） 600 カナエサト

デビルズライン（１３） 600 花田陵 スイーツは定時のあとで（２） 620 カナエサト

デビルズライン（１４） 600 花田陵 スイーツは定時のあとで（３） 620 カナエサト

思春期シンドローム（１） 600 赤星トモ となりの保護者ちゃん（１） 450 立樹まや

思春期シンドローム（２） 600 赤星トモ となりの保護者ちゃん（２） 450 立樹まや

思春期シンドローム（３） 600 赤星トモ となりの保護者ちゃん（３） 450 立樹まや

あるいていこう（１） 420 上田美和 となりの保護者ちゃん（４）　【電子限定　胸きゅん描きおろしマンガ収録】 450 立樹まや

あるいていこう（２） 420 上田美和 花とくちづけ（１） 450 七都サマコ

あるいていこう（３） 420 上田美和 花とくちづけ（２） 450 七都サマコ

かみのすまうところ。（１） 420 有永イネ

花とくちづけ（３）　【電子版限定：糖度MAX！いちゃラブ描き下ろしつ

き】 450 七都サマコ

かみのすまうところ。（２） 420 有永イネ

花とくちづけ（４）　【電子版限定：糖度MAX★いちゃラブ描き下ろしつ

き】 450 七都サマコ

かみのすまうところ。（３） 420 有永イネ 花とくちづけ（５）　【電子版限定：甘々すぎ★いちゃラブ描き下ろしつ 450 七都サマコ

とこよかくりよ（１） 600 伊藤静 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（１） 450 桜井真優

とこよかくりよ（２） 600 伊藤静 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（２） 500 桜井真優

ほしのこえ 657 佐原ミズ┴新海誠 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（３） 500 桜井真優

ウソツキチョコレート（１） 420 イアム┴桜井まちこ 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（４） 500 桜井真優

ウソツキチョコレート（２） 420 イアム┴桜井まちこ 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（５） 500 桜井真優

ウソツキチョコレート（３） 420 イアム┴桜井まちこ 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（６） 500 桜井真優

修羅のドレス（１） 420 寄田みゆき 聖ラブサバイバーズ（１） 420 ひうらさとる

修羅のドレス（２） 420 寄田みゆき 聖ラブサバイバーズ（２） 420 ひうらさとる

修羅のドレス（３） 420 寄田みゆき 聖ラブサバイバーズ（３） 450 ひうらさとる

修羅のドレス（４） 420 寄田みゆき スマ距離恋愛（１） 420 蘭那

大砲とスタンプ（１） 600 速水螺旋人 また来てね　シタミさん（１） 420 青木潤太朗┴隆原ヒロタ

大砲とスタンプ（２） 600 速水螺旋人 また来てね　シタミさん（２） 420 青木潤太朗┴隆原ヒロタ

大砲とスタンプ（３） 600 速水螺旋人

双穹の支配者　この世の半分を支配する！　ハズレチートで異世界を救

え！！（１） 600 赤衣丸歩郎

大砲とスタンプ（４） 600 速水螺旋人

双穹の支配者　この世の半分を支配する！　ハズレチートで異世界を救

え！！（２） 600 赤衣丸歩郎

大砲とスタンプ（５） 600 速水螺旋人

双穹の支配者　この世の半分を支配する！　ハズレチートで異世界を救

え！！（３） 660 赤衣丸歩郎

大砲とスタンプ（６） 600 速水螺旋人 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 600 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

大砲とスタンプ（７） 600 速水螺旋人 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 600 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

大砲とスタンプ（８） 640 速水螺旋人 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 630 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

大砲とスタンプ（９） 680 速水螺旋人 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 630 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

秒速５センチメートル（１） 630 新海誠┴清家雪子 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 630 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

秒速５センチメートル（２） 630 新海誠┴清家雪子 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 630 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

青春乙女番長！（１） 420 清野静流 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 630 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

青春乙女番長！（２） 420 清野静流 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復活する。 630 宮城森成┴さとう┴鍋島テツヒロ

青春乙女番長！（３） 420 清野静流

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（１） 600 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ



ゆうやみ特攻隊（１） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（２） 600 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（２） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（３） 600 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（３） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（４） 630 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（４） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（５） 630 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（５） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（６） 630 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（６） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（７） 630 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（７） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（８） 630 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（８） 600 押切蓮介

転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継いだので、優秀

な人材を増やしていたら、最強領地になってた～（９） 630 井上菜摘┴未来人Ａ┴ｊｉｍｍｙ

ゆうやみ特攻隊（９） 600 押切蓮介

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（１） 600 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ゆうやみ特攻隊（１０） 600 押切蓮介

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（２） 600 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ゆうやみ特攻隊（１１） 600 押切蓮介

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（３） 600 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ゆうやみ特攻隊（１２） 600 押切蓮介

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（４） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ゆうやみ特攻隊（１３） 600 押切蓮介

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（５） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ベアゲルター（１） 600 沙村広明

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（６） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ベアゲルター（２） 600 沙村広明

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（７） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ベアゲルター（３） 600 沙村広明

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（８） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ベアゲルター（４） 600 沙村広明

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（９） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ベアゲルター（５） 650 沙村広明

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（１０） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ベアゲルター（６） 650 沙村広明

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（１） 600 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者（１） 600 榊一郎┴梶谷きり┴ゆーげん

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（２） 600 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者（２） 600 榊一郎┴梶谷きり┴ゆーげん

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（３） 630 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者（３） 600 榊一郎┴梶谷きり┴ゆーげん

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（４） 630 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者（４） 600 榊一郎┴梶谷きり┴ゆーげん

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（５） 630 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

イシュタルの娘～小野於通伝～（１） 420 大和和紀

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（６） 630 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

イシュタルの娘～小野於通伝～（２） 420 大和和紀

不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強の【神眼】で無

双する～（７） 630 藤モロホシ┴茨木野┴ひたきゆう

イシュタルの娘～小野於通伝～（３） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（１） 600 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（４） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（２） 600 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（５） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（３） 600 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（６） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（４） 630 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（７） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（５） 630 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（８） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（６） 630 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（９） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（７） 630 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（１０） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（８） 630 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（１１） 420 大和和紀 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（９） 630 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

イシュタルの娘～小野於通伝～（１２） 420 大和和紀 奈落のふたり（１） 640 五郎丸えみ

イシュタルの娘～小野於通伝～（１３） 420 大和和紀 奈落のふたり（２） 650 五郎丸えみ

イシュタルの娘～小野於通伝～（１４） 420 大和和紀 奈落のふたり（３） 650 五郎丸えみ

イシュタルの娘～小野於通伝～（１５） 420 大和和紀 レビュダン！（１） 450 中村世子

イシュタルの娘～小野於通伝～（１６） 420 大和和紀 レビュダン！（２） 450 中村世子

Ｂｉｇ　Ｈｅａｒｔｓ（１） 600 林明輝 レビュダン！（３） 510 中村世子

Ｂｉｇ　Ｈｅａｒｔｓ（２） 600 林明輝 夜桜四重奏　～ヨザクラカルテット～（２４）特装版　水着イラスト集付 900 ヤスダスズヒト

Ｂｉｇ　Ｈｅａｒｔｓ（３） 600 林明輝

犬になったら好きな人に拾われた。（１）【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（１） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（１） 600 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（２） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（２） 600 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（３） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（３） 600 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（４） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（４） 600 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（５） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（５） 640 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（６） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（６） 640 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（７） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 犬になったら好きな人に拾われた。（７） 640 古川五勢

ＲＥＧＧＩＥ（８） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル キングダムオブザＺ　セクシーパニック！描き下ろし漫画付き特装版（４） 800 綿貫ろん┴はらわたさいぞう

ＲＥＧＧＩＥ（９） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 花野井くんと恋の病（７）特装版 930 森野萌

ＲＥＧＧＩＥ（１０） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 荒ぶる季節の乙女どもよ。～公式ファンブック第０巻～ 980 絵本奈央┴岡田麿里

ＲＥＧＧＩＥ（１１） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 魔女に捧げるトリック（１） 420 渡辺静

ＲＥＧＧＩＥ（１２） 600 ＧＵＹ・ＪＥＡＮＳ┴ヒラマツ・ミノル 魔女に捧げるトリック（２） 420 渡辺静

戦勇。メインクエスト第一章（１） 600 春原ロビンソン 魔女に捧げるトリック（３） 420 渡辺静

戦勇。メインクエスト第一章（２） 600 春原ロビンソン 魔女に捧げるトリック（４） 450 渡辺静

戦勇。メインクエスト第一章（３） 600 春原ロビンソン あなたはブンちゃんの恋（１） 650 宮崎夏次系

こはるの日々（１） 600 大城ようこう あなたはブンちゃんの恋（２） 650 宮崎夏次系

こはるの日々（２） 600 大城ようこう あなたはブンちゃんの恋（３） 650 宮崎夏次系

こはるの日々（３） 600 大城ようこう あなたはブンちゃんの恋（４） 670 宮崎夏次系

こはるの日々（４） 600 大城ようこう あなたはブンちゃんの恋（５） 670 宮崎夏次系

ビューティー・バニィ（１） 420 吉野マリ ダーウィン事変（１） 680 うめざわしゅん

ビューティー・バニィ（２） 420 吉野マリ ダーウィン事変（２） 680 うめざわしゅん

ビューティー・バニィ（３） 420 吉野マリ ダーウィン事変（３） 680 うめざわしゅん

ビューティー・バニィ（４） 420 吉野マリ ダーウィン事変（４） 680 うめざわしゅん

ビューティー・バニィ（５） 420 吉野マリ 御曹司のペット　～わたし１億借りました～（１） 600 茂呂おりえ

ビューティー・バニィ（６） 420 吉野マリ 御曹司のペット　～わたし１億借りました～（２） 620 茂呂おりえ

ビューティー・バニィ（７） 420 吉野マリ 汐見主任はＳＳＳ（１） 600 井波呉羽

ビューティー・バニィ（８） 420 吉野マリ 汐見主任はＳＳＳ（２） 600 井波呉羽

妄想ひみつノート 420 三生まなみ 宮崎夏次系画集　　変な夢を見た 2700 宮崎夏次系

ＳＰ　薬師寺涼子の怪奇事件簿　短編集 600 田中芳樹┴垣野内成美 異世界ひとっ娘動物園（１）　僕は絶滅危惧種の飼育員になりました 660 藤原休樹（企画屋）┴うめ丸

ＳＰ２　薬師寺涼子の怪奇事件簿　短編集 600 田中芳樹┴垣野内成美 異世界ひとっ娘動物園（２）　僕は絶滅危惧種の飼育員になりました 630 藤原休樹（企画屋）┴うめ丸

ＳＰ３　薬師寺涼子の怪奇事件簿　短編集 600 田中芳樹┴垣野内成美 異世界ひとっ娘動物園（３）　僕は絶滅危惧種の飼育員になりました 660 藤原休樹（企画屋）┴うめ丸

ラブやん（１） 600 田丸浩史 異世界ひとっ娘動物園（４）　僕は絶滅危惧種の飼育員になりました 660 藤原休樹（企画屋）┴うめ丸

ラブやん（２） 600 田丸浩史 異世界ひとっ娘動物園（５）　僕は絶滅危惧種の飼育員になりました 660 藤原休樹（企画屋）┴うめ丸

ラブやん（３） 600 田丸浩史 今宵もねこちゃん 850 大川ぶくぶ

ラブやん（４） 600 田丸浩史 紫電改３４３（１） 640 須本壮一

ラブやん（５） 600 田丸浩史 紫電改３４３（２） 650 須本壮一

ラブやん（６） 600 田丸浩史 紫電改３４３（３） 650 須本壮一

ラブやん（７） 600 田丸浩史 紫電改３４３（４） 650 須本壮一

ラブやん（８） 600 田丸浩史 紫電改３４３（５） 650 須本壮一

ラブやん（９） 600 田丸浩史 紫電改３４３（６） 650 須本壮一



ラブやん（１０） 600 田丸浩史 紫電改３４３（７） 650 須本壮一

ラブやん（１１） 600 田丸浩史 紫電改３４３（８） 650 須本壮一

ラブやん（１２） 600 田丸浩史 あせとせっけん（９）特装版 950 山田金鉄

ラブやん（１３） 600 田丸浩史 あまちんは自称♂（７）電子特装版 900 寺井赤音

ラブやん（１４） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（１） 660 柳内大樹

ラブやん（１５） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（２） 660 柳内大樹

ラブやん（１６） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（３） 630 柳内大樹

ラブやん（１７） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（４） 660 柳内大樹

ラブやん（１８） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（５） 660 柳内大樹

ラブやん（１９） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（６） 660 柳内大樹

ラブやん（２０） 600 田丸浩史 セブン☆スターＪＴ（７） 660 柳内大樹

ラブやん（２１） 600 田丸浩史 つむじまがり×すぷりんぐ（１） 660 夢乃狸

ラブやん（２２） 600 田丸浩史 つむじまがり×すぷりんぐ（２） 660 夢乃狸

初恋モンスター（１） 600 日吉丸晃 つむじまがり×すぷりんぐ（３） 660 夢乃狸

初恋モンスター（２） 600 日吉丸晃 つむじまがり×すぷりんぐ（４） 660 夢乃狸

初恋モンスター（３） 600 日吉丸晃 つむじまがり×すぷりんぐ（５） 660 夢乃狸

初恋モンスター（４） 600 日吉丸晃 兄ちゃんの弟（１） 600 桜場コハル

初恋モンスター（５） 600 日吉丸晃 兄ちゃんの弟（２） 630 桜場コハル

初恋モンスター（６） 600 日吉丸晃 ＬＤＺ３（１） 700 ＴＡＴＳＵＢＯＮ┴稲船敬二

初恋モンスター（７） 600 日吉丸晃 ＬＤＺ３（２） 700 ＴＡＴＳＵＢＯＮ┴稲船敬二

初恋モンスター（８） 600 日吉丸晃 デーリィズ（１） 660 めごちも

地雷震　ディアブロ（１） 600 高橋ツトム デーリィズ（２） 650 めごちも

地雷震　ディアブロ（２） 600 高橋ツトム 口移しの魔女たち（１） 660 ヨシカゲ

地雷震　ディアブロ（３） 600 高橋ツトム 口移しの魔女たち（２） 660 ヨシカゲ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（１） 1000 岡田芽武 口移しの魔女たち（３） 600 ヨシカゲ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（２） 1000 岡田芽武 猫とキス（１） 450 千里みこ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（３） 1048 岡田芽武 猫とキス（２） 450 千里みこ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（４） 1048 岡田芽武 猫とキス（３） 450 千里みこ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（５） 1048 岡田芽武 猫とキス（４） 450 千里みこ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（６） 1048 岡田芽武 猫とキス（５） 450 千里みこ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（７） 1057 岡田芽武 うちの旦那が甘ちゃんで（１） 650 雷蔵┴神楽坂淳

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（８） 1057 岡田芽武 うちの旦那が甘ちゃんで（２） 600 雷蔵┴神楽坂淳

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（９） 1067 岡田芽武 うちの旦那が甘ちゃんで（３） 650 雷蔵┴神楽坂淳

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（１０） 1067 岡田芽武 新婚だけど片想い（１）　【電子限定　描きおろし特典つき】 420 雪森さくら

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ（１１） 1067 岡田芽武 新婚だけど片想い（２）　【電子限定特典つき】 440 雪森さくら

ギャングース（１） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 新婚だけど片想い（３）　電子限定特典つき 440 雪森さくら

ギャングース（２） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 新婚だけど片想い（４）　【電子限定描きおろし漫画つき】 440 雪森さくら

ギャングース（３） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 新婚だけど片想い（５） 440 雪森さくら

ギャングース（４） 600 肥谷圭介┴鈴木大介

新婚だけど片想い（６）　【電子限定描きおろし特典つき　久遠の恋心を

覗き見できちゃう！？キュン度高めのショートマンガつき】 440 雪森さくら

ギャングース（５） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 恋と嘘（１１）特装版 920 ムサヲ

ギャングース（６） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 うるわしの宵の月（１） 450 やまもり三香

ギャングース（７） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 うるわしの宵の月（２） 450 やまもり三香

ギャングース（８） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 うるわしの宵の月（３） 450 やまもり三香

ギャングース（９） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 うるわしの宵の月（４） 450 やまもり三香

ギャングース（１０） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 うるわしの宵の月（５） 450 やまもり三香

ギャングース（１１） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 箱庭の主と最期の魔女（１） 450 うさ沢妹子

ギャングース（１２） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 箱庭の主と最期の魔女（２） 450 うさ沢妹子

ギャングース（１３） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 箱庭の主と最期の魔女（３） 470 うさ沢妹子

ギャングース（１４） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 箱庭の主と最期の魔女（４） 470 うさ沢妹子

ギャングース（１５） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 おら、嫁っこさ行くだ！　ーコスプレＪＫの秘密の愛情ー（１） 600 高橋コウ

ギャングース（１６） 600 肥谷圭介┴鈴木大介 おら、嫁っこさ行くだ！　ーコスプレＪＫの秘密の愛情ー（２） 600 高橋コウ

メロポンだし！（１） 600 東村アキコ おら、嫁っこさ行くだ！　ーコスプレＪＫの秘密の愛情ー（３） 630 高橋コウ

メロポンだし！（２） 600 東村アキコ ざんげ飯（１） 640 こだまはつみ

メロポンだし！（３） 600 東村アキコ ざんげ飯（２） 650 こだまはつみ

メロポンだし！（４） 600 東村アキコ ざんげ飯（３） 650 こだまはつみ

メロポンだし！（５） 600 東村アキコ ざんげ飯（４） 660 こだまはつみ

メロポンだし！（６） 600 東村アキコ ざんげ飯（５） 660 こだまはつみ

メロポンだし！（７） 600 東村アキコ ざんげ飯（６） 660 こだまはつみ

×××ＨＯＬｉＣ・戻（１） 619 ＣＬＡＭＰ シルバーポールフラワーズ（１） 640 如意自在

×××ＨＯＬｉＣ・戻（２） 620 ＣＬＡＭＰ シルバーポールフラワーズ（２） 650 如意自在

×××ＨＯＬｉＣ・戻（３） 620 ＣＬＡＭＰ シルバーポールフラワーズ（３） 660 如意自在

×××ＨＯＬｉＣ・戻（４） 620 ＣＬＡＭＰ りこさんブッチギリです！（１） 660 大田均

お耽美容室　サロン・ド・キリヒコ 600 三上骨丸 りこさんブッチギリです！（２） 660 大田均

ヒミツで同居はじめました。 420

マキノ┴Ｉｓｈｉｋｏ┴いちのへ瑠美┴恩

田ゆじ┴藤野こと葉 りこさんブッチギリです！（３） 660 大田均

先生と恋愛はじめました。 420

相川ヒロ┴ジョージ朝倉┴村瀬いくえ┴和泉

みお┴フカワミキ┴七海ようこ 一般人遠方より帰る。また働かねば！（１） 600 猿乃樹┴勇寛┴つくぐ

ＢＯＮ　ＡＰＰＥＴＩＴ 420 阿部あかね 花園さんちのふたごちゃん（１） 420 北島音奈

クロ號（１） 600 杉作 花園さんちのふたごちゃん（２） 420 北島音奈

クロ號（２） 600 杉作 花園さんちのふたごちゃん（３） 420 北島音奈

クロ號（３） 600 杉作 花園さんちのふたごちゃん（４） 450 北島音奈

クロ號（４） 600 杉作 花園さんちのふたごちゃん（５） 450 北島音奈

クロ號（５） 600 杉作 花園さんちのふたごちゃん（６） 450 北島音奈

クロ號（６） 600 杉作 花園さんちのふたごちゃん（７） 450 北島音奈

クロ號（７） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（１） 600

クリカラマル┴未来人Ａ（マイクロマガジン社）┴

キッカイキ

クロ號（８） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（２） 600 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

クロ號（９） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（３） 600 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

犬ロッキー（１） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（４） 630 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

犬ロッキー（２） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（５） 630 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

犬ロッキー（３） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（６） 630 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

犬ロッキー（４） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（７） 630 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

犬ロッキー（５） 600 杉作

捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝国を作り上げる～

（８） 630 未来人Ａ┴クリカラマル┴キッカイキ

犬ロッキー（６） 600 杉作 世が夜なら！（１） 420 むちまろ

つるつるとザラザラの間（１） 600 月子 世が夜なら！（２） 420 むちまろ

つるつるとザラザラの間（２） 600 月子 世が夜なら！（３） 450 むちまろ

つるつるとザラザラの間（３） 600 月子

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（１） 600 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

つるつるとザラザラの間（４） 600 月子

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（２） 600 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

九泉之島（１） 600 東田裕介

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（３） 630 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

九泉之島（２） 600 東田裕介

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（４） 630 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

どこまで行けるかな？ 420 藤末さくら

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（５） 630 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

ジンクス！！！（１） 420 まなべゆきこ┴ももち麗子

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（６） 630 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

ないしょのキスに恋してる。 420

渡辺あゆ┴三次マキ┴小山鹿梨子┴はつは

る┴三生まなみ┴大友なな

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（７） 630 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら



シゴト男子に恋してる。 420

森永あい┴北川夕夏┴いちのへ瑠美┴一瀬

ルカ┴村瀬いくえ┴恩田ゆじ┴餡蜜 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（１） 600 かのう寛人┴萩鵜アキ┴かやはら

匿名の彼女たち（１） 600 五十嵐健三 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（２） 600 かのう寛人┴萩鵜アキ┴かやはら

匿名の彼女たち（２） 600 五十嵐健三 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（３） 630 かのう寛人┴萩鵜アキ┴かやはら

匿名の彼女たち（３） 600 五十嵐健三 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（４） 630 かのう寛人┴萩鵜アキ┴かやはら

匿名の彼女たち（４） 600 五十嵐健三 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（５） 630 かのう寛人┴萩鵜アキ┴かやはら

匿名の彼女たち（５） 600 五十嵐健三 私とこわれた吸血鬼（１）　【電子限定描き下ろしイチャラブ漫画付き】 630 厘のミキ

匿名の彼女たち（６） 602 五十嵐健三 私とこわれた吸血鬼（２）　【電子限定描き下ろしイチャラブ漫画付き】 630 厘のミキ

西遊妖猿伝　大唐篇（１） 952 諸星大二郎 私とこわれた吸血鬼（３）　【電子限定描き下ろしイチャラブ漫画付き】 630 厘のミキ

西遊妖猿伝　大唐篇（２） 952 諸星大二郎 私とこわれた吸血鬼（４）　【電子限定描き下ろしイチャラブ漫画付き】 630 厘のミキ

西遊妖猿伝　大唐篇（３） 952 諸星大二郎 私とこわれた吸血鬼（５）　【電子限定描き下ろしイチャラブ漫画付き】 630 厘のミキ

西遊妖猿伝　大唐篇（４） 952 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（１） 600 てぃーろんたろん

西遊妖猿伝　大唐篇（５） 952 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（２） 600 てぃーろんたろん

西遊妖猿伝　大唐篇（６） 952 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（３） 600 てぃーろんたろん

西遊妖猿伝　大唐篇（７） 962 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（４） 630 てぃーろんたろん

西遊妖猿伝　大唐篇（８） 962 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（５） 630 てぃーろんたろん

西遊妖猿伝　大唐篇（９） 952 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（６） 630 てぃーろんたろん

西遊妖猿伝　大唐篇（１０） 952 諸星大二郎 死ぬほど君の処女が欲しい（７） 630 てぃーろんたろん

星のポン子と豆腐屋れい子 600 小原愼司┴トニーたけざき

シャングリラ・フロンティア（２）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1200 硬梨菜┴不二涼介

あそびあい（１） 600 新田章 Ｙｅｓ！　プリキュア５　ＧｏＧｏ！　プリキュアコレクション 600 上北ふたご┴東堂いづみ

あそびあい（２） 600 新田章 Ｙｅｓ！　プリキュア５　プリキュアコレクション 600 上北ふたご┴東堂いづみ

あそびあい（３） 600 新田章 微炭酸なぼくら（１） 420 フクシマハルカ

バイトのコーメイくん（１） 600 カレー沢薫 微炭酸なぼくら（２）　電子限定描きおろし特典つき 440 フクシマハルカ

バイトのコーメイくん（２） 600 カレー沢薫 くろのロワイヤル　完全版（上） 420 木下由一

バイトのコーメイくん（３） 600 カレー沢薫 くろのロワイヤル　完全版（下） 420 木下由一

あなたが生きているだけで 420 森尾理奈 クズな君しか愛せない（１） 450 汐咲りな

いつかだれかと二人暮らし 420 森尾理奈 クズな君しか愛せない（２） 450 汐咲りな

いのちの輝き 420 森尾理奈 クズな君しか愛せない（３） 450 汐咲りな

やさしさの宝石箱 420 森尾理奈 クズな君しか愛せない（４） 450 汐咲りな

ツバキ（１） 600 押切蓮介 女装してオフ会に参加してみた。（１） 600 くらの

ツバキ（２） 600 押切蓮介 女装してオフ会に参加してみた。（２） 600 くらの

ツバキ（３） 600 押切蓮介 女装してオフ会に参加してみた。（３） 600 くらの

君を忘れない 420 森尾理奈 女装してオフ会に参加してみた。（４） 600 くらの

天使がくれた時間 420 森尾理奈 女装してオフ会に参加してみた。（５） 600 くらの

奇跡の羽根 420 森尾理奈 ４人はそれぞれウソをつく（１） 600 橿原まどか

奇跡の贈りもの 420 森尾理奈 ４人はそれぞれウソをつく（２） 630 橿原まどか

青春のためいき 420 森尾理奈 波打際のむろみさん　地元版 600 名島啓二

１万分の１の奇跡 420 森尾理奈┴大谷貴子 子猫♂が待ってるので帰ります。（１） 600 くらの

うらら（１） 500 ひうらさとる 子猫♂が待ってるので帰ります。（２） 600 くらの

うらら（２） 500 ひうらさとる 子猫♂が待ってるので帰ります。（３） 600 くらの

うらら（３） 500 ひうらさとる 炎炎ノ消防隊キャラクターブック　ファイアー・フォース・ファイル 930 大久保篤

うらら（４） 500 ひうらさとる 名門！第三野球部～リスタート～（１） 650 金木令

おんなのいえ（１） 420 鳥飼茜 名門！第三野球部～リスタート～（２） 660 金木令

おんなのいえ（２） 420 鳥飼茜 Ｄｅａｄｍｅａｔ　Ｐａｒａｄｏｘ　電子限定『義父の息子』収録版 630 金田サト

おんなのいえ（３） 420 鳥飼茜

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（２）限定版 900

ＥＶＩＬ　ＬＩＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽

紀行┴百瀬祐一郎

おんなのいえ（４） 420 鳥飼茜 サギ、欲情に鳴く（１） 500 奈良原せつ

おんなのいえ（５） 420 鳥飼茜 サギ、欲情に鳴く（２） 400 奈良原せつ

おんなのいえ（６） 420 鳥飼茜 サギ、欲情に鳴く（３） 500 奈良原せつ

おんなのいえ（７） 420 鳥飼茜 サギ、欲情に鳴く（４） 500 奈良原せつ

おんなのいえ（８） 420 鳥飼茜 サギ、欲情に鳴く（５） 500 奈良原せつ

トウキョウ・Ｄ（１） 600 祀木円 サギ、欲情に鳴く（６） 500 奈良原せつ

トウキョウ・Ｄ（２） 600 祀木円 ボーイズラブ藪の中概論 800 横嶋じゃのめ

ホテルサラマンダー（１） 600 サメマチオ ブラックバウンズ（１） 640 堀出井靖水

ホテルサラマンダー（２） 600 サメマチオ ブラックバウンズ（２） 660 堀出井靖水

ホテルサラマンダー（３） 600 サメマチオ 焼いてるふたり（１） 640 ハナツカシオリ

住職系女子（１） 420 竹内七生 焼いてるふたり（２） 650 ハナツカシオリ

住職系女子（２） 420 竹内七生 焼いてるふたり（３） 650 ハナツカシオリ

住職系女子（３） 420 竹内七生 焼いてるふたり（４） 650 ハナツカシオリ

住職系女子（４） 420 竹内七生 焼いてるふたり（５） 660 ハナツカシオリ

住職系女子（５） 420 竹内七生 焼いてるふたり（６） 660 ハナツカシオリ

住職系女子（６） 420 竹内七生 焼いてるふたり（７） 660 ハナツカシオリ

吸血児・シグマくん（１） 600 大石フジコ 焼いてるふたり（８） 660 ハナツカシオリ

墓守り魔女ビアンカ 600 山崎あろえ 焼いてるふたり（９） 660 ハナツカシオリ

山響呼 600 カム オキナワ夜露死苦日和（１） 700 齊藤万丈

放課後カルテ（１） 420 日生マユ レモンエロウ（１） 660 古町

放課後カルテ（２） 420 日生マユ レモンエロウ（２） 660 古町

放課後カルテ（３） 420 日生マユ レモンエロウ（３） 660 古町

放課後カルテ（４） 420 日生マユ 今夜は車内でおやすみなさい。（１） 630 小田原ドラゴン

放課後カルテ（５） 420 日生マユ 今夜は車内でおやすみなさい。（２） 630 小田原ドラゴン

放課後カルテ（６） 420 日生マユ 今夜は車内でおやすみなさい。（３） 630 小田原ドラゴン

放課後カルテ（７） 420 日生マユ 今夜は車内でおやすみなさい。（４） 660 小田原ドラゴン

放課後カルテ（８） 420 日生マユ 今夜は車内でおやすみなさい。（５） 660 小田原ドラゴン

放課後カルテ（９） 420 日生マユ シンデレラは探さない。（１） 650 クロ┴天道源┴佐伯ソラ

放課後カルテ（１０） 420 日生マユ シンデレラは探さない。（２） 650 クロ┴天道源┴佐伯ソラ

放課後カルテ（１１） 420 日生マユ シンデレラは探さない。（３） 650 クロ┴天道源┴佐伯ソラ

放課後カルテ（１２） 420 日生マユ シンデレラは探さない。（４） 650 クロ┴天道源┴佐伯ソラ

放課後カルテ（１３） 420 日生マユ ハピエル（１） 600 平ますお

放課後カルテ（１４） 420 日生マユ ハピエル（２） 600 平ますお

放課後カルテ（１５） 420 日生マユ ハピエル（３） 600 平ますお

放課後カルテ（１６） 420 日生マユ 交換漫画日記（１） 650 町田とし子

王国の子（１） 600 びっけ 交換漫画日記（２） 650 町田とし子

王国の子（２） 600 びっけ 爆宴（１） 650 イダタツヒコ┴士貴智志

王国の子（３） 600 びっけ 爆宴（２） 650 イダタツヒコ┴士貴智志

王国の子（４） 600 びっけ 爆宴（３） 650 イダタツヒコ┴士貴智志

王国の子（５） 600 びっけ 爆宴（４） 650 イダタツヒコ┴士貴智志

王国の子（６） 600 びっけ 爆宴（５） 650 イダタツヒコ┴士貴智志

王国の子（７） 600 びっけ 命がけでもたりないのさ（１） 420 大柴健

王国の子（８） 600 びっけ 命がけでもたりないのさ（２） 450 大柴健

王国の子（９） 600 びっけ 幼女とスコップと魔眼王（１） 650 茅田丸┴丁々発止┴ｃｈｉｂｉ

逃げるは恥だが役に立つ（１） 500 海野つなみ 幼女とスコップと魔眼王（２） 650 茅田丸┴丁々発止┴ｃｈｉｂｉ

逃げるは恥だが役に立つ（２） 500 海野つなみ 幼女とスコップと魔眼王（３） 650 茅田丸┴丁々発止┴ｃｈｉｂｉ

逃げるは恥だが役に立つ（３） 500 海野つなみ 幼女とスコップと魔眼王（４） 650 茅田丸┴丁々発止┴ｃｈｉｂｉ

逃げるは恥だが役に立つ（４） 500 海野つなみ 一生イタい恋をしたいよ 650 星名あんじ

逃げるは恥だが役に立つ（５） 500 海野つなみ ラストオーダー（１） 650 松葉サトル┴浜松春日┴カズナリ

逃げるは恥だが役に立つ（６） 500 海野つなみ ラストオーダー（２） 650 松葉サトル┴浜松春日┴カズナリ

逃げるは恥だが役に立つ（７） 500 海野つなみ ラストオーダー（３） 650 松葉サトル┴浜松春日┴カズナリ

逃げるは恥だが役に立つ（８） 500 海野つなみ 怨嗟の楔（１） 420 椿太郎

逃げるは恥だが役に立つ（９） 500 海野つなみ 怨嗟の楔（２） 450 椿太郎

逃げるは恥だが役に立つ（１０） 500 海野つなみ 恋は妄毒（１） 650 桃聖純矢

逃げるは恥だが役に立つ（１１） 500 海野つなみ 恋は妄毒（２） 650 桃聖純矢

いちごカルビ 420 南波あつこ 恋は妄毒（３） 650 桃聖純矢

ちっちゃいときから好きだけど（１） 420 春木さき 恋は妄毒（４） 650 桃聖純矢

ちっちゃいときから好きだけど（２） 420 春木さき ハピエル【Ｈでお得な電子特装版】 （１） 900 平ますお

ちっちゃいときから好きだけど（３） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（１） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（４） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（２） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（５） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（３） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（６） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（４） 420 かみやたかひろ┴秋元康



ちっちゃいときから好きだけど（７） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（５） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（８） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（６） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（９） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（７） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（１０） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（８） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ちっちゃいときから好きだけど（１１） 420 春木さき ＯＨ！ＭＹコンブ（９） 420 かみやたかひろ┴秋元康

つばさピチカート！（１） 420 春瀬サク ＯＨ！ＭＹコンブ（１０） 420 かみやたかひろ┴秋元康

つばさピチカート！（２） 420 春瀬サク ＯＨ！ＭＹコンブ（１１） 420 かみやたかひろ┴秋元康

ヤンチャ男子に恋してる。 420

三次マキ┴一瀬ルカ┴和泉みお┴藤野こと

葉┴原田唯衣 ＯＨ！ＭＹコンブ（１２） 420 かみやたかひろ┴秋元康

Ａ－ＢＯＵＴ！！ ～朝桐大活躍編～（１） 420 市川マサ おいしい日本地理～まんがでわかる中学地理＆ご当地グルメ～ 1100 ぷぇんすく┴くじょう

Ａ－ＢＯＵＴ！！ ～朝桐大活躍編～（２） 420 市川マサ コイビト交換日記（１） 600 久世みずき

Ａ－ＢＯＵＴ！！ ～朝桐大活躍編～（３） 420 市川マサ コイビト交換日記（２） 620 久世みずき

Ａ－ＢＯＵＴ！！ ～朝桐大活躍編～（４） 420 市川マサ カワイイなんて聞いてない！！（１） 450 春藤なかば

Ａ－ＢＯＵＴ！！ ～朝桐大活躍編～（５） 420 市川マサ カワイイなんて聞いてない！！（２） 450 春藤なかば

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（１） 420 瀬上あきら カワイイなんて聞いてない！！（３） 450 春藤なかば

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（２） 420 瀬上あきら カワイイなんて聞いてない！！（４） 450 春藤なかば

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（３） 420 瀬上あきら カワイイなんて聞いてない！！（５） 450 春藤なかば

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（４） 420 瀬上あきら 遙かなる時空の中で７（１） 630 水野十子

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（５） 420 瀬上あきら 遙かなる時空の中で７（２）　【電子限定描き下ろし漫画８P付き】 630 水野十子

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（６） 420 瀬上あきら 遙かなる時空の中で７（３） 630 水野十子

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（７） 420 瀬上あきら 光のメゾン（１） 600 矢島光

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（８） 420 瀬上あきら 光のメゾン（２） 600 矢島光

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（９） 420 瀬上あきら 光のメゾン（３） 630 矢島光

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（１０） 420 瀬上あきら 光のメゾン（４） 630 矢島光

ＫＡＧＥＴＯＲＡ（１１） 420 瀬上あきら それは霊のしわざです（２）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 吸血鬼を飼うことになりまして（１） 420 清野静流

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（２） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 吸血鬼を飼うことになりまして（２） 420 清野静流

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（３） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 吸血鬼を飼うことになりまして（３） 450 清野静流

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（４） 600

諫山創┴涼風涼┴ＴＨＯＲＥＳ柴本┴

士貴智志 しおりとたっくん 420 北野カンキ

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（５） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 菜の花畑でつかまえて 420 古里こう

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（６） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 真夜中にコーヒー（１） 400 さわの将

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（７） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 真夜中にコーヒー（２） 500 さわの将

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（８） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 真夜中にコーヒー（３） 500 さわの将

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（９） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 スポットライト（１） 660 三浦風

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１０） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 スポットライト（２） 660 三浦風

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１１） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 スポットライト（３） 600 三浦風

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１２） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 ボールパークでつかまえて！（１） 650 須賀達郎

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１３） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 ボールパークでつかまえて！（２） 650 須賀達郎

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１４） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 ボールパークでつかまえて！（３） 650 須賀達郎

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１５） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 ボールパークでつかまえて！（４） 650 須賀達郎

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１６） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 ボールパークでつかまえて！（５） 650 須賀達郎

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ（１７） 600

諫山創┴涼風涼┴士貴智志┴ＴＨＯＲ

ＥＳ柴本 ボールパークでつかまえて！（６） 650 須賀達郎

しばたベーカリー（１） 600 鵜飼りん ボールパークでつかまえて！（７） 650 須賀達郎

しばたベーカリー（２） 600 鵜飼りん ボールパークでつかまえて！（８） 650 須賀達郎

しばたベーカリー（３） 600 鵜飼りん 月に吠えたンねえ（１） 660 清家雪子

しばたベーカリー（４） 600 鵜飼りん 月に吠えたンねえ（２） 630 清家雪子

しばたベーカリー（５） 600 鵜飼りん 月に吠えたンねえ（３） 660 清家雪子

とりぱん（１） 600 とりのなん子 クッキングパパ　～サンドウィッチマンセレクション～ 630 うえやまとち

とりぱん（２） 600 とりのなん子 幕末喧嘩博徒　諸刃の麒麟 600 土屋多摩┴村尾幸三

とりぱん（３） 600 とりのなん子 バ令和ボーイズ 670 村田ひろゆき

とりぱん（４） 600 とりのなん子 永久×バレット　新湊攻防戦（１） 660 モリオン航空┴藤村緋二

とりぱん（５） 600 とりのなん子 永久×バレット　新湊攻防戦（２） 660 モリオン航空┴藤村緋二

とりぱん（６） 600 とりのなん子 永久×バレット　新湊攻防戦（３） 660 モリオン航空┴藤村緋二

とりぱん（７） 600 とりのなん子 永久×バレット　新湊攻防戦（４） 660 モリオン航空┴藤村緋二

とりぱん（８） 600 とりのなん子 はたらく細胞ＷＨＩＴＥ（１） 600 蟹江鉄史┴清水茜

とりぱん（９） 600 とりのなん子 はたらく細胞ＷＨＩＴＥ（２） 600 蟹江鉄史┴清水茜

とりぱん（１０） 600 とりのなん子 はたらく細胞ＷＨＩＴＥ（３） 600 蟹江鉄史┴清水茜

とりぱん（１１） 600 とりのなん子 はたらく細胞ＷＨＩＴＥ（４） 600 蟹江鉄史┴清水茜

とりぱん（１２） 600 とりのなん子

俺の『鑑定』スキルがチートすぎて　～伝説の勇者を読み“盗り”最強へ～

（１）【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 龍牙翔┴澄守彩┴冬馬来彩

とりぱん（１３） 600 とりのなん子

俺の『鑑定』スキルがチートすぎて　～伝説の勇者を読み“盗り”最強へ～

（２） 600 龍牙翔┴澄守彩┴冬馬来彩

とりぱん（１４） 619 とりのなん子

俺の『鑑定』スキルがチートすぎて　～伝説の勇者を読み“盗り”最強へ～

（３）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 龍牙翔┴澄守彩┴冬馬来彩

とりぱん（１５） 619 とりのなん子

俺の『鑑定』スキルがチートすぎて　～伝説の勇者を読み“盗り”最強へ～

（４）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 龍牙翔┴澄守彩┴冬馬来彩

とりぱん（１６） 619 とりのなん子 女王陛下の異世界戦略（１） 650
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とりぱん（１７） 619 とりのなん子 女王陛下の異世界戦略（２） 650
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とりぱん（１８） 619 とりのなん子

絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる

（１） 600 関根光太郎┴六志麻あさ┴ｋｉｓｕｉ

とりぱん（１９） 619 とりのなん子

絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる

（２） 600 関根光太郎┴六志麻あさ┴ｋｉｓｕｉ

とりぱん（２０） 619 とりのなん子

絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる

（３） 650 関根光太郎┴六志麻あさ┴ｋｉｓｕｉ

とりぱん（２１） 619 とりのなん子

二周目チートの転生魔導士　最強が１０００年後に転生したら、人生

余裕すぎました（１） 600 石後千鳥┴鬱沢色素┴りいちゅ

とりぱん（２２） 619 とりのなん子

二周目チートの転生魔導士　最強が１０００年後に転生したら、人生

余裕すぎました（２） 630 石後千鳥┴鬱沢色素┴りいちゅ

とりぱん（２３） 619 とりのなん子 万能変化メカトロウィーゴ（１） 450 山田悠作┴小林和史

とりぱん（２４） 619 とりのなん子 夏秋くんは今日も告白したい（１） 450 さとる

とりぱん（２５） 670 とりのなん子 夏秋くんは今日も告白したい（２） 450 さとる

とりぱん（２６） 750 とりのなん子 夏秋くんは今日も告白したい（３） 450 さとる

とりぱん（２７） 750 とりのなん子 夏秋くんは今日も告白したい（４） 450 さとる

とりぱん（２８） 750 とりのなん子 あやかしメルヒェン（１） 660 白乃雪

とりぱん（２９） 750 とりのなん子 あやかしメルヒェン（２） 600 白乃雪

とりぱん（３０） 760 とりのなん子 おかあさんといっしょがつらかった 900 彩野たまこ

ギャルボーイ！　ファミリー 420 中村真理子 ラブゼミ　～上野教授の恋愛講義～（１） 660 上野┴高倉みどり

ギャルボーイ！Ｐｌｕｓ２ 420 中村真理子 ラブゼミ　～上野教授の恋愛講義～（２） 600 上野┴高倉みどり

スリーピングビューティー（１） 600 堂本奈央 ラブゼミ　～上野教授の恋愛講義～（３） 650 上野┴高倉みどり



スリーピングビューティー（２） 600 堂本奈央 ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（１） 1000 ナガノ

スリーピングビューティー（３） 600 堂本奈央 ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（２） 1100 ナガノ

花田少年史（１） 600 一色まこと ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（３） 1100 ナガノ

花田少年史（２） 600 一色まこと ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（４） 1100 ナガノ

花田少年史（３） 600 一色まこと カラダ、重ねて、重なって（１） 630 ｉｋｏ

花田少年史（４） 600 一色まこと

カラダ、重ねて、重なって（２）　【電子限定 甘イチャ描き下ろしマンガ収

録】 630 ｉｋｏ

花田少年史（５） 600 一色まこと

カラダ、重ねて、重なって（３）　【電子限定 みすず×御影の甘イチャ描き

おろしマンガ収録】 630 ｉｋｏ

イケない遊び 420

丘上あい┴ひさわゆみ┴馬瀬あずさ┴ただま

なみ┴藤もも

カラダ、重ねて、重なって（４）　【電子限定 甘いちゃ描きおろしマンガ収

録】 630 ｉｋｏ

就職難！！　ゾンビ取りガール（１） 619 福満しげゆき カラダ、重ねて、重なって（５） 630 ｉｋｏ

就職難！！　ゾンビ取りガール（２） 600 福満しげゆき ジミコイ（１） 420 遠山えま

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１） 600 田島隆┴東風孝広

極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～（１０）　特装版　【電子

限定カラーイラストつき】【いちゃラブ描きおろし漫画３２ページつき】 900 長谷垣なるみ

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２） 600 田島隆┴東風孝広 世界で一番いたらぬ恋（１） 450 北川夕夏

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３） 600 田島隆┴東風孝広 世界で一番いたらぬ恋（２） 450 北川夕夏

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（４） 600 田島隆┴東風孝広

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。

（１） 600 西田拓矢┴海空りく

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（５） 600 田島隆┴東風孝広

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。

（２） 600 西田拓矢┴海空りく

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（６） 600 田島隆┴東風孝広

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。

（３） 650 西田拓矢┴海空りく

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（７） 600 田島隆┴東風孝弘

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。

（４） 650 西田拓矢┴海空りく

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（８） 600 田島隆┴東風孝広

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。

（５） 650 西田拓矢┴海空りく

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（９） 600 田島隆┴東風孝広

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。

（６） 650 西田拓矢┴海空りく

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１０） 600 田島隆┴東風孝広 カンギバンカ（１） 420 恵広史┴今村翔吾

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１１） 600 田島隆┴東風孝広 カンギバンカ（２） 420 恵広史┴今村翔吾

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１２） 600 田島隆┴東風孝広 カンギバンカ（３） 450 恵広史┴今村翔吾

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１３） 600 田島隆┴東風孝広 カンギバンカ（４） 450 恵広史┴今村翔吾

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１４） 600 田島隆┴東風孝広 性別Ｘ（１） 780 みやざき明日香

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１５） 600 田島隆┴東風孝広 性別Ｘ（２） 780 みやざき明日香

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１６） 600 田島隆┴東風孝広 彼女、お借りします　ＴＶアニメ第１期　公式設定資料集 700 週刊少年マガジン編集部

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１７） 600 田島隆┴東風孝広 よりみちエール（１） 800 敦森蘭

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１８） 600 田島隆┴東風孝広 よりみちエール（２） 800 敦森蘭

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（１９） 600 田島隆┴東風孝広 啄木鳥探偵處（１） 660 伊井圭┴南晋也┴佐木郁┴東北新社

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２０） 600 田島隆┴東風孝広 啄木鳥探偵處（２） 660 伊井圭┴南晋也┴佐木郁┴東北新社

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２１） 610 田島隆┴東風孝広 アンタイトル・ブルー（１） 630 夏目靫子

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２２） 610 田島隆┴東風孝広 アンタイトル・ブルー（２） 630 夏目靫子

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２３） 610 田島隆┴東風孝広 きみとレストラン（１） 400 鶴ゆみか

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２４） 610 田島隆┴東風孝広 きみとレストラン（２） 400 鶴ゆみか

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２５） 610 田島隆┴東風孝広 きみとレストラン（３） 500 鶴ゆみか

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２６） 630 田島隆┴東風孝広 これはお母さんの恋の話～極道若衆とじれキュン同居～（１） 600 式田奈央

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２７） 640 田島隆┴東風孝広 これはお母さんの恋の話～極道若衆とじれキュン同居～（２） 600 式田奈央

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２８） 640 田島隆┴東風孝広

これはお母さんの恋の話～極道若衆とじれキュン同居～（３）　【電子合

冊版限定・描きおろし特典つき】 600 式田奈央

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（２９） 640 田島隆┴東風孝広 これはお母さんの恋の話～極道若衆とじれキュン同居～（４） 600 式田奈央

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３０） 650 田島隆┴東風孝広 プリンスアゲイン！！ 400 内田ユリチカ

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３１） 650 田島隆┴東風孝広 ミッドワイフ・ストーリー（１） 420 河崎芽衣

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３２） 650 田島隆┴東風孝広 ミッドワイフ・ストーリー（２） 420 河崎芽衣

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３３） 650 田島隆┴東風孝広 魔女はあした恋をする 420 仲藤ぬい

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３４） 650 田島隆┴東風孝広 恋のお点前、頂戴いたします。 420 春兎あや

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３５） 650 田島隆┴東風孝広 お部屋は見ての汚楽しみ（１） 650 束ユムコ

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３６） 650 田島隆┴東風孝広 お部屋は見ての汚楽しみ（２） 700 束ユムコ

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３７） 650 田島隆┴東風孝広 あせとせっけん（１０）特装版 1300 山田金鉄

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３８） 650 田島隆┴東風孝広 ジョーカーセブン（１） 650 まさゆみ

カバチ！！！　－カバチタレ！３－（３９） 720 田島隆┴東風孝広 のんのんばあとオレ 750 水木しげる

しずかの山（１） 600 愛英史┴松本剛 宇宙兄弟（３９）画集付き　特装版 1700 小山宙哉

しずかの山（２） 600 愛英史┴松本剛 完全版水木しげる伝（上） 870 水木しげる

しずかの山（３） 600 愛英史┴松本剛 完全版水木しげる伝（中） 870 水木しげる

ゴーガイ！　岩手チャグチャグ新聞社（１） 420 飛鳥あると 完全版水木しげる伝（下） 870 水木しげる

ゴーガイ！　岩手チャグチャグ新聞社（２） 420 飛鳥あると 烏は主を選ばない（１） 650 阿部智里┴松崎夏未

ゴーガイ！　岩手チャグチャグ新聞社（３） 420 飛鳥あると 烏は主を選ばない（２） 660 阿部智里┴松崎夏未

センゴク一統記（１） 600 宮下英樹 烏は主を選ばない（３） 660 阿部智里┴松崎夏未

センゴク一統記（２） 600 宮下英樹 宇宙兄弟公式コミックガイド　～宇宙・月ミッション編～ 1000 小山宙哉┴講談社

センゴク一統記（３） 600 宮下英樹 激辛課長　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１） 650 前田悠

センゴク一統記（４） 600 宮下英樹 激辛課長　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（２） 650 前田悠

センゴク一統記（５） 600 宮下英樹 激辛課長　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（３） 650 前田悠

センゴク一統記（６） 600 宮下英樹 激辛課長　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（４） 650 前田悠

センゴク一統記（７） 600 宮下英樹 水木サンの猫 750 水木しげる

センゴク一統記（８） 600 宮下英樹 はたらく細菌Ｎｅｏ 600 吉田はるゆき┴清水茜

センゴク一統記（９） 600 宮下英樹 ＰＲＯＪＥＣＴ　ＳＣＡＲＤ　～獣たちの正義～ 650

黒榮ゆい┴ＧｏＨａｎｄｓ×Ｆｒｏｎｔｉｅ

ｒＷｏｒｋｓ┴八薙玉造

センゴク一統記（１０） 600 宮下英樹 オペ看（１） 660 ミサヲ┴人間まお

センゴク一統記（１１） 600 宮下英樹 オペ看（２） 630 ミサヲ┴人間まお

センゴク一統記（１２） 600 宮下英樹 オペ看（３） 660 ミサヲ┴人間まお

センゴク一統記（１３） 600 宮下英樹 フローズン（１） 600 山崎さやか

センゴク一統記（１４） 600 宮下英樹 フローズン（２） 600 山崎さやか

センゴク一統記（１５） 600 宮下英樹 フローズン（３） 600 山崎さやか

影野だって青春したい（１） 420 北川夕夏 フローズン（４） 600 山崎さやか

影野だって青春したい（２） 420 北川夕夏 フローズン（５） 600 山崎さやか

影野だって青春したい（３） 420 北川夕夏 フローズン（６） 600 山崎さやか

影野だって青春したい（４） 420 北川夕夏 彼、岸島（１） 630 佐世保太郎┴松本光司

影野だって青春したい（５） 420 北川夕夏 彼、岸島（２） 630 佐世保太郎┴松本光司

影野だって青春したい（６） 420 北川夕夏 彼、岸島（３） 630 佐世保太郎┴松本光司

影野だって青春したい（７） 420 北川夕夏 彼、岸島（４） 660 佐世保太郎┴松本光司

影野だって青春したい（８） 420 北川夕夏 先輩が僕を殺りにきてる（３）電子版限定特装版 800 助野嘉昭＆らふすけっち

影野だって青春したい（９） 420 北川夕夏 パラレルパラダイス　特装版（１３） 1700 岡本倫

影野だって青春したい（１０） 420 北川夕夏 雨と君と（１） 860 二階堂幸

影野だって青春したい（１１） 420 北川夕夏 雨と君と（２） 860 二階堂幸

本当にヤバイホラーストーリー　初カレ地獄 420

地獄少女プロジェクト┴永遠幸┴ナフタレン

水嶋┴秋本葉子┴大塚さとみ┴瑞樹しずか

┴三月トモコ 雨と君と（３） 860 二階堂幸

本当にヤバイホラーストーリー　放課後地獄 420

永遠幸┴ナフタレン水嶋┴秋本葉子┴幸凪

優┴カンナ┴伊藤みんご┴三月トモコ 雨と君と（４） 860 二階堂幸

私がモテてどうすんだ（１） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（１） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（２） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（２） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（３） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（３） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（４） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（４） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（５） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（５） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（６） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（６） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（７） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（７） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（８） 420 ぢゅん子 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（８） 660 藤本ケンシ┴井出圭亮

私がモテてどうすんだ（９） 420 ぢゅん子 うちの師匠はしっぽがない（５）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

私がモテてどうすんだ（１０） 420 ぢゅん子 二度と自撮り送ってやんない！（１） 650 竹掛竹や



私がモテてどうすんだ（１１） 420 ぢゅん子 二度と自撮り送ってやんない！（２） 650 竹掛竹や

私がモテてどうすんだ（１２） 420 ぢゅん子 二度と自撮り送ってやんない！（３） 650 竹掛竹や

私がモテてどうすんだ（１３） 420 ぢゅん子 二度と自撮り送ってやんない！（４） 650 竹掛竹や

私がモテてどうすんだ（１４） 420 ぢゅん子 二度と自撮り送ってやんない！（５） 650 竹掛竹や

Ｋ２（１） 550 真船一雄 二度と自撮り送ってやんない！（６） 650 竹掛竹や

Ｋ２（２） 550 真船一雄 二度と自撮り送ってやんない！（７） 650 竹掛竹や

Ｋ２（３） 550 真船一雄 二度と自撮り送ってやんない！（８） 650 竹掛竹や

Ｋ２（４） 550 真船一雄 イジらないで、長瀞さん（１０）特装版 1050 ナナシ

Ｋ２（５） 550 真船一雄

エルディアス・ロード　女神にもらった絶対死なない究極スキルで七つのダン

ジョンを攻略する（１） 600 澄守彩┴髙田タカミ┴夕子

Ｋ２（６） 550 真船一雄

エルディアス・ロード　女神にもらった絶対死なない究極スキルで七つのダン

ジョンを攻略する（２） 630 澄守彩┴髙田タカミ┴夕子

Ｋ２（７） 550 真船一雄

エルディアス・ロード　女神にもらった絶対死なない究極スキルで七つのダン

ジョンを攻略する（３） 630 澄守彩┴髙田タカミ┴夕子

Ｋ２（８） 550 真船一雄 暁の屍狩（１） 420 檜乃坂耀季

Ｋ２（９） 550 真船一雄 暁の屍狩（２） 450 檜乃坂耀季

Ｋ２（１０） 550 真船一雄

犬になったら好きな人に拾われた。（２）【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

Ｋ２（１１） 562 真船一雄 黒緋の薬師 600 東城和実

Ｋ２（１２） 562 真船一雄 黒緋の薬師（２） 600 東城和実

Ｋ２（１３） 562 真船一雄 アイツがひれ伏すはずなのに！ 750 さり

Ｋ２（１４） 562 真船一雄 少年は仇に恋をする 740 占地

Ｋ２（１５） 571 真船一雄 僕たちは繁殖をやめた（１） 420 さおとめやぎ

Ｋ２（１６） 571 真船一雄 僕たちは繁殖をやめた（２） 450 さおとめやぎ

Ｋ２（１７） 571 真船一雄 僕たちは繁殖をやめた（３） 450 さおとめやぎ

Ｋ２（１８） 581 真船一雄 僕たちは繁殖をやめた（４） 450 さおとめやぎ

Ｋ２（１９） 581 真船一雄 僕たちは繁殖をやめた（５） 450 さおとめやぎ

Ｋ２（２０） 581 真船一雄 僕たちは繁殖をやめた（６） 450 さおとめやぎ

Ｋ２（２１） 581 真船一雄 あの夜からキミに恋してた（１） 680 桜乃みか┴ボルテージ

Ｋ２（２２） 562 真船一雄 あの夜からキミに恋してた（２）　【電子版限定カラーイラスト付き】 680 桜乃みか┴ボルテージ

Ｋ２（２３） 562 真船一雄 あの夜からキミに恋してた（３）　【電子版限定カラーイラスト付き】 680 桜乃みか┴ボルテージ

Ｋ２（２４） 562 真船一雄 あの夜からキミに恋してた（４）　【電子版限定カラーイラスト付き】 680 桜乃みか┴ボルテージ

Ｋ２（２５） 562 真船一雄 しゅごキャラ！　新装版　電子限定　カラーイラスト特典つき（１） 1100 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

Ｋ２（２６） 562 真船一雄 しゅごキャラ！　新装版　電子限定　カラーイラスト特典つき（２） 1100 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

Ｋ２（２７） 562 真船一雄 しゅごキャラ！　新装版　電子限定　カラーイラスト特典つき（３） 1200 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

Ｋ２（２８） 562 真船一雄 しゅごキャラ！　新装版　電子限定　カラーイラスト特典つき（４） 1200 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

Ｋ２（２９） 562 真船一雄 しゅごキャラ！　新装版　電子限定　カラーイラスト特典つき（５） 1200 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

Ｋ２（３０） 562 真船一雄 しゅごキャラ！　新装版　電子限定　カラーイラスト特典つき（６） 1200 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ

Ｋ２（３１） 562 真船一雄 どうせ、恋してしまうんだ。（１） 420 満井春香

Ｋ２（３２） 590 真船一雄 どうせ、恋してしまうんだ。（２） 440 満井春香

Ｋ２（３３） 600 真船一雄 どうせ、恋してしまうんだ。（３） 440 満井春香

Ｋ２（３４） 600 真船一雄 どうせ、恋してしまうんだ。（４）　【単行本限定】描きおろし特典つき 440 満井春香

Ｋ２（３５） 600 真船一雄 どうせ、恋してしまうんだ。（５）　電子限定描き下ろし特典つき 440 満井春香

Ｋ２（３６） 620 真船一雄 愛だけに。（１） 630 チカ

Ｋ２（３７） 620 真船一雄 愛だけに。（２） 630 チカ

Ｋ２（３８） 640 真船一雄 愛だけに。（３） 630 チカ

Ｋ２（３９） 650 真船一雄 愛だけに。（４） 630 チカ

Ｋ２（４０） 650 真船一雄 愛だけに。（５） 630 チカ

Ｋ２（４１） 650 真船一雄 愛だけに。（６） 630 チカ

Ｋ２（４２） 650 真船一雄 今日も彼らのお隣で（１） 450 小麦なぎさ

Ｋ２（４３） 650 真船一雄 今日も彼らのお隣で（２） 450 小麦なぎさ

ひぐち猫。～犬漫画家が猫を飼いはじめたらこうなった～ 420 ひぐちにちほ 今日も彼らのお隣で（３） 450 小麦なぎさ

ドボジョ！（１） 500 松本小夢 今日も彼らのお隣で（４） 450 小麦なぎさ

ドボジョ！（２） 500 松本小夢 溺愛くんは手を出せない（１） 630 杜若わか

ドボジョ！（３） 500 松本小夢

溺愛くんは手を出せない（２）　【電子限定 ちょっとエッチな妄想マンガ収

録】 630 杜若わか

ハンターケース 420 丘上あい 溺愛くんは手を出せない（３）　【電子限定 いちゃいちゃマンガ収録】 630 杜若わか

バンビとドール（１） 420 丘上あい 溺愛くんは手を出せない（４） 630 杜若わか

バンビとドール（２） 420 丘上あい 暴力亭主から逃れる１０の方法 880 斎藤かよこ

バンビとドール（３） 420 丘上あい

主演浜辺美波＆横浜流星　私たちはどうかしている　シナリオＢＯＯＫ

未公開カット特別掲載！ 1400 衛藤凛┴安藤なつみ

バンビとドール（４） 420 丘上あい エモ忠臣蔵！　～理由（ワケ）あって最推しの体をお借りした模様～ 700 じゅきあきら・Ｔ・

バンビとドール（５） 420 丘上あい

シャングリラ・フロンティア（３）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1200 硬梨菜┴不二涼介

プ～ねこ（１） 600 北道正幸 異次元デッドライン（１） 600 あづち涼

プ～ねこ（２） 600 北道正幸 異次元デッドライン（２） 600 あづち涼

プ～ねこ（３） 600 北道正幸 異次元デッドライン（３） 600 あづち涼

プ～ねこ（４） 600 北道正幸 異次元デッドライン（４） 600 あづち涼

プ～ねこ（５） 600 北道正幸 生徒会役員共　特装版　（２０） 980 氏家ト全

プ～ねこ（６） 600 北道正幸 恋か魔法かわからない！（１） 420 内山敦司

プ～ねこ（７） 630 北道正幸 恋か魔法かわからない！（２） 450 内山敦司

プ～ねこ（８） 680 北道正幸 恋か魔法かわからない！（３） 450 内山敦司

マージナル・オペレーション（１） 648 キムラダイスケ┴芝村裕吏 恋か魔法かわからない！（４） 450 内山敦司

マージナル・オペレーション（２） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（１） 630 御池慧┴桂あいり

マージナル・オペレーション（３） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（２） 660 御池慧┴桂あいり

マージナル・オペレーション（４） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（３） 660 御池慧┴桂あいり

マージナル・オペレーション（５） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（４） 660 御池慧┴桂あいり

マージナル・オペレーション（６） 660 キムラダイスケ┴芝村裕吏 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（５） 660 御池慧┴桂あいり

マージナル・オペレーション（７） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（６） 660 御池慧┴桂あいり

マージナル・オペレーション（８） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 １０ＤＡＮＣＥ　特装版（６） 1500 井上佐藤

マージナル・オペレーション（９） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 ＤＡＹＳ　小冊子付き特装版（４２） 980 安田剛士

マージナル・オペレーション（１０） 600 キムラダイスケ┴芝村裕吏 ビアティチュード　ＢＥＡＴＩＴＵＤＥ（１） 600 やまだないと

マージナル・オペレーション（１１） 630 キムラダイスケ┴芝村裕吏 きみのせかいに恋はない 600 伊咲ウタ

マージナル・オペレーション（１２） 630 キムラダイスケ┴芝村裕吏 歌舞伎町ダブルオー　ＳとＳのバディ（１） 450 凛堂蓮┴ハル

マージナル・オペレーション（１３） 630 キムラダイスケ┴芝村裕吏 歌舞伎町ダブルオー　ＳとＳのバディ（２） 450 凛堂蓮┴ハル

マージナル・オペレーション（１４） 660 キムラダイスケ┴芝村裕吏

歌舞伎町ダブルオー　ＳとＳのバディ（３）　【 描きおろしマンガ 「「俺たち

入れ替わってる…！？」」収録】 450 凛堂蓮┴ハル

マージナル・オペレーション（１５） 660 キムラダイスケ┴芝村裕吏 青とオレンジ（１） 650 古都かねる

マージナル・オペレーション（１６） 680 キムラダイスケ┴芝村裕吏 青とオレンジ（２） 650 古都かねる

嘘つきボーイフレンド（１） 630 キリシマソウ 漫画版　されど愛しきお妻様 990 上田美和┴鈴木大介

嘘つきボーイフレンド（２） 630 キリシマソウ わたしを好きになって 400 椎名茉莉花

嘘つきボーイフレンド（３） 630 キリシマソウ 伊咲ウタ　短編集 600 伊咲ウタ

嘘つきボーイフレンド（４） 630 キリシマソウ かわいい子猫のアイランド　～漫画家が保護猫を引き取った話～ 420 若本雪水

嘘つきボーイフレンド（５） 630 キリシマソウ アンメット（１）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

嘘つきボーイフレンド（６） 630 キリシマソウ アンメット（２）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

嘘つきボーイフレンド（７） 630 キリシマソウ アンメット（３）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

嘘つきボーイフレンド（８） 630 キリシマソウ アンメット（４）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

爆音列島（１） 600 高橋ツトム アンメット（５）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

爆音列島（２） 600 高橋ツトム アンメット（６）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

爆音列島（３） 600 高橋ツトム アンメット（７）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

爆音列島（４） 600 高橋ツトム はたらく細胞　公式アニメ完全ガイド 1200 講談社

爆音列島（５） 600 高橋ツトム 松井さんはスーパー・ルーキー（１） 650 詠里

爆音列島（６） 600 高橋ツトム 松井さんはスーパー・ルーキー（２） 650 詠里

爆音列島（７） 600 高橋ツトム 松井さんはスーパー・ルーキー（３） 650 詠里

爆音列島（８） 600 高橋ツトム ＭＡＮＧＡ　Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ（上） 1400 講談社

爆音列島（９） 600 高橋ツトム ＭＡＮＧＡ　Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ（下） 1400 講談社

爆音列島（１０） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ（１） 630 比村奇石

爆音列島（１１） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ（２） 630 比村奇石



爆音列島（１２） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ（３） 660 比村奇石

爆音列島（１３） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ（４） 660 比村奇石

爆音列島（１４） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ（５） 660 比村奇石

爆音列島（１５） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ（６） 660 比村奇石

爆音列島（１６） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ　青版（１） 909 比村奇石

爆音列島（１７） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ　青版（２） 909 比村奇石

爆音列島（１８） 600 高橋ツトム 月曜日のたわわ　青版（３） 909 比村奇石

言の葉の庭 600 新海誠┴本橋翠 月曜日のたわわ　青版（４） 909 比村奇石

黒田官兵衛　漫画でよめる！　天下をねらった天才軍師 400 講談社┴百田文 月曜日のたわわ　青版（５） 909 比村奇石

ジャバウォッキー（１） 600 久正人 月曜日のたわわ　青版（６） 909 比村奇石

ジャバウォッキー（２） 600 久正人 神龍イデア（１） 660 連打一人

ジャバウォッキー（３） 600 久正人 神龍イデア（２） 660 連打一人

ジャバウォッキー（４） 600 久正人 神龍イデア（３） 660 連打一人

ジャバウォッキー（５） 600 久正人 憂鬱リサイタル 660 てにおかひろし

ジャバウォッキー（６） 600 久正人 バレてる！カクテルナイト（１） 660 高山としのり

ジャバウォッキー（７） 600 久正人 バレてる！カクテルナイト（２） 680 高山としのり

もう俺、ハエでいいや（１） 743 大ハシ正ヤ バレてる！カクテルナイト（３） 650 高山としのり

もう俺、ハエでいいや（２） 743 大ハシ正ヤ ウイルス転生から始まる異世界感染物語（１） 600 結城絡繰┴ピロ汰

もう俺、ハエでいいや（３） 743 大ハシ正ヤ ウイルス転生から始まる異世界感染物語（２） 600 結城絡繰┴ピロ汰

聲の形（１） 420 大今良時 ウイルス転生から始まる異世界感染物語（３） 600 結城絡繰┴ピロ汰

聲の形（２） 420 大今良時 最果て寮のベネトナシュ（１） 420 大熊サイヤ

聲の形（３） 420 大今良時 最果て寮のベネトナシュ（２） 450 大熊サイヤ

聲の形（４） 420 大今良時 杖と剣のウィストリア（１） 420 大森藤ノ┴青井聖

聲の形（５） 420 大今良時 杖と剣のウィストリア（２） 450 大森藤ノ┴青井聖

聲の形（６） 420 大今良時 杖と剣のウィストリア（３） 450 大森藤ノ┴青井聖

聲の形（７） 420 大今良時 杖と剣のウィストリア（４） 450 大森藤ノ┴青井聖

ＤＡＹＳ（１） 420 安田剛士 杖と剣のウィストリア（５） 450 大森藤ノ┴青井聖

ＤＡＹＳ（２） 420 安田剛士 堂島くんは動じない（１） 600 ぱんやかわ

ＤＡＹＳ（３） 420 安田剛士 堂島くんは動じない（２） 630 ぱんやかわ

ＤＡＹＳ（４） 420 安田剛士 堂島くんは動じない（３） 630 ぱんやかわ

ＤＡＹＳ（５） 420 安田剛士 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　＆ａ　ｇａｒｄｅｎ（１） 600 武井宏之┴ジェット草村┴鵺澤京

ＤＡＹＳ（６） 420 安田剛士 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　＆ａ　ｇａｒｄｅｎ（２） 610 武井宏之┴ジェット草村┴鵺澤京

ＤＡＹＳ（７） 420 安田剛士 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　＆ａ　ｇａｒｄｅｎ（３） 610 武井宏之┴ジェット草村┴鵺澤京

ＤＡＹＳ（８） 420 安田剛士 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　＆ａ　ｇａｒｄｅｎ（４） 600 武井宏之┴ジェット草村┴鵺澤京

ＤＡＹＳ（９） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（１） 600 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１０） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（２） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１１） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（３） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１２） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（４） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１３） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（５） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１４） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（６） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１５） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（７） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１６） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（８） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１７） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（９） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１８） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（１０） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（１９） 420 安田剛士 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（１１） 630 原口鳳汰┴カラユミ┴誉

ＤＡＹＳ（２０） 420 安田剛士 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（１） 500 鈴菜

ＤＡＹＳ（２１） 420 安田剛士 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（２） 500 鈴菜

ＤＡＹＳ（２２） 420 安田剛士 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（３） 500 鈴菜

ＤＡＹＳ（２３） 420 安田剛士 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（４） 500 鈴菜

ＤＡＹＳ（２４） 420 安田剛士 桜のひめごと　～裏吉原恋事変～（５） 500 鈴菜

ＤＡＹＳ（２５） 420 安田剛士 恋じゃないなら名前をつけて（１） 630 篠丸のどか

ＤＡＹＳ（２６） 420 安田剛士 恋じゃないなら名前をつけて（２） 630 篠丸のどか

ＤＡＹＳ（２７） 420 安田剛士 恋じゃないなら名前をつけて（３） 630 篠丸のどか

ＤＡＹＳ（２８） 420 安田剛士 恋じゃないなら名前をつけて（４） 630 篠丸のどか

ＤＡＹＳ（２９） 420 安田剛士 ご無沙汰ちゃんは××したい（１） 750 磋藤にゅすけ

ＤＡＹＳ（３０） 420 安田剛士 血まみれリグレット（１） 650 鳩野マメ

ＤＡＹＳ（３１） 420 安田剛士 血まみれリグレット（２） 660 鳩野マメ

ＤＡＹＳ（３２） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（１） 650 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３３） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（２） 660 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３４） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（３） 660 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３５） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（４） 660 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３６） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（５） 660 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３７） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（６） 660 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３８） 420 安田剛士 推しが隣で授業に集中できない！（７） 660 筒井テツ┴菅原こゆび

ＤＡＹＳ（３９） 420 安田剛士 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（１） 650 ひな姫┴猫又ぬこ┴へいろー

ＤＡＹＳ（４０） 420 安田剛士 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（２） 600 ひな姫┴猫又ぬこ┴へいろー

ＤＡＹＳ（４１） 420 安田剛士 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？（３） 600 ひな姫┴猫又ぬこ┴へいろー

ＤＡＹＳ（４２） 420 安田剛士 め組の大吾　救国のオレンジ（１） 600 曽田正人┴冨山玖呂

スピナス 600 清水みよこ┴楠木あると め組の大吾　救国のオレンジ（２） 600 曽田正人┴冨山玖呂

ヤミの乱破（１） 600 細野不二彦 め組の大吾　救国のオレンジ（３） 600 曽田正人┴冨山玖呂

ヤミの乱破（２） 600 細野不二彦 め組の大吾　救国のオレンジ（４） 660 曽田正人┴冨山玖呂

ヤミの乱破（３） 600 細野不二彦 め組の大吾　救国のオレンジ（５） 660 曽田正人┴冨山玖呂

ヤミの乱破（４） 600 細野不二彦 め組の大吾　救国のオレンジ（６） 660 曽田正人┴冨山玖呂

宇宙賃貸サルガッ荘（１） 648 ＴＡＧＲＯ 戦隊大失格（１） 420 春場ねぎ

宇宙賃貸サルガッ荘（２） 648 ＴＡＧＲＯ 戦隊大失格（２） 450 春場ねぎ

宇宙賃貸サルガッ荘（３） 648 ＴＡＧＲＯ 戦隊大失格（３） 450 春場ねぎ

宇宙賃貸サルガッ荘（４） 648 ＴＡＧＲＯ 戦隊大失格（４） 450 春場ねぎ

敗走記（１） 600 しまたけひと 戦隊大失格（５） 450 春場ねぎ

異法人（１） 600 山本松季 戦隊大失格（６） 450 春場ねぎ

異法人（２） 600 山本松季 戦隊大失格（７） 450 春場ねぎ

異法人（３） 600 山本松季 戦隊大失格（８） 450 春場ねぎ

銃夢（１） 600 木城ゆきと この恋、茶番につき！？（１） 630 山中梅鉢

銃夢（２） 600 木城ゆきと この恋、茶番につき！？（２） 630 山中梅鉢

銃夢（３） 600 木城ゆきと この恋、茶番につき！？（３） 630 山中梅鉢

銃夢（４） 600 木城ゆきと この恋、茶番につき！？（４） 630 山中梅鉢

銃夢（５） 600 木城ゆきと この恋、茶番につき！？（５） 630 山中梅鉢

銃夢（６） 600 木城ゆきと この恋、茶番につき！？（６） 660 山中梅鉢

銃夢（７） 600 木城ゆきと ディスオーダー 600 もりやまつる

銃夢（８） 600 木城ゆきと なんでやねん！ 600 もりやまつる

銃夢（９） 600 木城ゆきと 街のワケアリＢＲＯＴＨＥＲＳ（１） 600 もりやまつる

グレイトフルデッド（上） 600 久正人 街のワケアリＢＲＯＴＨＥＲＳ（２） 600 もりやまつる

グレイトフルデッド（下） 600 久正人 テスラノート（１） 420 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（１） 420 あだちとか テスラノート（２） 450 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（２） 420 あだちとか テスラノート（３） 450 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（３） 420 あだちとか テスラノート（４） 450 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（４） 420 あだちとか テスラノート（５） 450 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（５） 420 あだちとか テスラノート（６） 450 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（６） 420 あだちとか テスラノート（７） 450 三宮宏太┴西田征史┴久保忠佳

ノラガミ（７） 420 あだちとか 東京卍リベンジャーズ　キャラクターブック　天上天下 930 週刊少年マガジン編集部┴和久井健

ノラガミ（８） 420 あだちとか 東京卍リベンジャーズ　キャラクターブック（２）　芭流覇羅・黒龍編 850 週刊少年マガジン編集部┴和久井健

ノラガミ（９） 420 あだちとか 東京卍リベンジャーズ　キャラクターブック（３）　天竺編 850 週刊少年マガジン編集部┴和久井健

ノラガミ（１０） 420 あだちとか 今日、世界一の告白を。 420 青星早奈

ノラガミ（１１） 420 あだちとか

蝶か犯か　～極道様　溢れて溢れて泣かせたい～（４）特装版　電子

限定ドキドキ☆セミカラー版（エロきゅん小冊子つき） 900 鳥海ペドロ

ノラガミ（１２） 420 あだちとか たこ焼きマンＳＴＯＲＹ（１） 600 もりやまつる

ノラガミ（１３） 420 あだちとか たこ焼きマンＳＴＯＲＹ（２） 600 もりやまつる

ノラガミ（１４） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（１） 420 鈴木央

ノラガミ（１５） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（２） 450 鈴木央

ノラガミ（１６） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（３） 450 鈴木央



ノラガミ（１７） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（４） 450 鈴木央

ノラガミ（１８） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（５） 450 鈴木央

ノラガミ（１９） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（６） 450 鈴木央

ノラガミ（２０） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（７） 450 鈴木央

ノラガミ（２１） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（８） 450 鈴木央

ノラガミ（２２） 420 あだちとか 黙示録の四騎士（９） 450 鈴木央

ノラガミ（２３） 420 あだちとか ごめん、名波くんとは付き合えない（１） 450 我楽谷

ノラガミ（２４） 450 あだちとか ごめん、名波くんとは付き合えない（２） 450 我楽谷

ノラガミ（２５） 480 あだちとか ごめん、名波くんとは付き合えない（３） 470 我楽谷

きょうの思春期（１） 657 こだくさん らぶモミ！！～ナイショのエステ～（１） 500 砂塚旬

きょうの思春期（２） 657 こだくさん らぶモミ！！～ナイショのエステ～（２） 500 砂塚旬

きょうの思春期（３） 657 こだくさん らぶモミ！！～ナイショのエステ～（３） 500 砂塚旬

さよならタマちゃん 686 武田一義 甘やかさないで副社長　～ダンナ様はＳＳＲ～（１） 500 仲月かな

よいこの黙示録（１） 600 青山景 甘やかさないで副社長　～ダンナ様はＳＳＲ～（２） 500 仲月かな

よいこの黙示録（２） 600 青山景 甘やかさないで副社長　～ダンナ様はＳＳＲ～（３） 500 仲月かな

スカウト誠四郎（１） 600 三田紀房 甘やかさないで副社長　～ダンナ様はＳＳＲ～（４） 500 仲月かな

スカウト誠四郎（２） 600 三田紀房 甘やかさないで副社長　～ダンナ様はＳＳＲ～（５） 500 仲月かな

ブッシメン！ＴＨＥ　ＩＭＡＧＥ　ＭＡＫＥＲ（１） 600 小野洋一郎 今夜も君にノックアウト　年下ボクサーに溺愛されてます（１） 500 藤代香澄

ブッシメン！ＴＨＥ　ＩＭＡＧＥ　ＭＡＫＥＲ（２） 600 小野洋一郎 今夜も君にノックアウト　年下ボクサーに溺愛されてます（２） 500 藤代香澄

ブッシメン！ＴＨＥ　ＩＭＡＧＥ　ＭＡＫＥＲ（３） 600 小野洋一郎 今夜も君にノックアウト　年下ボクサーに溺愛されてます（３） 500 藤代香澄

ブッシメン！ＴＨＥ　ＩＭＡＧＥ　ＭＡＫＥＲ（４） 600 小野洋一郎 星屑サファリ（１） 500 和田こま

劇画・長谷川　伸シリーズ　一本刀土俵入 933 長谷川伸┴小林まこと 星屑サファリ（２） 500 和田こま

劇画・長谷川　伸シリーズ　沓掛時次郎 933 長谷川伸┴小林まこと 星屑サファリ（３） 500 和田こま

劇画・長谷川　伸シリーズ　関の弥太ッぺ 933 長谷川伸┴小林まこと シークレットラブ（１） 500 向日ひろ┴もぁらす

累（１） 600 松浦だるま シークレットラブ（２） 500 向日ひろ┴もぁらす

累（２） 600 松浦だるま シークレットラブ（３） 500 向日ひろ┴もぁらす

累（３） 600 松浦だるま ヒラエスは旅路の果て（１） 650 鎌谷悠希

累（４） 600 松浦だるま ヒラエスは旅路の果て（２） 650 鎌谷悠希

累（５） 600 松浦だるま ヒラエスは旅路の果て（３） 650 鎌谷悠希

累（６） 600 松浦だるま リスタート！～３４歳ゲームディレクターのつよくてニューゲーム～（１） 650 坂木原レム

累（７） 600 松浦だるま リスタート！～３４歳ゲームディレクターのつよくてニューゲーム～（２） 650 坂木原レム

累（８） 600 松浦だるま リスタート！～３４歳ゲームディレクターのつよくてニューゲーム～（３） 650 坂木原レム

累（９） 600 松浦だるま 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件（１） 650 クマガエ┴宮澤ひしを

累（１０） 600 松浦だるま 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件（２） 650 クマガエ┴宮澤ひしを

累（１１） 600 松浦だるま 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件（３） 650 クマガエ┴宮澤ひしを

累（１２） 600 松浦だるま 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件（４） 650 クマガエ┴宮澤ひしを

累（１３） 600 松浦だるま 束の間の一花（１） 630 タダノなつ

累（１４） 620 松浦だるま 束の間の一花（２） 630 タダノなつ

Ｅから弾きな。（１） 600 佐々木拓丸 束の間の一花（３） 630 タダノなつ

Ｅから弾きな。（２） 600 佐々木拓丸 ＮＡＮＡＳＥ（１） 600 山崎さやか┴筒井康隆

Ｅから弾きな。（３） 600 佐々木拓丸 ＮＡＮＡＳＥ（２） 600 山崎さやか┴筒井康隆

カオナビ 600 井草真 ＮＡＮＡＳＥ（３） 600 山崎さやか┴筒井康隆

こたつやみかん（１） 600 秋山はる ＮＡＮＡＳＥ（４）＜完＞ 600 山崎さやか┴筒井康隆

こたつやみかん（２） 600 秋山はる ひらばのひと（１） 650 久世番子

こたつやみかん（３） 600 秋山はる ひらばのひと（２） 650 久世番子

こたつやみかん（４） 600 秋山はる ひらばのひと（３） 650 久世番子

こもりちゃんはヤる気を出せ（１） 420 コンノトヒロ

Ｄ４ＤＪ－Ｔｈｅ　ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｎ　Ｍａ

ｉｄｅｎ－（１） 600

紅野あつ┴ブシロード┴水島精二┴やちぇ┴森江

美咲

こもりちゃんはヤる気を出せ（２） 420 コンノトヒロ

Ｄ４ＤＪ－Ｔｈｅ　ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｎ　Ｍａ

ｉｄｅｎ－（２） 630 紅野あつ┴ブシロード┴水島精二┴森江美咲

こもりちゃんはヤる気を出せ（３） 420 コンノトヒロ

Ｄ４ＤＪ－Ｔｈｅ　ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｎ　Ｍａ

ｉｄｅｎ－（３） 630 紅野あつ┴ブシロード┴水島精二┴森江美咲

こもりちゃんはヤる気を出せ（４） 420 コンノトヒロ あざやかな星たち　山下和美作品集 600 山下和美

ふらいんぐうぃっち（１） 420 石塚千尋 アフター・ミッドナイト　山下和美作品集 650 山下和美

ふらいんぐうぃっち（２） 420 石塚千尋 カーニバル　山下和美作品集 660 山下和美

ふらいんぐうぃっち（３） 420 石塚千尋 グラサンららばい　山下和美作品集 600 山下和美

ふらいんぐうぃっち（４） 420 石塚千尋 ゴースト・ラプソディー　山下和美作品集（１） 680 山下和美

ふらいんぐうぃっち（５） 420 石塚千尋 ゴースト・ラプソディー　山下和美作品集（２） 680 山下和美

ふらいんぐうぃっち（６） 420 石塚千尋 スキスキ大すき　山下和美作品集 680 山下和美

ふらいんぐうぃっち（７） 420 石塚千尋 とっても綺麗…　山下和美作品集 650 山下和美

ふらいんぐうぃっち（８） 420 石塚千尋 ふたりでお茶を　山下和美作品集 740 山下和美

ふらいんぐうぃっち（９） 420 石塚千尋 進撃の巨人　悔いなき選択　フルカラー完全版（１） 900

駿河ヒカル┴諫山創┴砂阿久雁┴「進撃の巨人」

製作委員会

ふらいんぐうぃっち（１０） 450 石塚千尋 進撃の巨人　悔いなき選択　フルカラー完全版（２） 900

駿河ヒカル┴諫山創┴砂阿久雁┴「進撃の巨人」

製作委員会

ふらいんぐうぃっち（１１） 450 石塚千尋 バウンスバック（１） 600 こしのりょう

オクターヴ（１） 600 秋山はる バウンスバック（２） 600 こしのりょう

オクターヴ（２） 600 秋山はる バウンスバック（３） 650 こしのりょう

オクターヴ（３） 600 秋山はる バウンスバック（４） 650 こしのりょう

オクターヴ（４） 600 秋山はる バウンスバック（５） 650 こしのりょう

オクターヴ（５） 600 秋山はる バウンスバック（６） 650 こしのりょう

オクターヴ（６） 600 秋山はる バウンスバック（７） 650 こしのりょう

ギャルボーイ！　再恋宣言 420 中村真理子 エモーション・コントローラー 760 ぴい

スポーツ男子に恋してる。 420

マキノ┴Ｉｓｈｉｋｏ┴蒼井まもる┴千里

みこ┴勝美真 クールな年上御曹司の危険な誘惑ー甘え方を教えてくださいー（１） 500 佳菜┴城月りりあ

ドロシーはご機嫌ななめ？（１） 600 ほおのきソラ クールな年上御曹司の危険な誘惑ー甘え方を教えてくださいー（２） 500 佳菜┴城月りりあ

ドロシーはご機嫌ななめ？（２） 600 ほおのきソラ クールな年上御曹司の危険な誘惑ー甘え方を教えてくださいー（３） 500 佳菜┴城月りりあ

ドロシーはご機嫌ななめ？（３） 600 ほおのきソラ 好きなオトコと別れたい（１） 500 藤緒あい

不死身ラヴァーズ（１） 420 高木ユーナ 好きなオトコと別れたい（２） 500 藤緒あい

不死身ラヴァーズ（２） 420 高木ユーナ 好きなオトコと別れたい（３） 500 藤緒あい

不死身ラヴァーズ（３） 420 高木ユーナ 好きなオトコと別れたい（４） 500 藤緒あい

担ぎ屋 どおも（１） 500 七三太朗┴本島幸久 好きなオトコと別れたい（５） 500 藤緒あい

担ぎ屋 どおも（２） 500 七三太朗┴本島幸久 ドッペルさん（１） 660 大海たび

担ぎ屋 どおも（３） 500 七三太朗┴本島幸久 ドッペルさん（２） 660 大海たび

担ぎ屋 どおも（４） 500 七三太朗┴本島幸久 ドッペルさん（３） 730 大海たび

担ぎ屋 どおも（５） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（１） 420 にいさとる

担ぎ屋 どおも（６） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（２） 450 にいさとる

担ぎ屋 どおも（７） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（３） 450 にいさとる

担ぎ屋 どおも（８） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（４） 450 にいさとる

担ぎ屋 どおも（９） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（５） 450 にいさとる

担ぎ屋 どおも（１０） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（６） 450 にいさとる

担ぎ屋 どおも（１１） 500 七三太朗┴本島幸久 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（７） 450 にいさとる

放課後ソードクラブ（１） 420 永椎晃平 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（８） 450 にいさとる

放課後ソードクラブ（２） 420 永椎晃平 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（９） 450 にいさとる

放課後ソードクラブ（３） 420 永椎晃平 つかさちゃんに歌われる！（１） 420 裸村

Ｄ．Ｄ．Ｄ．（１） 420 徳川神千 つかさちゃんに歌われる！（２） 450 裸村

Ｄ．Ｄ．Ｄ．（２） 420 徳川神千 つかさちゃんに歌われる！（３） 450 裸村

Ｄ．Ｄ．Ｄ．（３） 420 徳川神千 つかさちゃんに歌われる！（４） 450 裸村

ＧＲＩＮＧＯ　２０６１（１） 420 野口佳祐 ハピエル（２）【Ｈでお得な電子特装版】 900 平ますお

ＳＳＧ～名門男子校血風録～（１） 600 櫻井しゅしゅしゅ オオカミ少年 440 水上航

ＳＳＧ～名門男子校血風録～（２） 600 櫻井しゅしゅしゅ おんたま♪（１） 440 美麻りん

ＳＳＧ～名門男子校血風録～（３） 600 櫻井しゅしゅしゅ おんたま♪（２） 440 美麻りん

ＳＳＧ～名門男子校血風録～（４） 600 櫻井しゅしゅしゅ ザツキ　～私をスターにしなさい～（１） 630 桜庭ゆい┴望月拓海

会長 島耕作（１） 600 弘兼憲史 ザツキ　～私をスターにしなさい～（２） 630 桜庭ゆい┴望月拓海

会長 島耕作（２） 600 弘兼憲史 ザツキ　～私をスターにしなさい～（３） 630 桜庭ゆい┴望月拓海

会長 島耕作（３） 600 弘兼憲史 にげない－あたしたちの格差ライフ－ 440 高上優里子

会長 島耕作（４） 600 弘兼憲史 希望　本当にあったツライいじめ 440

高上優里子┴原明日美┴中江みかよ┴瀬田ハル

ヒ



会長 島耕作（５） 600 弘兼憲史 非科学常識ケータイくん！（１） 440 瀬田ハルヒ

会長 島耕作（６） 600 弘兼憲史 非科学常識ケータイくん！（２） 440 瀬田ハルヒ

会長 島耕作（７） 610 弘兼憲史 どきどき！　たまタン（１） 440 こげどんぼ＊

会長 島耕作（８） 610 弘兼憲史 どきどき！　たまタン（２） 440 こげどんぼ＊

会長 島耕作（９） 600 弘兼憲史 どきどき！　たまタン（３） 440 こげどんぼ＊

会長 島耕作（１０） 600 弘兼憲史 三度のメシと、アレが好き。（１） 500 吉野マリ

会長 島耕作（１１） 610 弘兼憲史 三度のメシと、アレが好き。（２） 500 吉野マリ

会長 島耕作（１２） 640 弘兼憲史 三度のメシと、アレが好き。（３） 500 吉野マリ

会長 島耕作（１３） 630 弘兼憲史 シドニアの騎士　トリビュートマンガ・イラスト集 860

弐瓶勉┴真鍋昌平┴小川彌生┴東村アキコ┴

五十嵐大介┴すぎむらしんいち┴タツヲ┴石口十

┴蟹江鉄史┴やしろ学┴道明宏明┴清水幸詩

はねバド！（１） 600 濱田浩輔 進撃の巨人（３４）　特装版　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ 980 諫山創

はねバド！（２） 600 濱田浩輔 進撃の巨人（３４）　特装版　Ｅｎｄｉｎｇ 980 諫山創

はねバド！（３） 600 濱田浩輔 七つの大罪　キャラクター名鑑　～ブリタニア英傑伝～ 950 鈴木央

はねバド！（４） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（１） 450 瀬尾公治

はねバド！（５） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（２） 450 瀬尾公治

はねバド！（６） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（３） 450 瀬尾公治

はねバド！（７） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（４） 450 瀬尾公治

はねバド！（８） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（５） 450 瀬尾公治

はねバド！（９） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（６） 450 瀬尾公治

はねバド！（１０） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（７） 450 瀬尾公治

はねバド！（１１） 600 濱田浩輔 女神のカフェテラス（８） 450 瀬尾公治

はねバド！（１２） 600 濱田浩輔 虚構推理　ミニカラー画集付き特装版　（１５） 930 片瀬茶柴┴城平京

はねバド！（１３） 600 濱田浩輔 「シドニアの騎士　あいつむぐほし」　描きおろし設定資料集 2300 弐瓶勉

はねバド！（１４） 630 濱田浩輔 おやすみのキスを今夜も～年下くんと溺愛ルームシェア～（１） 500 花川ちと

はねバド！（１５） 630 濱田浩輔 おやすみのキスを今夜も～年下くんと溺愛ルームシェア～（２） 500 花川ちと

はねバド！（１６） 630 濱田浩輔 おやすみのキスを今夜も～年下くんと溺愛ルームシェア～（３） 500 花川ちと

シティライツ（１） 600 大橋裕之 褒めるひと　褒められるひと（１） 630 たけだのぞむ

シティライツ（２） 600 大橋裕之 褒めるひと　褒められるひと（２） 630 たけだのぞむ

シティライツ（３） 600 大橋裕之 魔界で王子をプロデュース！ 420 大井そのっそ

マテリアルポルカ（１） 600 古林奈留 魔法をかけた覚えはない！！（１） 500 高田ローズ

マテリアルポルカ（２） 600 古林奈留 魔法をかけた覚えはない！！（２） 500 高田ローズ

僕は問題ありません 600 宮崎夏次系 少女暴走伝説　Ｆａｉｒ　上 600 きらたかし

変身のニュース 619 宮崎夏次系 少女暴走伝説　Ｆａｉｒ　下 600 きらたかし

銀のスプーン（１） 600 小沢真理 あせとせっけん（１１）特装版 1400 山田金鉄

銀のスプーン（２） 600 小沢真理 てづくりの魔法（１） 650 木村胡麻

銀のスプーン（３） 600 小沢真理 異世界紀元前２０２年（１） 650 甲賀長生

銀のスプーン（４） 600 小沢真理 異世界紀元前２０２年（２） 650 甲賀長生

銀のスプーン（５） 600 小沢真理 異世界紀元前２０２年（３） 650 甲賀長生

銀のスプーン（６） 600 小沢真理 異世界紀元前２０２年（４） 650 甲賀長生

銀のスプーン（７） 600 小沢真理 てんぷる（５）　特装版 980 吉岡公威

銀のスプーン（８） 600 小沢真理 英語××センセイ（仮）（１） 660 西渡槇

銀のスプーン（９） 600 小沢真理 英語××センセイ（仮）（２） 660 西渡槇

銀のスプーン（１０） 600 小沢真理 没イチ（１） 650 きらたかし┴小谷みどり（企画協力）

銀のスプーン（１１） 600 小沢真理 没イチ（２） 650 きらたかし┴小谷みどり（企画協力）

銀のスプーン（１２） 600 小沢真理 没イチ（３） 650 きらたかし┴小谷みどり（企画協力）

銀のスプーン（１３） 600 小沢真理 相続探偵（１） 650 西荻弓絵┴幾田羊

銀のスプーン（１４） 600 小沢真理 相続探偵（２） 650 西荻弓絵┴幾田羊

銀のスプーン（１５） 600 小沢真理 相続探偵（３） 650 西荻弓絵┴幾田羊

銀のスプーン（１６） 600 小沢真理 相続探偵（４） 650 西荻弓絵┴幾田羊

銀のスプーン（１７） 600 小沢真理 相続探偵（５） 650 西荻弓絵┴幾田羊

蟲師～連綴～　二〇〇四〇七〇九－二〇〇六〇八〇八 2848 漆原友紀┴長濱博史┴アフタヌーン編集部 相続探偵（６） 650 西荻弓絵┴幾田羊

きぐるみ防衛隊（１） 420 星野リリィ ラストジェンダー　～何者でもない私たち～（１） 650 多喜れい

きぐるみ防衛隊（２） 420 星野リリィ ラストジェンダー　～何者でもない私たち～（２） 650 多喜れい

きぐるみ防衛隊（３） 420 星野リリィ ラストジェンダー　～何者でもない私たち～（３） 650 多喜れい

コンなパニック（１） 420 あさぎり夕 ゲシュタルト（１） 660 陽藤凛吾

コンなパニック（２） 420 あさぎり夕 ゲシュタルト（２） 720 陽藤凛吾

コンなパニック（３） 420 あさぎり夕 ゲシュタルト（３） 730 陽藤凛吾

コンなパニック（４） 420 あさぎり夕 サタノファニ　妖艶彩色本・極 1100 山田恵庸

コンなパニック（５） 420 あさぎり夕 マルジナルテイラ（１） 660 ｌｉｍｌｉｍ

１７０ｃｍ★オトメチカ（１） 420 桜倉メグ マルジナルテイラ（２） 660 ｌｉｍｌｉｍ

１７０ｃｍ★オトメチカ（２） 420 桜倉メグ マルジナルテイラ（３） 660 ｌｉｍｌｉｍ

ノラガミ拾遺集　壱 420 あだちとか マルジナルテイラ　カラー版（１） 700 ｌｉｍｌｉｍ

寄生獣 フルカラー版（１） 800 岩明均 マルジナルテイラ　カラー版（２） 700 ｌｉｍｌｉｍ

寄生獣 フルカラー版（２） 800 岩明均 マルジナルテイラ　カラー版（３） 700 ｌｉｍｌｉｍ

寄生獣 フルカラー版（３） 800 岩明均 虎鶫　とらつぐみ　－ＴＳＵＧＵＭＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ－（１） 660 ｉｐｐａｔｕ

寄生獣 フルカラー版（４） 800 岩明均 虎鶫　とらつぐみ　－ＴＳＵＧＵＭＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ－（２） 690 ｉｐｐａｔｕ

寄生獣 フルカラー版（５） 800 岩明均 虎鶫　とらつぐみ　－ＴＳＵＧＵＭＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ－（３） 660 ｉｐｐａｔｕ

寄生獣 フルカラー版（６） 800 岩明均 虎鶫　とらつぐみ　－ＴＳＵＧＵＭＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ－（４） 660 ｉｐｐａｔｕ

寄生獣 フルカラー版（７） 800 岩明均 虎鶫　とらつぐみ　－ＴＳＵＧＵＭＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ－（５） 660 ｉｐｐａｔｕ

寄生獣 フルカラー版（８） 800 岩明均 新装版　バイオメガ（１） 1100 弐瓶勉

寄生獣 フルカラー版（９） 800 岩明均 新装版　バイオメガ（２） 1100 弐瓶勉

寄生獣 フルカラー版（１０） 800 岩明均 新装版　バイオメガ（３） 1100 弐瓶勉

はにらび！（１） 600 桑原草太 三千年目の神対応（１） 630 加藤文孝

シガラミン（１） 420 美川べるの 三千年目の神対応（２） 630 加藤文孝

下天の華（１） 630 ルビーパーティー┴くまだゆか 三千年目の神対応（３） 660 加藤文孝

下天の華（２） 630 ルビーパーティー┴くまだゆか イケオジモンスターと絶対零度男子（１） 620 フミト

下天の華（３） 630 ルビーパーティー┴くまだゆか イケオジモンスターと絶対零度男子（２） 620 フミト

戦場のハピィ・ライフ（１） 420 美川べるの 落ちて溺れて（１） 450 伊鳴優子

繕い裁つ人（１） 600 池辺葵 落ちて溺れて（２） 450 伊鳴優子

繕い裁つ人（２） 600 池辺葵 落ちて溺れて（３） 450 伊鳴優子

繕い裁つ人（３） 600 池辺葵 六道闘争紀（１） 660 小田世里奈

繕い裁つ人（４） 600 池辺葵 六道闘争紀（２） 680 小田世里奈

繕い裁つ人（５） 600 池辺葵 六道闘争紀（３） 680 小田世里奈

繕い裁つ人（６） 600 池辺葵 六道闘争紀（４） 650 小田世里奈

美川べるのの青春ばくはつ劇場（１） 420 美川べるの キングダムオブザＺ　セクシーパニック！描き下ろし漫画付き特装版（５） 800 綿貫ろん┴はらわたさいぞう

美川べるのの青春ばくはつ劇場（２） 420 美川べるの ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール（１） 700 土田陸┴割田コマ┴ＺＡＧ┴東映アニメーション

美川べるのの青春ばくはつ劇場（３） 420 美川べるの ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール（２） 650 土田陸┴割田コマ┴ＺＡＧ┴東映アニメーション

美川べるのの青春ばくはつ劇場（４） 420 美川べるの ダイロクセンス（１） 450 長門知大

美川べるのの青春ばくはつ劇場（５） 420 美川べるの ダイロクセンス（２） 450 長門知大

蜜ドキパルフェ（１） 420 美川べるの ダイロクセンス（３） 450 長門知大

蜜ドキパルフェ（２） 420 美川べるの 姫騎士は蛮族の嫁（１） 630 コトバノリアキ

蜜ドキパルフェ（３） 420 美川べるの 姫騎士は蛮族の嫁（２） 630 コトバノリアキ

蜜ドキパルフェ（４） 420 美川べるの 姫騎士は蛮族の嫁（３） 630 コトバノリアキ

ねこのこはな（１） 600 藤沢カミヤ 姫騎士は蛮族の嫁（４） 630 コトバノリアキ

ねこのこはな（２） 600 藤沢カミヤ 進撃の巨人　Ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ　ｅｄｉｔｉｏｎ（１） 630 諫山創

ねこのこはな（３） 600 藤沢カミヤ 進撃の巨人　Ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ　ｅｄｉｔｉｏｎ（２） 630 諫山創

ねこのこはな（４） 600 藤沢カミヤ 進撃の巨人　Ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ　ｅｄｉｔｉｏｎ（３） 630 諫山創

先生の白い嘘（１） 600 鳥飼茜 進撃の巨人　Ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ　ｅｄｉｔｉｏｎ（４） 630 諫山創

先生の白い嘘（２） 600 鳥飼茜 進撃の巨人　キャラクター名鑑　ＦＩＮＡＬ 800 諫山創

先生の白い嘘（３） 600 鳥飼茜 ビキニ！（１） 440 水上航

先生の白い嘘（４） 600 鳥飼茜 ビキニ！（２） 440 水上航

先生の白い嘘（５） 600 鳥飼茜 なでて奏でて（１） 420 蘭那

先生の白い嘘（６） 600 鳥飼茜 なでて奏でて（２） 450 蘭那

先生の白い嘘（７） 600 鳥飼茜 なでて奏でて（３） 450 蘭那

先生の白い嘘（８） 600 鳥飼茜 ＪＯＫＥＲ（１） 440 野村あきこ

アライブ　最終進化的少年（１） 420 あだちとか┴河島正 ＪＯＫＥＲ（２） 440 野村あきこ

アライブ　最終進化的少年（２） 420 あだちとか┴河島正 スイート・リベンジ 440 高瀬綾

アライブ　最終進化的少年（３） 420 あだちとか┴河島正 ちゃんねるＷ 440 えぬえけい



アライブ　最終進化的少年（４） 420 あだちとか┴河島正 フィアンセはモンスター！？（１） 440 花森ぴんく

アライブ　最終進化的少年（５） 420 あだちとか┴河島正 フィアンセはモンスター！？（２） 440 花森ぴんく

アライブ　最終進化的少年（６） 420 河島正┴あだちとか バクテン！！（１） 420 桜葉ケイ┴四ッ木えんぴつ

アライブ　最終進化的少年（７） 420 河島正┴あだちとか バクテン！！（２） 420 桜葉ケイ┴四ッ木えんぴつ

アライブ　最終進化的少年（８） 420 河島正┴あだちとか 稲妻とロマンス（１） 450 みきもと凜

アライブ　最終進化的少年（９） 420 河島正┴あだちとか 稲妻とロマンス（２） 450 みきもと凜

アライブ　最終進化的少年（１０） 420 河島正┴あだちとか 稲妻とロマンス（３） 450 みきもと凜

アライブ　最終進化的少年（１１） 420 河島正┴あだちとか 稲妻とロマンス（４） 450 みきもと凜

アライブ　最終進化的少年（１２） 420 河島正┴あだちとか まけない。～教室のあたし～ 440 高上優里子

アライブ　最終進化的少年（１３） 420 河島正┴あだちとか ゆめゆめ　ゆうゆう（１） 440 花森ぴんく

アライブ　最終進化的少年（１４） 420 河島正┴あだちとか ゆめゆめ　ゆうゆう（２） 440 花森ぴんく

アライブ　最終進化的少年（１５） 420 河島正┴あだちとか ゆめゆめ　ゆうゆう（３） 440 花森ぴんく

アライブ　最終進化的少年（１６） 420 河島正┴あだちとか メガネ、時々、ヤンキーくん（１） 450 なるき

アライブ　最終進化的少年（１７） 420 河島正┴あだちとか メガネ、時々、ヤンキーくん（２） 450 なるき

アライブ　最終進化的少年（１８） 420 河島正┴あだちとか メガネ、時々、ヤンキーくん（３） 450 なるき

アライブ　最終進化的少年（１９） 420 河島正┴あだちとか 緊急出動すずめちゃん！ 440 柴田亜美

アライブ　最終進化的少年（２０） 420 河島正┴あだちとか やまとなでしこ同盟 440 野村あきこ

アライブ　最終進化的少年（２１） 420 河島正┴あだちとか 結婚しようよ（１） 440 水上航

キスしてもいいころ 420 菅田うり 結婚しようよ（２） 440 水上航

シャイニードール（１） 420 一瀬ルカ 結婚しようよ（３） 440 水上航

シャイニードール（２） 420 一瀬ルカ 結婚しようよ（４） 440 水上航

君のキスで目を覚ます 420 はつはる 水曜姉弟（１） 600 小菊路よう

地球生まれのあなたへ 420 冲方丁┴馬瀬あずさ 水曜姉弟（２） 650 小菊路よう

密閉シーツ 420 河原田瞳美 水曜姉弟（３） 600 小菊路よう

春の小川はドキドキするよ。 420 和泉みお 水曜姉弟（４） 600 小菊路よう

王子様とイヌ 420 恩田ゆじ 海の碧・空の青 440 八木ちあき

男の子には秘密がある 420 薫原好江 青空、紙ヒコーキ 440 水上航

男の子には秘密がある（２） 420 薫原好江 それは霊のしわざです（３）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（１） 420 南波あつこ 怪奇倶楽部 440 上野すばる

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（２） 420 南波あつこ 格闘小娘Ｊｕｌｉｎｅ（１） 440 垣野内成美

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（３） 420 南波あつこ 格闘小娘Ｊｕｌｉｎｅ（２） 440 垣野内成美

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（４） 420 南波あつこ 格闘小娘Ｊｕｌｉｎｅ（３） 440 垣野内成美

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（５） 420 南波あつこ 格闘小娘Ｊｕｌｉｎｅ（４） 440 垣野内成美

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（６） 420 南波あつこ 格闘小娘Ｊｕｌｉｎｅ（５） 440 垣野内成美

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（７） 420 南波あつこ 明日のナージャ（１） 440 あゆみゆい┴東堂いづみ

青夏　Ａｏ－Ｎａｔｓｕ（８） 450 南波あつこ 明日のナージャ（２） 440 あゆみゆい┴東堂いづみ

おいピータン！！（１） 800 伊藤理佐 倫敦館夜想曲 440 野村あきこ

おいピータン！！（２） 800 伊藤理佐

シャングリラ・フロンティア（４）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

おいピータン！！（３） 800 伊藤理佐 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（１） 450 加藤元浩

おいピータン！！（４） 800 伊藤理佐 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（２） 450 加藤元浩

おいピータン！！（５） 800 伊藤理佐 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（３） 450 加藤元浩

おいピータン！！（６） 800 伊藤理佐 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（４） 480 加藤元浩

おいピータン！！（７） 800 伊藤理佐 空のグリフターズ　～一兆円の詐欺師たち～（５） 480 加藤元浩

おいピータン！！（８） 800 伊藤理佐 彼氏絶対殺す彼女ｖｓ．彼女絶対落とす彼氏（１） 600 ｓｕｇｉｙａ

おいピータン！！（９） 800 伊藤理佐 信友島～良い人でなければ終わり～（１） 600 赤秩父

おいピータン！！（１０） 800 伊藤理佐 信友島～良い人でなければ終わり～（２） 600 赤秩父

おいピータン！！（１１） 800 伊藤理佐 信友島～良い人でなければ終わり～（３） 600 赤秩父

おいピータン！！（１２） 800 伊藤理佐 信友島～良い人でなければ終わり～（４） 600 赤秩父

おいピータン！！（１３） 800 伊藤理佐 信友島～良い人でなければ終わり～（５） 600 赤秩父

おいピータン！！（１４） 800 伊藤理佐 信友島～良い人でなければ終わり～（６） 600 赤秩父

おいピータン！！（１５） 800 伊藤理佐 白聖女と黒牧師（８）　ミニカラー画集付き特装版 930 和武はざの

おいピータン！！（１６） 800 伊藤理佐 ディア風呂（１） 650 おはなちゃん

おいピータン！！（１７） 1000 伊藤理佐 ディア風呂（２） 650 おはなちゃん

大好き　吉村さん！　完全版 420 三代目吉村翼 ディア風呂（３） 680 おはなちゃん

ｍａｂｉｎｏｇｉ―マビノギ―（１） 420 ＮＥＸＯＮ┴虎雨マサカリ ディア風呂（４） 680 おはなちゃん

ｍａｂｉｎｏｇｉ―マビノギ―（２） 420 ＮＥＸＯＮ┴虎雨マサカリ テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（１） 660 あずま京太郎┴中丸洋介

ブラム学園！　アンドソーオン　弐瓶勉作品集 933 弐瓶勉 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（２） 660 あずま京太郎┴中丸洋介

将太の寿司　全国大会編（１） 420 寺沢大介 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（３） 660 あずま京太郎┴中丸洋介

将太の寿司　全国大会編（２） 420 寺沢大介 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（４） 660 あずま京太郎┴中丸洋介

将太の寿司　全国大会編（３） 420 寺沢大介 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（５） 660 あずま京太郎┴中丸洋介

将太の寿司　全国大会編（４） 420 寺沢大介 オタ友が彼氏になったら、最高、かもしれない（１） 600 青井みと

将太の寿司　全国大会編（５） 420 寺沢大介 オタ友が彼氏になったら、最高、かもしれない（２） 600 青井みと

将太の寿司　全国大会編（６） 420 寺沢大介 オタ友が彼氏になったら、最高、かもしれない（３） 600 青井みと

将太の寿司　全国大会編（７） 420 寺沢大介 バサラ～破天の男～（１） 630 さいふうめい┴ミナミ新平

将太の寿司　全国大会編（８） 420 寺沢大介 バサラ～破天の男～（２） 630 さいふうめい┴ミナミ新平

将太の寿司　全国大会編（９） 420 寺沢大介 バサラ～破天の男～（３） 630 さいふうめい┴ミナミ新平

将太の寿司　全国大会編（１０） 420 寺沢大介 塩対応な私が甘やかされています 420 あめこ

将太の寿司　全国大会編（１１） 420 寺沢大介 担当さんはごほうびです。（１） 500 藤野こと葉

将太の寿司　全国大会編（１２） 420 寺沢大介 担当さんはごほうびです。（２） 500 藤野こと葉

将太の寿司　全国大会編（１３） 420 寺沢大介 僕のルリユール 500 小田原みづえ

将太の寿司　全国大会編（１４） 420 寺沢大介 先輩、朝まで愛します。（１） 500 蒼井みづ

将太の寿司　全国大会編（１５） 420 寺沢大介 先輩、朝まで愛します。（２） 500 蒼井みづ

将太の寿司　全国大会編（１６） 420 寺沢大介 インビンシブル（１） 650 瀬下猛

将太の寿司　全国大会編（１７） 420 寺沢大介 インビンシブル（２） 650 瀬下猛

誰も寝てはならぬ（１） 600 サライネス インビンシブル（３） 650 瀬下猛

誰も寝てはならぬ（２） 600 サライネス インビンシブル（４） 650 瀬下猛

誰も寝てはならぬ（３） 600 サライネス インビンシブル（５） 700 瀬下猛

誰も寝てはならぬ（４） 600 サライネス 幼軍隊（１） 600 松本勇祐

誰も寝てはならぬ（５） 600 サライネス ワンオペＪＯＫＥＲ（１） 680 宮川サトシ┴後藤慶介┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

誰も寝てはならぬ（６） 600 サライネス ワンオペＪＯＫＥＲ（２） 680 宮川サトシ┴後藤慶介┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

誰も寝てはならぬ（７） 600 サライネス ハコヅメ～交番女子の逆襲～　別章　アンボックス 650 泰三子

誰も寝てはならぬ（８） 600 サライネス レディース！（１） 700 能田達規

誰も寝てはならぬ（９） 600 サライネス サラリーマン山崎シゲルＮＥＯ（１） 900 田中光

誰も寝てはならぬ（１０） 600 サライネス サラリーマン山崎シゲルＮＥＯ（２） 900 田中光

誰も寝てはならぬ（１１） 600 サライネス サラリーマン山崎シゲルＮＥＯ（３） 900 田中光

誰も寝てはならぬ（１２） 600 サライネス サラリーマン山崎シゲルＮＥＯ（４） 900 田中光

誰も寝てはならぬ（１３） 600 サライネス つまねこ～妻とねこの話～（１） 760 田中光

誰も寝てはならぬ（１４） 600 サライネス つまねこ～妻とねこの話～（２） 760 田中光

誰も寝てはならぬ（１５） 600 サライネス つまねこ～妻とねこの話～（３） 760 田中光

誰も寝てはならぬ（１６） 600 サライネス つまねこ～妻とねこの話～（４） 760 田中光

誰も寝てはならぬ（１７） 600 サライネス 利口になるには青すぎる（１） 660 大沼隆揮┴内田裕人

キヌ六（１） 600 野村亮馬 利口になるには青すぎる（２） 660 大沼隆揮┴内田裕人

キヌ六（２） 600 野村亮馬 利口になるには青すぎる（３） 660 大沼隆揮┴内田裕人

将太の寿司２　Ｗｏｒｌｄ　Ｓｔａｇｅ（１） 600 寺沢大介 人妻の唇は缶チューハイの味がして（１） 650 チンジャオ娘┴野上たま

将太の寿司２　Ｗｏｒｌｄ　Ｓｔａｇｅ（２） 600 寺沢大介 人妻の唇は缶チューハイの味がして（２） 650 チンジャオ娘┴野上たま

将太の寿司２　Ｗｏｒｌｄ　Ｓｔａｇｅ（３） 600 寺沢大介 人妻の唇は缶チューハイの味がして（３） 650 チンジャオ娘┴野上たま

将太の寿司２　Ｗｏｒｌｄ　Ｓｔａｇｅ（４） 600 寺沢大介 人妻の唇は缶チューハイの味がして（４） 650 チンジャオ娘┴野上たま

つくりばなし 600 木下晋也 人妻の唇は缶チューハイの味がして（５） 650 チンジャオ娘┴野上たま

スパイの家（１） 619 真刈信二┴雨松 人妻の唇は缶チューハイの味がして（６） 650 チンジャオ娘┴野上たま

スパイの家（２） 619 真刈信二┴雨松 人妻の唇は缶チューハイの味がして（７） 650 チンジャオ娘┴野上たま

スパイの家（３） 619 真刈信二┴雨松 人妻の唇は缶チューハイの味がして（８） 650 チンジャオ娘┴野上たま

スパイの家（４） 619 真刈信二┴雨松 人妻の唇は缶チューハイの味がして（９） 650 チンジャオ娘┴野上たま

スパイの家（５） 619 真刈信二┴雨松 人妻の唇は缶チューハイの味がして（１０） 650 チンジャオ娘┴野上たま

スパイの家（６） 620 真刈信二┴雨松

犬になったら好きな人に拾われた。（３）【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

ポテン生活（１） 600 木下晋也 菌と鉄（１） 450 片山あやか

ポテン生活（２） 600 木下晋也 菌と鉄（２） 450 片山あやか

ポテン生活（３） 600 木下晋也 菌と鉄（３） 450 片山あやか



ポテン生活（４） 600 木下晋也 金の糸（１） 450 稲妻桂

ポテン生活（５） 600 木下晋也 金の糸（２） 450 稲妻桂

ポテン生活（６） 600 木下晋也 ひよこと夜と遊園地（１） 760 ｙｍｚ

ポテン生活（７） 600 木下晋也 宵々モノローグ　小冊子付き特別仕立て 1000 じゃのめ

ポテン生活（８） 600 木下晋也 宵々モノローグ　通常版 760 じゃのめ

ポテン生活（９） 600 木下晋也 スロー・ジェットコースター（１） 450 佐倉チカコ

ポテン生活（１０） 600 木下晋也 スロー・ジェットコースター（２） 450 佐倉チカコ

劇画・長谷川　伸シリーズ　瞼の母 1095 長谷川伸┴小林まこと スロー・ジェットコースター（３） 450 佐倉チカコ

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ　ｂｌａｃｋ　ｈｏｗｌｉｎｇ 1143 岡田芽武 花嫁はもう一度恋をする［ホワイトハートコミック］（１） 600 田茂たも太┴火崎勇

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ　ｂｌａｃｋ　ｗｉｎｇ 1171 岡田芽武 花嫁はもう一度恋をする［ホワイトハートコミック］（２） 600 田茂たも太┴火崎勇

ＳＨＡＤＯＷ　ＳＫＩＬＬ　ｐｈａｎｔｏｍ　ｏｆ　ｓｈａｄｅ 905 岡田芽武 花嫁はもう一度恋をする［ホワイトハートコミック］（３） 600 田茂たも太┴火崎勇

ミタライ　探偵御手洗潔の事件記録（１） 600 島田荘司┴原点火 運命の皇帝［ホワイトハートコミック］（１） 600 望月桜┴貴嶋啓

ミタライ　探偵御手洗潔の事件記録（２） 600 島田荘司┴原点火 運命の皇帝［ホワイトハートコミック］（２） 600 望月桜┴貴嶋啓

ミタライ　探偵御手洗潔の事件記録（３） 600 島田荘司┴原点火 運命の皇帝［ホワイトハートコミック］（３） 600 望月桜┴貴嶋啓

セケンノハテマデ（１） 600 サライネス 佐倉は私を好きすぎる（１） 450 雪宮ふゆ

セケンノハテマデ（２） 600 サライネス 佐倉は私を好きすぎる（２） 450 雪宮ふゆ

セケンノハテマデ（３） 600 サライネス 佐倉は私を好きすぎる（３） 450 雪宮ふゆ

セケンノハテマデ（４） 600 サライネス 私の好きはかくせない。（１） 450 三月薫

ダーティー・クライスト・スーパースター（１） 600 西山優里子 私の好きはかくせない。（２） 450 三月薫

ダーティー・クライスト・スーパースター（２） 600 西山優里子 私の好きはかくせない。（３） 450 三月薫

独身ＯＬのすべて（１） 950 まずりん アンライバルド　ＮＡＯＭＩ天下一（１） 540 上北ふたご┴水野タマ┴大坂まり

独身ＯＬのすべて（２） 950 まずりん アンライバルド　ＮＡＯＭＩ天下一（２） 540 上北ふたご┴水野タマ┴大坂まり

独身ＯＬのすべて（３） 950 まずりん 超絶片思いハイスペック吉田（１） 450 藤沢志月

独身ＯＬのすべて（４） 950 まずりん 超絶片思いハイスペック吉田（２） 450 藤沢志月

独身ＯＬのすべて（５） 950 まずりん 夜の下で待ち合わせ（１） 450 三次マキ

独身ＯＬのすべて（６） 950 まずりん 夜の下で待ち合わせ（２） 450 三次マキ

独身ＯＬのすべて（７） 950 まずりん 夜の下で待ち合わせ（３） 450 三次マキ

独身ＯＬのすべて（８） 950 まずりん 棗センパイに迫られる日々（１） 450 かみのるり

独身ＯＬのすべて（９） 950 まずりん 棗センパイに迫られる日々（２） 450 かみのるり

独身ＯＬのすべて（１０） 1000 まずりん 棗センパイに迫られる日々（３） 450 かみのるり

フィラメント～漆原友紀作品集～ 600 漆原友紀 棗センパイに迫られる日々（４） 450 かみのるり

ダイヤのＡ　公式ガイドブック（表） 620 寺嶋裕二┴週刊少年マガジン編集部 アナザードア　異世界怪奇譚（１） 440 上野すばる

ダイヤのＡ　公式ガイドブック（裏） 620 寺嶋裕二┴週刊少年マガジン編集部 アナザードア　異世界怪奇譚（２） 440 上野すばる

それではさっそくＢｕｏｎａｐｐｅｔｉｔｏ！ 800 ヤマザキマリ おもちゃ箱革命（１） 440 八木ちあき

アラビア猫のゴルム（１） 700 ヤマザキマリ おもちゃ箱革命（２） 440 八木ちあき

アラビア猫のゴルム（２） 700 ヤマザキマリ おもちゃ箱革命（３） 440 八木ちあき

クーロンフィーユ（１） 420 よしづきくみち おもちゃ箱革命（４） 440 八木ちあき

クーロンフィーユ（２） 420 よしづきくみち おもちゃ箱革命（５） 440 八木ちあき

クーロンフィーユ（３） 420 よしづきくみち せりなリニューアル！ 440 高瀬綾

ディアボロのスープ（１） 420 岡崎純平 桜咲くころ 440 八木ちあき

ディアボロのスープ（２） 420 岡崎純平 子ねこちゃんメトロノーム 440 八木ちあき

ディアボロのスープ（３） 420 岡崎純平 魔奇の学級日誌 440 上野すばる

ディアボロのスープ（４） 420 岡崎純平 夢食案内人 440 立川恵

マイ・フェア・ネイバー 420 森野萌 ＲｓＲアールズレボリューション 440 えぬえけい

マックミランの女子野球部（１） 420 須賀達郎 らぶキョ　～家庭教師が××すぎて勉強どころじゃない～（１） 600 多喜れい

マックミランの女子野球部（２） 420 須賀達郎 らぶキョ　～家庭教師が××すぎて勉強どころじゃない～（２） 600 多喜れい

マックミラン高校女子硬式野球部（１） 420 須賀達郎 らぶキョ　～家庭教師が××すぎて勉強どころじゃない～（３） 600 多喜れい

マックミラン高校女子硬式野球部（２） 420 須賀達郎 双子の男女がわからない（１） 600 阿部花次郎

ミュージアム（１） 600 巴亮介 双子の男女がわからない（２） 600 阿部花次郎

ミュージアム（２） 600 巴亮介 双子の男女がわからない（３） 600 阿部花次郎

ミュージアム（３） 600 巴亮介 天使のフライパン（１） 450 小川悦司

モンクロチョウ（１） 600 日暮キノコ 天使のフライパン（２） 450 小川悦司

モンクロチョウ（２） 600 日暮キノコ 天使のフライパン（３） 450 小川悦司

モンクロチョウ（３） 600 日暮キノコ 天使のフライパン（４） 450 小川悦司

モーレツ！イタリア家族 800 ヤマザキマリ 天使のフライパン（５） 450 小川悦司

余命￥２０，０００，０００－（１） 600 草野佑 異修羅　－新魔王戦争－（１） 600 メグリ┴珪素

余命￥２０，０００，０００－（２） 600 草野佑 異修羅　－新魔王戦争－（２） 600 メグリ┴珪素┴クレタ

僕たち、真剣交際しています。 420

熊岡冬夕┴Ｉｓｈｉｋｏ┴吉井ユウ┴も

すこ┴るかな┴町野いろは 甘神さんちの縁結び（１） 450 内藤マーシー

地球恋愛（１） 600 ヤマザキマリ 甘神さんちの縁結び（２） 450 内藤マーシー

幽霊な彼女と心霊な僕（１） 600 南国ばなな 甘神さんちの縁結び（３） 450 内藤マーシー

幽霊な彼女と心霊な僕（２） 600 南国ばなな 甘神さんちの縁結び（４） 450 内藤マーシー

恋の水ください 420 さつきしろろ 甘神さんちの縁結び（５） 450 内藤マーシー

箱庭ヘブン（１） 420 羽柴麻央 甘神さんちの縁結び（６） 450 内藤マーシー

箱庭ヘブン（２） 420 羽柴麻央 甘神さんちの縁結び（７） 450 内藤マーシー

シニガミ×ドクター（１） 600 唐々煙 甘神さんちの縁結び（８） 450 内藤マーシー

シニガミ×ドクター（２） 600 唐々煙 弑逆契約者ファウスツ（１） 450 星野泰視

シニガミ×ドクター（３） 600 唐々煙 弑逆契約者ファウスツ（２） 450 星野泰視

神は細部に宿るのよ（１） 700 久世番子 弑逆契約者ファウスツ（３） 450 星野泰視

神は細部に宿るのよ（２） 700 久世番子 弑逆契約者ファウスツ（４） 450 星野泰視

神は細部に宿るのよ（３） 700 久世番子 英戦のラブロック（１） 470 シヒラ竜也

神は細部に宿るのよ（４） 700 久世番子 英戦のラブロック（２） 450 シヒラ竜也

神は細部に宿るのよ（５） 700 久世番子 英戦のラブロック（３） 450 シヒラ竜也

神は細部に宿るのよ（６） 700 久世番子 英戦のラブロック（４） 450 シヒラ竜也

神は細部に宿るのよ（７） 500 久世番子 賢者が仲間になった！（１） 450 アズ

金田一少年の事件簿Ｒ（１） 420 天樹征丸┴さとうふみや 賢者が仲間になった！（２） 450 アズ

金田一少年の事件簿Ｒ（２） 420 天樹征丸┴さとうふみや 賢者が仲間になった！（３） 450 アズ

金田一少年の事件簿Ｒ（３） 420 天樹征丸┴さとうふみや 東京リベンジャーズ　ＴＶアニメ公式ガイドブック 750 週刊少年マガジン編集部┴和久井健

金田一少年の事件簿Ｒ（４） 420 天樹征丸┴さとうふみや 瀬尾公治短編集　ＴＨＥお風呂回 450 瀬尾公治

金田一少年の事件簿Ｒ（５） 420 天樹征丸┴さとうふみや すてきにディッシュアップ！ 440 野村あきこ

金田一少年の事件簿Ｒ（６） 420 天樹征丸┴さとうふみや ぜんまいじかけのティナ（１） 440 あゆみゆい┴明貴美加

金田一少年の事件簿Ｒ（７） 420 天樹征丸┴さとうふみや ぜんまいじかけのティナ（２） 440 あゆみゆい┴明貴美加

金田一少年の事件簿Ｒ（８） 420 天樹征丸┴さとうふみや ぜんまいじかけのティナ（３） 440 あゆみゆい┴明貴美加

金田一少年の事件簿Ｒ（９） 420 天樹征丸┴さとうふみや ほしいのはひとつだけ（１） 440 高瀬綾

金田一少年の事件簿Ｒ（１０） 420 天樹征丸┴さとうふみや ほしいのはひとつだけ（２） 440 高瀬綾

金田一少年の事件簿Ｒ（１１） 420 天樹征丸┴さとうふみや ほしいのはひとつだけ（３） 440 高瀬綾

金田一少年の事件簿Ｒ（１２） 420 天樹征丸┴さとうふみや 恥じらう君が見たいんだ（１） 660 甜米らくれ

金田一少年の事件簿Ｒ（１３） 420 天樹征丸┴さとうふみや 恥じらう君が見たいんだ（２） 660 甜米らくれ

金田一少年の事件簿Ｒ（１４） 420 天樹征丸┴さとうふみや 恥じらう君が見たいんだ（３） 660 甜米らくれ

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１） 933 木城ゆきと 恥じらう君が見たいんだ（４） 660 甜米らくれ

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（２） 933 木城ゆきと 地球から来たエイリアン（１） 660 有馬慎太郎

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（３） 933 木城ゆきと 地球から来たエイリアン（２） 660 有馬慎太郎

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（４） 933 木城ゆきと ＪＫさんちのサルトルさん（１） 650 さのさくら┴大間九郎

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（５） 933 木城ゆきと ＪＫさんちのサルトルさん（２） 650 さのさくら┴大間九郎

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（６） 933 木城ゆきと ＪＫさんちのサルトルさん（３） 650 さのさくら┴大間九郎

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（７） 933 木城ゆきと ヘビオ　寄宿舎人外ダヰアリー（１） 650 モコ

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（８） 933 木城ゆきと ヘビオ　寄宿舎人外ダヰアリー（２） 650 モコ

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（９） 933 木城ゆきと 上京生活録イチジョウ（１） 680 三好智樹┴瀬戸義明┴萩原天晴┴福本伸行

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１０） 933 木城ゆきと 上京生活録イチジョウ（２） 680 三好智樹┴瀬戸義明┴萩原天晴┴福本伸行

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１１） 1180 木城ゆきと 上京生活録イチジョウ（３） 680 三好智樹┴瀬戸義明┴萩原天晴┴福本伸行

銃夢Ｌａｓｔ　Ｏｒｄｅｒ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１２） 1220 木城ゆきと 上京生活録イチジョウ（４） 680 三好智樹┴瀬戸義明┴萩原天晴┴福本伸行

ｔｓｕｎａｍｉｘ（１） 500 海野つなみ 上京生活録イチジョウ（５） 680 三好智樹┴瀬戸義明┴萩原天晴┴福本伸行

ｔｓｕｎａｍｉｘ（２） 500 海野つなみ あしたもドキドキしてやるっ 420 岡野セキ

アツい…心も体も桃色！　禁断ホットラブ！！ 420 相川ヒロ┴餡蜜┴三生まなみ┴叶のりこ アトリエヒライス－森のちいさな指輪屋さん－ 720 谷口リヨ果

世界でいちばん優しい音楽（１） 700 小沢真理 この恋は気づかれたくない！ 420 空華みあ

世界でいちばん優しい音楽（２） 700 小沢真理 ばけものくらぶ（１） 600 コダマナオコ┴日日日

世界でいちばん優しい音楽（３） 700 小沢真理 ばけものくらぶ（２） 600 コダマナオコ┴日日日

世界でいちばん優しい音楽（４） 700 小沢真理 乙女×乱舞 600 今村陽子

世界でいちばん優しい音楽（５） 700 小沢真理 摩訶ソサエティ（１） 600 ミキマキ



世界でいちばん優しい音楽（６） 700 小沢真理 摩訶ソサエティ（２）　だからオタクになりなさい！ 600 ミキマキ

世界でいちばん優しい音楽（７） 700 小沢真理 摩訶ソサエティ（３）　今日もオタクは最高です！ 600 ミキマキ

世界でいちばん優しい音楽（８） 700 小沢真理 ヴァンパイア様があきらめない！（１） 500 きたじまどか

恋命シリーズ（１）　恋命の小さな奇跡 420 三月薫 ヴァンパイア様があきらめない！（２） 500 きたじまどか

恋命シリーズ（２）　恋命と夢で逢えたら 420 三月薫 ヴァンパイア様があきらめない！（３） 500 きたじまどか

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１） 420 赤松健 ヴァンパイア様があきらめない！（４） 500 きたじまどか

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２） 420 赤松健 ヴァンパイア様があきらめない！（５） 500 きたじまどか

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（３） 420 赤松健 ヤンキー水戸黄門（１） 650 和田洋人

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（４） 420 赤松健 傀儡戦記（１） 900

高殿円┴蛇蔵┴白浜鴎┴中田春彌┴山本小松

┴おかざき真里

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（５） 420 赤松健 帰らないおじさん 650 西村マリコ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（６） 420 赤松健 ＢｏｉｃｈｉオリジナルＳＦ短編集（１）　時空の旅人 1200 Ｂｏｉｃｈｉ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（７） 420 赤松健 ＢｏｉｃｈｉオリジナルＳＦ短編集（２）　名も無き戦士 1200 Ｂｏｉｃｈｉ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（８） 420 赤松健 謎解きよりも大変だ（１） 660 遠藤準

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（９） 420 赤松健 謎解きよりも大変だ（２） 660 遠藤準

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１０） 420 赤松健 謎解きよりも大変だ（３） 660 遠藤準

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１１） 420 赤松健 Ｃｏｃｏｏｎ（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 見延案山子┴夏原エヰジ┴割田コマ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１２） 420 赤松健 Ｃｏｃｏｏｎ（２） 650 見延案山子┴夏原エヰジ┴割田コマ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１３） 420 赤松健 Ｃｏｃｏｏｎ（３） 650 見延案山子┴夏原エヰジ┴割田コマ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１４） 420 赤松健

勇者小隊　寡黙勇者は流されない（１）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 650 石口十

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１５） 420 赤松健 勇者小隊　寡黙勇者は流されない（２） 600 石口十

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１６） 420 赤松健

勇者小隊　寡黙勇者は流されない（３）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 石口十

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１７） 420 赤松健 勇者小隊　寡黙勇者は流されない（４） 600 石口十

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１８） 420 赤松健 勇者小隊　寡黙勇者は流されない（５） 600 石口十

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（１９） 420 赤松健 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　公式アニメガイド 1200 講談社

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２０） 420 赤松健 ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡＤ　２０４１（１） 660

飯田譲治・ＮＩＧＨＴＨＥＡＤ２０４１製作

委員会┴小川慧

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２１） 420 赤松健 ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡＤ　２０４１（２） 660

飯田譲治・ＮＩＧＨＴＨＥＡＤ２０４１製作

委員会┴小川慧

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２２） 420 赤松健 ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡＤ　２０４１（３） 660

飯田譲治・ＮＩＧＨＴＨＥＡＤ２０４１製作

委員会┴小川慧

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２３） 420 赤松健 ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡＤ　２０４１（４） 660

飯田譲治・ＮＩＧＨＴＨＥＡＤ２０４１製作

委員会┴小川慧

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２４） 420 赤松健 きみとピコピコ（１） 640 ゆずチリ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２５） 420 赤松健 きみとピコピコ（２） 640 ゆずチリ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２６） 450 赤松健 きみとピコピコ（３） 640 ゆずチリ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２７） 450 赤松健 きみとピコピコ（４） 640 ゆずチリ

ＵＱ　ＨＯＬＤＥＲ！（２８） 450 赤松健

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレ

ベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆

『ざまぁ！』します！（１） 630 大前貴史┴明鏡シスイ┴ｔｅｆ

セキセイインコ（１） 600 和久井健

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレ

ベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆

『ざまぁ！』します！（２） 630 大前貴史┴明鏡シスイ┴ｔｅｆ

セキセイインコ（２） 600 和久井健

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレ

ベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆

『ざまぁ！』します！（３） 630 大前貴史┴明鏡シスイ┴ｔｅｆ

セキセイインコ（３） 600 和久井健

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレ

ベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆

『ざまぁ！』します！（４） 630 大前貴史┴明鏡シスイ┴ｔｅｆ

セキセイインコ（４） 600 和久井健

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレ

ベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆

『ざまぁ！』します！（５） 630 大前貴史┴明鏡シスイ┴ｔｅｆ

セキセイインコ（５） 600 和久井健

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレ

ベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆

『ざまぁ！』します！（６） 630 大前貴史┴明鏡シスイ┴ｔｅｆ

初恋少年少女（１） 420 フクシマハルカ あらばしり（１） 800 タクミユウ┴橘ケンチ┴平沼紀久

初恋少年少女（２） 420 フクシマハルカ うちの師匠はしっぽがない（６）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

喧嘩稼業（１） 600 木多康昭 マッスルグリル　ＴＨＥ　ＣＯＭＩＣ（１） 780 亀ユウキ┴マッスルグリル

喧嘩稼業（２） 600 木多康昭 マッスルグリル　ＴＨＥ　ＣＯＭＩＣ（２） 780 亀ユウキ┴マッスルグリル

喧嘩稼業（３） 600 木多康昭 いま「余生」って言いました？（１） 630 アキヤマ香

喧嘩稼業（４） 600 木多康昭 いま「余生」って言いました？（２） 630 アキヤマ香

喧嘩稼業（５） 600 木多康昭 いま「余生」って言いました？（３） 630 アキヤマ香

喧嘩稼業（６） 600 木多康昭

キスは１０年たってから（１）　【電子版限定：猫になった白井くんに愛さ

れる！いちゃラブ描き下ろしつき】 470 中村ユキチ

喧嘩稼業（７） 600 木多康昭

キスは１０年たってから（２）　【電子版限定：お酒に酔った莉子が白井

くんと…！ないちゃラブ描き下ろしつき】 470 中村ユキチ

喧嘩稼業（８） 600 木多康昭 キスは１０年たってから（３） 470 中村ユキチ

喧嘩稼業（９） 600 木多康昭 キスは１０年たってから（４） 470 中村ユキチ

喧嘩稼業（１０） 600 木多康昭 君のことが好きで言えない。（１） 420 みかみふみ

喧嘩稼業（１１） 630 木多康昭 君のことが好きで言えない。（２） 490 みかみふみ

喧嘩稼業（１２） 630 木多康昭 はあとシグナル（１） 440 八木ちあき

喧嘩稼業（１３） 660 木多康昭 はあとシグナル（２） 440 八木ちあき

ＰＡＣＴ（１） 600 久慈進之介 ポケット　パーク（１） 440 八木ちあき

ＰＡＣＴ（２） 600 久慈進之介 ポケット　パーク（２） 440 八木ちあき

ＰＡＣＴ（３） 600 久慈進之介 ポケット　パーク（３） 440 八木ちあき

ＰＡＣＴ（４） 600 久慈進之介 メリーゴーランド（１） 440 八木ちあき

ＰＡＣＴ（５） 600 久慈進之介 メリーゴーランド（２） 440 八木ちあき

トモダチゲーム（１） 420 山口ミコト┴佐藤友生 メリーゴーランド（３） 440 八木ちあき

トモダチゲーム（２） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リトル行進曲（１） 440 八木ちあき

トモダチゲーム（３） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リトル行進曲（２） 440 八木ちあき

トモダチゲーム（４） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リトル行進曲（３） 440 八木ちあき

トモダチゲーム（５） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リトル行進曲（４） 440 八木ちあき

トモダチゲーム（６） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リリィ＆アールのふしぎなお店（１） 440 高瀬綾

トモダチゲーム（７） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リリィ＆アールのふしぎなお店（２） 440 高瀬綾

トモダチゲーム（８） 420 山口ミコト┴佐藤友生 リリィ＆アールのふしぎなお店（３） 440 高瀬綾

トモダチゲーム（９） 420 山口ミコト┴佐藤友生 ＯＤＡＩＢＡラブサバイバル（１） 440 白沢まりも┴小林深雪

トモダチゲーム（１０） 420 山口ミコト┴佐藤友生 ＯＤＡＩＢＡラブサバイバル（２） 440 白沢まりも┴小林深雪

トモダチゲーム（１１） 420 山口ミコト┴佐藤友生 夢見なサイキック！（１） 440 水上航

トモダチゲーム（１２） 420 佐藤友生┴山口ミコト 夢見なサイキック！（２） 440 水上航

トモダチゲーム（１３） 420 佐藤友生┴山口ミコト 夢見なサイキック！（３） 440 水上航

トモダチゲーム（１４） 420 佐藤友生┴山口ミコト 新本格魔法少女りすか（１） 709 絵本奈央┴西尾維新

トモダチゲーム（１５） 420 佐藤友生┴山口ミコト 新本格魔法少女りすか（２） 630 絵本奈央┴西尾維新

トモダチゲーム（１６） 420 佐藤友生┴山口ミコト 新本格魔法少女りすか（３） 630 絵本奈央┴西尾維新

トモダチゲーム（１７） 420 佐藤友生┴山口ミコト 新本格魔法少女りすか（４） 630 絵本奈央┴西尾維新

トモダチゲーム（１８） 450 佐藤友生┴山口ミコト イレギュラーズ（１） 450 松本直記

トモダチゲーム（１９） 450 佐藤友生┴山口ミコト イレギュラーズ（２） 450 松本直記

トモダチゲーム（２０） 450 佐藤友生┴山口ミコト イレギュラーズ（３） 450 松本直記

トモダチゲーム（２１） 450 佐藤友生┴山口ミコト イレギュラーズ（４） 450 松本直記

アビス（１） 420 長田龍伯 イレギュラーズ（５） 450 松本直記

アビス（２） 420 長田龍伯 イレギュラーズ（６） 450 松本直記

アビス（３） 420 長田龍伯 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（１） 450 久世蘭

アビス（４） 420 長田龍伯 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（２） 450 久世蘭

アビス（５） 420 長田龍伯 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（３） 450 久世蘭

アビス（６） 420 長田龍伯 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（４） 450 久世蘭

アビス（７） 420 長田龍伯 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（５） 450 久世蘭

アビス（８） 420 長田龍伯 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（６） 450 久世蘭



アルスラーン戦記（１） 420 荒川弘┴田中芳樹 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（７） 450 久世蘭

アルスラーン戦記（２） 420 荒川弘┴田中芳樹 お世話になりますオオカミくん（１） 420 茜音かや

アルスラーン戦記（３） 420 荒川弘┴田中芳樹 死相学探偵（１） 660 西塚ｅｍ┴三津田信三

アルスラーン戦記（４） 420 荒川弘┴田中芳樹 死相学探偵（２） 660 西塚ｅｍ┴三津田信三

アルスラーン戦記（５） 420 荒川弘┴田中芳樹 死相学探偵（３） 660 西塚ｅｍ┴三津田信三

アルスラーン戦記（６） 420 荒川弘┴田中芳樹 ヒミツの薔薇十字団（１） 600 英貴

アルスラーン戦記（７） 420 荒川弘┴田中芳樹 ヒミツの薔薇十字団（２） 600 英貴

アルスラーン戦記（８） 420 荒川弘┴田中芳樹 マジメちゃんとボンボンくん（１） 420 さくら梨愛

アルスラーン戦記（９） 420 荒川弘┴田中芳樹 マノン　警官見習い中 600 英貴

アルスラーン戦記（１０） 420 荒川弘┴田中芳樹 るなしい（１） 650 意志強ナツ子

アルスラーン戦記（１１） 420 荒川弘┴田中芳樹 るなしい（２） 720 意志強ナツ子

アルスラーン戦記（１２） 420 荒川弘┴田中芳樹 王子様、この恋は運命ですか？（１） 500 菜々民

アルスラーン戦記（１３） 420 荒川弘┴田中芳樹 王子様、この恋は運命ですか？（２） 500 菜々民

アルスラーン戦記（１４） 420 荒川弘┴田中芳樹 君とはじめての夏（１） 420 木野楓子

アルスラーン戦記（１５） 450 荒川弘┴田中芳樹

シャングリラ・フロンティア（５）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

アルスラーン戦記（１６） 450 荒川弘┴田中芳樹 Ｑ、恋ってなんですか？（１） 680 ＦｉｏｋＬｅｅ

アルスラーン戦記（１７） 450 荒川弘┴田中芳樹 Ｑ、恋ってなんですか？（２） 680 ＦｉｏｋＬｅｅ

アルスラーン戦記（１８） 450 荒川弘┴田中芳樹 Ｑ、恋ってなんですか？（３） 680 ＦｉｏｋＬｅｅ

トータスデリバリー（１） 420 志水アキ ワールド　イズ　ダンシング（１） 650 三原和人

トータスデリバリー（２） 420 志水アキ ワールド　イズ　ダンシング（２） 650 三原和人

進撃の巨人　悔いなき選択（１） 450

諫山創┴駿河ヒカル┴砂阿久雁（ニトロプラ

ス）┴「進撃の巨人」製作委員会 ワールド　イズ　ダンシング（３） 650 三原和人

進撃の巨人　悔いなき選択（２） 450

諫山創┴駿河ヒカル┴砂阿久雁（ニトロプラ

ス）┴「進撃の巨人」製作委員会 ワールド　イズ　ダンシング（４） 650 三原和人

ＩＴＡＮ１９号 500 ＩＴＡＮ編集部 ワールド　イズ　ダンシング（５） 650 三原和人

ＩＴＡＮ２０号 500 ＩＴＡＮ編集部 ワールド　イズ　ダンシング（６） 650 三原和人

ＩＴＡＮ２１号 500 ＩＴＡＮ編集部 銀河のカーテンコール（１） 650 北駒生

ＩＴＡＮ２２号 500 ＩＴＡＮ編集部 銀河のカーテンコール（２） 650 北駒生

ＩＴＡＮ２３号 500 ＩＴＡＮ編集部 ＢＡＴＭＡＮ　ＪＵＳＴＩＣＥ　ＢＵＳＴＥＲ（１） 780 清水栄一×下口智裕┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

ＩＴＡＮ２４号 500 ＩＴＡＮ編集部 ＢＡＴＭＡＮ　ＪＵＳＴＩＣＥ　ＢＵＳＴＥＲ（２） 650 清水栄一×下口智裕┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

ＩＴＡＮ２５号 500 ＩＴＡＮ編集部 最後の一皿 500 魚乃目三太

ＩＴＡＮ２６号 500

田中相┴雲田はるこ┴阿仁谷ユイジ┴ヤマ

ザキコレ┴びっけ┴よしだもろへ┴織田涼┴タ

カハシマコ┴サメマチオ┴唐々煙┴群青┴会

田薫┴江口カイム┴魚田南┴長谷川ろく┴

ツナミノユウ┴南国ばなな┴タナカミホ┴森博

嗣┴猫目トーチカ 化け猫あんずちゃん 600 いましろたかし

ＩＴＡＮ２７号 500

雲田はるこ┴ヤマザキコレ┴田中相┴森博

嗣┴猫目トーチカ┴唐々煙┴阿仁谷ユイジ

┴びっけ┴よしだもろへ┴群青┴タカハシマコ

┴会田薫┴織田涼 調理刑事の捜索ごはん（１） 650 馬田イスケ

ＩＴＡＮ２８号 500

森博嗣┴猫目トーチカ┴田中相┴びっけ┴

秋月壱葉┴雲田はるこ┴ヤマザキコレ┴群

青┴唐々煙┴阿仁谷ユイジ┴タカハシマコ┴

たまいずみ┴織田涼 調理刑事の捜索ごはん（２） 650 馬田イスケ

ＩＴＡＮ２９号 500

雲田はるこ┴秋月壱葉┴織田涼┴田中相

┴ヤマザキコレ┴有永イネ┴雨宮もえ┴阿仁

谷ユイジ┴ひるのつき子┴群青┴よしだもろへ

┴タカハシマコ┴たまいずみ 調理刑事の捜索ごはん（３） 680 馬田イスケ

ＩＴＡＮ３０号 500

秋月壱葉┴雲田はるこ┴織田涼┴ヤマザキ

コレ┴ネルノダイスキ┴田中相┴猫目トーチカ

┴びっけ┴よしだもろへ┴群青┴たまいずみ

┴タカハシマコ┴ひるのつき子 初恋フェイクファミリー 750 町田とまと

ＩＴＡＮ３１号 500

織田涼┴雲田はるこ┴アサミジョー┴水寺葛

┴秋月壱葉┴群青┴ヤマザキコレ┴びっけ

┴鳥屋┴たまいずみ┴タカハシマコ┴ネルノダ

イスキ┴露木彩 機龍警察（１） 690 月村了衛┴フクダイクミ┴イナベカズ

ＩＴＡＮ３２号 500

雲田はるこ┴田中相┴ヤマザキコレ┴元田

可奈子┴釣巻和┴びっけ┴阿仁谷ユイジ┴

群青┴秋月壱葉┴タカハシマコ┴織田涼 機龍警察（２） 690 月村了衛┴フクダイクミ┴イナベカズ

ＩＴＡＮ３３号 500

田中相┴秋月壱葉┴タナカミホ┴鳥屋┴ひ

るのつき子┴阿仁谷ユイジ┴雨宮もえ┴ほし

のもも┴群青┴まわれぎみ┴タカハシマコ┴

織田涼 ゴリせん（１）～パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師～ 630 酒井大輔

ＩＴＡＮ３４号 500

雲田はるこ┴三浦しをん┴田中相┴モリエサ

トシ┴ひるのつき子┴タナカミホ┴ヤマザキコレ

┴阿仁谷ユイジ┴秋月壱葉┴びっけ┴雨宮

もえ┴群青┴タカハシマコ┴織田涼 ゴリせん（２）～パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師～ 660 酒井大輔

ＩＴＡＮ３５号 500

ヤマザキコレ┴モリエサトシ┴雲田はるこ┴三

浦しをん┴茂木清香┴ひるのつき子┴田中

相┴阿仁谷ユイジ┴びっけ┴タナカミホ┴群

青┴秋月壱葉┴タカハシマコ┴吉村あまぐ ゴリせん（３）～パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師～ 660 酒井大輔

ＩＴＡＮ３６号 500

雲田はるこ┴三浦しをん┴モリエサトシ┴ヤマ

ザキコレ┴田中相┴遠田おと┴阿仁谷ユイジ

┴タナカミホ┴茂木清香┴ひるのつき子┴群

青┴びっけ┴ユッ果┴織田涼 ゴリせん（４）～パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師～ 660 酒井大輔

ＩＴＡＮ３７号 500

釣巻和┴田中相┴ヤマザキコレ┴雲田はる

こ┴三浦しをん┴茂木清香┴モリエサトシ┴

ひるのつき子┴秋月壱葉┴びっけ┴群青┴

ユッ果 年下の先輩（１） 660 檜原フキ

ＩＴＡＮ３８号 500

ヤマザキコレ┴釣巻和┴雲田はるこ┴三浦し

をん┴吉村あまぐ┴田中相┴モリエサトシ┴

茂木清香┴ひるのつき子┴びっけ┴秋月壱

葉┴群青┴織田涼 年下の先輩（２） 660 檜原フキ

ＩＴＡＮ３９号 500

雲田はるこ┴三浦しをん┴ヤマザキコレ┴モリ

エサトシ┴田中相┴茂木清香┴鳥屋┴釣

巻和┴やまだはるか┴ひるのつき子┴秋月壱

葉┴高畠りょうこ┴織田涼 年下の先輩（３） 660 檜原フキ

ＩＴＡＮ４０号 500

織田涼┴モリエサトシ┴茂木清香┴釣巻和

┴雲田はるこ┴三浦しをん┴ヤマザキコレ┴

田中相┴遠田おと┴びっけ┴ひるのつき子┴

やまだはるか┴秋月壱葉 年下の先輩（４） 660 檜原フキ

ＩＴＡＮ４１号 500

田中相┴モリエサトシ┴ヤマザキコレ┴釣巻

和┴織田涼┴やまだはるか┴びっけ┴ひるの

つき子┴ユッ果┴高畠りょうこ┴元田可奈子

┴鳥屋 錬金術無人島サヴァイブ（１） 680 保志レンジ┴伊口紺

ＩＴＡＮ４２号 500

田中相┴モリエサトシ┴丸木戸マキ┴織田

涼┴釣巻和┴茂木清香┴村岡恵┴びっけ

┴やまだはるか┴ひるのつき子┴ユッ果 錬金術無人島サヴァイブ（２） 680 伊口紺┴保志レンジ

ＩＴＡＮ４３号 500

織田涼┴丸木戸マキ┴田中相┴茂木清香

┴後藤┴釣巻和┴モリエサトシ┴やまだはる

か┴びっけ┴ユッ果┴ひるのつき子 錬金術無人島サヴァイブ（３） 680 伊口紺┴保志レンジ

ＩＴＡＮ４４号 500

丸木戸マキ┴田中相┴織田涼┴茂木清香

┴やまだはるか┴高畠りょうこ┴朴玲華┴びっ

け┴嵜山弓┴ひるのつき子┴ユッ果┴鳥屋 錬金術無人島サヴァイブ（４） 680 伊口紺┴保志レンジ

ネギま！？　ｎｅｏ（１） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト さよならキャンドル（１） 800 清野とおる

ネギま！？　ｎｅｏ（２） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト さよならキャンドル（２） 800 清野とおる



ネギま！？　ｎｅｏ（３） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト グッドファザーボード（１） 660 見ル野栄司┴大竹玲二

ネギま！？　ｎｅｏ（４） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト グッドファザーボード（２） 660 見ル野栄司┴大竹玲二

ネギま！？　ｎｅｏ（５） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト グッドファザーボード（３） 730 見ル野栄司┴大竹玲二

ネギま！？　ｎｅｏ（６） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト

食糧人類Ｒｅ：　－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ｒｅ：ｖｅｌａｔｉｏｎ

－（１） 660 イナベカズ┴蔵石ユウ┴水谷健吾

ネギま！？　ｎｅｏ（７） 420 赤松健┴藤真拓哉┴シャフト

食糧人類Ｒｅ：　－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ｒｅ：ｖｅｌａｔｉｏｎ

－（２） 680 イナベカズ┴蔵石ユウ┴水谷健吾

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（１）　特命社員誕生！ 600 柳沢きみお

食糧人類Ｒｅ：　－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ｒｅ：ｖｅｌａｔｉｏｎ

－（３） 680 イナベカズ┴蔵石ユウ┴水谷健吾

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（２）　バブルに舞う蝶 600 柳沢きみお

食糧人類Ｒｅ：　－Ｓｔａｒｖｉｎｇ　Ｒｅ：ｖｅｌａｔｉｏｎ

－（４） 680 イナベカズ┴蔵石ユウ┴水谷健吾

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（３）　バブルの迷宮 600 柳沢きみお

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～　【電子限定特装版】（６） 750 山口ミコト┴まりお

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（４）　バブルの深淵 600 柳沢きみお 呪刻印の転生冒険者　～最強賢者、自由に生きる～（１） 650 やつき┴澄守彩┴卵の黄身

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（５）　タブーなきバブル 600 柳沢きみお 呪刻印の転生冒険者　～最強賢者、自由に生きる～（２） 650 やつき┴澄守彩┴卵の黄身

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（６）　バブルに咲く花 600 柳沢きみお 呪刻印の転生冒険者　～最強賢者、自由に生きる～（３） 600 やつき┴澄守彩┴卵の黄身

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（７）　バブルは嗤う 600 柳沢きみお 僕たちのリアリティショー（１） 650 ふみふみこ

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（８）　うたかたの東京 600 柳沢きみお 僕たちのリアリティショー（２） 700 ふみふみこ

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（９）　バブルの熱い夜 600 柳沢きみお あの子の子ども（１） 450 蒼井まもる

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（１０）　沸騰する東京 640 柳沢きみお あの子の子ども（２） 450 蒼井まもる

極厚 特命係長 只野仁 ルーキー編（１１）　灼熱のバブル 700 柳沢きみお あの子の子ども（３） 450 蒼井まもる

空想亭こばなし（１） 600 横尾公敏 あの子の子ども（４） 450 蒼井まもる

ＬＩＦＥ☆ＬＩＦＥ 420 月山可也 婚約者さまから逃げられない（１） 450 柚月純

ミズサキマキ　水惑星再開発推進機構 600 吉本ゆーすけ 婚約者さまから逃げられない（２） 450 柚月純

大江戸妖怪かわら版（１） 600 香月日輪┴高橋愛 婚約者さまから逃げられない（３） 450 柚月純

大江戸妖怪かわら版（２） 600 香月日輪┴高橋愛 ギルティサークル（１） 630 山本やみー┴門馬司

大江戸妖怪かわら版（３） 600 香月日輪┴高橋愛 ギルティサークル（２） 630 山本やみー┴門馬司

大江戸妖怪かわら版（４） 600 香月日輪┴高橋愛 ギルティサークル（３） 630 山本やみー┴門馬司

大江戸妖怪かわら版（５） 600 香月日輪┴高橋愛 ギルティサークル（４） 630 山本やみー┴門馬司

大江戸妖怪かわら版（６） 600 香月日輪┴高橋愛 ギルティサークル（５） 630 山本やみー┴門馬司

大江戸妖怪かわら版（７） 600 香月日輪┴高橋愛 ギルティサークル（６） 630 山本やみー┴門馬司

大江戸妖怪かわら版（８） 600 香月日輪┴高橋愛 さわらないで小手指くん（１） 630 シンジョウタクヤ

大江戸妖怪かわら版（９） 600 香月日輪┴高橋愛 さわらないで小手指くん（２） 630 シンジョウタクヤ

大江戸妖怪かわら版（１０） 600 香月日輪┴高橋愛 さわらないで小手指くん（３） 630 シンジョウタクヤ

大江戸妖怪かわら版（１１） 600 高橋愛┴香月日輪 さわらないで小手指くん（４） 630 シンジョウタクヤ

イナズマン（１） 400 石ノ森章太郎 そして歩き出す　サッカーと白血病と僕の日常（１） 1100 伊禮ゆきとし┴早川史哉

イナズマン（２） 400 石ノ森章太郎 歳と魔法はキス次第（１） 450 船野真帆

イナズマン（３） 400 石ノ森章太郎 歳と魔法はキス次第（２） 450 船野真帆

イナズマン（４） 400 石ノ森章太郎 歳と魔法はキス次第（３） 450 船野真帆

グリングラス（１） 400 石ノ森章太郎 歳と魔法はキス次第（４） 450 船野真帆

グリングラス（２） 400 石ノ森章太郎 お義姉ちゃんはオトシごろ（１） 500 立花かえ

グリングラス（３） 400 石ノ森章太郎 お義姉ちゃんはオトシごろ（２） 500 立花かえ

スカルマン 400 筒井康隆┴石ノ森章太郎 お義姉ちゃんはオトシごろ（３） 500 立花かえ

レインボー戦隊 400 風田朗（石ノ森章太郎）┴石ノ森章太郎 ホテルシンデレラ～私、ホテル王に買われました～（１） 500 間下めぐみ

ロボット７ 400 石ノ森章太郎 ホテルシンデレラ～私、ホテル王に買われました～（２） 500 間下めぐみ

人造人間キカイダー（１） 400 石ノ森章太郎 ハピエル（３）　【Ｈでお得な電子特装版】 900 平ますお

人造人間キカイダー（２） 400 石ノ森章太郎 のの子さんの彼女くん♂（１） 600 蜂若丸

人造人間キカイダー（３） 400 石ノ森章太郎 のの子さんの彼女くん♂（２） 650 蜂若丸

人造人間キカイダー（４） 400 石ノ森章太郎 花は口ほどにモノを言う（１） 900 追本

人造人間キカイダー（５） 400 石ノ森章太郎 花は口ほどにモノを言う（２） 900 追本

仮面ライダー（１） 400 石ノ森章太郎 Ｔｒａｖｅｌ　ｊｏｕｒｎａｌ 800 海野つなみ

仮面ライダー（２） 400 石ノ森章太郎 ちょろくてかわいい君が好き（１） 450 八田あかり

仮面ライダー（３） 400 石ノ森章太郎 ちょろくてかわいい君が好き（２） 450 八田あかり

仮面ライダーアマゾン 400 石ノ森章太郎 ちょろくてかわいい君が好き（３） 450 八田あかり

仮面ライダーＢｌａｃｋ（１） 400 石ノ森章太郎 ちょろくてかわいい君が好き（４） 450 八田あかり

仮面ライダーＢｌａｃｋ（２） 400 石ノ森章太郎 香月さんの恋する時間（１） 420 相川ヒロ

仮面ライダーＢｌａｃｋ（３） 400 石ノ森章太郎 香月さんの恋する時間（２） 450 相川ヒロ

仮面ライダーＢｌａｃｋ（４） 400 石ノ森章太郎 香月さんの恋する時間（３） 450 相川ヒロ

仮面ライダーＢｌａｃｋ（５） 400 石ノ森章太郎 照れて、見つめて、恋をして（１） 450 帆那みつき

変身忍者嵐（１） 400 石ノ森章太郎 照れて、見つめて、恋をして（２） 450 帆那みつき

変身忍者嵐（２） 400 石ノ森章太郎 私たちはどうかしている（１６）　ミニカラー画集付き特装版 970 安藤なつみ

変身忍者嵐（３） 400 石ノ森章太郎

恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（１）　【電子限定：特別ラブレッスン

描きおろし付き】 470 美麻りん

変身忍者嵐（４） 400 石ノ森章太郎

恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（２）　【電子限定：はじめての夜の

裏話描きおろし付き】 470 美麻りん

宇宙鉄人キョーダイン 400 石ノ森章太郎

恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（３）　【電子限定：初旅行の夜そ

の後描きおろし付き】 470 美麻りん

秘密戦隊ゴレンジャー（１） 400 石ノ森章太郎 恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（４） 470 美麻りん

秘密戦隊ゴレンジャー（２） 400 石ノ森章太郎 言葉遊戯（１） 630 裏田神平┴きむら壱成

秘密戦隊ゴレンジャー（３） 400 石ノ森章太郎 言葉遊戯（２） 650 裏田神平┴きむら壱成

秘密戦隊ゴレンジャー（４） 400 石ノ森章太郎 言葉遊戯（３） 650 裏田神平┴きむら壱成

全裸男と柴犬男　警視庁生活安全部遊撃捜査班（１） 600 香月日輪┴わたなべあじあ 言葉遊戯（４） 650 裏田神平┴きむら壱成

全裸男と柴犬男　警視庁生活安全部遊撃捜査班（２） 600 香月日輪┴わたなべあじあ スカートをはいたおじいさん（上） 660 ちべた店長┴イトウモロコ

ねらいうち！（１） 420 篠原知宏 スカートをはいたおじいさん（下） 660 ちべた店長┴イトウモロコ

ねらいうち！（２） 420 篠原知宏 デュアルマウンド（１） 450 水森崇史

ねらいうち！（３） 420 篠原知宏 デュアルマウンド（２） 450 水森崇史

ねらいうち！（４） 420 篠原知宏 デュアルマウンド（３） 450 水森崇史

ねらいうち！（５） 420 篠原知宏 デュアルマウンド（４） 450 水森崇史

一瞬の風になれ（１） 420 佐藤多佳子┴安田剛士

ヒプノシスマイク－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－ｓｉｄ

ｅ　Ｄ．Ｈ＆Ｂ．Ａ．Ｔ（４）限定版 900

ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴相羽紀行

┴百瀬祐一郎

一瞬の風になれ（２） 420 佐藤多佳子┴安田剛士 Ｂ－ウォンテッド（１） 440 えぬえけい

一瞬の風になれ（３） 420 佐藤多佳子┴安田剛士 Ｂ－ウォンテッド（２） 440 えぬえけい

一瞬の風になれ（４） 420 佐藤多佳子┴安田剛士 Ｂ－ウォンテッド（３） 440 えぬえけい

一瞬の風になれ（５） 420 佐藤多佳子┴安田剛士 Ｂ－ウォンテッド（４） 440 えぬえけい

一瞬の風になれ（６） 420 佐藤多佳子┴安田剛士 Ｂ－ウォンテッド（５） 440 えぬえけい

いちえふ　福島第一原子力発電所労働記（１） 600 竜田一人 Ｂ－ウォンテッド（６） 440 えぬえけい

いちえふ　福島第一原子力発電所労働記（２） 600 竜田一人 おジャ魔女どれみ（１） 440 たかなししずえ┴東堂いづみ

いちえふ　福島第一原子力発電所労働記（３） 600 竜田一人 おジャ魔女どれみ（２） 440 たかなししずえ┴東堂いづみ

もここー（１） 600 木下晋也 おジャ魔女どれみ（３） 440 たかなししずえ┴東堂いづみ

もここー（２） 600 木下晋也 となりの太陽 420 雪川海音

幼なじみは女の子になぁれ（１） 600 森下真央 不器用くんと片想いのうた 600 中村はな

幼なじみは女の子になぁれ（２） 600 森下真央

過保護な若旦那様の甘やかし婚（１）　【電子版限定カラーイラスト＆お

まけマンガ付き】 500 こだち

幼なじみは女の子になぁれ（３） 600 森下真央 過保護な若旦那様の甘やかし婚（２） 500 こだち

狼少年は嘘をつかない（１） 600 清水しの 優雅で野蛮な女たち（１） 500 松本美緒

狼少年は嘘をつかない（２） 600 清水しの 優雅で野蛮な女たち（２） 500 松本美緒

蟲師　特別篇　日蝕む翳 800 漆原友紀 優雅で野蛮な女たち（３） 500 松本美緒

鸞鳳（１） 600 高田裕三 優雅で野蛮な女たち（４） 500 松本美緒

鸞鳳（２） 600 高田裕三 かぼちゃ物語 440 いでまゆみ

いつか、夜明けの空で待ってる。（１） 420 荒木宰 乙女心が傷つくの 440 いでまゆみ

いつか、夜明けの空で待ってる。（２） 420 荒木宰 思いっきりピーマン 440 いでまゆみ

いつか、夜明けの空で待ってる。（３） 420 荒木宰 神様がくれた夏 440 えぬえけい

ＣＨＩＭＥＳ（１） 420 渡辺静 青い月マジック 440 いでまゆみ

ＣＨＩＭＥＳ（２） 420 渡辺静 木の実はあとふる 440 いでまゆみ

ＣＨＩＭＥＳ（３） 420 渡辺静 野性の君に首ったけ 440 いでまゆみ

ＣＨＩＭＥＳ（４） 420 渡辺静 恋する夏はメランコリー 440 いでまゆみ

ＣＨＩＭＥＳ（５） 420 渡辺静 ビターエンドロール（１） 680 佐倉旬

がんぼ　ナニワ悪道編（１） 600 田島隆┴東風孝広 ビターエンドロール（２） 680 佐倉旬



がんぼ　ナニワ悪道編（２） 600 田島隆┴東風孝広 ビターエンドロール（３） 730 佐倉旬

がんぼ　ナニワ悪道編（３） 600 田島隆┴東風孝広 Ａ－ＢＯＵＴ！　ＳＵＲＦ（１） 650 市川マサ

がんぼ　ナニワ悪道編（４） 600 田島隆┴東風孝広 Ａ－ＢＯＵＴ！　ＳＵＲＦ（２） 650 市川マサ

がんぼ　ナニワ悪道編（５） 600 田島隆┴東風孝広 Ａ－ＢＯＵＴ！　ＳＵＲＦ（３） 650 市川マサ

がんぼ　ナニワ悪道編（６） 600 田島隆┴東風孝広 Ａ－ＢＯＵＴ！　ＳＵＲＦ（４） 650 市川マサ

がんぼ　ナニワ悪道編（７） 600 田島隆┴東風孝広 Ａ－ＢＯＵＴ！　ＳＵＲＦ（５） 650 市川マサ

がんぼ　ナニワ悪道編（８） 600 田島隆┴東風孝広 出禁のモグラ（１） 650 江口夏実

がんぼ　ナニワ悪道編（９） 600 田島隆┴東風孝広 出禁のモグラ（２） 650 江口夏実

王子と赤ちゃん 800 カワハラユキコ 出禁のモグラ（３） 650 江口夏実

ＧＩＡＮＴ　ＳＴＥＰ（１） 420 寺嶋裕二

ヒプノシスマイク　－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－　ｓ

ｉｄｅ　Ｂ．Ｂ　＆　Ｍ．Ｔ．Ｃ＋（１） 650

ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴うまみザウ

ルス

ＧＩＡＮＴ　ＳＴＥＰ（２） 420 寺嶋裕二

ヒプノシスマイク　－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－　ｓ

ｉｄｅ　Ｂ．Ｂ　＆　Ｍ．Ｔ．Ｃ＋（２） 650

ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴うまみザウ

ルス

ＧＩＡＮＴ　ＳＴＥＰ（３） 420 寺嶋裕二

ヒプノシスマイク　－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ－　ｓ

ｉｄｅ　Ｂ．Ｂ　＆　Ｍ．Ｔ．Ｃ＋（３） 650

ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴うまみザウ

ルス

ＧＩＡＮＴ　ＳＴＥＰ（４） 420 寺嶋裕二 うぇるかむ！（１） 440 あゆみゆい┴芳村杏

「先生」とキス 420

築島治┴ひさわゆみ┴岩下慶子┴河原田

瞳美 うぇるかむ！（２） 440 あゆみゆい┴芳村杏

おいクロタン！！（１） 800 伊藤理佐 め～め～る～ 440 あゆみゆい

かみだらけ（１） 600 殿ヶ谷美由記 ワーキング娘。（１） 440 水上航

かみだらけ（２） 600 殿ヶ谷美由記 ワーキング娘。（２） 440 水上航

かみだらけ（３） 600 殿ヶ谷美由記 ワーキング娘。（３） 440 水上航

くるみ（１） 480 深見じゅん ツタンカーメン（１） 650 山岸凉子

くるみ（２） 480 深見じゅん ツタンカーメン（２） 650 山岸凉子

くるみ（３） 480 深見じゅん ツタンカーメン（３） 650 山岸凉子

くるみ（４） 480 深見じゅん ツタンカーメン（４） 650 山岸凉子

くるみ（５） 480 深見じゅん レベレーション（啓示）（１） 600 山岸凉子

くるみ（６） 480 深見じゅん レベレーション（啓示）（２） 600 山岸凉子

くるみ（７） 480 深見じゅん レベレーション（啓示）（３） 600 山岸凉子

くるみ（８） 480 深見じゅん レベレーション（啓示）（４） 650 山岸凉子

くるみ（９） 480 深見じゅん レベレーション（啓示）（５） 650 山岸凉子

くるみ（１０） 480 深見じゅん レベレーション（啓示）（６） 700 山岸凉子

くるみ（１１） 480 深見じゅん ヤマトタケル 820 山岸凉子┴梅原猛

くるみ（１２） 480 深見じゅん 青青の時代（１） 650 山岸凉子

くるみ（１３） 480 深見じゅん 青青の時代（２） 650 山岸凉子

くるみ（１４） 480 深見じゅん 青青の時代（３） 650 山岸凉子

くるみ（１５） 480 深見じゅん 青青の時代（４） 650 山岸凉子

くるみ（１６） 480 深見じゅん 押し入れ 650 山岸凉子

くるみ（１７） 480 深見じゅん 言霊 650 山岸凉子

みみっく（１） 480 深見じゅん デュアルな彼女の倒し方（１） 630 うかみ

みみっく（２） 480 深見じゅん デュアルな彼女の倒し方（２） 630 うかみ

みみっく（３） 480 深見じゅん デュアルな彼女の倒し方（３） 630 うかみ

みみっく（４） 480 深見じゅん 犬と屑（１） 660 朝賀庵

みみっく（５） 480 深見じゅん 犬と屑（２） 660 朝賀庵

みみっく（６） 480 深見じゅん 犬と屑（３） 660 朝賀庵

みみっく（７） 480 深見じゅん 犬と屑（４） 660 朝賀庵

みみっく（８） 480 深見じゅん 犬と屑（５） 660 朝賀庵

みみっく（９） 480 深見じゅん 双生遊戯（１） 660 岡田淳司

みみっく（１０） 480 深見じゅん 双生遊戯（２） 660 岡田淳司

みみっく（１１） 480 深見じゅん 双生遊戯（３） 660 岡田淳司

みみっく（１２） 480 深見じゅん 双生遊戯（４） 660 岡田淳司

ガキのためいき　子どもの発達障害あるある記（１） 600 沖田×華 双生遊戯（５） 660 岡田淳司

ガキのためいき　子どもの発達障害あるある記（２） 600 沖田×華 フォロワーが彼女になりました（１） 450 やまもと桃

ガキのためいき　子どもの発達障害あるある記（３） 600 沖田×華 フォロワーが彼女になりました（２） 450 やまもと桃

ギリギリムスメ 500 沖田×華 フォロワーが彼女になりました（３） 450 やまもと桃

サウダーデ（１） 600 池辺葵 先生、恋ってなんですか？（１） 450 やもり四季。

サウダーデ（２） 600 池辺葵 先生、恋ってなんですか？（２） 450 やもり四季。

ナイトメア・エクスプレス（１） 600 霜月かいり 先生、恋ってなんですか？（３） 450 やもり四季。

ナイトメア・エクスプレス（２） 600 霜月かいり スイカ（１） 660 森とんかつ

ミックスリサ　～伊藤理佐傑作集～（１） 700 伊藤理佐 スイカ（２） 680 森とんかつ

ミックスリサ　～伊藤理佐傑作集～（２） 700 伊藤理佐 新・地獄堂霊界通信（１） 680 みもり┴香月日輪

メゾンｄｅ長屋さん（１） 500 ひうらさとる 新・地獄堂霊界通信（２） 680 みもり┴香月日輪

メゾンｄｅ長屋さん（２） 500 ひうらさとる

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖

女の師匠になる（１） 600 芳橋アツシ┴延野正行┴坂野杏梨

メゾンｄｅ長屋さん（３） 500 ひうらさとる

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖

女の師匠になる（２） 600 芳橋アツシ┴延野正行┴坂野杏梨

花ちゃんとハンナさん 600 山名沢湖

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖

女の師匠になる（３） 600 芳橋アツシ┴延野正行┴坂野杏梨

苺田さんの話（１） 500 小沢真理

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖

女の師匠になる（４） 600 芳橋アツシ┴延野正行┴坂野杏梨

苺田さんの話（２） 500 小沢真理

アラフォー営業マン、異世界に起つ！（１）　～女神パワーで人生二度

目の成り上がり～ 600 柏木トウコ┴澄守彩┴いちぢるし

苺田さんの話（３） 500 小沢真理

アラフォー営業マン、異世界に起つ！（２）　～女神パワーで人生二度

目の成り上がり～ 600 柏木トウコ┴澄守彩┴いちぢるし

苺田さんの話（４） 500 小沢真理

アラフォー営業マン、異世界に起つ！（３）　～女神パワーで人生二度

目の成り上がり～ 600 柏木トウコ┴澄守彩┴いちぢるし

苺田さんの話（５） 500 小沢真理

アラフォー営業マン、異世界に起つ！（４）　～女神パワーで人生二度

目の成り上がり～ 600 柏木トウコ┴澄守彩┴いちぢるし

苺田さんの話（６） 500 小沢真理

アラフォー営業マン、異世界に起つ！（５）　～女神パワーで人生二度

目の成り上がり～ 600 柏木トウコ┴澄守彩┴いちぢるし

野ばらの森の乙女たち（１） 420 白沢まりも

追放の賢者、世界を知る（１）　～幼馴染勇者の圧力から逃げて自由

になった俺～ 600 杉乃紘┴深山鈴┴藻

野ばらの森の乙女たち（２） 420 白沢まりも

追放の賢者、世界を知る（２）　～幼馴染勇者の圧力から逃げて自由

になった俺～ 650 杉乃紘┴深山鈴┴藻

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（１） 480 深見じゅん

追放の賢者、世界を知る（３）　～幼馴染勇者の圧力から逃げて自由

になった俺～ 600 杉乃紘┴深山鈴┴藻

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（２） 480 深見じゅん

転生大聖女の目覚め～瘴気を浄化し続けること二十年、起きたら伝説の

大聖女になってました～（１） 600

錬金王┴五色安未┴泉乃せん┴ｋｅｅｐｏｕ

ｔ

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（３） 480 深見じゅん

転生大聖女の目覚め～瘴気を浄化し続けること二十年、起きたら伝説の

大聖女になってました～（２） 650

錬金王┴五色安未┴泉乃せん┴ｋｅｅｐｏｕ

ｔ

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（４） 480 深見じゅん

転生大聖女の目覚め～瘴気を浄化し続けること二十年、起きたら伝説の

大聖女になってました～（３） 650

錬金王┴五色安未┴泉乃せん┴ｋｅｅｐｏｕ

ｔ

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（５） 480 深見じゅん

転生大聖女の目覚め～瘴気を浄化し続けること二十年、起きたら伝説の

大聖女になってました～（４） 600

錬金王┴五色安未┴泉乃せん┴ｋｅｅｐｏｕ

ｔ

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（６） 480 深見じゅん

Ａランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

（１） 630 ユーリ┴右薙光介┴すーぱーぞんび

ＳＵＰＥＲ　Ｇ（７） 480 深見じゅん

Ａランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

（２） 630 ユーリ┴右薙光介┴すーぱーぞんび

ＳａｔｏＳｈｉｏ（１） 600 衿沢世衣子

Ａランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

（３） 630 ユーリ┴右薙光介┴すーぱーぞんび

ＳａｔｏＳｈｉｏ（２） 600 衿沢世衣子

Ａランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

（４） 630 ユーリ┴右薙光介┴すーぱーぞんび

となりの山田さん（１） 420 古閑裕一郎 ココ・ロングバケーション（１） 650 近藤令

となりの山田さん（２） 420 古閑裕一郎 ココ・ロングバケーション（２） 650 近藤令

となりの山田さん（３） 420 古閑裕一郎 殺し屋やめたい！（１） 650 外木寸

となりの山田さん（４） 420 古閑裕一郎 殺し屋やめたい！（２） 650 外木寸

となりの山田さん（５） 420 古閑裕一郎 殺し屋やめたい！（３） 650 外木寸

イケない誘惑 420 那波マオ┴チイ┴馬瀬あずさ┴藤もも 偏差値１０の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（１） 660 紺乃ユウキ┴ロリバス



プチプチたんたんプチたんたん（１） 420 氏家ト全 偏差値１０の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（２） 660 紺乃ユウキ┴ロリバス

プチプチたんたんプチたんたん（２） 420 氏家ト全 偏差値１０の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（３） 660 紺乃ユウキ┴ロリバス

プチプチたんたんプチたんたん（３） 420 氏家ト全 偏差値１０の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（４） 660 紺乃ユウキ┴ロリバス

マリア×マリア（１） 420 河方かおる ３００年封印されし邪龍ちゃんと友達になりました（１） 630 八木戸マト

マリア×マリア（２） 420 河方かおる コウガさんの噛みぐせ（１） 600 月野和青

マリア×マリア（３） 420 河方かおる コウガさんの噛みぐせ（２） 600 月野和青

マリア×マリア（４） 420 河方かおる コウガさんの噛みぐせ（３） 600 月野和青

マリア×マリア（５） 420 河方かおる

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｄａｗ

ｎ　Ｏｆ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓ（１） 650 ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月ルイ

マリア×マリア（６） 420 河方かおる

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｄａｗ

ｎ　Ｏｆ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓ（２） 650 ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月ルイ

マリア×マリア（７） 420 河方かおる

ヒプノシスマイク　－Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ－　Ｄａｗ

ｎ　Ｏｆ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎｓ（３） 650 ＥＶＩＬＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤＳ┴鴉月ルイ

ラッキーボーイ（１） 420 ∞ＪＡＣＯＢＩＡＮ┴紗和 兄ヨメさんの世話を焼く（１） 600 えとう誠

ラッキーボーイ（２） 420 ∞ＪＡＣＯＢＩＡＮ┴紗和 絶対聖域のチェリオン（１） 600 川田暁生

ラッキーボーイ（３） 420 ∞ＪＡＣＯＢＩＡＮ┴紗和 絶対聖域のチェリオン（２） 600 川田暁生

ラッキーボーイ（４） 420 ∞ＪＡＣＯＢＩＡＮ┴紗和 絶対聖域のチェリオン（３） 600 川田暁生

会話（１） 420 ナラボン 東京ガレキ少女（１） 600 山草遊

会話（２） 420 ナラボン 東京ガレキ少女（２） 600 山草遊

俺とバジルの魔法人形（１） 420 村橋リョウ 東京ガレキ少女（３） 600 山草遊

俺とバジルの魔法人形（２） 420 村橋リョウ ノラガミ（２４）　拾遺集　参　付き　特装版 870 あだちとか

朝までいっしょ 420 高瀬綾 ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＦＡＵＳＴ８　永遠のエリザ（１） 600 武井宏之┴虎走かける┴田中文

風のゆくえ 天のめぐり（１） 420 芳崎せいむ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＦＡＵＳＴ８　永遠のエリザ（２） 600 武井宏之┴虎走かける┴田中文

風のゆくえ 天のめぐり（２） 420 芳崎せいむ ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ　ＦＡＵＳＴ８　永遠のエリザ（３） 600 武井宏之┴虎走かける┴田中文

３０センチスター（１） 420 北野詠一 雨夜の月（１） 660 くずしろ

３０センチスター（２） 420 北野詠一 雨夜の月（２） 660 くずしろ

ＡＱＵＡの季節 420 芳崎せいむ 雨夜の月（３） 660 くずしろ

ＯＰＥＮ　ＭＩＮＤ 600 芳崎せいむ いしゅ婚！　～天狗のかりそめ花嫁～（１） 420 悦若えつこ

Ｓｗｉｎｇ　ＪＯＫＥＲ（１） 420 稲木智宏 いしゅ婚！　～天狗のかりそめ花嫁～（２） 450 悦若えつこ

Ｓｗｉｎｇ　ＪＯＫＥＲ（２） 420 稲木智宏 やんごとなき舞姫～貴方のリズムに溺れさせて～（１） 500 曙はる

今日の女バレ（１） 420 小林開 やんごとなき舞姫～貴方のリズムに溺れさせて～（２） 500 曙はる

今日の女バレ（２） 420 小林開 犬間くんは待てができない（１） 440 兎乃心
新世紀黙示録ＭＭＲ　Ｒｅｓｕｒｒｅｃｔｉｏｎ ＭＭＲ復活

編＆「人類最期の日」の真実を暴け！！ 420 石垣ゆうき 犬間くんは待てができない（２） 440 兎乃心

月に吠えらんねえ（１） 740 清家雪子 神様を殺す子供たち（１） 500 小宮みほ子

月に吠えらんねえ（２） 740 清家雪子 神様を殺す子供たち（２） 500 小宮みほ子

月に吠えらんねえ（３） 740 清家雪子 神様を殺す子供たち（３） 500 小宮みほ子

月に吠えらんねえ（４） 740 清家雪子 青春上等！！（１） 500 松本美緒

月に吠えらんねえ（５） 740 清家雪子 青春上等！！（２） 500 松本美緒

月に吠えらんねえ（６） 740 清家雪子 青春上等！！（３） 500 松本美緒

月に吠えらんねえ（７） 740 清家雪子 青春上等！！（４） 500 松本美緒

月に吠えらんねえ（８） 778 清家雪子 青春上等！！（５） 500 松本美緒

月に吠えらんねえ（９） 778 清家雪子 それでも吉祥寺だけが住みたい街ですか？（１） 660 マキヒロチ

月に吠えらんねえ（１０） 648 清家雪子 ＳＵＰＥＲＭＡＮ　ｖｓ飯　スーパーマンのひとり飯（１） 680 宮川サトシ┴北郷海┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

月に吠えらんねえ（１１） 648 清家雪子 ＳＵＰＥＲＭＡＮ　ｖｓ飯　スーパーマンのひとり飯（２） 650 宮川サトシ┴北郷海┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

満ちても欠けても（１） 700 水谷フーカ ＳＵＰＥＲＭＡＮ　ｖｓ飯　スーパーマンのひとり飯（３） 650 宮川サトシ┴北郷海┴ＤＣＣＯＭＩＣＳ

満ちても欠けても（２） 700 水谷フーカ アイの歌声を聴かせて（１） 680 吉浦康裕┴前田めぐむ

週刊少年ガール（１） 420 中村ゆうひ アイの歌声を聴かせて（２） 680 吉浦康裕┴前田めぐむ

週刊少年ガール（２） 420 中村ゆうひ アイの歌声を聴かせて（３） 680 吉浦康裕┴前田めぐむ

週刊少年ガール（３） 420 中村ゆうひ ウチは別れて暮らしてる（１） 660 カワハラ恋

箱の中のいつかの海 420 鈴木有布子 ウチは別れて暮らしてる（２） 660 カワハラ恋

蛙のおっさん（１） 420 島袋全優 ウチは別れて暮らしてる（３） 660 カワハラ恋

蛙のおっさん（２） 420 島袋全優 魔王の帰還 680 一穂ミチ┴嵐山のり

赤ちゃんのホスト（１） 420 丘上あい 英語ＢＯＹＳ（１）　～英単語で一儲けするＢＯＹＳの略～ 660 石川実

赤ちゃんのホスト（２） 420 丘上あい 英語ＢＯＹＳ（２）　～英単語で一儲けするＢＯＹＳの略～ 660 石川実

赤ちゃんのホスト（３） 420 丘上あい 愛だけに。許されぬ恋編 500 チカ

赤ちゃんのホスト（４） 420 丘上あい そのモガリは熱を知らない（１） 650 ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨＩＲＯ

赤ちゃんのホスト（５） 420 丘上あい そのモガリは熱を知らない（２） 650 ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨＩＲＯ

赤ちゃんのホスト（６） 420 丘上あい そのモガリは熱を知らない（３） 650 ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨＩＲＯ

赤ちゃんのホスト（７） 420 丘上あい そのモガリは熱を知らない（４） 650 ＮＩＣＯＭＩＣＨＩＨＩＲＯ

赤ちゃんのホスト（８） 420 丘上あい ダーウィンクラブ（１） 650 朱戸アオ

赤ちゃんのホスト（９） 420 丘上あい ダーウィンクラブ（２） 650 朱戸アオ

とんでもハウス（１） 400 石ノ森章太郎 ダーウィンクラブ（３） 650 朱戸アオ

とんでもハウス（２） 400 石ノ森章太郎 アキンボー（１） 600 下吉田本郷

アコヤツタヱ（１） 420 佐藤将 アキンボー（２） 600 下吉田本郷

アコヤツタヱ（２） 420 佐藤将 アキンボー（３） 600 下吉田本郷

アコヤツタヱ（３） 420 佐藤将 ディベーティアン（１） 600 下吉田本郷

サイレント・キス（１） 420 いちのへ瑠美 ディベーティアン（２） 600 下吉田本郷

サイレント・キス（２） 420 いちのへ瑠美

金田一３７歳の事件簿　公式ガイドブック　トリック詳細解説＆「金田一

少年」プレイバック付き 1200 天樹征丸┴さとうふみや┴講談社

ザ･スターボウ（１） 400 石ノ森章太郎 僕の奥さんはちょっと怖い（１） 660 栗田あぐり

ザ･スターボウ（２） 400 石ノ森章太郎 僕の奥さんはちょっと怖い（２） 650 栗田あぐり

ザ･スターボウ（３） 400 石ノ森章太郎 僕の奥さんはちょっと怖い（３） 650 栗田あぐり

ストレンジャー（１） 400 石ノ森章太郎 僕の奥さんはちょっと怖い（４） 650 栗田あぐり

ストレンジャー（２） 400 石ノ森章太郎 僕の奥さんはちょっと怖い（５） 650 栗田あぐり

ストレンジャー（３） 400 石ノ森章太郎

ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そうである（１）

【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 新城一┴海月崎まつり

ストレンジャー（４） 400 石ノ森章太郎

ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そうである（２）

【電子限定描きおろし おまけ4コマ漫画付き】 650 新城一┴海月崎まつり

ビリオンドッグズ（１） 420 金城宗幸┴芹沢直樹 ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そうである（３） 600 新城一┴海月崎まつり

ビリオンドッグズ（２） 420 金城宗幸┴芹沢直樹

ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そうである（４）

【電子限定描きおろし おまけ4コマ漫画付き】 600 新城一┴海月崎まつり

ビリオンドッグズ（３） 420 金城宗幸┴芹沢直樹 悪食令嬢と狂血公爵　～その魔物、私が美味しくいただきます！～ 650 水辺チカ┴星彼方┴ペペロン

ビリオンドッグズ（４） 420 金城宗幸┴芹沢直樹 悪食令嬢と狂血公爵　～その魔物、私が美味しくいただきます！～ 600 水辺チカ┴星彼方┴ペペロン

ホライズン（１） 420 岡田卓也 悪食令嬢と狂血公爵　～その魔物、私が美味しくいただきます！～ 600 水辺チカ┴星彼方┴ペペロン

ホライズン（２） 420 岡田卓也 悪食令嬢と狂血公爵　～その魔物、私が美味しくいただきます！～ 600 水辺チカ┴星彼方┴ペペロン

ホライズン（３） 420 岡田卓也

今日もわたしは元気ですぅ！！（キレ気味）　～転生悪役令嬢に逆ざ

まぁされた転生ヒロインは、祝福しか能がなかったので宝石祝福師に転身し

ました～（１） 600 木乃ひのき┴古森きり┴藤未都也

リアルアカウント（１） 420 オクショウ┴渡辺静

今日もわたしは元気ですぅ！！（キレ気味）　～転生悪役令嬢に逆ざ

まぁされた転生ヒロインは、祝福しか能がなかったので宝石祝福師に転身し

ました～（２） 600 木乃ひのき┴古森きり┴藤未都也

リアルアカウント（２） 420 オクショウ┴渡辺静

今日もわたしは元気ですぅ！！（キレ気味）　～転生悪役令嬢に逆ざ

まぁされた転生ヒロインは、祝福しか能がなかったので宝石祝福師に転身し

ました～（３） 600 木乃ひのき┴古森きり┴藤未都也

リアルアカウント（３） 420 オクショウ┴渡辺静 ラストシーンは崖のうえ 1750 喜国　雅彦

リアルアカウント（４） 420 オクショウ┴渡辺静

真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです（１）

【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 松もくば┴鬱沢色素┴ぷきゅのすけ

リアルアカウント（５） 420 オクショウ┴渡辺静

真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです（２）

【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 松もくば┴鬱沢色素┴ぷきゅのすけ

リアルアカウント（６） 420 オクショウ┴渡辺静

真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです（３）

【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 松もくば┴鬱沢色素┴ぷきゅのすけ

リアルアカウント（７） 420 オクショウ┴渡辺静 真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです（４） 600 松もくば┴鬱沢色素┴ぷきゅのすけ

リアルアカウント（８） 420 オクショウ┴渡辺静

転生大聖女の異世界のんびり紀行（１）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 650 キダニエル┴四葉夕卜

リアルアカウント（９） 420 オクショウ┴渡辺静

転生大聖女の異世界のんびり紀行（２）　【電子限定描きおろしペー

パー付き】 600 キダニエル┴四葉夕卜

リアルアカウント（１０） 420 オクショウ┴渡辺静 転生大聖女の異世界のんびり紀行（３） 600 キダニエル┴四葉夕卜



リアルアカウント（１１） 420 オクショウ┴渡辺静 転生大聖女の異世界のんびり紀行（４） 600 キダニエル┴四葉夕卜

リアルアカウント（１２） 420 オクショウ┴渡辺静 戦車椅子　合冊版（１） 454 やしろ学

リアルアカウント（１３） 420 オクショウ┴渡辺静 戦車椅子　合冊版（２） 454 やしろ学

リアルアカウント（１４） 420 オクショウ┴渡辺静 戦車椅子　合冊版（３） 454 やしろ学

リアルアカウント（１５） 420 渡辺静┴オクショウ ザ・ファブル　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｎｔａｃｔ（１） 660 南勝久

リアルアカウント（１６） 420 渡辺静┴オクショウ ザ・ファブル　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｎｔａｃｔ（２） 660 南勝久

リアルアカウント（１７） 420 渡辺静┴オクショウ ザ・ファブル　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｎｔａｃｔ（３） 660 南勝久

リアルアカウント（１８） 420 渡辺静┴オクショウ ザ・ファブル　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｎｔａｃｔ（４） 660 南勝久

リアルアカウント（１９） 420 渡辺静┴オクショウ ザ・ファブル　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｎｔａｃｔ（５） 660 南勝久

リアルアカウント（２０） 420 渡辺静┴オクショウ ザ・ファブル　完全殺さないマニュアル　第一部公式コミックガイド 1000 南勝久┴講談社

リアルアカウント（２１） 420 渡辺静┴オクショウ ミドリくんには触れない（１） 500 トヨタトヨ

リアルアカウント（２２） 420 渡辺静┴オクショウ ミドリくんには触れない（２）　【電子版限定描きおろし付き】 500 トヨタトヨ

リアルアカウント（２３） 420 渡辺静┴オクショウ ミドリくんには触れない（３） 500 トヨタトヨ

リアルアカウント（２４） 420 渡辺静┴オクショウ ミドリくんには触れない（４） 500 トヨタトヨ

リュウの道（１） 400 石ノ森章太郎

外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食

べられるようになった件について～（１） 600 松琴エア┴はにゅう

リュウの道（２） 400 石ノ森章太郎

外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食

べられるようになった件について～（２） 600 松琴エア┴はにゅう┴イセ川ヤスタカ

リュウの道（３） 400 石ノ森章太郎

外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食

べられるようになった件について～（３） 600 松琴エア┴はにゅう┴イセ川ヤスタカ

リュウの道（４） 400 石ノ森章太郎

外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食

べられるようになった件について～（４） 600 松琴エア┴はにゅう┴イセ川ヤスタカ

リュウの道（５） 400 石ノ森章太郎

ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺

を「いらない」って言ってませんでした？～（１） 630 ＬＡ軍┴中島零┴潮一葉┴赤衣丸歩郎

リュウの道（６） 400 石ノ森章太郎

ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺

を「いらない」って言ってませんでした？～（２） 630 ＬＡ軍┴中島零┴潮一葉┴赤衣丸歩郎

リュウの道（７） 400 石ノ森章太郎

ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺

を「いらない」って言ってませんでした？～（３） 630 ＬＡ軍┴中島零┴潮一葉┴赤衣丸歩郎

リュウの道（８） 400 石ノ森章太郎

ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺

を「いらない」って言ってませんでした？～（４） 630 ＬＡ軍┴中島零┴潮一葉┴赤衣丸歩郎

初恋心中（１） 420 須崎洋輔 絶対暴君ピカレスク 750 さねもり束

初恋心中（２） 420 須崎洋輔

極めたヒールがすべてを癒す！～村で無用になった僕は、拾ったゴミを激レア

アイテムに修繕して成り上がる！～（１） 630 藤七郎┴橘夏々┴うらたあさお

初恋心中（３） 420 須崎洋輔

極めたヒールがすべてを癒す！～村で無用になった僕は、拾ったゴミを激レア

アイテムに修繕して成り上がる！～（２） 630 藤七郎┴橘夏々┴うらたあさお

原始少年リュウ（１） 400 石ノ森章太郎

極めたヒールがすべてを癒す！～村で無用になった僕は、拾ったゴミを激レア

アイテムに修繕して成り上がる！～（３） 630 藤七郎┴橘夏々┴うらたあさお

原始少年リュウ（２） 400 石ノ森章太郎

極めたヒールがすべてを癒す！～村で無用になった僕は、拾ったゴミを激レア

アイテムに修繕して成り上がる！～（４） 630 藤七郎┴橘夏々┴うらたあさお

宇宙からのメッセージ 400 石ノ森章太郎

味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目

指す（１） 630 門司雪┴アルト┴夕薙

怪奇ハンター 400 石ノ森章太郎

味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目

指す（２） 630 門司雪┴アルト┴夕薙

番長惑星（１） 400 石ノ森章太郎

味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目

指す（３） 630 門司雪┴アルト┴夕薙

番長惑星（２） 400 石ノ森章太郎

味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目

指す（４） 630 門司雪┴アルト┴夕薙

番長惑星（３） 400 石ノ森章太郎

味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目

指す（５） 630 門司雪┴アルト┴夕薙

番長惑星（４） 400 石ノ森章太郎 ウソ婚　Ｒｏｓｅ（１） 500 時名きうい

番長惑星（５） 400 石ノ森章太郎 ウソ婚　Ｒｏｓｅ（２） 500 時名きうい

穴殺人（１） 420 裸村 かいしんのいちげき！（１） 630

天月－あまつき－┴かいしんのいちげき！プロジェク

ト┴茶々ごま

穴殺人（２） 420 裸村 このゲイとは付き合いたくない！！！（１） 1000 もちぎ

穴殺人（３） 420 裸村 このゲイとは付き合いたくない！！！（２） 1000 もちぎ

穴殺人（４） 420 裸村 このゲイとは付き合いたくない！！！（３） 1000 もちぎ

穴殺人（５） 420 裸村 カイロスの猟犬（１） 650 長田龍伯

穴殺人（６） 420 裸村 カイロスの猟犬（２） 650 長田龍伯

穴殺人（７） 420 裸村 カイロスの猟犬（３） 650 長田龍伯

穴殺人（８） 420 裸村 矢野くんの普通の日々（１） 660 田村結衣

青いけもの 400 石ノ森章太郎 矢野くんの普通の日々（２） 660 田村結衣

高遠少年の事件簿 420 天樹征丸┴さとうふみや 矢野くんの普通の日々（３） 660 田村結衣

魔乙女たちのエデン（１） 420 杉井光┴新谷信貴 矢野くんの普通の日々（４） 660 田村結衣

魔乙女たちのエデン（２） 420 新谷信貴 夫は成長教に入信している 650 紀野しずく┴北見雨氷

魔人～ＤＥＶＩＬ～（１） 420 大暮維人 それは霊のしわざです（４）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

魔人～ＤＥＶＩＬ～（２） 420 大暮維人 黒崎くんの言いなりになんてならない（１９）　特装版 930 マキノ

ＴＨＥ　ＤＯＧ　ＷＯＲＬＤ（１） 400 石ノ森章太郎 嘘つきユリコの栄光（１） 600 田中現兎

ＴＨＥ　ＤＯＧ　ＷＯＲＬＤ（２） 400 石ノ森章太郎 嘘つきユリコの栄光（２） 600 田中現兎

ＴＨＥ　ＤＯＧ　ＷＯＲＬＤ（３） 400 石ノ森章太郎 嘘つきユリコの栄光（３） 600 田中現兎

Ｗ’ｓ～ダブルス～（１） 420 瀬尾公治 ｉコンタクト（１） 450 月山可也┴伊賀大晃

Ｗ’ｓ～ダブルス～（２） 420 瀬尾公治 ｉコンタクト（２） 450 月山可也┴伊賀大晃

Ｗ’ｓ～ダブルス～（３） 420 瀬尾公治 ｉコンタクト（３） 450 月山可也┴伊賀大晃

たけだけだけ－武田系限定－（１） 420 笠原巴 ｉコンタクト（４） 450 月山可也┴伊賀大晃

たけだけだけ－武田系限定－（２） 420 笠原巴

シャングリラ・フロンティア（６）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

たけだけだけ－武田系限定－（３） 420 笠原巴 リトルハンズ（１） 450 細川翔矢

天空侵犯（１） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 リトルハンズ（２） 450 細川翔矢

天空侵犯（２） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 リトルハンズ（３） 450 細川翔矢

天空侵犯（３） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 ちきゅう観測隊！ 450 名島啓二

天空侵犯（４） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 ごくちゅう！（１） 720 こんぱる＆ふじしまぺポ┴草下シンヤ┴雨宮

天空侵犯（５） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 ごくちゅう！（２） 720 こんぱる＆ふじしまぺポ┴草下シンヤ┴雨宮

天空侵犯（６） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 ごくちゅう！（３） 720 こんぱる＆ふじしまぺポ┴草下シンヤ┴雨宮

天空侵犯（７） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 釣りキャバ日誌（１） 660 魚乃目三太

天空侵犯（８） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 釣りキャバ日誌（２） 730 魚乃目三太

天空侵犯（９） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 アンサングヒーロー（１） 660 鯛噛┴うらたにみずき

天空侵犯（１０） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 アンサングヒーロー（２） 660 鯛噛┴うらたにみずき

天空侵犯（１１） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 アンサングヒーロー（３） 660 鯛噛┴うらたにみずき

天空侵犯（１２） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 アンサングヒーロー（４） 660 鯛噛┴うらたにみずき

天空侵犯（１３） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 推しが辞めた（１） 660 オガワサラ

天空侵犯（１４） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 推しが辞めた（２） 660 オガワサラ

天空侵犯（１５） 560 大羽隆廣┴三浦追儺 推しが辞めた（３） 660 オガワサラ

天空侵犯（１６） 560 三浦追儺┴大羽隆廣 千秋と睦月（１） 660 綾野おと

天空侵犯（１７） 560 大羽隆廣┴三浦追儺 千秋と睦月（２） 730 綾野おと

天空侵犯（１８） 560 大羽隆廣┴三浦追儺

転生貴族の万能開拓～【拡大＆縮小】スキルを使っていたら最強領地に

なりました～（１） 660 錬金王┴Ｋｕｒｏｎ┴るれくちぇ┴成瀬ちさと

天空侵犯（１９） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

転生貴族の万能開拓～【拡大＆縮小】スキルを使っていたら最強領地に

なりました～（２） 660 錬金王┴Ｋｕｒｏｎ┴るれくちぇ┴成瀬ちさと

天空侵犯（２０） 600 大羽隆廣┴三浦追儺

転生貴族の万能開拓～【拡大＆縮小】スキルを使っていたら最強領地に

なりました～（３） 660 錬金王┴Ｋｕｒｏｎ┴るれくちぇ┴成瀬ちさと

天空侵犯（２１） 700 大羽隆廣┴三浦追儺

転生貴族の万能開拓～【拡大＆縮小】スキルを使っていたら最強領地に

なりました～（４） 660 錬金王┴Ｋｕｒｏｎ┴るれくちぇ┴成瀬ちさと

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（１） 420 大沢祐輔

犬になったら好きな人に拾われた。（４）【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（２） 420 大沢祐輔 けーちゃんの恋人は２人いる 600 もり可南子

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（３） 420 大沢祐輔 シュガー・ダーリン（１） 500 松本美緒

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（４） 420 大沢祐輔 シュガー・ダーリン（２） 500 松本美緒

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（５） 420 大沢祐輔 シュガー・ダーリン（３） 500 松本美緒

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（６） 420 大沢祐輔 添い寝だけでもいいですか？（１） 500 桐島りら



ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（７） 420 大沢祐輔 添い寝だけでもいいですか？（２） 500 桐島りら

ＧＲＥＥＮ　ＷＯＲＬＤＺ（８） 420 大沢祐輔 愛だけに。　同性愛編 500 チカ

つくし日和（１） 420 上田ゆい 世界に羽ばたけ轟先生！（１） 600 神原則夫

つくし日和（２） 420 上田ゆい 世界に羽ばたけ轟先生！（２） 600 神原則夫

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１） 600 吉富昭仁 東京サラダボウル　ー国際捜査事件簿ー（１） 630 黒丸

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（２） 600 吉富昭仁 東京サラダボウル　ー国際捜査事件簿ー（２） 630 黒丸

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（３） 600 吉富昭仁 東京サラダボウル　ー国際捜査事件簿ー（３） 630 黒丸

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（４） 600 吉富昭仁 かぶく者（１） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（５） 600 吉富昭仁 かぶく者（２） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（６） 600 吉富昭仁 かぶく者（３） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（７） 600 吉富昭仁 かぶく者（４） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（８） 600 吉富昭仁 かぶく者（５） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（９） 600 吉富昭仁 かぶく者（６） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ＥＡＴ－ＭＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ（１０） 600 吉富昭仁 かぶく者（７） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

ぶぅ 600 ラズウェル細木 かぶく者（８） 600 たなか亜希夫┴デビッド・宮原

大侵略 400 小松左京┴石ノ森章太郎 Ｈｅｙ！！ブルースマン（１） 600 山本おさむ

いぬやしき（１） 600 奥浩哉 Ｈｅｙ！！ブルースマン（２） 600 山本おさむ

いぬやしき（２） 600 奥浩哉 Ｈｅｙ！！ブルースマン（３） 600 山本おさむ

いぬやしき（３） 600 奥浩哉 降り積もれ孤独な死よ（１） 650 井龍一┴伊藤翔太

いぬやしき（４） 600 奥浩哉 降り積もれ孤独な死よ（２） 650 井龍一┴伊藤翔太

いぬやしき（５） 600 奥浩哉 降り積もれ孤独な死よ（３） 650 井龍一┴伊藤翔太

いぬやしき（６） 600 奥浩哉 降り積もれ孤独な死よ（４） 650 井龍一┴伊藤翔太

いぬやしき（７）【電子限定おまけ付き】 600 奥浩哉 恋とゲバルト（１） 680 細野不二彦

いぬやしき（８） 600 奥浩哉 恋とゲバルト（２） 650 細野不二彦

いぬやしき（９）【電子特典付き】 600 奥浩哉 恋とゲバルト（３） 650 細野不二彦

いぬやしき（１０） 600 奥浩哉 恋とゲバルト（４） 650 細野不二彦

ドーナツ父さん（１） 600 赤堀君 恋とゲバルト（５） 650 細野不二彦

ドーナツ父さん（２） 600 赤堀君 戯れはクリームの上で（１） 600 菊本さや

ドーナツ父さん（３） 600 赤堀君 戯れはクリームの上で（２） 600 菊本さや

かあちゃんといっしょ（１） 740 杉作 エルフ甲子園（１） 650 若槻ヒカル

かあちゃんといっしょ（２） 740 杉作 エルフ甲子園（２） 650 若槻ヒカル

アキオ紀行バリ編 505 深谷陽 エルフ甲子園（３） 650 若槻ヒカル

アキオ無宿ベトナム編（１） 456 深谷陽 まじめな会社員（１） 650 冬野梅子

アキオ無宿ベトナム編（２） 456 深谷陽 まじめな会社員（２） 650 冬野梅子

ハンツー×トラッシュ（１） 630 こばやしひよこ まじめな会社員（３） 650 冬野梅子

ハンツー×トラッシュ（２） 600 こばやしひよこ まじめな会社員（４） 650 冬野梅子

ハンツー×トラッシュ（３） 600 こばやしひよこ 隣の黒木さんは飲むとヤバイ（１） 630 きつねこ

ハンツー×トラッシュ（４） 600 こばやしひよこ 隣の黒木さんは飲むとヤバイ（２） 630 きつねこ

ハンツー×トラッシュ（５） 600 こばやしひよこ 隣の黒木さんは飲むとヤバイ（３） 630 きつねこ

ハンツー×トラッシュ（６） 600 こばやしひよこ

子供になった俺を妻がめちゃくちゃ愛でてくる　～曜路と乙菜の夫婦生活～

（１） 600 次見やをら

ハンツー×トラッシュ（７） 600 こばやしひよこ

子供になった俺を妻がめちゃくちゃ愛でてくる　～曜路と乙菜の夫婦生活～

（２） 600 次見やをら

ハンツー×トラッシュ（８） 600 こばやしひよこ

子供になった俺を妻がめちゃくちゃ愛でてくる　～曜路と乙菜の夫婦生活～

（３） 600 次見やをら

ハンツー×トラッシュ（９） 600 こばやしひよこ 人形の国（９）　小冊子付特装版 1050 弐瓶勉

ハンツー×トラッシュ（１０） 600 こばやしひよこ

劣等紋の超越ヒーラー～世界最強の回復術師による異世界無双～

（１） 600 星野まご┴蒼月浩二

ハンツー×トラッシュ（１１） 600 こばやしひよこ

劣等紋の超越ヒーラー～世界最強の回復術師による異世界無双～

（２） 600 星野まご┴蒼月浩二

ハンツー×トラッシュ（１２） 600 こばやしひよこ

劣等紋の超越ヒーラー～世界最強の回復術師による異世界無双～

（３） 600 星野まご┴蒼月浩二

ハンツー×トラッシュ（１３） 600 こばやしひよこ

劣等紋の超越ヒーラー～世界最強の回復術師による異世界無双～

（４） 600 星野まご┴蒼月浩二

ハンツー×トラッシュ（１４） 600 こばやしひよこ 四十七大戦（１） 630 一二三

ハンツー×トラッシュ（１５） 630 こばやしひよこ 四十七大戦（２） 630 一二三

ハンツー×トラッシュ（１６） 630 こばやしひよこ 四十七大戦（３） 630 一二三

ハンツー×トラッシュ（１７） 630 こばやしひよこ 四十七大戦（４） 630 一二三

ハンツー×トラッシュ（１８） 730 こばやしひよこ 四十七大戦（５） 630 一二三

老人賭博（１） 600 松尾スズキ┴すぎむらしんいち 四十七大戦（６） 630 一二三

老人賭博（２） 600 松尾スズキ┴すぎむらしんいち 四十七大戦（７） 630 一二三

老人賭博（３） 600 松尾スズキ┴すぎむらしんいち 四十七大戦（８） 630 一二三

アイのリラ　一分間だけ（１） 420 原田マハ┴みづき水脈 四十七大戦（９） 630 一二三

アイのリラ　一分間だけ（２） 420 原田マハ┴みづき水脈 四十七大戦（１０） 630 一二三
彼女がフラグをおられたら　おお勇者よ、フラグを立ててしまうとは何事

だ！？ 400 竹井１０日┴凪庵┴ＣＵＴＥＧ 四十七大戦（１１） 630 一二三

青春少年マガジン１９７８～１９８３ 420 小林まこと 四十七大戦（１２） 630 一二三

タフネス大地（１） 420 大和田夏希 四十七大戦（１３） 630 一二三

タフネス大地（２） 420 大和田夏希 東京ネオンスキャンダル（１） 630 がしたに┴ＭＩＴＡ

タフネス大地（３） 420 大和田夏希 東京ネオンスキャンダル（２） 630 がしたに┴ＭＩＴＡ

タフネス大地（４） 420 大和田夏希 東京ネオンスキャンダル（３） 630 がしたに┴ＭＩＴＡ

タフネス大地（５） 420 大和田夏希 東京ネオンスキャンダル（４） 630 がしたに┴ＭＩＴＡ

タフネス大地（６） 420 大和田夏希 東京ネオンスキャンダル（５） 630 がしたに┴ＭＩＴＡ

タフネス大地（７） 420 大和田夏希

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　外伝　―炎の起源―

真吾、タイムスリップ！行っきまーす！（１） 650 ＳＮＫ┴あずま京太郎

タフネス大地（８） 420 大和田夏希

ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　外伝　―炎の起源―

真吾、タイムスリップ！行っきまーす！（２） 650 ＳＮＫ┴あずま京太郎

タフネス大地（９） 420 大和田夏希

華Ｄｏｌｌ＊（１）　Ｆｌｏｗｅｒｉｎｇ　～Ｂｏｙｓ　ｗｅｒｅ

ｓｔｉｌｌ　ｉｎ　ａ　ｄｒｅａｍ～ 700 名尾生博┴Ｒ／０、ｍｏｖｉｃ

タフネス大地（１０） 420 大和田夏希 かみつかないで、キスしてよ（１） 440 夏園豪華

タフネス大地（１１） 420 大和田夏希 かみつかないで、キスしてよ（２） 440 夏園豪華

タフネス大地（１２） 420 大和田夏希 純潔と東雲先生（１） 440 雨玉さき

タフネス大地（１３） 420 大和田夏希 純潔と東雲先生（２） 440 雨玉さき

純のスマッシュ（１） 420 小野新二 ひかえめに言っても、これは愛（１） 470 藤もも

純のスマッシュ（２） 420 小野新二 ひかえめに言っても、これは愛（２） 470 藤もも

純のスマッシュ（３） 420 小野新二 ポンコツ警察官は私に夢中（１） 500 上野はる菜

純のスマッシュ（４） 420 小野新二 ポンコツ警察官は私に夢中（２） 500 上野はる菜

ギルガメッシュ（１） 400 石ノ森章太郎 ポンコツ警察官は私に夢中（３） 500 上野はる菜

ギルガメッシュ（２） 400 石ノ森章太郎 僕らが恋をしたのは（１） 660 オノ・ナツメ

ギルガメッシュ（３） 400 石ノ森章太郎 僕らが恋をしたのは（２） 660 オノ・ナツメ

ギルガメッシュ（４） 400 石ノ森章太郎 僕らが恋をしたのは（３） 660 オノ・ナツメ

ギルガメッシュ（５） 400 石ノ森章太郎 ぼくのアデリア（１） 650 伊藤京介

ブルーゾーン（１） 400 石ノ森章太郎 ぼくのアデリア（２） 600 伊藤京介

ブルーゾーン（２） 400 石ノ森章太郎 ぼくのアデリア（３） 600 伊藤京介

ミュータント・サブ（１） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（３） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

ミュータント・サブ（２） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（４） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

ミュータント・サブ（３） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（５） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

ミュータント・サブ（４） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（６） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

ワイルドキャット（１） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（７） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

ワイルドキャット（２） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（８） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

千の目先生（１） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（９） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

千の目先生（２） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１０） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

奇人クラブ 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１１） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

少年同盟（１） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１２） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

少年同盟（２） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１３） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

少年同盟（３） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１４） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

少年同盟（少年版） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１５） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

幻魔大戦（１） 400 平井和正┴石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１６） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎



幻魔大戦（２） 400 平井和正┴石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１７） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

幻魔大戦（リュウ掲載版）　神話前夜の章　前編 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１８） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

幻魔大戦（リュウ掲載版）　神話前夜の章　後編 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（１９） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

幻魔大戦（リュウ掲載版）　髑髏都市の章 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２０） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

怪人同盟 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２１） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新幻魔大戦（１） 400 平井和正┴石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２２） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新幻魔大戦（２） 400 平井和正┴石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２３） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

Ｇ・Ｒナンバー５（１） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２４） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

Ｇ・Ｒナンバー５（２） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２５） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

Ｇ・Ｒナンバー５（３） 400 石ノ森章太郎 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２６） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新装版　右向け左！（１） 838 史村翔┴すぎむらしんいち 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２７） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新装版　右向け左！（２） 838 史村翔┴すぎむらしんいち 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２８） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新装版　右向け左！（３） 838 史村翔┴すぎむらしんいち 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（２９） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新装版　右向け左！（４） 838 史村翔┴すぎむらしんいち 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（３０） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新装版　右向け左！（５） 838 史村翔┴すぎむらしんいち 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（３１） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

新装版　右向け左！（６） 838 史村翔┴すぎむらしんいち 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（３２） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

あらいどき。（１） 420 橋本ゆうすけ 新　仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ　特装版（３３） 1000 村枝賢一┴石ノ森章太郎

あらいどき。（２） 420 橋本ゆうすけ ダイヤのＡ　公式イラストブック 550 寺嶋裕二┴週刊少年マガジン編集部

まばたきのあいだ（１） 560 須久ねるこ 蒼く染めろ（１） 450 桜井ミヤト

まばたきのあいだ（２） 560 須久ねるこ 蒼く染めろ（２） 450 桜井ミヤト

橙は、半透明に二度寝する（１） 420 阿部洋一 蒼く染めろ（３） 450 桜井ミヤト

橙は、半透明に二度寝する（２） 420 阿部洋一 蒼く染めろ（４） 450 桜井ミヤト
攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ　～Ｔｈ

ｅ　Ｌａｕｇｈｉｎｇ　Ｍａｎ～（１） 943 衣谷遊 蒼く染めろ（５） 450 桜井ミヤト
攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ　～Ｔｈ

ｅ　Ｌａｕｇｈｉｎｇ　Ｍａｎ～（２） 943 衣谷遊 白聖女と黒牧師（９）　描き下ろし日めくりカレンダー付き限定版 880 和武はざの
攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ　～Ｔｈ

ｅ　Ｌａｕｇｈｉｎｇ　Ｍａｎ～（３） 943 衣谷遊 税金で買った本（１） 660 ずいの┴系山冏
攻殻機動隊　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ　～Ｔｈ

ｅ　Ｌａｕｇｈｉｎｇ　Ｍａｎ～（４） 943 衣谷遊 税金で買った本（２） 660 ずいの┴系山冏

攻殻機動隊（１） 1500 士郎正宗 税金で買った本（３） 660 ずいの┴系山冏

攻殻機動隊（１．５） 2200 士郎正宗 税金で買った本（４） 660 ずいの┴系山冏

攻殻機動隊（２） 2000 士郎正宗 税金で買った本（５） 660 ずいの┴系山冏

インビジブル・ジョー（１） 420 金城宗幸┴芥瀬良せら

ＳＳ×ＸＬ　～社長のペットじゃありません！～（１）　合冊版限定！イ

チャラブ描きおろしまんが特典付き 500 ぷりぷりろーず

インビジブル・ジョー（２） 420 金城宗幸┴芥瀬良せら ＳＳ×ＸＬ　～社長のペットじゃありません！～（２） 500 ぷりぷりろーず

インビジブル・ジョー（３） 420 金城宗幸┴芥瀬良せら ＳＳ×ＸＬ　～社長のペットじゃありません！～（３） 500 ぷりぷりろーず

ＯＨ！タカラヅカ（１） 600 史村翔┴小野新二 これが両手に花ですか？（１） 440 三色虹

ＯＨ！タカラヅカ（２） 600 史村翔┴小野新二 これが両手に花ですか？（２） 440 三色虹

ＯＨ！タカラヅカ（３） 600 史村翔┴小野新二 これが両手に花ですか？（３） 440 三色虹

ＯＨ！タカラヅカ（４） 600 史村翔┴小野新二 マネージャーは今日もいじわる。（１） 440 春斗ちろ

ＯＨ！タカラヅカ（５） 600 史村翔┴小野新二 マネージャーは今日もいじわる。（２） 440 春斗ちろ

ＯＨ！タカラヅカ（６） 600 史村翔┴小野新二 ラヴァーズ（１） 500 松本美緒

さわれぬ神にたたりなし（１） 800 閂夜明 ラヴァーズ（２） 500 松本美緒

さわれぬ神にたたりなし（２） 800 閂夜明 ラヴァーズ（３） 500 松本美緒

海賊とよばれた男（１） 600 百田尚樹┴須本壮一 ラヴァーズ（４） 500 松本美緒

海賊とよばれた男（２） 600 百田尚樹┴須本壮一 ラヴァーズ（５） 500 松本美緒

海賊とよばれた男（３） 600 百田尚樹┴須本壮一 ラヴァーズ（６） 500 松本美緒

海賊とよばれた男（４） 600 百田尚樹┴須本壮一 愛だけに。　運命の風俗嬢編 500 チカ

海賊とよばれた男（５） 600 百田尚樹┴須本壮一 君としたいから出られない部屋（１） 500 アメヤゆうり

海賊とよばれた男（６） 600 百田尚樹┴須本壮一 君としたいから出られない部屋（２） 500 アメヤゆうり

海賊とよばれた男（７） 600 百田尚樹┴須本壮一 君としたいから出られない部屋（３） 500 アメヤゆうり

海賊とよばれた男（８） 600 百田尚樹┴須本壮一 潮海部長のぬいぐるみ（１） 500 深水恵

海賊とよばれた男（９） 600 百田尚樹┴須本壮一 潮海部長のぬいぐるみ（２） 500 深水恵

海賊とよばれた男（１０） 600 百田尚樹┴須本壮一 渡る世間はオヤジばかり 880 伊藤理佐

新装版　プラスチック解体高校（１） 620 日本橋ヨヲコ サイコの世界（１） 670 井龍一┴大羽隆廣

新装版　プラスチック解体高校（２） 620 日本橋ヨヲコ サイコの世界（２） 660 井龍一┴大羽隆廣

要塞学園（１） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 サイコの世界（３） 660 井龍一┴大羽隆廣

要塞学園（２） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 サイコの世界（４） 730 井龍一┴大羽隆廣

要塞学園（３） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 野苺少女殺人事件（１） 660 江口侑輝

要塞学園（４） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 野苺少女殺人事件（２） 660 江口侑輝

要塞学園（５） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 野苺少女殺人事件（３） 660 江口侑輝

要塞学園（６） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 ドゲドウ（１） 660 印南航太

要塞学園（７） 600 鳴海丈┴ヒロモト森一 ドゲドウ（２） 660 印南航太

攻殻機動隊（１） 1500 士郎正宗 股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～（１） 660 ジブロー┴脇道それる

攻殻機動隊（１．５） 2200 士郎正宗 股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～（２） 660 ジブロー┴脇道それる

攻殻機動隊（２） 2000 士郎正宗 ＳとＸ　～セラピスト霜鳥壱人の告白～（１） 650 多田基生

攻殻機動隊（１） 1500 士郎正宗 ＳとＸ　～セラピスト霜鳥壱人の告白～（２） 650 多田基生

攻殻機動隊（１．５） 2200 士郎正宗 ＳとＸ　～セラピスト霜鳥壱人の告白～（３） 650 多田基生

攻殻機動隊（２） 2000 士郎正宗 きりもやびより（１） 660 みずしな孝之

地下すぎアイドルあかえちゃん（１） 600

月眠┴松村理恵子┴地下すぎアイドル製作

委員会 きりもやびより（２） 660 みずしな孝之

ありをりはべり（１） 500 日向なつお きりもやびより（３） 660 みずしな孝之

ありをりはべり（２） 500 日向なつお きりもやびより（４） 660 みずしな孝之

ありをりはべり（３） 500 日向なつお ツイステッド・シスターズ（１） 650 山下和美

ありをりはべり（４） 500 日向なつお ツイステッド・シスターズ（２） 650 山下和美

ありをりはべり（５） 500 日向なつお ツイステッド・シスターズ（３） 650 山下和美

ありをりはべり（６） 500 日向なつお 鑑定眼　もっとも高価な死に方（１） 650 楠本寛樹┴後藤悠太

ありをりはべり（７） 500 日向なつお 鑑定眼　もっとも高価な死に方（２） 650 楠本寛樹┴後藤悠太

ありをりはべり（８） 500 日向なつお 鑑定眼　もっとも高価な死に方（３） 650 楠本寛樹┴後藤悠太

いまそかり（１） 500 日向なつお 鑑定眼　もっとも高価な死に方（４） 650 楠本寛樹┴後藤悠太

いまそかり（２） 500 日向なつお 母の元カノと暮らした。（１） 650 宮城みち

それいけ岩清水（１） 420 小林まこと 母の元カノと暮らした。（２） 680 宮城みち

それいけ岩清水（２） 420 小林まこと オフ会したらとんでもないやつが来た話（１） 600 ｍｉｉ．ｍ

それでも恋していいでしょ 800 楠田夏子 オフ会したらとんでもないやつが来た話（２） 600 ｍｉｉ．ｍ

まじもじるるも（１） 600 渡辺航 巨乳好きなのにＢＬ界に転生しました（１） 600 尚月地

まじもじるるも（２） 600 渡辺航 鏡話（上） 500 犬木加奈子

まじもじるるも（３） 600 渡辺航 鏡話（下） 500 犬木加奈子

まじもじるるも（４） 600 渡辺航 ムムリン（１） 630 岩井勇気┴佐々木順一郎

まじもじるるも（５） 600 渡辺航 ムムリン（２） 660 岩井勇気┴佐々木順一郎

まじもじるるも（６） 600 渡辺航 君が獣になる前に（１） 670 さの隆

まじもじるるも（７） 600 渡辺航 君が獣になる前に（２） 660 さの隆

もう、しませんから。（１） 420 西本英雄 君が獣になる前に（３） 660 さの隆

もう、しませんから。（２） 420 西本英雄 君が獣になる前に（４） 660 さの隆

もう、しませんから。（３） 420 西本英雄 君が獣になる前に（５） 660 さの隆

もう、しませんから。（４） 420 西本英雄 うちの師匠はしっぽがない（７）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

もう、しませんから。（５） 420 西本英雄 テフレ。（１） 650 寝子空兄

もう、しませんから。（６） 420 西本英雄 テフレ。（２） 650 寝子空兄

もう、しませんから。（７） 420 西本英雄 テフレ。（３） 650 寝子空兄

もう、しませんから。（８） 420 西本英雄 九尾狐の花嫁（１） 750 占地

もう、しませんから。（９） 420 西本英雄 なないろ探訪記（１） 630 日生マユ

もう、しませんから。（１０） 420 西本英雄 なないろ探訪記（２） 630 日生マユ

もう、しませんから。（１１） 420 西本英雄 なないろ探訪記（３） 630 日生マユ

もう、しませんから。（１２） 420 西本英雄 ハイスペ弁護士との同居生活は最低で最高です。（１） 500 藤代香澄

もう、しませんから。（１３） 420 西本英雄 ハイスペ弁護士との同居生活は最低で最高です。（２） 500 藤代香澄

もう、しませんから。（１４） 420 西本英雄 ハイスペ弁護士との同居生活は最低で最高です。（３） 500 藤代香澄

キズナ　本当にあった泣けちゃう感動ストーリー 420

山田デイジー┴白沢まりも┴茶匡┴瀬田ハ

ルヒ┴三浦瑞希┴伊藤みんご ぴちぴちピッチ　新装版（１）　【電子限定特典つき】 1300 花森ぴんく┴横手美智子



キャンディ・フラワー 420 山田デイジー ぴちぴちピッチ　新装版（２）　【電子限定特典つき】 1300 花森ぴんく┴横手美智子

グレイ　ロマンス 800 楠田夏子 ぴちぴちピッチ　新装版（３）　【電子限定特典つき】 1500 花森ぴんく┴横手美智子

サエズリ図書館のワルツさん 600 紅玉いづき┴楠田夏子 運命の人に出会う話（１） 470 あなしん

シロマダラ 420 小林まこと 運命の人に出会う話（２） 450 あなしん

ジャンゴ！（１） 600 せきやてつじ┴木葉功一 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート　子育て編（１） 630 車谷晴子

ジャンゴ！（２） 600 せきやてつじ┴木葉功一 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート　子育て編（２） 630 車谷晴子

スイーツ黒澤 420 Ｉｓｈｉｋｏ 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート　子育て編（３） 630 車谷晴子

ムーたち（１） 600 榎本俊二 東大くんと元ギャルさん～格差婚ロワイヤル～（１） 600 あいだ夏波

ムーたち（２） 600 榎本俊二 東大くんと元ギャルさん～格差婚ロワイヤル～（２） 600 あいだ夏波

新装版　ムーンロスト（１） 819 星野之宣 東大くんと元ギャルさん～格差婚ロワイヤル～（３） 600 あいだ夏波

新装版　ムーンロスト（２） 819 星野之宣 えるのわ！～恋愛弱者とペケ天使～（１） 450 スズモトコウ

下級生（１） 420 蒼井まもる えるのわ！～恋愛弱者とペケ天使～（２） 450 スズモトコウ

下級生（２） 420 蒼井まもる えるのわ！～恋愛弱者とペケ天使～（３） 450 スズモトコウ

君がいなきゃダメって言って（１） 420 はつはる あたし専属、魔法使いさま！（１） 650 栄羽弥

君がいなきゃダメって言って（２） 420 はつはる あたし専属、魔法使いさま！（２） 650 栄羽弥

塾セン（１） 420 立樹まや ぴちぴちピッチ　ａｑｕａ（１） 440 花森ぴんく

塾セン（２） 420 立樹まや ぴちぴちピッチ　ａｑｕａ（２） 440 花森ぴんく

天国への階段（１） 800 小林まこと ハマる男に蹴りたい女（１） 500 天沢アキ

天国への階段（２） 800 小林まこと ハマる男に蹴りたい女（２） 500 天沢アキ

天国への階段（３） 800 小林まこと わけわかんないキミが好き（１）　【電子限定描きおろし漫画つき】 440 みずぐちまふゆ

天国への階段（４） 800 小林まこと わけわかんないキミが好き（２） 440 みずぐちまふゆ

妖怪のお医者さん（１） 420 佐藤友生 わけわかんないキミが好き（３） 440 みずぐちまふゆ

妖怪のお医者さん（２） 420 佐藤友生 羽柴楓はときめきたい（１） 450 春兎あや

妖怪のお医者さん（３） 420 佐藤友生 羽柴楓はときめきたい（２） 450 春兎あや

妖怪のお医者さん（４） 420 佐藤友生

偽り姫の内緒ごと　～後宮で身代わりの妃を演じたら、皇帝と護衛に寵愛

されました～（１）　【電子限定描きおろしショートストーリーつき】 650 桜倉メグ┴雨川透子

妖怪のお医者さん（５） 420 佐藤友生

偽り姫の内緒ごと　～後宮で身代わりの妃を演じたら、皇帝と護衛に寵愛

されました～（２）　電子限定描きおろし特典つき 650 桜倉メグ┴雨川透子

妖怪のお医者さん（６） 420 佐藤友生

偽り姫の内緒ごと　～後宮で身代わりの妃を演じたら、皇帝と護衛に寵愛

されました～（３） 650 桜倉メグ┴雨川透子

妖怪のお医者さん（７） 420 佐藤友生 本気でしてもいいですか？（１） 500 丹沢ユウ

妖怪のお医者さん（８） 420 佐藤友生 本気でしてもいいですか？（２） 500 丹沢ユウ

妖怪のお医者さん（９） 420 佐藤友生 本気でしてもいいですか？（３） 500 丹沢ユウ

妖怪のお医者さん（１０） 420 佐藤友生 本気でしてもいいですか？（４） 500 丹沢ユウ

妖怪のお医者さん（１１） 420 佐藤友生 古オタクの恋わずらい（１） 680 ニコ・ニコルソン

妖怪のお医者さん（１２） 420 佐藤友生 古オタクの恋わずらい（２） 680 ニコ・ニコルソン

妖怪のお医者さん（１３） 420 佐藤友生 古オタクの恋わずらい（３） 680 ニコ・ニコルソン

妖怪のお医者さん（１４） 420 佐藤友生 東京リベンジャーズ　ＴＶアニメ公式ガイドブック　決定版 800 週刊少年マガジン編集部

妖怪のお医者さん（１５） 420 佐藤友生 コンサルナイン～小夜子の逆転プロデュース～（１） 450 音羽さおり

新装版　ブルーホール（１） 819 星野之宣 コンサルナイン～小夜子の逆転プロデュース～（２） 450 音羽さおり

新装版　ブルーホール（２） 819 星野之宣 コンサルナイン～小夜子の逆転プロデュース～（３） 450 音羽さおり

新装版　ブルー・ワールド（１） 1400 星野之宣

シャングリラ・フロンティア（７）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

新装版　ブルー・ワールド（２） 1400 星野之宣 彼女の友達（１） 660 じゅら

新装版　ブルー・ワールド（３） 1400 星野之宣 彼女の友達（２） 660 じゅら

春よ、来い（１） 600 咲香里 オフレコメイド～年下小悪魔アイドルの家政婦はじめました～（１） 500 綾城いつき

春よ、来い（２） 600 咲香里 オフレコメイド～年下小悪魔アイドルの家政婦はじめました～（２） 500 綾城いつき

春よ、来い（３） 600 咲香里

お探しの初恋相手はたぶん私です、とはとても言えない。～逃亡した元聖

女、もふもふをこじらせた青年と再会する～（１） 600 永野水貴┴火鳴。

春よ、来い（４） 600 咲香里

お探しの初恋相手はたぶん私です、とはとても言えない。～逃亡した元聖

女、もふもふをこじらせた青年と再会する～（２） 600 永野水貴┴火鳴。

春よ、来い（５） 600 咲香里 こじらせヤクザは幼馴染（１） 500 小椋アカネ

春よ、来い（６） 600 咲香里 こじらせヤクザは幼馴染（２） 500 小椋アカネ

春よ、来い（７） 600 咲香里 こじらせヤクザは幼馴染（３） 500 小椋アカネ

春よ、来い（８） 600 咲香里 その愛ぜんぶ、俺にちょーだい　【電子限定描きおろし漫画つき】 440 あかちひろ

春よ、来い（９） 600 咲香里 はじめてだけど野獣でいい？（１） 500 新めぐみ

春よ、来い（１０） 600 咲香里 はじめてだけど野獣でいい？（２） 500 新めぐみ

春よ、来い（１１） 600 咲香里 はじめてだけど野獣でいい？（３） 500 新めぐみ

氷の女王（１） 420 リカチ もね先生のなすがまま～天才ＢＬ作家のいろんなお世話します～（１） 500 桐島りら

氷の女王（２） 420 リカチ もね先生のなすがまま～天才ＢＬ作家のいろんなお世話します～（２） 500 桐島りら

真・中華一番！（１） 420 小川悦司 もね先生のなすがまま～天才ＢＬ作家のいろんなお世話します～（３） 500 桐島りら

真・中華一番！（２） 420 小川悦司 虎二先輩の飼育係（１） 450 ゆにしま獏

真・中華一番！（３） 420 小川悦司 バツ３なのでトキメキ禁止です（１） 500 よしだ斑鳩

真・中華一番！（４） 420 小川悦司 バツ３なのでトキメキ禁止です（２） 500 よしだ斑鳩

真・中華一番！（５） 420 小川悦司 心が男子小学生。（１） 660 真木ミミズ

真・中華一番！（６） 420 小川悦司 心が男子小学生。（２） 660 真木ミミズ

真・中華一番！（７） 420 小川悦司 青春サイケと怠惰な王子（１） 660 佐々野人憂

真・中華一番！（８） 420 小川悦司 青春サイケと怠惰な王子（２） 730 佐々野人憂

真・中華一番！（９） 420 小川悦司 兄弟ゾンビ（１） 660 外山竜耳

真・中華一番！（１０） 420 小川悦司 兄弟ゾンビ（２） 750 外山竜耳

真・中華一番！（１１） 420 小川悦司 百合の園にも蟲はいる（１） 660 はせべｓｏ鬱┴羽流木はない

真・中華一番！（１２） 420 小川悦司 百合の園にも蟲はいる（２） 730 はせべｓｏ鬱┴羽流木はない

砲神エグザクソン（１） 600 園田健一 百合の園にも蟲はいる（３） 730 はせべｓｏ鬱┴羽流木はない

砲神エグザクソン（２） 600 園田健一 艦隊のシェフ（１） 650 池田邦彦┴萩原玲二

砲神エグザクソン（３） 600 園田健一 艦隊のシェフ（２） 650 池田邦彦┴萩原玲二

砲神エグザクソン（４） 600 園田健一 艦隊のシェフ（３） 650 池田邦彦┴萩原玲二

砲神エグザクソン（５） 600 園田健一 山田金鉄短編集　全軍奮闘！ 720 山田金鉄

砲神エグザクソン（６） 600 園田健一 少女ファイト（１８）　特装版 1100 日本橋ヨヲコ┴木内亨

砲神エグザクソン（７） 600 園田健一 恋人プレイ（１） 600 玉置勉強

花を召しませ 420 岩下慶子 恋人プレイ（２） 600 玉置勉強

ＥＲＥＴ 600 長沢克泰

強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはおかゆを食べようと思います。

（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 壱乃ナナ┴雨傘ヒョウゴ┴鈴ノ助

ＧＵＮＳＭＩＴＨ　ＣＡＴＳ　ＢＵＲＳＴ（１） 600 園田健一

強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはおかゆを食べようと思います。

（２）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 壱乃ナナ┴雨傘ヒョウゴ┴鈴ノ助

ＧＵＮＳＭＩＴＨ　ＣＡＴＳ　ＢＵＲＳＴ（２） 600 園田健一

強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはおかゆを食べようと思います。

（３） 600 壱乃ナナ┴雨傘ヒョウゴ┴鈴ノ助

ＧＵＮＳＭＩＴＨ　ＣＡＴＳ　ＢＵＲＳＴ（３） 600 園田健一 メトロイド　サムス＆ジョイ（１） 440 出月こーじ┴任天堂

ＧＵＮＳＭＩＴＨ　ＣＡＴＳ　ＢＵＲＳＴ（４） 600 園田健一 メトロイド　サムス＆ジョイ（２） 440 出月こーじ┴任天堂

ＧＵＮＳＭＩＴＨ　ＣＡＴＳ　ＢＵＲＳＴ（５） 600 園田健一 メトロイド　サムス＆ジョイ（３） 440 出月こーじ┴任天堂

Ｋ　―デイズ・オブ・ブルー―（１） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴

来楽零（ＧｏＲＡ） ギャルせん（１） 660 植野メグル

Ｋ　―デイズ・オブ・ブルー―（２） 600

ＧｏＲＡ・ＧｏＨａｎｄｓ┴黒榮ゆい┴

来楽零（ＧｏＲＡ） ギャルせん（２） 660 植野メグル

ＲＥＤ（１） 600 村枝賢一 ギャルせん（３） 660 植野メグル

ＲＥＤ（２） 600 村枝賢一 ギャルせん（４） 660 植野メグル

ＲＥＤ（３） 600 村枝賢一 ＤＥＭＯＮＳ　ＳＴＡＲ（１） 660 阿部秀司┴ミクニシン

ＲＥＤ（４） 600 村枝賢一 ＤＥＭＯＮＳ　ＳＴＡＲ（２） 660 阿部秀司┴ミクニシン

ＲＥＤ（５） 600 村枝賢一 ＤＥＭＯＮＳ　ＳＴＡＲ（３） 660 阿部秀司┴ミクニシン

ＲＥＤ（６） 600 村枝賢一 ＤＥＭＯＮＳ　ＳＴＡＲ（４） 660 阿部秀司┴ミクニシン

ＲＥＤ（７） 600 村枝賢一

Ｓランクパーティから解雇された【呪具師】～『呪いのアイテム』しか作れませ

んが、その性能はアーティファクト級なり……！～（１） 660 ＬＡ軍┴小川錦

ＲＥＤ（８） 600 村枝賢一

Ｓランクパーティから解雇された【呪具師】～『呪いのアイテム』しか作れませ

んが、その性能はアーティファクト級なり……！～（２） 660 ＬＡ軍┴小川錦

ＲＥＤ（９） 600 村枝賢一

Ｓランクパーティから解雇された【呪具師】～『呪いのアイテム』しか作れませ

んが、その性能はアーティファクト級なり……！～（３） 660 ＬＡ軍┴小川錦

ＲＥＤ（１０） 600 村枝賢一

ハズレスキル「逃げる」で俺は極限低レベルのまま最強を目指す（１）　～

経験値抑制＆レベル１でスキルポイントが死ぬほどインフレ、スキルが取り放

題になった件～ 660 天宮暁┴雪永ちっち┴あずきこ┴ｐｕｐｐｓ



ＲＥＤ（１１） 600 村枝賢一

ハズレスキル「逃げる」で俺は極限低レベルのまま最強を目指す（２）　～

経験値抑制＆レベル１でスキルポイントが死ぬほどインフレ、スキルが取り放

題になった件～ 660 天宮暁┴雪永ちっち┴あずきこ┴ｐｕｐｐｓ

ＲＥＤ（１２） 600 村枝賢一

ハズレスキル「逃げる」で俺は極限低レベルのまま最強を目指す（３）　～

経験値抑制＆レベル１でスキルポイントが死ぬほどインフレ、スキルが取り放

題になった件～ 660 天宮暁┴雪永ちっち┴あずきこ┴ｐｕｐｐｓ

ＲＥＤ（１３） 600 村枝賢一 ろこぽん（１） 660 雪永ちっち┴なだいにし

ＲＥＤ（１４） 600 村枝賢一 ろこぽん（２） 660 雪永ちっち┴なだいにし

ＲＥＤ（１５） 600 村枝賢一 ろこぽん（３） 730 雪永ちっち┴なだいにし

ＲＥＤ（１６） 600 村枝賢一

技巧貸与＜スキル・レンダー＞のとりかえし～トイチって最初に言ったよな？

～（１） 660 黄波戸井ショウリ┴小山ナオト

ＲＥＤ（１７） 600 村枝賢一

技巧貸与＜スキル・レンダー＞のとりかえし～トイチって最初に言ったよな？

～（２） 660 黄波戸井ショウリ┴小山ナオト┴チーコ

ＲＥＤ（１８） 600 村枝賢一

技巧貸与＜スキル・レンダー＞のとりかえし～トイチって最初に言ったよな？

～（３） 660 黄波戸井ショウリ┴小山ナオト┴チーコ

ＲＥＤ（１９） 600 村枝賢一

美龍艶笑譚～自己肯定感が激低なドラゴン級美少女魔王を、勇者がイ

チャラブで退治するお話～（１） 660 ブラック木蓮┴郊外の某

新装版　Ｗｈａｔ’ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？（１） 600 小林まこと

美龍艶笑譚～自己肯定感が激低なドラゴン級美少女魔王を、勇者がイ

チャラブで退治するお話～（２） 660 ブラック木蓮┴郊外の某

新装版　Ｗｈａｔ’ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？（２） 600 小林まこと

美龍艶笑譚～自己肯定感が激低なドラゴン級美少女魔王を、勇者がイ

チャラブで退治するお話～（３） 660 ブラック木蓮┴郊外の某

新装版　Ｗｈａｔ’ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？（３） 600 小林まこと とりま、風呂いかね？（１） 680 イシイ渡

新装版　Ｗｈａｔ’ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？（４） 600 小林まこと とりま、風呂いかね？（２） 680 イシイ渡

新装版　Ｗｈａｔ’ｓ　Ｍｉｃｈａｅｌ？（５） 600 小林まこと ちっちゃい島のでっかいガール（１） 650 あおいましろう

せっかち伯爵と時間どろぼう（１） 420 久米田康治 ちっちゃい島のでっかいガール（２） 650 あおいましろう

せっかち伯爵と時間どろぼう（２） 420 久米田康治 ちっちゃい島のでっかいガール（３） 700 あおいましろう

せっかち伯爵と時間どろぼう（３） 420 久米田康治 失恋後、険悪だった幼なじみが砂糖菓子みたいに甘い（１） 600 長谷川三時┴七烏未奏┴うなさか

せっかち伯爵と時間どろぼう（４） 420 久米田康治 失恋後、険悪だった幼なじみが砂糖菓子みたいに甘い（２） 650 長谷川三時┴七烏未奏┴うなさか

せっかち伯爵と時間どろぼう（５） 420 久米田康治

日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは、多言語マスター

の俺１人（１） 600 逢上おかき┴アサヒ

せっかち伯爵と時間どろぼう（６） 420 久米田康治

日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは、多言語マスター

の俺１人（２） 600 逢上おかき┴アサヒ┴飴玉コン

はじめのニット！（１） 600 芦田実希

日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは、多言語マスター

の俺１人（３） 600 逢上おかき┴アサヒ┴飴玉コン

はじめのニット！（２） 600 芦田実希 幸運不動産（１） 650 北野希織┴河合広栄

ベントラーベントラー（１） 600 野村亮馬

追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。　～俺

は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意

思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～（１） 660 業務用餅┴六志麻あさ┴ｋｉｓｕｉ

ベントラーベントラー（２） 600 野村亮馬

追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。　～俺

は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意

思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～（２） 660 業務用餅┴六志麻あさ┴ｋｉｓｕｉ

ベントラーベントラー（３） 600 野村亮馬

追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。　～俺

は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意

思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～（３） 660 業務用餅┴六志麻あさ┴ｋｉｓｕｉ

女子大生　家庭教師　濱中アイ（１） 420 氏家ト全 イケボキャット（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 出迦オレ

女子大生　家庭教師　濱中アイ（２） 420 氏家ト全 好きピのために腹筋割りたいギャル 600 輪立さく

女子大生　家庭教師　濱中アイ（３） 420 氏家ト全 迷宮の王（１） 650 Ｋ９┴小林裕和┴支援ＢＩＳ

女子大生　家庭教師　濱中アイ（４） 420 氏家ト全 迷宮の王（２） 650 Ｋ９┴小林裕和┴支援ＢＩＳ

女子大生　家庭教師　濱中アイ（５） 420 氏家ト全 キングダムオブザＺ　セクシーパニック！描き下ろし漫画付き特装版（６） 800 綿貫ろん┴はらわたさいぞう

女子大生　家庭教師　濱中アイ（６） 420 氏家ト全

転生したら、彼氏何人できるかな？（１）　【電子限定描きおろし漫画つ

き】 650 中江みかよ

新海綴の読解録（１） 420 八海薫 転生したら、彼氏何人できるかな？（２） 650 中江みかよ

新海綴の読解録（２） 420 八海薫 僕はメイクしてみることにした 990 糸井のぞ┴鎌塚亮

架刑のアリス（１） 630 由貴香織里 けむたい姉とずるい妹（１） 660 ばったん

架刑のアリス（２） 630 由貴香織里 けむたい姉とずるい妹（２） 680 ばったん

架刑のアリス（３） 630 由貴香織里 けむたい姉とずるい妹（３） 680 ばったん

架刑のアリス（４） 630 由貴香織里 ＤＡＹＳ～ｆｒａｇｍｅｎｔ～ 450 安田剛士

架刑のアリス（５） 630 由貴香織里 ＰＡＵＳＥ 450 安田剛士

架刑のアリス（６） 630 由貴香織里 青のミブロ（１） 450 安田剛士

架刑のアリス（７） 630 由貴香織里 青のミブロ（２） 450 安田剛士

架刑のアリス（８） 630 由貴香織里 青のミブロ（３） 450 安田剛士

架刑のアリス（９） 630 由貴香織里 青のミブロ（４） 450 安田剛士

架刑のアリス（１０） 630 由貴香織里 青のミブロ（５） 450 安田剛士

架刑のアリス（１１） 630 由貴香織里 青のミブロ（６） 450 安田剛士

風夏（１） 420 瀬尾公治 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（１） 450 木南ユカ

風夏（２） 420 瀬尾公治 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（２） 450 木南ユカ

風夏（３） 420 瀬尾公治 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（３） 450 木南ユカ

風夏（４） 420 瀬尾公治 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（４） 450 木南ユカ

風夏（５） 420 瀬尾公治 東大リベンジャーズ（１） 450 船津紳平

風夏（６） 420 瀬尾公治 東大リベンジャーズ（２） 450 船津紳平

風夏（７） 420 瀬尾公治 東大リベンジャーズ（３） 450 船津紳平

風夏（８） 420 瀬尾公治 東大リベンジャーズ（４） 450 船津紳平

風夏（９） 420 瀬尾公治 初モノ噺（１） 650 鹿成トクサク

風夏（１０） 420 瀬尾公治 この恋は、みんなにはナイショ。 450 かぺる

風夏（１１） 420 瀬尾公治 ヨル職シンデレラ（１） 500 百乃モト

風夏（１２） 420 瀬尾公治 ヨル職シンデレラ（２） 500 百乃モト

風夏（１３） 420 瀬尾公治 片思いのカノン 450 柿ミツキ

風夏（１４） 420 瀬尾公治 キミイロパラサイト（１） 450 空華みあ

風夏（１５） 420 瀬尾公治 キミイロパラサイト（２） 450 空華みあ

風夏（１６） 420 瀬尾公治 キミイロパラサイト（３） 450 空華みあ

風夏（１７） 420 瀬尾公治

もしも推しのアイドルが幽霊だったら？（１）　【電子限定描きおろし漫画

つき】 440 松井トミー

風夏（１８） 420 瀬尾公治 もしも推しのアイドルが幽霊だったら？（２） 440 松井トミー

風夏（１９） 420 瀬尾公治 嘘恋（１） 450 高渕アスミ

風夏（２０） 420 瀬尾公治 嘘恋（２） 450 高渕アスミ

魔女っ娘つくねちゃん（１） 600 まがりひろあき 彼氏が××すぎて困ります。 450 莢乃りお

魔女っ娘つくねちゃん（２） 600 まがりひろあき １０年ぶりの初カレがすごい（１） 500 茶九楽ゆっけ

魔女っ娘つくねちゃん（３） 600 まがりひろあき １０年ぶりの初カレがすごい（２） 500 茶九楽ゆっけ

おがみ松吾郎（１） 420 伊藤実 こいにこいするこに恋す（１） 650 戌井だいじ

おがみ松吾郎（２） 420 伊藤実 警視庁草紙-風太郎明治劇場-（１） 660 山田風太郎┴東直輝┴後藤一信

おがみ松吾郎（３） 420 伊藤実 警視庁草紙-風太郎明治劇場-（２） 660 山田風太郎┴東直輝┴後藤一信

おがみ松吾郎（４） 420 伊藤実 警視庁草紙-風太郎明治劇場-（３） 660 山田風太郎┴東直輝┴後藤一信

おがみ松吾郎（５） 420 伊藤実 警視庁草紙-風太郎明治劇場-（４） 660 山田風太郎┴東直輝┴後藤一信

おがみ松吾郎（６） 420 伊藤実 警視庁草紙-風太郎明治劇場-（５） 660 山田風太郎┴東直輝┴後藤一信

おがみ松吾郎（７） 420 伊藤実 花織さんは転生しても喧嘩がしたい（１） 660 氷川へきる

おがみ松吾郎（８） 420 伊藤実 花織さんは転生しても喧嘩がしたい（２） 660 氷川へきる

おがみ松吾郎（９） 420 伊藤実 ケモ夫人 680 藤想

おがみ松吾郎（１０） 420 伊藤実 ケモ夫人（２） 780 藤想

おがみ松吾郎（１１） 420 伊藤実 ケモ夫人（３） 850 藤想

おがみ松吾郎（１２） 420 伊藤実 ケモ夫人（４） 660 藤想

おがみ松吾郎（１３） 420 伊藤実 引きこもり箱入令嬢の結婚（１） 600 原口真成┴北乃ゆうひ┴間明田

おがみ松吾郎（１４） 420 伊藤実 引きこもり箱入令嬢の結婚（２） 600 原口真成┴北乃ゆうひ┴間明田

おがみ松吾郎（１５） 420 伊藤実 引きこもり箱入令嬢の結婚（３） 600 原口真成┴北乃ゆうひ┴間明田

アンドロイドＶ 400 石ノ森章太郎

「地味でつまらない」と捨てられたので、地道に錬金術師を目指します！～

堅実令嬢は婚約破棄後に幸せになる～（１） 650 ちあき楽┴柚子れもん

サイボーグ００９（１） 400 石ノ森章太郎

「地味でつまらない」と捨てられたので、地道に錬金術師を目指します！～

堅実令嬢は婚約破棄後に幸せになる～（２） 600 ちあき楽┴柚子れもん



サイボーグ００９（２） 400 石ノ森章太郎

「地味でつまらない」と捨てられたので、地道に錬金術師を目指します！～

堅実令嬢は婚約破棄後に幸せになる～（３） 600 ちあき楽┴柚子れもん

サイボーグ００９（３） 400 石ノ森章太郎

「地味でつまらない」と捨てられたので、地道に錬金術師を目指します！～

堅実令嬢は婚約破棄後に幸せになる～（４） 600 ちあき楽┴柚子れもん

サイボーグ００９（４） 400 石ノ森章太郎 つむぐと恋になるふたり（１） 470 タアモ

サイボーグ００９（５） 400 石ノ森章太郎 つむぐと恋になるふたり（２） 450 タアモ

サイボーグ００９（６） 400 石ノ森章太郎 暴き屋（１） 630 アミューズ┴講談社┴ＦＩＲＥＢＵＧ┴松井レ

サイボーグ００９（７） 400 石ノ森章太郎 暴き屋（２） 630 アミューズ┴講談社┴ＦＩＲＥＢＵＧ┴松井レ

サイボーグ００９（８） 400 石ノ森章太郎 暴き屋（３） 630 アミューズ┴講談社┴ＦＩＲＥＢＵＧ┴松井レ

サイボーグ００９（９） 400 石ノ森章太郎 ビンテイジ（１） 680 赤堀君

サイボーグ００９（１０） 400 石ノ森章太郎 ビンテイジ（２） 680 赤堀君

サイボーグ００９（１１） 400 石ノ森章太郎 週末芸人（１） 680 久保田之都

サイボーグ００９（１２） 400 石ノ森章太郎 週末芸人（２） 750 久保田之都

サイボーグ００９（１３） 400 石ノ森章太郎 おひとりさまでした。　～アラサー男は、悪魔娘と飯を食う～（１） 650 天那光汰┴いつき楼

サイボーグ００９（１４） 400 石ノ森章太郎

わがまま王女に仕えた万能執事、隣の帝国で最強の軍人に成り上がり無

双する（１） 600 れーが┴すかいふぁーむ

サイボーグ００９（１５） 400 石ノ森章太郎 救わなきゃダメですか？　異世界（１） 600 タイジロウ┴青山有┴ニリツ

サイボーグ００９（１６） 400 石ノ森章太郎 救わなきゃダメですか？　異世界（２） 600 タイジロウ┴青山有┴ニリツ

サイボーグ００９（１７） 400 石ノ森章太郎

返事がない、ただの魔王の屍のようだ　～聖職者が魔王の子分になったの

に世界の半分もくれません～（１） 600 亜希乃千紗

サイボーグ００９（１８） 400 石ノ森章太郎

返事がない、ただの魔王の屍のようだ　～聖職者が魔王の子分になったの

に世界の半分もくれません～（２） 600 亜希乃千紗

サイボーグ００９（１９） 400 石ノ森章太郎

タマロワ　～１００％金目当て　資産３５億のイケメンを巡る訳アリ女達

の玉の輿バトルロワイヤル～　【電子限定特装版】（７） 1000 山口ミコト┴まりお

サイボーグ００９（２０） 400 石ノ森章太郎 黒猫と兵士（１） 800 蒼井万里

サイボーグ００９（２１） 400 石ノ森章太郎 黒猫と兵士（２） 800 蒼井万里

サイボーグ００９（２２） 400 石ノ森章太郎 黒猫と兵士（３） 800 蒼井万里

サイボーグ００９（２３） 400 石ノ森章太郎 アイスクリームカノジョ（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 くうねりん

サイボーグ００９（２４） 400 石ノ森章太郎 アイスクリームカノジョ（２） 600 くうねりん

サイボーグ００９（２５） 400 石ノ森章太郎 薫る花は凛と咲く（１） 450 三香見サカ

サイボーグ００９（２６） 400 石ノ森章太郎 薫る花は凛と咲く（２） 450 三香見サカ

サイボーグ００９（２７） 400 石ノ森章太郎 薫る花は凛と咲く（３） 450 三香見サカ

ジゴロ次五郎（１） 420 加瀬あつし 薫る花は凛と咲く（４） 450 三香見サカ

ジゴロ次五郎（２） 420 加瀬あつし 薫る花は凛と咲く（５） 450 三香見サカ

ジゴロ次五郎（３） 420 加瀬あつし

勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付与術士をやっ

ていた剣士、万能へと至る～（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 よねぞう┴都神樹┴きさらぎゆり

ジゴロ次五郎（４） 420 加瀬あつし

勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付与術士をやっ

ていた剣士、万能へと至る～（２）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 よねぞう┴都神樹┴きさらぎゆり

ジゴロ次五郎（５） 420 加瀬あつし

勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付与術士をやっ

ていた剣士、万能へと至る～（３）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 よねぞう┴都神樹┴きさらぎゆり

ジゴロ次五郎（６） 420 加瀬あつし

勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付与術士をやっ

ていた剣士、万能へと至る～（４）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 よねぞう┴都神樹┴きさらぎゆり

ジゴロ次五郎（７） 420 加瀬あつし

勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付与術士をやっ

ていた剣士、万能へと至る～（５） 600 よねぞう┴都神樹┴きさらぎゆり

ジゴロ次五郎（８） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（１） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（９） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（２） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１０） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（３） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１１） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（４） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１２） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（５） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１３） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（６） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１４） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（７） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１５） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（８） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１６） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（９） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１７） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（１０） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１８） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（１１） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（１９） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（１２） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（２０） 420 加瀬あつし のだめカンタービレ　新装版（１３） 1200 二ノ宮知子

ジゴロ次五郎（２１） 420 加瀬あつし 犬飼さんはかわいくなりたい！（１） 450 どーるる

ジゴロ次五郎（２２） 420 加瀬あつし 犬飼さんはかわいくなりたい！（２） 450 どーるる

００９ノ１（１） 400 石ノ森章太郎 花野井くんと恋の病（１０）特装版 1000 森野萌

００９ノ１（２） 400 石ノ森章太郎 今宵、囚われの君を。 780 清永かすみ

００９ノ１（３） 400 石ノ森章太郎 ＢＬＯＯＤ　ＦＩＲＥ　警視庁特別怪異対応班（１） 600 ｓｉｇａｍａ

００９ノ１（４） 400 石ノ森章太郎 ＢＬＯＯＤ　ＦＩＲＥ　警視庁特別怪異対応班（２） 600 ｓｉｇａｍａ

００９ノ１（５） 400 石ノ森章太郎 ＢＬＯＯＤ　ＦＩＲＥ　警視庁特別怪異対応班（３） 600 ｓｉｇａｍａ

とっかぶ（１） 600 桑原太矩 オールド・ルーキー（１） 480 中村ジュンヤ

とっかぶ（２） 600 桑原太矩 オールド・ルーキー（２） 560 中村ジュンヤ

とっかぶ（３） 600 桑原太矩 異世界帰りの大賢者様はそれでもこっそり暮らしているつもりです（１） 730 木野二九┴岡﨑純平┴日下コウ

とっかぶ（４） 600 桑原太矩 異世界帰りの大賢者様はそれでもこっそり暮らしているつもりです（２） 730 木野二九┴岡﨑純平┴日下コウ

まじもじるるも　魔界編（１） 600 渡辺航 異世界帰りの大賢者様はそれでもこっそり暮らしているつもりです（３） 660 木野二九┴岡﨑純平┴日下コウ

まじもじるるも　魔界編（２） 600 渡辺航 怨讐のレプリカ（１） 660 おりお無

まじもじるるも　魔界編（３） 600 渡辺航 怨讐のレプリカ（２） 660 おりお無

まじもじるるも　魔界編（４） 600 渡辺航 怨讐のレプリカ（３） 660 おりお無

天の血脈（１） 600 安彦良和 怨讐のレプリカ（４） 660 おりお無

天の血脈（２） 600 安彦良和 儚録～むじんろく～ 660 翻輪可┴伊原黒一

天の血脈（３） 600 安彦良和 ＳＥＣＯＮＤ　ＢＲＥＡＫ！！（１） 450 稲木智宏

天の血脈（４） 600 安彦良和 ＳＥＣＯＮＤ　ＢＲＥＡＫ！！（２） 450 稲木智宏

天の血脈（５） 600 安彦良和 ＳＥＣＯＮＤ　ＢＲＥＡＫ！！（３） 450 稲木智宏

天の血脈（６） 600 安彦良和 ＳＥＣＯＮＤ　ＢＲＥＡＫ！！（４） 450 稲木智宏

天の血脈（７） 600 安彦良和

犬になったら好きな人に拾われた。（５）【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

天の血脈（８） 600 安彦良和 類にときめくはずがない！ 450 月凪あやせ

西遊妖猿伝　西域篇（１） 743 諸星大二郎 ガクサン（１） 650 佐原実波

西遊妖猿伝　西域篇（２） 743 諸星大二郎 ガクサン（２） 650 佐原実波

西遊妖猿伝　西域篇（３） 743 諸星大二郎 ガクサン（３） 670 佐原実波

西遊妖猿伝　西域篇（４） 743 諸星大二郎 パンダと極道（１） 650 夏本季実

西遊妖猿伝　西域篇（５） 733 諸星大二郎 パンダと極道（２） 650 夏本季実

西遊妖猿伝　西域篇（６） 759 諸星大二郎 トロピカル～ジュ！プリキュア　プリキュアコレクション 900 上北ふたご┴東堂いづみ

チャリに乗れない！（１） 420 英貴 ちいかわ　ナゾトキ　なんか小さくて謎めいたやつ 1000 ナガノ┴こうたみ

チャリに乗れない！（２） 420 英貴

冷血竜皇陛下の「運命の番」らしいですが、後宮に引きこもろうと思います

～幼竜を愛でるのに忙しいので皇后争いはご勝手にどうぞ～（１） 600 ヤス┴柚子れもん

チャリに乗れない！（３） 420 英貴

冷血竜皇陛下の「運命の番」らしいですが、後宮に引きこもろうと思います

～幼竜を愛でるのに忙しいので皇后争いはご勝手にどうぞ～（２） 600 ヤス┴柚子れもん

チャリに乗れない！（４） 420 英貴 ひゃくえむ。新装版　上 1150 魚豊

チャリに乗れない！（５） 420 英貴 ひゃくえむ。新装版　下 1150 魚豊

僕のおじいちゃんが変な話する！（１） 420 浦田カズヒロ

役立たず聖女と呪われた聖騎士《思い出づくりで告白したら求婚＆溺愛さ

れました》（１） 650 柊一葉┴大川なぎ┴ぽぽるちゃ

僕のおじいちゃんが変な話する！（２） 420 浦田カズヒロ

役立たず聖女と呪われた聖騎士《思い出づくりで告白したら求婚＆溺愛さ

れました》（２） 650 柊一葉┴大川なぎ┴ぽぽるちゃ

僕のおじいちゃんが変な話する！（３） 420 浦田カズヒロ

役立たず聖女と呪われた聖騎士《思い出づくりで告白したら求婚＆溺愛さ

れました》（３） 650 柊一葉┴大川なぎ┴ぽぽるちゃ

真人キエッタ（１） 420 鳥飼仁 ぽっちゃりパパは娘に愛されたい！（１） 450 さっち

真人キエッタ（２） 420 鳥飼仁 ぽっちゃりパパは娘に愛されたい！（２） 450 さっち

あとかたの街（１） 600 おざわゆき 片喰と黄金（１） 660 北野詠一

あとかたの街（２） 600 おざわゆき 片喰と黄金（２） 660 北野詠一

あとかたの街（３） 600 おざわゆき 片喰と黄金（３） 660 北野詠一

あとかたの街（４） 600 おざわゆき 片喰と黄金（４） 660 北野詠一

あとかたの街（５） 600 おざわゆき 片喰と黄金（５） 660 北野詠一

はじまりのはる（１） 600 端野洋子 片喰と黄金（６） 660 北野詠一



はじまりのはる（２） 600 端野洋子 片喰と黄金（７） 660 北野詠一

はじまりのはる（３） 680 端野洋子 片喰と黄金（８） 660 北野詠一

コミック＆アニメ公式ガイド　鬼灯の冷徹　地獄の手引書 700

江口夏実┴モーニング編集部┴アミューズメン

ト出版部 ｃｏｄｅ：ノストラ（１） 660 安童夕馬┴明石英之

リヴィングストン（１） 752 前川知大┴片岡人生 ｃｏｄｅ：ノストラ（２） 660 安童夕馬┴明石英之

リヴィングストン（２） 714 前川知大┴片岡人生 ｃｏｄｅ：ノストラ（３） 660 安童夕馬┴明石英之

リヴィングストン（３） 714 前川知大┴片岡人生 ゴリラーマン４０（１） 660 ハロルド作石

リヴィングストン（４） 714 前川知大┴片岡人生 ゴリラーマン４０（２） 660 ハロルド作石

宇宙兄弟　コミックガイド 700

小山宙哉┴モーニング編集部┴アミューズメン

ト出版部 ゴリラーマン４０（３） 660 ハロルド作石

怪談イズデッド（１） 600 飯島しんごう 星使いセレナ（１） 680 ＬＥＮ［Ａー７］

怪談イズデッド（２） 600 飯島しんごう 星使いセレナ（２） 680 ＬＥＮ［Ａー７］

怪談イズデッド（３） 600 飯島しんごう すずり執行ちゅう！（１） 650 Ｒｙｐ

怪談イズデッド（４） 600 飯島しんごう すずり執行ちゅう！（２） 650 Ｒｙｐ

怪談イズデッド（５） 600 飯島しんごう 純猥談（１）　一度寝ただけの女になりたくなかった 660 田川とまた┴純猥談編集部

水の色　銀の月（１） 600 吉田基已

純猥談（２）　４年経っても、手を出してこない彼氏のことがけっこう好き

だ。 660 田川とまた┴純猥談編集部

水の色　銀の月（２） 600 吉田基已 窮鬼の仇花（１） 650 冬葉つがる

水中騎士（１） 600 木城ゆきと 窮鬼の仇花（２） 650 冬葉つがる

水中騎士（２） 600 木城ゆきと 窮鬼の仇花（３） 650 冬葉つがる

水中騎士（３） 600 木城ゆきと 窮鬼の仇花（４） 650 冬葉つがる

灰者 600 木城ゆきと

ブラック国家を追放されたけど【全自動・英霊召喚】があるから何も困らな

い。～最強クラスの英霊１０００体が知らないうちに仕事を片付けてくれ

るし、みんな優しくて居心地いいんで、今さら元の国には戻りません。～ 660 コバシコ┴六志麻あさ┴へいろー

田中雄一作品集　まちあわせ 1200 田中雄一

ブラック国家を追放されたけど【全自動・英霊召喚】があるから何も困らな

い。～最強クラスの英霊１０００体が知らないうちに仕事を片付けてくれ

るし、みんな優しくて居心地いいんで、今さら元の国には戻りません。～ 660 コバシコ┴六志麻あさ┴へいろー

銃夢　外伝 600 木城ゆきと

ブラック国家を追放されたけど【全自動・英霊召喚】があるから何も困らな

い。～最強クラスの英霊１０００体が知らないうちに仕事を片付けてくれ

るし、みんな優しくて居心地いいんで、今さら元の国には戻りません。～ 660 コバシコ┴六志麻あさ┴へいろー

ＩＣＨＩ（１） 600 篠原花那┴子母澤寛

ブラック国家を追放されたけど【全自動・英霊召喚】があるから何も困らな

い。～最強クラスの英霊１０００体が知らないうちに仕事を片付けてくれ

るし、みんな優しくて居心地いいんで、今さら元の国には戻りません。～ 660 コバシコ┴六志麻あさ┴へいろー

ＩＣＨＩ（２） 600 篠原花那┴子母澤寛 七聖剣と魔剣の姫（１） 660 エターナル１４歳┴御子柴奈々┴ファルまろ

ＩＣＨＩ（３） 600 篠原花那┴子母澤寛 七聖剣と魔剣の姫（２） 660 エターナル１４歳┴御子柴奈々┴ファルまろ

ＩＣＨＩ（４） 600 篠原花那┴子母澤寛 七聖剣と魔剣の姫（３） 660 エターナル１４歳┴御子柴奈々┴ファルまろ

ＩＣＨＩ（５） 600 篠原花那┴子母澤寛 七聖剣と魔剣の姫（４） 660 エターナル１４歳┴御子柴奈々┴ファルまろ

ＩＣＨＩ（６） 600 篠原花那┴子母澤寛 追放魔術師のその後　新天地で始めるスローライフ（１） 660 天音ナツシロ┴砂糖多労┴兎塚エイジ

ＩＣＨＩ（７） 600 篠原花那┴子母澤寛 追放魔術師のその後　新天地で始めるスローライフ（２） 660 天音ナツシロ┴砂糖多労┴兎塚エイジ

ドメスティックな彼女（１） 420 流石景 追放魔術師のその後　新天地で始めるスローライフ（３） 660 天音ナツシロ┴砂糖多労┴兎塚エイジ

ドメスティックな彼女（２） 420 流石景

落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生し、学園で無

自覚に無双する～（１） 600 村上よしゆき┴茨木野┴あるてら

ドメスティックな彼女（３） 420 流石景

落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生し、学園で無

自覚に無双する～（２） 600 村上よしゆき┴茨木野┴あるてら

ドメスティックな彼女（４） 420 流石景

落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生し、学園で無

自覚に無双する～（３） 600 村上よしゆき┴茨木野┴あるてら

ドメスティックな彼女（５） 420 流石景

落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生し、学園で無

自覚に無双する～（４） 600 村上よしゆき┴茨木野┴あるてら

ドメスティックな彼女（６） 420 流石景 ギフテッド（１） 650 天樹征丸┴雨宮理真

ドメスティックな彼女（７） 420 流石景 ギフテッド（２） 670 天樹征丸┴雨宮理真

ドメスティックな彼女（８） 420 流石景 ギフテッド（３） 670 天樹征丸┴雨宮理真

ドメスティックな彼女（９） 420 流石景 えちえちすぎる転生偉人美少女の性欲が強すぎてつらい（１） 650 ありしゃん

ドメスティックな彼女（１０） 420 流石景 えちえちすぎる転生偉人美少女の性欲が強すぎてつらい（２） 650 ありしゃん

ドメスティックな彼女（１１） 420 流石景 ツレ猫　マルルとハチ（１） 680 園田ゆり

ドメスティックな彼女（１２） 420 流石景 ツレ猫　マルルとハチ（２） 680 園田ゆり

ドメスティックな彼女（１３） 420 流石景 それは霊のしわざです（５）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

ドメスティックな彼女（１４） 420 流石景 ワケあって社長令嬢に拾われました（１） 620 灯

ドメスティックな彼女（１５） 420 流石景 ワケあって社長令嬢に拾われました（２） 650 灯

ドメスティックな彼女（１６） 420 流石景 やめちまえ！ＰＴＡって言ってたら会長になった件 880 斎藤かよこ

ドメスティックな彼女（１７） 420 流石景 王様と少年は秘密を持っている（１） 660 吉田はるゆき

ドメスティックな彼女（１８） 420 流石景 放課後キスしよーよ 450 朝井うみ

ドメスティックな彼女（１９） 420 流石景 恋は世界征服のあとで（５）　【電子限定描きおろしアニメ設定資料付 900 野田宏┴若松卓宏

ドメスティックな彼女（２０） 420 流石景 人形～ヒトガタ～（１） 600 白崎メオ

ドメスティックな彼女（２１） 420 流石景 人形～ヒトガタ～（２） 600 白崎メオ

ドメスティックな彼女（２２） 420 流石景 人形～ヒトガタ～（３） 600 白崎メオ

ドメスティックな彼女（２３） 420 流石景 死神探偵エルリアの解（１） 600 海冬レイジ┴かんざきももた

ドメスティックな彼女（２４） 420 流石景 死神探偵エルリアの解（２） 600 海冬レイジ┴かんざきももた

ドメスティックな彼女（２５） 420 流石景

シャングリラ・フロンティア（８）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

ドメスティックな彼女（２６） 420 流石景 オオカミにリボン 450 東澤まほろ

ドメスティックな彼女（２７） 420 流石景 きみは星の王子さま 450 持永るい

ドメスティックな彼女（２８） 420 流石景 ネコ科男子は発情期（１） 500 ＩＷＡＯ

久保ミツロウ　初期作品集　しあわせ５はん／くらげ 600 久保ミツロウ┴美春羽里┴森浩美 星乃ハートビート（１） 450 凛田百々

同級生のマッチョ君（１） 420 小堀真 星乃ハートビート（２） 450 凛田百々

同級生のマッチョ君（２） 420 小堀真 愛でて、触って、甘やかして。（１） 500 マオｓｔ

ハルロック（１） 600 西餅 愛でて、触って、甘やかして。（２） 500 マオｓｔ

ハルロック（２） 600 西餅 クロウマン（１） 660 夜光虫

ハルロック（３） 600 西餅 クロウマン（２） 750 夜光虫

ハルロック（４） 600 西餅 みんなのうた（１） 660 青野春秋

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（１） 600 山田恵庸 あの、一本イれていいですか？（１） 660 森口ジョー

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（２） 600 山田恵庸 あの、一本イれていいですか？（２） 660 森口ジョー

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（３） 600 山田恵庸 初恋は血の味がする（１） 660 山田憂香

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（４） 600 山田恵庸 初恋は血の味がする（２） 660 山田憂香

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（５） 600 山田恵庸 恋と千里眼と青二才（１） 660 御家かえる

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（６） 600 山田恵庸 恋と千里眼と青二才（２） 660 御家かえる

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（７） 600 山田恵庸 たたセン～からめる先生の奇妙な課外授業～（１） 650 広瀬べろせ

ＤＥＡＴＨＴＯＰＩＡ（８） 640 山田恵庸 たたセン～からめる先生の奇妙な課外授業～（２） 660 広瀬べろせ

ジョナ散歩（１） 420 ケイケイ サレ妻シタ夫の恋人たち（１） 600 村岡恵

ジョナ散歩（２） 420 ケイケイ サレ妻シタ夫の恋人たち（２） 600 村岡恵

宇宙兄弟　オールカラー版（１） 700 小山宙哉 公式コミックガイド　ｘｘｘＨＯＬｉＣ・戻　夢渡縁起 1000 ＣＬＡＭＰ┴講談社

宇宙兄弟　オールカラー版（２） 700 小山宙哉 ボクたちはみんな大人になれなかった 900 燃え殻┴野原多央

宇宙兄弟　オールカラー版（３） 700 小山宙哉 ＯＨ！ＭＹコンブ　ミドル（１） 700 秋元康┴かみやたかひろ

宇宙兄弟　オールカラー版（４） 700 小山宙哉 グラゼニ～大リーグ編～（１） 650 森高夕次┴足立金太郎

宇宙兄弟　オールカラー版（５） 700 小山宙哉 グラゼニ～大リーグ編～（２） 650 森高夕次┴足立金太郎

宇宙兄弟　オールカラー版（６） 700 小山宙哉 昭和のグラゼニ（１） 650 森高夕次┴川

宇宙兄弟　オールカラー版（７） 700 小山宙哉 昭和のグラゼニ（２） 650 森高夕次┴川

宇宙兄弟　オールカラー版（８） 700 小山宙哉 昭和のグラゼニ（３） 660 森高夕次┴川

宇宙兄弟　オールカラー版（９） 700 小山宙哉 道草寄子の食べ走り（１） 650 風光めいび

宇宙兄弟　オールカラー版（１０） 700 小山宙哉 道草寄子の食べ走り（２） 650 風光めいび

宇宙兄弟　オールカラー版（１１） 700 小山宙哉 プロ嫁（１） 650 渡辺慎一

宇宙兄弟　オールカラー版（１２） 700 小山宙哉 プロ嫁（２） 650 渡辺慎一

宇宙兄弟　オールカラー版（１３） 700 小山宙哉 恋じゃねえから（１） 660 渡辺ペコ

宇宙兄弟　オールカラー版（１４） 700 小山宙哉 吉原プラトニック（１） 650 オキモト・シュウ┴藤川よつ葉

宇宙兄弟　オールカラー版（１５） 700 小山宙哉 吉原プラトニック（２） 650 オキモト・シュウ┴藤川よつ葉

宇宙兄弟　オールカラー版（１６） 700 小山宙哉 吉原プラトニック（３） 650 オキモト・シュウ┴藤川よつ葉

宇宙兄弟　オールカラー版（１７） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（１８） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（２） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（１９） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（３） 600 浦沢直樹┴長崎尚志



宇宙兄弟　オールカラー版（２０） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（４） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２１） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（５） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２２） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（６） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２３） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（７） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２４） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（８） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２５） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（９） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２６） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１０） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２７） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１１） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２８） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１２） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（２９） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１３） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３０） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１４） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３１） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１５） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３２） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１６） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３３） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１７） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３４） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１８） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３５） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（１９） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３６） 700 小山宙哉 ＢＩＬＬＹ　ＢＡＴ（２０） 600 浦沢直樹┴長崎尚志

宇宙兄弟　オールカラー版（３７） 700 小山宙哉 ゾミア（１） 660 浅村壮平┴石田点

宇宙兄弟　オールカラー版（３８） 700 小山宙哉 ゾミア（２） 660 浅村壮平┴石田点

宇宙兄弟　オールカラー版（３９） 700 小山宙哉 ゾミア（３） 660 浅村壮平┴石田点

宇宙兄弟　オールカラー版（４０） 700 小山宙哉 ツワモノガタリ（１） 660 細川忠孝┴山村竜也

宇宙兄弟　オールカラー版（４１） 700 小山宙哉 ツワモノガタリ（２） 660 細川忠孝┴山村竜也

ＳＡＫＵＲＡ　ＴＡＢＯＯ（１） 600 猫田ゆかり ツワモノガタリ（３） 660 細川忠孝┴山村竜也

ＳＡＫＵＲＡ　ＴＡＢＯＯ（２） 600 猫田ゆかり ツワモノガタリ（４） 660 細川忠孝┴山村竜也

ＳＡＫＵＲＡ　ＴＡＢＯＯ（３） 600 猫田ゆかり 高度に発達した医学は魔法と区別がつかない（１） 670 瀧下信英┴津田彷徨

ご指名ありがとうございます！（１） 420 美麻りん 高度に発達した医学は魔法と区別がつかない（２） 670 瀧下信英┴津田彷徨

ちょびっツ（１） 600 ＣＬＡＭＰ 紅灯のハンタマルヤ（１） 600 町田とし子

ちょびっツ（２） 600 ＣＬＡＭＰ 紅灯のハンタマルヤ（２） 600 町田とし子

ちょびっツ（３） 600 ＣＬＡＭＰ

異世界カード無双　魔神殺しのＦランク冒険者（１）　【電子限定描き

おろしペーパー付き】 650 桑野和明┴菅原イチバ┴りーん

ちょびっツ（４） 600 ＣＬＡＭＰ 異世界カード無双　魔神殺しのＦランク冒険者（２） 600 桑野和明┴菅原イチバ┴りーん

ちょびっツ（５） 600 ＣＬＡＭＰ いっしょくどうげん（１） 630 ホイップ精米

ちょびっツ（６） 600 ＣＬＡＭＰ カノジョは絶対、ボクのこと好きなはず（１） 650 白井三二朗

ちょびっツ（７） 600 ＣＬＡＭＰ カノジョは絶対、ボクのこと好きなはず（２） 650 白井三二朗

ちょびっツ（８） 600 ＣＬＡＭＰ カノジョは絶対、ボクのこと好きなはず（３） 650 白井三二朗

ブルーバード　ブルー（１） 700 楠田夏子 あざ恋（１） 450 倉地よね

ブルーバード　ブルー（２） 700 楠田夏子 あざ恋（２） 450 倉地よね

ヤンキー塾へ行く（１） 600 荒木光 成田くんを攻めたい！（１） 450 和泉みお

ヤンキー塾へ行く（２） 600 荒木光 成田くんを攻めたい！（２） 450 和泉みお

ヤンキー塾へ行く（３） 600 荒木光 東京ミュウミュウ　新装版（１） 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ヤンキー塾へ行く（４） 600 荒木光 東京ミュウミュウ　新装版（２）　描きおろし特典つき 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ワンダフルライフ？（１） 750 ケイケイ 東京ミュウミュウ　新装版（３）　描きおろし特典つき 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ワンダフルライフ？（２） 750 ケイケイ 東京ミュウミュウ　新装版（４）　描き下ろし特典つき 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ワンダフルライフ？（３） 750 ケイケイ 東京ミュウミュウ　新装版（５）　描き下ろし特典つき 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ワンダフルライフ？（４） 750 ケイケイ 東京ミュウミュウ　新装版（６） 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ワンダフルライフ？（５） 750 ケイケイ 東京ミュウミュウ　新装版（７） 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

ワンダフルライフ？（６） 750 ケイケイ 東京ミュウミュウ　新装版（８）　あ・ら・もーど　描き下ろし特典つき 620 征海美亜┴講談社

世界の端っことあんずジャム（１） 420 桐島りら 東京ミュウミュウ　新装版（９）　あ・ら・もーど 620 征海美亜┴講談社

世界の端っことあんずジャム（２） 420 桐島りら 東京ミュウミュウ　新装版（１０）　２０２０　り・たーん 620 征海美亜┴吉田玲子┴講談社

世界の端っことあんずジャム（３） 420 桐島りら デキる男女のデキない恋（１） 500 龍本みお

世界の端っことあんずジャム（４） 420 桐島りら すだちの魔王城（１） 520 森下真

世界の端っことあんずジャム（５） 420 桐島りら すだちの魔王城（２） 480 森下真

世界の端っことあんずジャム（６） 420 桐島りら すだちの魔王城（３） 480 森下真

塾生★碇石くん（１） 600 荒木光 愛しのアイツを飼いならせ　飼育書付き特装版 1000 ぴい

塾生★碇石くん（２） 600 荒木光 捨て猫に拾われた僕（１） 800 梅田悟司┴里中翔

塾生★碇石くん（３） 600 荒木光 捨て猫に拾われた僕（２） 800 梅田悟司┴里中翔

塾生★碇石くん（４） 600 荒木光 蓼食う君も好き好き（１） 660 当麻

屋根裏の魔女 600 磯谷友紀 蓼食う君も好き好き（２） 660 当麻

恋のウニフラ（１） 500 江本晴 蓼食う君も好き好き（３） 660 当麻

恋のウニフラ（２） 500 江本晴 影霧街（１） 660 大瀬戸陸

悪夢の棲む家　ゴーストハント（１） 600 小野不由美┴いなだ詩穂 影霧街（２） 660 大瀬戸陸

悪夢の棲む家　ゴーストハント（２） 600 小野不由美┴いなだ詩穂 影霧街（３） 660 大瀬戸陸

悪夢の棲む家　ゴーストハント（３） 600 小野不由美┴いなだ詩穂 金曜日のバカ飯先輩（１） 660 赤堀君┴よしづきくみち

本当にヤバイホラーストーリー　いきもの地獄 420

永遠幸┴地獄少女プロジェクト┴秋本葉子

┴侑えのき┴瑞樹しずか┴三月トモコ┴ナフ

タレン水嶋 金曜日のバカ飯先輩（２） 660 赤堀君┴よしづきくみち

本当にヤバイホラーストーリー　ヒミツ地獄 420

ナフタレン水嶋┴秋本葉子┴伊藤みんご┴

三月トモコ┴侑えのき┴藤原トリュフ┴リオコ 隣のステラ（１） 450 餡蜜

東京マーブルチョコレート　ハロー、グッバイ、ハロー。 420 谷川史子 隣のステラ（２） 450 餡蜜

死にたがりと雲雀（１） 630 山中ヒコ かみちゃまかりんｃｈｕ（１） 440 こげどんぼ＊

死にたがりと雲雀（２） 630 山中ヒコ かみちゃまかりんｃｈｕ（２） 440 こげどんぼ＊

死にたがりと雲雀（３） 630 山中ヒコ かみちゃまかりんｃｈｕ（３） 440 こげどんぼ＊

死にたがりと雲雀（４） 630 山中ヒコ かみちゃまかりんｃｈｕ（４） 440 こげどんぼ＊

死にたがりと雲雀（５） 630 山中ヒコ かみちゃまかりんｃｈｕ（５） 440 こげどんぼ＊

涙１００万粒のリアル　いじめがはじまるとき 420

安藤なつみ┴日向きょう┴三月トモコ┴吉田

はるゆき かみちゃまかりんｃｈｕ（６） 440 こげどんぼ＊

発恋にキス 420 藤もも かみちゃまかりんｃｈｕ（７） 440 こげどんぼ＊

発恋にキス（２） 420 藤もも ガチアクタ（１） 450 裏那圭┴晏童秀吉

私たちには壁がある。（１） 420 築島治 ガチアクタ（２） 450 裏那圭┴晏童秀吉

私たちには壁がある。（２） 420 築島治 ガチアクタ（３） 450 裏那圭┴晏童秀吉

私たちには壁がある。（３） 420 築島治 ガチアクタ（４） 450 裏那圭┴晏童秀吉

私たちには壁がある。（４） 420 築島治 柊さんちの吸血事情（１） 630 吉河美希

私たちには壁がある。（５） 420 築島治 柊さんちの吸血事情（２） 630 吉河美希

私たちには壁がある。（６） 420 築島治 愛されたがりのキミへ（１） 450 ハルタミミ

私たちには壁がある。（７） 420 築島治 愛されたがりのキミへ（２） 450 ハルタミミ

若おかみは小学生！（１） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ 衣笠くんの×××をやめたい！（１） 500 雨戸るく┴ウメミヤユリ

若おかみは小学生！（２） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ 衣笠くんの×××をやめたい！（２） 500 雨戸るく┴ウメミヤユリ

若おかみは小学生！（３） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ 推しネコ　～推しのネコとして飼われることになりました～（１） 450 ｉｃｈｉｍｉ

若おかみは小学生！（４） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ 推しネコ　～推しのネコとして飼われることになりました～（２） 450 ｉｃｈｉｍｉ

若おかみは小学生！（５） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ 推しネコ　～推しのネコとして飼われることになりました～（３） 450 ｉｃｈｉｍｉ

若おかみは小学生！（６） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ ブスなんて言わないで（１） 680 とあるアラ子

若おかみは小学生！（７） 420 令丈ヒロ子┴おおうちえいこ ブスなんて言わないで（２） 680 とあるアラ子

軍艦少年（１） 619 柳内大樹

わたしたちは無痛恋愛がしたい　～鍵垢女子と星屑男子とフェミおじさん～

（１） 650 瀧波ユカリ

軍艦少年（２） 619 柳内大樹

わたしたちは無痛恋愛がしたい　～鍵垢女子と星屑男子とフェミおじさん～

（２） 650 瀧波ユカリ

黒崎くんの言いなりになんてならない（１） 420 マキノ 不動さんの裏垢活動（１） 680 藤峰式

黒崎くんの言いなりになんてならない（２） 450 マキノ 不動さんの裏垢活動（２） 680 藤峰式

黒崎くんの言いなりになんてならない（３） 450 マキノ

夫婦で作るメンタル安全基地　～「離婚するほどじゃないけどなんかモヤモヤ

するッ」を減らして持続可能な夫婦になる～ 650 ふっくらボリサット

黒崎くんの言いなりになんてならない（４） 420 マキノ 金田一少年の事件簿３０ｔｈ（１） 650 天樹征丸┴さとうふみや

黒崎くんの言いなりになんてならない（５） 420 マキノ 金田一少年の事件簿３０ｔｈ（２） 650 天樹征丸┴さとうふみや

黒崎くんの言いなりになんてならない（６） 450 マキノ いじわるな君にかなわない（１） 450 当麻真

黒崎くんの言いなりになんてならない（７） 450 マキノ

まだ間に合う！明日処刑される悪役令嬢ですけど、スチル回収だけはさせ

てください！（１） 600 きゆめぐり┴マチバリ┴奈院ゆりえ

黒崎くんの言いなりになんてならない（８） 450 マキノ

まだ間に合う！明日処刑される悪役令嬢ですけど、スチル回収だけはさせ

てください！（２）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 きゆめぐり┴マチバリ┴奈院ゆりえ



黒崎くんの言いなりになんてならない（９） 420 マキノ

王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！　～聖女に嵌められ

た貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します！～（１） 600 おしばなお┴岡達英茉┴先崎真琴

黒崎くんの言いなりになんてならない（１０） 420 マキノ

王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！　～聖女に嵌められ

た貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します！～（２） 600 おしばなお┴岡達英茉┴先崎真琴

黒崎くんの言いなりになんてならない（１１） 450 マキノ 落第聖女なのに、なぜか訳ありの王子様に溺愛されています！（１） 650 イタガキコマリ┴一分咲┴笹原亜美

黒崎くんの言いなりになんてならない（１２） 420 マキノ 落第聖女なのに、なぜか訳ありの王子様に溺愛されています！（２） 600 イタガキコマリ┴一分咲┴笹原亜美

黒崎くんの言いなりになんてならない（１３） 420 マキノ ブレス（１） 600 園山ゆきの

黒崎くんの言いなりになんてならない（１４） 420 マキノ ブレス（２） 600 園山ゆきの

黒崎くんの言いなりになんてならない（１５） 420 マキノ

その無能、実は世界最強の魔法使い（１）　～無能と蔑まれ、貴族家か

ら追い出されたが、ギフト《転生者》が覚醒して前世の能力が蘇った～ 660 蒼乃白兎┴緒方てい┴三川彡

黒崎くんの言いなりになんてならない（１６） 450 マキノ

その無能、実は世界最強の魔法使い（２）　～無能と蔑まれ、貴族家か

ら追い出されたが、ギフト《転生者》が覚醒して前世の能力が蘇った～ 660 蒼乃白兎┴緒方てい┴三川彡

黒崎くんの言いなりになんてならない（１７） 450 マキノ 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する（１） 660 猫子┴武六甲理衣┴じゃいあん

黒崎くんの言いなりになんてならない（１８） 450 マキノ 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する（２） 660 猫子┴武六甲理衣┴じゃいあん

黒崎くんの言いなりになんてならない（１９） 450 マキノ 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する（３） 660 猫子┴武六甲理衣┴じゃいあん

Ｄ．Ｂ．Ｓ　ダーティー・ビジネス・シークレット（１） 600 岩城宏士

底辺冒険者だけど魔法を極めてみることにした　～無能スキルから神スキル

に進化した【魔法創造】と【アイテム作成】で無双する～（１） 660 蒼乃白兎┴坂野杏梨┴かわく

Ｄ．Ｂ．Ｓ　ダーティー・ビジネス・シークレット（２） 600 岩城宏士

底辺冒険者だけど魔法を極めてみることにした　～無能スキルから神スキル

に進化した【魔法創造】と【アイテム作成】で無双する～（２） 660 蒼乃白兎┴坂野杏梨┴かわく

Ｙの楽園（１） 600 筒井康介┴高橋直樹 うちの師匠はしっぽがない（８）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

Ｙの楽園（２） 600 筒井康介┴高橋直樹 大江戸おりむぴあん 650 ふじいきよみつ

なんと孫六（１） 420 さだやす圭 おくのぽそ道（１） 650 鈴木ミニラ

なんと孫六（２） 420 さだやす圭 おくのぽそ道（２） 650 鈴木ミニラ

なんと孫六（３） 420 さだやす圭 Ｇａｔｅ　ｏｆ　Ｎｉｇｈｔｍａｒｅｓ（１） 450 真島ヒロ┴スクウェア・エニックス┴マツオカヨシノリ

なんと孫六（４） 420 さだやす圭 Ｇａｔｅ　ｏｆ　Ｎｉｇｈｔｍａｒｅｓ（２） 450 真島ヒロ┴スクウェア・エニックス┴マツオカヨシノリ

なんと孫六（５） 420 さだやす圭 夜桜四重奏　～ヨザクラカルテット～（２９）特装版　水着イラスト集付 900 ヤスダスズヒト

なんと孫六（６） 420 さだやす圭 魔剣鍛冶師になりたくて！（１） 660 枩岡佳範┴岡沢六十四┴ＳＡＩＰＡＣｏ．

なんと孫六（７） 420 さだやす圭 魔剣鍛冶師になりたくて！（２） 660 枩岡佳範┴岡沢六十四┴ＳＡＩＰＡＣｏ．

なんと孫六（８） 420 さだやす圭 召喚する世界（１） 630 小玉有起

なんと孫六（９） 420 さだやす圭 月曜日が待ち遠しくて（１） 450 旗谷澄生

なんと孫六（１０） 420 さだやす圭 月曜日が待ち遠しくて（２） 450 旗谷澄生

なんと孫六（１１） 420 さだやす圭 月読くんの禁断お夜食（１） 630 アサダニッキ

なんと孫六（１２） 420 さだやす圭 月読くんの禁断お夜食（２） 660 アサダニッキ

なんと孫六（１３） 420 さだやす圭 ハルメイ　雨宮うり　ＩＬＬＵＳＴＲＡＴＩＯＮーＢＯＯＫ 1300 雨宮うり

なんと孫六（１４） 420 さだやす圭 西園寺さんは家事をしない（１） 630 ひうらさとる

なんと孫六（１５） 420 さだやす圭 西園寺さんは家事をしない（２） 630 ひうらさとる

なんと孫六（１６） 420 さだやす圭 余命一年、男をかう（１） 680 志真てら子┴吉川トリコ

なんと孫六（１７） 420 さだやす圭 余命一年、男をかう（２） 680 志真てら子┴吉川トリコ

なんと孫六（１８） 420 さだやす圭 僕は君たちを支配する（１） 660 千田大輔

なんと孫六（１９） 420 さだやす圭 僕は君たちを支配する（２） 660 千田大輔

なんと孫六（２０） 420 さだやす圭 僕は君たちを支配する（３） 660 千田大輔

なんと孫六（２１） 420 さだやす圭 僕は君たちを支配する（４） 660 千田大輔

なんと孫六（２２） 420 さだやす圭 ナマケものがナマケない（１） 600 岡田卓也

なんと孫六（２３） 420 さだやす圭 ＳＮＳ探偵オノノキツカサ（１） 660 カレーとネコ┴馬酔高

なんと孫六（２４） 420 さだやす圭 ＳＮＳ探偵オノノキツカサ（２） 660 カレーとネコ┴馬酔髙

なんと孫六（２５） 420 さだやす圭 はたらく細胞イリーガル（１） 660 橋本カヱ┴次恒一┴清水茜

なんと孫六（２６） 420 さだやす圭 はたらく細胞イリーガル（２） 660 橋本カヱ┴次恒一┴清水茜

なんと孫六（２７） 420 さだやす圭 ヨモツヘグイ　死者の国の果実（１） 730 柿崎正澄

なんと孫六（２８） 420 さだやす圭 ヨモツヘグイ　死者の国の果実（２） 730 柿崎正澄

なんと孫六（２９） 420 さだやす圭 ガールズ　コンプレックス 450 鈴石和生

なんと孫六（３０） 420 さだやす圭 醒めない眩暈 450 笠間あやめ┴藤川巴

なんと孫六（３１） 420 さだやす圭 ダイヤのＣ！！　青道高校野球部猫日誌（１） 450 岡田有希┴寺嶋裕二

なんと孫六（３２） 420 さだやす圭 ダイヤのＣ！！　青道高校野球部猫日誌（２） 450 岡田有希┴寺嶋裕二

なんと孫六（３３） 420 さだやす圭 有賀リエ連作集　工場夜景 650 有賀リエ

なんと孫六（３４） 420 さだやす圭 くまのむちゃうま日記（１） 1100 ナガノ

なんと孫六（３５） 420 さだやす圭 宝石の国（７）　特装版 1500 市川春子

なんと孫六（３６） 420 さだやす圭 こびとのシイタと狩りぐらしの森（１） 660 樺ユキ

なんと孫六（３７） 420 さだやす圭 こびとのシイタと狩りぐらしの森（２） 660 樺ユキ

なんと孫六（３８） 420 さだやす圭 デビルズライン２　［逆襲］（１） 660 花田陵

なんと孫六（３９） 420 さだやす圭 デビルズライン２　［逆襲］（２） 700 花田陵

なんと孫六（４０） 420 さだやす圭 陸上自衛隊特務諜報機関　別班の犬（１） 650 久慈進之介

なんと孫六（４１） 420 さだやす圭 陸上自衛隊特務諜報機関　別班の犬（２） 650 久慈進之介

なんと孫六（４２） 420 さだやす圭

天山の巫女ソニン～落ちこぼれの巫女が王宮に入って国を救った上に王子

たちに愛されてます～（１） 600 都月七弥┴菅野雪虫

なんと孫六（４３） 420 さだやす圭

死んでも推します！！　～人生二度目の公爵令嬢、今度は男装騎士に

なって最推し婚約者をお救いします～（１）　電子限定描きおろし特典

つき 650 辻本ユウ┴栗原ちひろ┴ゆき哉

なんと孫六（４４） 420 さだやす圭 チリアクタ（１） 660 木村航

なんと孫六（４５） 420 さだやす圭 チリアクタ（２） 660 木村航

なんと孫六（４６） 420 さだやす圭 チリアクタ（３） 660 木村航

なんと孫六（４７） 420 さだやす圭 天球のハルモニア（１） 680 光城ノマメ┴しまな央

なんと孫六（４８） 420 さだやす圭 黒猫と魔女の教室（１） 450 金田陽介

なんと孫六（４９） 420 さだやす圭 黒猫と魔女の教室（２） 450 金田陽介

なんと孫六（５０） 420 さだやす圭 黒猫と魔女の教室（３） 450 金田陽介

なんと孫六（５１） 420 さだやす圭 早乙女さんにはもうデスゲームしかない（１） 450 三上裕

なんと孫六（５２） 420 さだやす圭 早乙女さんにはもうデスゲームしかない（２） 450 三上裕

なんと孫六（５３） 420 さだやす圭 漫画的展開で彼をオトしたい！（１） 630 西宮瑠花

なんと孫六（５４） 420 さだやす圭 漫画的展開で彼をオトしたい！（２） 630 西宮瑠花

なんと孫六（５５） 420 さだやす圭 香るわたしにキスをして。（１） 440 壱コトコ

なんと孫六（５６） 420 さだやす圭 香るわたしにキスをして。（２） 440 壱コトコ

なんと孫六（５７） 420 さだやす圭 ブルーモーメント 900 一穂ミチ┴ｙｍｚ

なんと孫六（５８） 420 さだやす圭 抱かせてください古高主任【電子限定プチファンブック付き特装版】 1000 町田とまと

なんと孫六（５９） 420 さだやす圭 抱かせてください古高主任　通常版 750 町田とまと

なんと孫六（６０） 420 さだやす圭 ＢＯＯＺＥ＆ＳＷＥＥＴＳ～酒と菓子の日々～（１） 660 黒崎リリー┴島田英次郎

なんと孫六（６１） 420 さだやす圭 Ｒ１５＋じゃダメですか？（１） 650 裏谷なぎ┴岸谷轟

なんと孫六（６２） 420 さだやす圭 Ｒ１５＋じゃダメですか？（２） 650 裏谷なぎ┴岸谷轟

なんと孫六（６３） 420 さだやす圭 たもとおる 700 永井道紀

なんと孫六（６４） 420 さだやす圭 結婚は墓場かゴールかロマンスか（１） 630 はるこ┴美波はるこ

なんと孫六（６５） 420 さだやす圭 漫画　５分後に意外な結末（１）　黒の章 650

桃戸ハル┴ゆきだるま┴高階良子┴丸田菜摘┴

ふりかけごはん┴Ｕ４┴花風あられ┴みずいろ美

なんと孫六（６６） 420 さだやす圭 漫画　５分後に意外な結末（２）　赤の章 650

桃戸ハル┴ゆきだるま┴飯島いちる┴Ｕ４┴伊藤

みんご┴魚師┴三条尚┴増田椋

なんと孫六（６７） 420 さだやす圭 エリートは學び足りない（１） 650 粥川すず

なんと孫六（６８） 420 さだやす圭 エリートは學び足りない（２） 650 粥川すず

なんと孫六（６９） 420 さだやす圭 ムシジョ（１） 480 あにき

なんと孫六（７０） 420 さだやす圭 ムシジョ（２） 480 あにき

なんと孫六（７１） 420 さだやす圭 君はスキノサウルス（１） 480 関口太郎

なんと孫六（７２） 420 さだやす圭 君はスキノサウルス（２） 480 関口太郎

なんと孫六（７３） 420 さだやす圭

シャングリラ・フロンティア（９）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、神

ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

なんと孫六（７４） 420 さだやす圭 吉河美希短編集　ＳＨＯＷ　ＴＩＭＥ！！　Ｒｉｇｈｔｓｉｄｅ 900 吉河美希

なんと孫六（７５） 420 さだやす圭 吉河美希短編集　ＳＨＯＷ　ＴＩＭＥ！！　Ｌｅｆｔｓｉｄｅ 900 吉河美希

なんと孫六（７６） 420 さだやす圭 悪魔さん、お願い私を助けてください！（１） 450 南海本体

なんと孫六（７７） 420 さだやす圭 悪魔さん、お願い私を助けてください！（２） 450 南海本体

なんと孫六（７８） 420 さだやす圭 お犬さまの神隠し婚 500 結先うみ

なんと孫六（７９） 420 さだやす圭 カプエルちゃんは見てほしい（１） 660 ジュピターゼニガメ┴悪食斎

なんと孫六（８０） 420 さだやす圭 カプエルちゃんは見てほしい（２） 660 ジュピターゼニガメ┴悪食斎

なんと孫六（８１） 420 さだやす圭 レン×アイｍａｇｎｅｔ 450 久留米ゆき



遠藤浩輝短編集（１） 600 遠藤浩輝 恋に恋するサキュバスちゃん（１） 450 見崎なつみ

遠藤浩輝短編集（２） 600 遠藤浩輝 恋に恋するサキュバスちゃん（２） 450 見崎なつみ

人は見た目が１００パーセント（１） 600 大久保ヒロミ 長谷川無双（１） 650 ザビエラー長谷川

人は見た目が１００パーセント（２） 600 大久保ヒロミ 長谷川無双（２） 650 ザビエラー長谷川

人は見た目が１００パーセント（３） 600 大久保ヒロミ 黒博物館　三日月よ、怪物と踊れ（１） 870 藤田和日郎

人は見た目が１００パーセント（４） 600 大久保ヒロミ 黒博物館　三日月よ、怪物と踊れ（２） 870 藤田和日郎

人は見た目が１００パーセント（５） 600 大久保ヒロミ 羽衣先生は今日もカンヅメ（１） 650 華鳥ジロー

ごはんの時間割（１） 600 加藤千恵┴オカヤイヅミ 宝石の国（９）　特装版 1530 市川春子

ごはんの時間割（２） 600 加藤千恵┴オカヤイヅミ 踊れ獅子堂賢（１） 650 常喜寝太郎

なごみさん（１） 600 宮本福助 踊れ獅子堂賢（２） 650 常喜寝太郎

なごみさん（２） 600 宮本福助

話が違うと言われても、今更もう知りませんよ　～婚約破棄された公爵令

嬢は第七王子に溺愛される～（１） 650 鏡ユーマ┴鬱沢色素┴辰馬大助

なごみさん（３） 600 宮本福助

話が違うと言われても、今更もう知りませんよ　～婚約破棄された公爵令

嬢は第七王子に溺愛される～（２） 600 鏡ユーマ┴鬱沢色素┴辰馬大助

わたしと繁殖いたしましょう（１） 600 夏目ココロ

１０年間身体を乗っ取られ悪女になっていた私に、二度と顔を見せるなと

婚約破棄してきた騎士様が今日も縋ってくる（１） 600 ぼてまる┴琴子┴ボーダー

カラスヤサトシ（１） 600 カラスヤサトシ

王妃様は離婚したい（１）　～異世界から聖女様が来たので、もうお役

御免ですわね？～ 650 亜和美央斗┴明夜明琉┴漣ミサ

カラスヤサトシ（２） 600 カラスヤサトシ 女子校のこひー先生（１） 660 新井春巻

カラスヤサトシ（３） 600 カラスヤサトシ 女子校のこひー先生（２） 660 新井春巻

カラスヤサトシ（４） 600 カラスヤサトシ 令和雄王　相田宗二（１） 660 小川ショウマ

カラスヤサトシ（５） 600 カラスヤサトシ 令和雄王　相田宗二（２） 660 小川ショウマ

カラスヤサトシ（６） 600 カラスヤサトシ 異世界賢者の魔族犯罪調査（１） 650 中島豊

カラスヤサトシ（７） 600 カラスヤサトシ 猫になりたい田万川くん（１） 720 灯乃モト

カラスヤサトシ（８） 600 カラスヤサトシ 東京ふたり暮らし（１） 650 井上まち

カラスヤサトシ（９） 640 カラスヤサトシ

魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法省を解雇されたため、新

魔法の権利は独占だった～（１） 630 外ノ┴秋

なでなでしこしこ。 420 梅山たらこ

魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法省を解雇されたため、新

魔法の権利は独占だった～（２） 630 外ノ┴秋

アクノヒガン　ＢＥＹＯＮＤ　ＥＶＩＬ（１） 420 ミウラ┴オギノ 幼馴染とはラブコメにならない（１） 630 三簾真也

アクノヒガン　ＢＥＹＯＮＤ　ＥＶＩＬ（２） 420 ミウラ┴オギノ 幼馴染とはラブコメにならない（２） 630 三簾真也

アクノヒガン　ＢＥＹＯＮＤ　ＥＶＩＬ（３） 420 ミウラ┴オギノ 幼馴染とはラブコメにならない（３） 630 三簾真也

アクノヒガン　ＢＥＹＯＮＤ　ＥＶＩＬ（４） 420 ミウラ┴オギノ 軍靴のバルツァー（１） 600 中島三千恒

サイコろまんちか（１） 420 小出もと貴 軍靴のバルツァー（２） 600 中島三千恒

サイコろまんちか（２） 420 小出もと貴 軍靴のバルツァー（３） 600 中島三千恒

サイコろまんちか（３） 420 小出もと貴 軍靴のバルツァー（４） 600 中島三千恒

ナイトぼっち（１） 420 枩岡啓資 軍靴のバルツァー（５） 600 中島三千恒

ナイトぼっち（２） 420 枩岡啓資 軍靴のバルツァー（６） 600 中島三千恒

ナイトぼっち（３） 420 枩岡啓資 軍靴のバルツァー（７） 600 中島三千恒

中村小江戸と大豆恵亮はうまくいかない（１） 420 高瀬雅也 軍靴のバルツァー（８） 600 中島三千恒

中村小江戸と大豆恵亮はうまくいかない（２） 420 高瀬雅也 軍靴のバルツァー（９） 600 中島三千恒

天才柳沢教授の冒険（１） 600 山下和美 軍靴のバルツァー（１０） 600 中島三千恒

寸劇の巨人（１） 420 諫山創┴ｈｏｕｎｏｒｉ 軍靴のバルツァー（１１） 600 中島三千恒

寸劇の巨人（２） 420 諫山創┴ｈｏｕｎｏｒｉ 軍靴のバルツァー（１２） 600 中島三千恒

ＣＡＲＲＩＥＲ　キャリアー（１） 420 ＮＡＶＡＲ 軍靴のバルツァー（１３） 600 中島三千恒

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（１） 600 渡辺航 軍靴のバルツァー（１４） 600 中島三千恒

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（２） 600 渡辺航

ヤンキーＪＫの異常な愛情（６）　【ギャルＪＫ＆人妻同期＆幼馴染

声優の愛情】描き下ろしカラー漫画２１Ｐ付き特装版 800 高橋コウ

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（３） 600 渡辺航 コミック版　恋の病と野郎組２（上） 450 ＮＴＶ・ＪＳｔｏｒｍ┴ウラ

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（４） 600 渡辺航 コミック版　恋の病と野郎組２（下） 450 ＮＴＶ・ＪＳｔｏｒｍ┴ウラ

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（５） 600 渡辺航 またのお越しを（１） 630 おざわゆき

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（６） 600 渡辺航 男たちは寝かせてくれない（１） 440 三月トモコ

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（７） 600 渡辺航 男たちは寝かせてくれない（２） 440 三月トモコ

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（８） 600 渡辺航 君じゃなきゃダメな奴隷少女（１） 480 青目槙斗

まじもじるるも－放課後の魔法中学生－（９） 600 渡辺航 君じゃなきゃダメな奴隷少女（２） 480 青目槙斗

ひどいよ！沼二郎 700 業田良家 君じゃなきゃダメな奴隷少女（３） 480 青目槙斗

るくるく（１） 600 あさりよしとお 夜子とおつとめどうぶつ（１） 660 石田万

るくるく（２） 600 あさりよしとお きみが女神ならいいのに（１） 450 柏木香乃

るくるく（３） 600 あさりよしとお きみが女神ならいいのに（２） 450 柏木香乃

るくるく（４） 600 あさりよしとお 東京卍リベンジャーズ　フルカラー短編集（１）　ＳＯ　ＹＯＵＮＧ 830 和久井健

るくるく（５） 600 あさりよしとお

犬になったら好きな人に拾われた。（６）【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

るくるく（６） 600 あさりよしとお 私の胎の中の化け物（１） 600 中村すすむ

るくるく（７） 600 あさりよしとお 私の胎の中の化け物（２） 600 中村すすむ

るくるく（８） 600 あさりよしとお 私の胎の中の化け物（３） 600 中村すすむ

るくるく（９） 600 あさりよしとお みだらな御曹司に愛でられちゃう（１） 500 椎名茉莉花

るくるく（１０） 600 あさりよしとお みだらな御曹司に愛でられちゃう（２） 500 椎名茉莉花

ガイ・パンチ シリーズ 400 石ノ森章太郎 バニーズクエスト（１） 660 戸崎映

ハトのおよめさん（１） 600 ハグキ ワンルーム　エスケープ 450 Ｎａｏ．

ハトのおよめさん（２） 600 ハグキ 一途でかわいいハイスペくん　～私の虜なカタブツ証券マン～（１） 500 桃井すみれ

ハトのおよめさん（３） 600 ハグキ 色づいちゃうふたり（１） 440 梅缶もこ

ハトのおよめさん（４） 600 ハグキ 都合のいい果て（１） 670 山田佳奈┴志水アキ

ハトのおよめさん（５） 600 ハグキ 出会った時から、恋でした。 450 蟹沢ちひろ

ハトのおよめさん（６） 600 ハグキ ネイチャージモン（１） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ハトのおよめさん（７） 600 ハグキ ネイチャージモン（２） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ハトのおよめさん（８） 600 ハグキ ネイチャージモン（３） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ハトのおよめさん（９） 600 ハグキ ネイチャージモン（４） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ハトのおよめさん（１０） 600 ハグキ ネイチャージモン（５） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ハトのおよめさん（１１） 600 ハグキ ネイチャージモン（６） 660 刃森尊┴寺門ジモン

メゾンＺ 400 石ノ森章太郎 ネイチャージモン（７） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ヨメキン［ヨメとド近眼］（１） 600 葛西りいち ネイチャージモン（８） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ヨメキン［ヨメとド近眼］（２） 600 葛西りいち ネイチャージモン（９） 660 刃森尊┴寺門ジモン

ヨメキン［ヨメとド近眼］（３） 600 葛西りいち 山口つばさ短編集　ヌードモデル 680 山口つばさ

ロボット刑事（１） 400 石ノ森章太郎 ザ・ゲームスターズ（１） 750 オノ・ナツメ

ロボット刑事（２） 400 石ノ森章太郎 宝石の国（１０）　特装版 1530 市川春子

ロボット刑事（３） 400 石ノ森章太郎 コウノドリ　新型コロナウイルス編 650 鈴ノ木ユウ

多羅尾伴内（１） 400 小池一夫┴石ノ森章太郎┴比佐芳武 マンガ　サ道　ｆｏｒビギナーズ　著者傑作選 650 タナカカツキ

多羅尾伴内（２） 400 小池一夫┴石ノ森章太郎┴比佐芳武 ルート　～雪の王国　目覚める星たち～（１） 630 秦和生

多羅尾伴内（３） 400 小池一夫┴石ノ森章太郎┴比佐芳武 ルート　～雪の王国　目覚める星たち～（２） 630 秦和生

多羅尾伴内（４） 400 小池一夫┴石ノ森章太郎┴比佐芳武 日暮キノコ短篇集　特異なあのコ 670 日暮キノコ

多羅尾伴内（５） 400 小池一夫┴石ノ森章太郎┴比佐芳武

聖女と魔王の偽装婚約～手に手をとってホワイト国家を作ります～（１）

【電子限定描きおろし おまけ漫画付き】 650 海野電球┴鳥原習

実在ゲキウマ地酒日記（１） 600 須賀原洋行

Ｄｅｓｔｉｎｙ　Ｕｎｃｈａｉｎ　Ｏｎｌｉｎｅ　～吸血鬼少女と

なって、やがて『赤の魔王』と呼ばれるようになりました～（１） 660 ヤチモト┴ｒｅｓｎ

実在ゲキウマ地酒日記（２） 600 須賀原洋行

Ｄｅｓｔｉｎｙ　Ｕｎｃｈａｉｎ　Ｏｎｌｉｎｅ　～吸血鬼少女と

なって、やがて『赤の魔王』と呼ばれるようになりました～（２） 660 ヤチモト┴ｒｅｓｎ

探偵ドウ一族（１） 400 石ノ森章太郎

最弱な僕は＜壁抜けバグ＞で成り上がる～壁をすり抜けたら、初回クリア

報酬を無限回収できました！～（１） 660 畑優以┴北川ニキタ┴笹目めと

探偵ドウ一族（２） 400 石ノ森章太郎

最弱な僕は＜壁抜けバグ＞で成り上がる～壁をすり抜けたら、初回クリア

報酬を無限回収できました！～（２） 660 畑優以┴北川ニキタ┴笹目めと

気ンなるやつら 400 石ノ森章太郎 転生皇子が原作知識で世界最強（１） 660 小田童馬┴相野仁

海とドリトル（１） 500 磯谷友紀 転生皇子が原作知識で世界最強（２） 660 小田童馬┴相野仁

海とドリトル（２） 500 磯谷友紀

え、テイマーは使えないってパーティから追放したよね？　～実は世界唯一

の【精霊使い】だと判明した途端に手のひらを返されても遅い。精霊の王女

様にめちゃくちゃ溺愛されながら、僕はマイペースに最強を目指すので 600 最中なつめ┴茨木野

海とドリトル（３） 500 磯谷友紀 セピア版　花は口ほどにモノを言う（１） 600 追本

海とドリトル（４） 500 磯谷友紀 セピア版　花は口ほどにモノを言う（２） 600 追本



百人物語（１） 600 業田良家

シャングリラ・フロンティア（１０）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、

神ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

百人物語（２） 600 業田良家 ゆびさきと恋々（７）　特装版 1000 森下ｓｕｕ

百人物語（３） 600 業田良家 きみの横顔を見ていた（１） 450 いちのへ瑠美

草壁署迷宮課　おみやさん（１） 400 石ノ森章太郎 ほてりほてってファーストキス 450 卯月ココ

草壁署迷宮課　おみやさん（２） 400 石ノ森章太郎 漫画版　ＶＩＰ 900 高岡ミズミ┴綺戸彩乃

草壁署迷宮課　おみやさん（３） 400 石ノ森章太郎 かえるのおうじさま（１） 650 みちのくアタミ

草壁署迷宮課　おみやさん（４） 400 石ノ森章太郎 だきまくランナー（１） 660 金明豪×ＫＪ

零崎双識の人間試験（１） 600 西尾維新┴シオミヤイルカ だきまくランナー（２） 680 金明豪×ＫＪ

零崎双識の人間試験（２） 600 西尾維新┴シオミヤイルカ 魔王様は結婚したい（１） 690 諏訪符馬

零崎双識の人間試験（３） 600 西尾維新┴シオミヤイルカ さよならクリスタルマン（１） 660 藍葉悠気┴紀谷圭吾

零崎双識の人間試験（４） 600 西尾維新┴シオミヤイルカ ＤＹＳ　ＣＡＳＣＡＤＥ（１） 660 中川海二

零崎双識の人間試験（５） 600 西尾維新┴シオミヤイルカ ＤＹＳ　ＣＡＳＣＡＤＥ（２） 660 中川海二

酔いどれ探偵　鉄面クロス 400 石ノ森章太郎 ふたりスイッチ（１） 660 平本アキラ

鉄面探偵ゲン（１） 400 石ノ森章太郎 仮面ライダーをつくった男たち　１９７１ 680 村枝賢一┴小田克己

鉄面探偵ゲン（２） 400 石ノ森章太郎 どろぼうちゃん（１） 480 ひととせひるね

鉄面探偵ゲン（３） 400 石ノ森章太郎 どろぼうちゃん（２） 480 ひととせひるね

馬がゆく！（１） 400 石ノ森章太郎 生徒会にも穴はある！（１） 630 むちまろ

馬がゆく！（２） 400 石ノ森章太郎 生徒会にも穴はある！（２） 630 むちまろ

馬がゆく！（３） 400 石ノ森章太郎 異世界の歩き方　エルフと社畜のモンスターツアーズ（１） 660 ｒｅｄｏ

馬がゆく！（４） 400 石ノ森章太郎 ヴァンパイア女史の秘密（１） 660 赤井千歳

Ｓπ　エスパイ 400 石ノ森章太郎 カスミ荘の漫画家志望達（１） 660 うらたにみずき┴大野そら

ＳＥＸＰＹ　ＷＯＯマン 400 石ノ森章太郎 カスミ荘の漫画家志望達（２） 660 うらたにみずき┴大野そら

イケない「先輩」 420 吉野マリ┴薫原好江┴菅田うり┴桜井真優 天狗の台所（１） 710 田中相

イケない約束 420 栄羽弥┴真崎総子┴はるらん┴亜南くじら やる気なし英雄譚（１） 650 千嶌オワリ┴津田彷徨

召喚獣になる！（１） 420 石井康之 会社帰りのパ・ド・ドゥ（１） 650 瀬田ハルヒ

召喚獣になる！（２） 420 石井康之 マタギガンナー（１） 650 藤本正二┴ＪｕａｎＡｌｂａｒｒａｎ

徒然チルドレン（１） 420 若林稔弥 マタギガンナー（２） 650 藤本正二┴ＪｕａｎＡｌｂａｒｒａｎ

徒然チルドレン（２） 420 若林稔弥 誰も知らんがな（１） 650 サライネス

徒然チルドレン（３） 420 若林稔弥 異世界車中泊物語　アウトランナーＰＨＥＶ（１） 680 灯まりも┴芳賀概夢

徒然チルドレン（４） 420 若林稔弥 永久×バレット　怪獣学園 1200 モリオン航空┴玄道

徒然チルドレン（５） 420 若林稔弥 うちの師匠はしっぽがない（９）　【電子限定特装版】 900 ＴＮＳＫ

徒然チルドレン（６） 420 若林稔弥 センパイ！　わざとじゃないんです！（１） 660 ｓａｋｕ

徒然チルドレン（７） 420 若林稔弥 潰国のユリウス（１） 660 湯水快┴山座一心

徒然チルドレン（８） 420 若林稔弥 フルカラー版　クイーンズ・アカデミー（１） 880 いど

徒然チルドレン（９） 420 若林稔弥 託児城のオルベイル（１） 450 七津角建介

徒然チルドレン（１０） 420 若林稔弥 人間消失（１） 650 江戸川エドガワ

徒然チルドレン（１１） 420 若林稔弥 人間消失（２） 600 江戸川エドガワ

徒然チルドレン（１２） 420 若林稔弥 トモダチ婚～親愛なる君と永遠の愛は誓えますか？～（１） 470 かんち

ヤサシイワタシ（１） 600 ひぐちアサ 沼すぎてもはや恋（１） 450 空垣れいだ

ヤサシイワタシ（２） 600 ひぐちアサ それは霊のしわざです（６）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

遮那王　義経（１） 420 沢田ひろふみ ＦＡＣＥ　ＯＦＦ！！（１） 650 上野海

遮那王　義経（２） 420 沢田ひろふみ くらげと珊瑚（１） 450 仲藤ぬい

遮那王　義経（３） 420 沢田ひろふみ ましろのおと（３１）　フルカラー小冊子付き特装版 1000 羅川真里茂

遮那王　義経（４） 420 沢田ひろふみ Ｂ＆ＡＬＩＶＥ（１） 630 鳴海聖二郎

遮那王　義経（５） 420 沢田ひろふみ 無二の一撃（１） 450 内藤光太郎

遮那王　義経（６） 420 沢田ひろふみ 無二の一撃（２） 450 内藤光太郎

遮那王　義経（７） 420 沢田ひろふみ ブルーロック－ＥＰＩＳＯＤＥ　凪－（１） 450 金城宗幸┴三宮宏太┴ノ村優介

遮那王　義経（８） 420 沢田ひろふみ サンダー３（１） 680 池田祐輝

遮那王　義経（９） 420 沢田ひろふみ はたふりマーメイド（１） 660 天道グミ

遮那王　義経（１０） 420 沢田ひろふみ 真夏のグレイグー（１） 660 井上智徳

遮那王　義経（１１） 420 沢田ひろふみ 真夏のグレイグー（２） 660 井上智徳

遮那王　義経（１２） 420 沢田ひろふみ カナン様はあくまでチョロい（１） 630 ｎｏｎｃｏ

遮那王　義経　奥州編（１３） 420 沢田ひろふみ 濁る瞳で何を願う　ハイセルク戦記（１） 600 斎藤八呑┴トルトネン┴創－ｔａｒｏ

遮那王　義経　奥州編（１４） 420 沢田ひろふみ ブルーロック　キャラクターブック　ＥＧＯＩＳＴ　ＢＩＢＬＥ 950 週刊少年マガジン編集部┴金城宗幸┴ノ村優介

遮那王　義経　奥州編（１５） 420 沢田ひろふみ 搾精病棟　全年齢版（１） 660 搾精研究所┴あおむし

遮那王　義経　奥州編（１６） 420 沢田ひろふみ このご縁、迷惑です 500 なつみ理奈

遮那王　義経　奥州編（１７） 420 沢田ひろふみ 強めの私の恋愛事情（１） 500 Ｃｈｉｅｋｏ

遮那王　義経　奥州編（１８） 420 沢田ひろふみ 御曹司と契約オメガ～いけずに甘く噛まれたい～（１） 500 かじ

遮那王　義経　奥州編（１９） 420 沢田ひろふみ 周防さんのてのひらで転がされてます。（１） 470 軍三郎

遮那王　義経　奥州編（２０） 420 沢田ひろふみ 初夜カレ　－意地悪で甘いひと－（１） 500 佳菜

遮那王　義経　奥州編（２１） 420 沢田ひろふみ 初恋の幼なじみに婚活をジャマされます（１） 500 春木さき

遮那王　義経　奥州編（２２） 420 沢田ひろふみ タダでは抱かれません（１） 660 檜原フキ

遮那王　義経　源平の合戦（１） 420 沢田ひろふみ タダでは抱かれません（２） 660 檜原フキ

遮那王　義経　源平の合戦（２） 420 沢田ひろふみ 精霊使い　些の塵滓（１） 780 岡崎武士

遮那王　義経　源平の合戦（３） 420 沢田ひろふみ Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　Ｃｌｏｕｄｓ－空から落ちた少女－（１） 660 Ｎｉｃｋｅ

遮那王　義経　源平の合戦（４） 420 沢田ひろふみ スクールオブトレード（１） 660 海野ぴるん

遮那王　義経　源平の合戦（５） 420 沢田ひろふみ 立ち飲みご令嬢（１） 650 松本明澄

遮那王　義経　源平の合戦（６） 420 沢田ひろふみ 社外取締役　島耕作（１） 650 弘兼憲史

遮那王　義経　源平の合戦（７） 420 沢田ひろふみ 宮崎夏次系傑作選　なんかいつかの魔法 670 宮崎夏次系

遮那王　義経　源平の合戦（８） 420 沢田ひろふみ 楽屋のトナくん（１） 1000 矢部太郎

遮那王　義経　源平の合戦（９） 420 沢田ひろふみ とんがり帽子のアトリエ（１１）　限定版 1500 白浜鴎

遮那王　義経　源平の合戦（１０） 420 沢田ひろふみ

死に戻りの幸薄令嬢、今世では最恐ラスボスお義兄様に溺愛されてます

（１） 600 山いも三太郎┴柚子れもん

遮那王　義経　源平の合戦（１１） 420 沢田ひろふみ

偽聖女だと生贄にされたら、魔王様に求婚されました～契約花嫁は精霊た

ちとスローライフを謳歌する～（１） 650 深山じお┴柚子れもん

遮那王　義経　源平の合戦（１２） 420 沢田ひろふみ

悪役令嬢みたいに断罪されそうだったけど、全力で愛されてます！　不幸な

運命に「ざまぁ」しますわ！　アンソロジーコミック（１） 650

水辺チカ┴星彼方┴ペペロン┴アルト┴雨傘ヒョウ

ゴ┴近衛悠┴松葉サトル┴大羽ふみ┴止糸さじ

遮那王　義経　源平の合戦（１３） 420 沢田ひろふみ ナックルナックル（１） 660 山岸汰誠

遮那王　義経　源平の合戦（１４） 420 沢田ひろふみ

スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ（１）　【電子版限定特典

豊田ルナコラボグラビア付き】 660 永椎晃平

遮那王　義経　源平の合戦（１５） 420 沢田ひろふみ

ヤンキーＪＫの異常な愛情（７）　【幼なじみ声優の妄想初めて】描き下

ろしカラー漫画２０Ｐ付き特装版 800 高橋コウ

遮那王　義経　源平の合戦（１６） 420 沢田ひろふみ

転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます　セミカラー版

（１） 900 石沢庸介┴謙虚なサークル┴メル。

遮那王　義経　源平の合戦（１７） 420 沢田ひろふみ 染まるくちびる（１） 450 岡野セキ

遮那王　義経　源平の合戦（１８） 420 沢田ひろふみ 夜の姫僕 450 真崎総子

遮那王　義経　源平の合戦（１９） 420 沢田ひろふみ

独身貴族は異世界を謳歌する　～結婚しない男の優雅なおひとりさまライ

フ～（１） 650 錬金王┴駒鳥ひわ┴三登いつき

遮那王　義経　源平の合戦（２０） 420 沢田ひろふみ 転生したらスライムだった件　クレイマンＲＥＶＥＮＧＥ（１） 600 カジカ航┴伏瀬┴みっつばー

遮那王　義経　源平の合戦（２１） 420 沢田ひろふみ 脳筋王子、庶民になる。（１） 600 笠間三四郎┴植杉光

遮那王　義経　源平の合戦（２２） 420 沢田ひろふみ クジャクのダンス、誰が見た？（１） 660 浅見理都

遮那王　義経　源平の合戦（２３） 420 沢田ひろふみ

超級装備（アウトロー・スキル）で無双して、異世界王に俺はなる！～Ｏ

ＵＴＬＡＷ　ＰＬＡＹＥＲＳ～（１） 650 ＳＨＯＮＥＮ┴原正人

遮那王　義経　源平の合戦（２４） 420 沢田ひろふみ

犬になったら好きな人に拾われた。（７）　【電子限定！　かなりＨな描き

下ろし漫画付き特装版】 800 古川五勢

遮那王　義経　源平の合戦（２５） 420 沢田ひろふみ 勝ち目がないのは俺だけか！（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 600 小村あゆみ

遮那王　義経　源平の合戦（２６） 420 沢田ひろふみ 東京卍リベンジャーズ　～場地圭介からの手紙～（１） 470 和久井健┴夏川口幸範

遮那王　義経　源平の合戦（２７） 420 沢田ひろふみ

クラスの陰キャブス？…実は超美人コスプレイヤーだった。（１）　みんな

知らずに馬鹿にしてるけど。 600 塀流通留┴藤井ふじこ┴あさぎ屋

遮那王　義経　源平の合戦（２８） 420 沢田ひろふみ

水無月家の許嫁　～十六歳の誕生日、本家の当主が迎えに来ました。～

（１）　【電子限定描きおろしペーパー付き】 650 水辺チカ┴友麻碧┴花邑まい

遮那王　義経　源平の合戦（２９） 420 沢田ひろふみ アンダードッグ（１） 660 冨田望

鉄子の育て方（１） 600 かわすみひろし┴やまもり文雄 ノーアンデッド・ノーライフ（１） 660 熊谷純┴西木田まこと

鉄子の育て方（２） 600 かわすみひろし┴やまもり文雄 過保護と反抗期 450 苺谷しげる

鉄子の育て方（３） 600 かわすみひろし┴やまもり文雄 好きです先輩、入部します。 450 大鳥いと

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１） 420 前川たけし 法廷遊戯（１） 650 五十嵐律人┴束ユムコ

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２） 420 前川たけし 銃夢火星戦記（９）　特装版 1700 木城ゆきと



鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（３） 420 前川たけし 宝石の国（１２）　特装版 3000 市川春子

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（４） 420 前川たけし

夢てふものは頼みそめてき　Ｄａｙｄｒｅａｍ　Ｂｅｌｉｅｖｅｒｓ

（１） 650 灰田高鴻

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（５） 420 前川たけし ふたりソロキャンプ（１４）　特装版 1500 出端祐大

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（６） 420 前川たけし ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠（１） 710 相沢沙呼┴清原紘

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（７） 420 前川たけし カオスゲーム（１） 720 山嵜大輝

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（８） 420 前川たけし ヘルハウンド（１） 720 皆川亮二

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（９） 420 前川たけし 永年雇用は可能でしょうか（１） 650 梨川リサ┴ｙｏｋｕｕ

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１０） 420 前川たけし

薬屋の聖女　～家族に虐げられていた薬屋の女の子、実は世界一のポー

ションを作れるそうですよ～（１） 600 浅井ソラ┴木嶋隆太┴フルーツパンチ

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１１） 420 前川たけし ＤＡＹＳＮＥＯ傑作選 650 ＤＡＹＳＮＥＯ運営チーム

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１２） 420 前川たけし 大雪海のカイナ（１） 600 武本糸会┴弐瓶勉（東亜重工）

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１３） 420 前川たけし 徘徊者（１） 660 鈴木ユウヘイ┴宝依図

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１４） 420 前川たけし

この世界がいずれ滅ぶことを、俺だけが知っている　～モンスターが現れた世

界で、死に戻りレベルアップ～（１） 630 翼┴灰島シゲル┴布施龍太

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１５） 420 前川たけし ほねぬきごはん　～ウブで奥手な半キュバスにハートをください～（１） 630 御影夏

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１６） 420 前川たけし レトロポリス・スクラッチ（１） 450 片岡人生┴近藤一馬

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１７） 420 前川たけし ドールのしもべが自重しない！（１） 600 水無月十八

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１８） 420 前川たけし 海自とおかん（１） 660 上田美和

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（１９） 420 前川たけし 天野くんと恋なんてしない！（１） 450 春巻はるな

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２０） 420 前川たけし 篭目の言士（１） 650 日野草┴如月にまる

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２１） 420 前川たけし ＢＡＤＤＩＥＳ！（１） 450 奧山哲矢

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２２） 420 前川たけし

パーティを追放されたらチート能力を手に入れて最強魔術師になっちゃった

俺　異世界アンソロジーコミック（１） 650

よねぞう┴アルト┴時久現代┴北川ニキタ┴白土

悠介┴鬱沢色素┴清水銀閣

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２３） 420 前川たけし

シャングリラ・フロンティア（１１）エキスパンションパス　～クソゲーハンター、

神ゲーに挑まんとす～ 1230 硬梨菜┴不二涼介

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２４） 420 前川たけし 日向さん、星野です。（１） 630 うおやま

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２５） 420 前川たけし アトワイトゲーム（１） 450 新川直司

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２６） 420 前川たけし 本番前です、山本さん！（１） 500 さとうさとし

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２７） 420 前川たけし きみだけがほんとう（１） 660 やっそん義之

鉄拳チンミＬｅｇｅｎｄｓ（２８） 450 前川たけし ギャルにぱちゃんはせまられたい（１） 660 歌鳴リナ

たんさんすいぶ（１） 600 上条明峰 もふもふ先生の甘いお仕置き（１） 500 成海柚希

たんさんすいぶ（２） 600 上条明峰 高坂社長は我慢できない　～トロける同居生活はじまりました～（１） 500 織田はるか

たんさんすいぶ（３） 600 上条明峰 博士は私しか女を知らない～３０歳からの恋愛プログラム～（１） 500 砂塚旬

たんさんすいぶ（４） 600 上条明峰 カッコウの許嫁（１５）　海野幸ミニ写真集『キミに幸あれ』付き特装版 1080 吉河美希

たんさんすいぶ（５） 620 上条明峰 平和の国の島崎へ（１） 680 瀬下猛┴濱田轟天

コンプレックス・エイジ（１） 600 佐久間結衣 俺がドールになるまで君は調教をやめない（１） 450 大井そのっそ

コンプレックス・エイジ（２） 600 佐久間結衣 ６年目の私のおっとり旦那～変わったこと、変わらないこと～ 1100 木崎アオコ

コンプレックス・エイジ（３） 600 佐久間結衣 初恋中毒（１）　【電子限定描きおろし特典つき】 500 安藤なつみ┴ひさわゆみ

コンプレックス・エイジ（４） 600 佐久間結衣 ヤンマガＡＩラボ（１） 650 ヤンマガＡＩラボ┴八神ちさ

コンプレックス・エイジ（５） 600 佐久間結衣 リトルホーン～異世界勇者と村娘～（１） 660 額縁あいこ

コンプレックス・エイジ（６） 600 佐久間結衣 戦花（１） 660 わらいガため

ペン太のこと（１） 800 片倉真二 ＢＬＡＳＴ（１） 730 仲里はるな

ペン太のこと（２） 800 片倉真二 民俗学者　赤坂弥一郎の事件簿（１） 680 リチャード・ウー┴芳崎せいむ

ペン太のこと（３） 800 片倉真二 ツイステッド・シスターズ（３）　電子特装版 850 山下和美

ペン太のこと（４） 800 片倉真二 流浪青年シシオ（１） 650 加藤伸吉

ペン太のこと（５） 800 片倉真二 流浪青年シシオ（２） 650 加藤伸吉

ペン太のこと（６） 800 片倉真二 別フレ フロンティア　１号 420

克間彩人┴真名子┴森永あい┴安理由香┴あ

かり┴高見奈緒

ペン太のこと（７） 800 片倉真二 別フレ フロンティア　２号 420

渡辺あゆ┴真名子┴克間彩人┴安理由香┴あ

かり┴綾瀬まい

ペン太のこと（８） 800 片倉真二 明日、新しい私。 420 流田まさみ

ペン太のこと（９） 800 片倉真二 イタズラな唇 420 流田まさみ

ペン太のこと（１０） 850 片倉真二 ガラスの制服 420 流田まさみ

運命の女の子 648 ヤマシタトモコ キミが見えなくても（１） 420 流田まさみ

忍び、恋うつつ（１） 600 アイディアファクトリー┴青井みと キミが見えなくても（２） 420 流田まさみ

忍び、恋うつつ（２） 600 青井みと┴アイディアファクトリー キミが見えなくても（３） 420 流田まさみ

忍び、恋うつつ（３） 600 青井みと┴アイディアファクトリー 君を守るため　できること 420 流田まさみ

つなぐと星座になるように（１） 600 雁須磨子 ケータイ王子とメール姫 420 流田まさみ

つなぐと星座になるように（２） 600 雁須磨子 同級生 420 流田まさみ

つなぐと星座になるように（３） 600 雁須磨子 ＨＡＮＤＳ 420 流田まさみ

つなぐと星座になるように（４） 600 雁須磨子 瞳の彼方 420 流田まさみ

つなぐと星座になるように（５） 600 雁須磨子 フィギュア★スター 420 流田まさみ

つなぐと星座になるように（６） 600 雁須磨子 不純な純愛 420 流田まさみ

ふくふくふにゃ～ん　子猫だにゃん（１） 420 こなみかなた Ｌｏｖｅ　Ｌｅｔｔｅｒ 420 流田まさみ

ふくふくふにゃ～ん　子猫だにゃん（２） 420 こなみかなた 恋愛向上委員会 420 流田まさみ

セブン☆スター（１） 600 柳内大樹 恋愛待夢 420 流田まさみ

セブン☆スター（２） 600 柳内大樹 ナチュン（１） 600 都留泰作

セブン☆スター（３） 600 柳内大樹 ナチュン（２） 600 都留泰作

セブン☆スター（４） 600 柳内大樹 ナチュン（３） 600 都留泰作

セブン☆スター（５） 600 柳内大樹 ナチュン（４） 600 都留泰作

セブン☆スター（６） 600 柳内大樹 ナチュン（５） 600 都留泰作

セブン☆スター（７） 600 柳内大樹 ナチュン（６） 762 都留泰作

セブン☆スター（８） 600 柳内大樹 エレキング（１） 600 大橋ツヨシ

セブン☆スター（９） 600 柳内大樹 エレキング（２） 600 大橋ツヨシ

ラブな同居、してみたい。 420

渡辺あゆ┴いちのへ瑠美┴葉月めぐみ┴ひぐ

ちにちほ┴原田唯衣┴あかり エレキング（３） 600 大橋ツヨシ

万引きＧメン　たつとら！！（１） 600 葉月京 エレキング（４） 600 大橋ツヨシ

君の好きな子になりたい。 420

熊岡冬夕┴清野静流┴一瀬ルカ┴石沢う

み┴勝美真┴美川べるの エレキング（５） 600 大橋ツヨシ

江戸天魔録　春と神（１） 420 小林ゆき エレキング（６） 600 大橋ツヨシ

江戸天魔録　春と神（２） 420 小林ゆき エレキング（７） 600 大橋ツヨシ

江戸天魔録　春と神（３） 420 小林ゆき エレキング（８） 600 大橋ツヨシ

ＧＵＭＩ　ｆｒｏｍ　Ｖｏｃａｌｏｉｄ（１） 420 鉄田猿児┴株式会社インターネット エレキング（９） 600 大橋ツヨシ

ＧＵＭＩ　ｆｒｏｍ　Ｖｏｃａｌｏｉｄ（２） 420 鉄田猿児┴株式会社インターネット エレキング（１０） 600 大橋ツヨシ

ＧＵＭＩ　ｆｒｏｍ　Ｖｏｃａｌｏｉｄ（３） 420 鉄田猿児┴株式会社インターネット エレキング（１１） 600 大橋ツヨシ

ＳとＪＫ 420

三次マキ┴森永あい┴フカワミキ┴村瀬いくえ

┴時名きうい┴岩井あき エレキング（１２） 600 大橋ツヨシ

新装版　恋風（１） 600 吉田基已 エレキング（１３） 600 大橋ツヨシ

新装版　恋風（２） 600 吉田基已 エレキング（１４） 600 大橋ツヨシ

新装版　恋風（３） 600 吉田基已 エレキング（１５） 648 大橋ツヨシ

新装版　恋風（４） 600 吉田基已 大人の女はラクじゃない 500 早坂いあん

新装版　恋風（５） 600 吉田基已 あんたのバラード 500 吉田まゆみ

カカフカカ（１） 500 石田拓実 おはようポニーテール 420 吉田まゆみ

カカフカカ（２） 500 石田拓実 ぐりーんかれんだあ（１） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（３） 500 石田拓実 ぐりーんかれんだあ（２） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（４） 500 石田拓実 すずめとどんぐり（１） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（５） 500 石田拓実 すずめとどんぐり（２） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（６） 500 石田拓実 すずめとどんぐり（３） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（７） 500 石田拓実 ふらいんぐマギー（１） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（８） 500 石田拓実 ふらいんぐマギー（２） 420 吉田まゆみ

カカフカカ（９） 500 石田拓実 れもんカンパニー（１） 500 吉田まゆみ

カカフカカ（１０） 500 石田拓実 れもんカンパニー（２） 500 吉田まゆみ

カカフカカ（１１） 500 石田拓実 ショートカット 500 吉田まゆみ

カカフカカ（１２） 500 石田拓実 セシール気分（１） 420 吉田まゆみ

センパイの手ほどき 420 桜沢きゆ セシール気分（２） 420 吉田まゆみ

センパイの手ほどき（２） 420 桜沢きゆ セシール気分（３） 420 吉田まゆみ

とにかくキミが。（１） 420 菅田うり テネシーワルツ（１） 500 吉田まゆみ



とにかくキミが。（２） 420 菅田うり テネシーワルツ（２） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（１） 420 こなみかなた テネシーワルツ（３） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（２） 420 こなみかなた ハッピーデイズ（１） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（３） 420 こなみかなた ハッピーデイズ（２） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（４） 420 こなみかなた ピース！（１） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（５） 420 こなみかなた ピース！（２） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（６） 420 こなみかなた ボーイハント 420 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（７） 420 こなみかなた ロコモーション（１） 500 吉田まゆみ

ふくふくふにゃ～ん　ＮＥＷ（８） 420 こなみかなた ロコモーション（２） 500 吉田まゆみ

カスタマイズ彼女さん 420 神葉理世 ロコモーション（３） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（１） 450 あなしん 夜をぶっとばせ（１） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（２） 420 あなしん 夜をぶっとばせ（２） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（３） 420 あなしん 夜をぶっとばせ（３） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（４） 420 あなしん 銀河のロマンス 420 吉田まゆみ

春待つ僕ら（５） 420 あなしん 雨にぬれてホットミルク 420 吉田まゆみ

春待つ僕ら（６） 450 あなしん ５番街のめるへん 420 吉田まゆみ

春待つ僕ら（７） 450 あなしん Ｂ．Ｄフィーリング（１） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（８） 450 あなしん Ｂ．Ｄフィーリング（２） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（９） 450 あなしん Ｂ．Ｄフィーリング（３） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（１０） 450 あなしん Ｂ．Ｄフィーリング（４） 500 吉田まゆみ

春待つ僕ら（１１） 450 あなしん ＫＩＬＬＡ（１） 600 大和和紀

春待つ僕ら（１２） 450 あなしん ＫＩＬＬＡ（２） 600 大和和紀

春待つ僕ら（１３） 450 あなしん ＫＩＬＬＡ（３） 600 大和和紀

春待つ僕ら（１４） 450 あなしん あい色神話 600 大和和紀

１５秒だけ　～Ｉ　ｋｎｏｗ　Ｉ’ｍ　ｆａｌｌｉｎｇ～ 420 河原田瞳美 カリフォルニアララバイ 600 大和和紀

Ｈａｌｆ＆ｈａｌｆ（１） 420 瀬尾公治 スタンバイＯＫで～す 400 大和和紀

Ｈａｌｆ＆ｈａｌｆ（２） 420 瀬尾公治 なんと王子さま！？ 420 大和和紀

２ＤＫ（１）　２０１３WINTER 920 竹内佐千子 ハイヒールＣＯＰ（１） 700 大和和紀

２ＤＫ（２）　２０１４SUMMER 920 竹内佐千子 ハイヒールＣＯＰ（２） 700 大和和紀

２ＤＫ（３）　２０１５AUTUMN 920 竹内佐千子 ハイヒールＣＯＰ（３） 700 大和和紀

２ＤＫ（４）　２０１６　ＳＰＲＩＮＧ 920 竹内佐千子 ハロージェミニ！（上） 420 大和和紀

２ＤＫ　２０１９　ＡＬＬ　ＳＥＡＳＯＮＳ 920 竹内佐千子 ハロージェミニ！（下） 420 大和和紀

そして…だれもいなくなった 400 石ノ森章太郎 ひとりぼっち流花（１） 600 大和和紀

なんなんだ？なんなんだ！ 400 石ノ森章太郎 ひとりぼっち流花（２） 600 大和和紀

にいちゃん戦車（１） 400 石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（１） 500 大和和紀

にいちゃん戦車（２） 400 石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（２） 500 大和和紀

まんが研究会 400 石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（３） 500 大和和紀

マンガ家入門 400 石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（４） 500 大和和紀

不倫学入門 400 石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（５） 500 大和和紀

名作絵どうわ 400

Ｒ・Ｌ・スティーヴンソン┴Ｊ・ヴェルヌ┴Ｈ・

Ｃ・アンデルセン┴Ａ・デュマ┴Ｅ・Ｔ・シート

ン┴Ｈ・Ｇ・ウェルズ┴石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（６） 500 大和和紀

家畜人ヤプー（１）　宇宙帝国への招待編 400 沼正三┴石ノ森章太郎 ベビーシッター・ギン！（７） 500 大和和紀

家畜人ヤプー（２）　悪夢の日本史編 400 沼正三┴石ノ森章太郎┴シュガー佐藤 ベビーシッター・ギン！（８） 500 大和和紀

家畜人ヤプー（３）　快楽の超SM文明編 400 沼正三┴石ノ森章太郎┴シュガー佐藤 ベビーシッター・ギン！（９） 500 大和和紀

家畜人ヤプー（４）　無条件降伏編 400 沼正三┴石ノ森章太郎┴シュガー佐藤 モンシェリＣｏＣｏ（１） 420 大和和紀

時ヲすべる（１） 400 石ノ森章太郎 モンシェリＣｏＣｏ（２） 420 大和和紀

時ヲすべる（２） 400 石ノ森章太郎 モンシェリＣｏＣｏ（３） 420 大和和紀

石森まんが学園 400 石ノ森章太郎 ライオンたちの城 420 大和和紀

石森章太郎読切劇場 400 石ノ森章太郎 ラブパック（１） 600 大和和紀

章太郎のファンタジーワールド　ジュン（１） 400 石ノ森章太郎 ラブパック（２） 600 大和和紀

章太郎のファンタジーワールド　ジュン（２） 400 石ノ森章太郎 レディーミツコ 420 大和和紀

青いマン華鏡 400 石ノ森章太郎 紀元２６００年のプレイボール（１） 600 大和和紀

魔法世界のジュン（１） 400 石ノ森章太郎 紀元２６００年のプレイボール（２） 600 大和和紀

魔法世界のジュン（２） 400 石ノ森章太郎 紀元２６００年のプレイボール（３） 600 大和和紀

黒大黒（１） 400 石ノ森章太郎 月光樹 600 大和和紀

黒大黒（２） 400 石ノ森章太郎 冬の祭り日 420 大和和紀

龍神沼 400 石ノ森章太郎 眠らない街から 600 大和和紀

７Ｐ 400 石ノ森章太郎 翼ある者 420 大和和紀

ＧＯＬＦ超心理学講座（１） 400 石ノ森章太郎 へば！Ｈｅｌｌｏちゃん（１） 781 小林まこと

ＧＯＬＦ超心理学講座（２） 400 石ノ森章太郎 へば！Ｈｅｌｌｏちゃん（２） 781 小林まこと

ＧＯＬＦ超心理学講座（３） 400 石ノ森章太郎 へば！Ｈｅｌｌｏちゃん（３） 781 小林まこと

がんばる！ストーカー（１） 420 伊藤広明 ポチ極道（１） 600 風間やんわり

がんばる！ストーカー（２） 420 伊藤広明 ポチ極道（２） 600 風間やんわり

がんばる！ストーカー（３） 420 伊藤広明 ポチ極道（３） 629 風間やんわり

ハロー姉妹（１） 420 南国ばなな 闘魂プロダクション　マンガの描き方 400 小林まこと

ハロー姉妹（２） 420 南国ばなな 格闘探偵団（１） 600 小林まこと

ハロー姉妹（３） 420 南国ばなな 格闘探偵団（２） 600 小林まこと

ハロー姉妹（４） 420 南国ばなな 格闘探偵団（３） 600 小林まこと

妊娠１７ヵ月！　４０代で母になる！ 420 坂井恵理 格闘探偵団（４） 600 小林まこと

神様がうそをつく。 600 尾崎かおり 格闘探偵団（５） 600 小林まこと

エリアの騎士　外伝（１） 420 伊賀大晃┴月山可也 あかちゃんのドレイ。（１） 800 大久保ヒロミ

虹色インク（１） 420 宇野智哉 あかちゃんのドレイ。（２） 800 大久保ヒロミ

虹色インク（２） 420 宇野智哉 あかちゃんのドレイ。（３） 800 大久保ヒロミ

金田一少年の１泊２日小旅行（１） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴あわ箱 あかちゃんのドレイ。（４） 800 大久保ヒロミ

金田一少年の１泊２日小旅行（２） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴あわ箱 あかちゃんのドレイ。（５） 800 大久保ヒロミ

金田一少年の１泊２日小旅行（３） 420 天樹征丸┴さとうふみや┴あわ箱 あかちゃんのドレイ。（６） 800 大久保ヒロミ

インドでキャバクラ始めました（笑）（１） 600 沼津マリー いけいけ！バカオンナ 500 鈴木由美子

インドでキャバクラ始めました（笑）（２） 600 沼津マリー うるきゅー（１） 420 秋元奈美

満月エンドロール（上） 600 野村宗弘 うるきゅー（２） 420 秋元奈美

満月エンドロール（下） 600 野村宗弘 うるきゅー（３） 420 秋元奈美

子供はわかってあげない（上） 630 田島列島 うるきゅー（４） 420 秋元奈美

子供はわかってあげない（下） 630 田島列島 うるきゅー（５） 420 秋元奈美

東京タラレバ娘（１） 500 東村アキコ うるきゅー（６） 420 秋元奈美

東京タラレバ娘（２） 500 東村アキコ うるきゅー（７） 420 秋元奈美

東京タラレバ娘（３） 500 東村アキコ うるきゅー（８） 420 秋元奈美

東京タラレバ娘（４） 500 東村アキコ うるきゅー（９） 420 秋元奈美

東京タラレバ娘（５） 500 東村アキコ おそるべしっっ！！！音無可憐さん（１） 500 鈴木由美子

東京タラレバ娘（６） 500 東村アキコ おそるべしっっ！！！音無可憐さん（２） 500 鈴木由美子

東京タラレバ娘（７） 500 東村アキコ ひゃほ～♪ウニファミリー（１） 800 鈴木由美子

東京タラレバ娘（８） 500 東村アキコ ひゃほ～♪ウニファミリー（２） 800 鈴木由美子

東京タラレバ娘（９） 500 東村アキコ ひゃほ～♪ウニファミリー（３） 800 鈴木由美子

悪魔とケイヤク 420 桜井真優 ひゃほ～♪ウニファミリー（４） 800 鈴木由美子

アーリマン 600 江口カイム ひゃほ～♪ウニファミリー（５） 800 鈴木由美子

カウントラブル（１） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（６） 800 鈴木由美子

カウントラブル（２） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（７） 800 鈴木由美子

カウントラブル（３） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（８） 800 鈴木由美子

カウントラブル（４） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（９） 800 鈴木由美子

カウントラブル（５） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（１０） 800 鈴木由美子

カウントラブル（６） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（１１） 800 鈴木由美子

カウントラブル（７） 420 奈央晃徳 ひゃほ～♪ウニファミリー（１２） 800 鈴木由美子

クギ子ちゃんがいる！（１） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ もっといけいけ！バカオンナ 500 鈴木由美子

クギ子ちゃんがいる！（２） 420 ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ キューティーバディー 500 大久保ヒロミ

サルチネス（１） 600 古谷実 クソババァに花束を！！（１） 500 鈴木由美子

サルチネス（２） 600 古谷実 クソババァに花束を！！（２） 500 鈴木由美子

サルチネス（３） 600 古谷実 スノードロップ 420 秋元奈美

サルチネス（４） 600 古谷実 ビバ！山田バーバラ（１） 500 鈴木由美子

ふたりのヒミツ。（１） 420 茂呂おりえ ビバ！山田バーバラ（２） 500 鈴木由美子

ふたりのヒミツ。（２） 420 茂呂おりえ ビバ！山田バーバラ（３） 500 鈴木由美子



ふたりのヒミツ。（３） 420 茂呂おりえ プリ☆ハニ～１６歳妻は“焦らされ”中～（１） 420 秋元奈美

ワーキングピュア（１） 500 小山田容子 プリ☆ハニ～１６歳妻は“焦らされ”中～（２） 420 秋元奈美

ワーキングピュア（２） 500 小山田容子 マイティーエンジェル 420 秋元奈美

ワーキングピュア（３） 500 小山田容子 ミル・フルール（１） 420 秋元奈美

ワーキングピュア（４） 500 小山田容子 ミル・フルール（２） 420 秋元奈美

ワーキングピュア（５） 500 小山田容子 ミル・フルール（３） 420 秋元奈美

嘘つき王子とニセモノ彼女（１） 420 美麻りん 天使にＫＩＳＳ 420 秋元奈美

嘘つき王子とニセモノ彼女（２） 420 美麻りん 新・白鳥麗子でございます！（１） 500 鈴木由美子

嘘つき王子とニセモノ彼女（３） 420 美麻りん 新・白鳥麗子でございます！（２） 500 鈴木由美子

嘘つき王子とニセモノ彼女（４） 420 美麻りん 新・白鳥麗子でございます！（３） 500 鈴木由美子

嘘つき王子とニセモノ彼女（５） 420 美麻りん 新・白鳥麗子でございます！（４） 500 鈴木由美子

神か悪魔か（１） 420 茂呂おりえ 新・白鳥麗子でございます！（５） 500 鈴木由美子

神か悪魔か（２） 420 茂呂おりえ 東京生まれにゃ、こたえるゼ！ 500 鈴木由美子

蜜色キスをしよう 420 相川ヒロ ＫＩＧ 500 大久保ヒロミ

羊がいっぴき 420 茂呂おりえ タロのいちんち 600 菅原雅雪

銃皇無尽のファフニール（１） 600 ツカサ┴サブロウタ┴梱枝りこ 蕗のお便り（１） 600 菅原雅雪

銃皇無尽のファフニール（２） 600 ツカサ┴サブロウタ┴梱枝りこ 蕗のお便り（２） 600 菅原雅雪

銃皇無尽のファフニール（３） 620 ツカサ┴サブロウタ┴梱枝りこ グリュン・ブラウの伝説 500 原ちえこ

銃皇無尽のファフニール（４） 620 ツカサ┴サブロウタ┴梱枝りこ 白き花のパヴァーヌ 600 原ちえこ

ＲＥＡＬ　ＦＡＣＥ 420 はやかわともこ┴徳永富彦 虹の谷のアン（上） 600 原ちえこ

９時にはおうちに帰りたい（１） 600 青色イリコ 虹の谷のアン（下） 600 原ちえこ

９時にはおうちに帰りたい（２） 600 青色イリコ …すぎなレボリューション（１） 857 小池田マヤ

９時にはおうちに帰りたい（３） 600 青色イリコ …すぎなレボリューション（２） 857 小池田マヤ

アバンギャルド夢子 600 押見修造 …すぎなレボリューション（３） 857 小池田マヤ

この度は御愁傷様です 648 宮本福助 Ｇｌａｕｃｏｓ（１） 600 たなか亜希夫

しあわせ団地（１） 600 蓮古田二郎 Ｇｌａｕｃｏｓ（２） 600 たなか亜希夫

しあわせ団地（２） 600 蓮古田二郎 Ｇｌａｕｃｏｓ（３） 600 たなか亜希夫

しあわせ団地（３） 600 蓮古田二郎 Ｇｌａｕｃｏｓ（４） 600 たなか亜希夫

しあわせ団地（４） 600 蓮古田二郎 ＩＺＵＭＩ 600 やまあき和利

しあわせ団地（５） 600 蓮古田二郎 ＳＰＡＣＥ　ＰＩＮＣＨＹ 1905 トニーたけざき

しあわせ団地（６） 600 蓮古田二郎 アキバ署！（１） 600 瀬尾浩史

しあわせ団地（７） 600 蓮古田二郎 アキバ署！（２） 600 瀬尾浩史

しあわせ団地（８） 600 蓮古田二郎 アキバ署！（３） 600 瀬尾浩史

しあわせ団地（９） 600 蓮古田二郎 それはエノキダ！（１） 600 須賀原洋行

しあわせ団地（１０） 600 蓮古田二郎 それはエノキダ！（２） 600 須賀原洋行

しあわせ団地（１１） 600 蓮古田二郎 それはエノキダ！（３） 600 須賀原洋行

しあわせ団地（１２） 600 蓮古田二郎 それはエノキダ！（４） 600 須賀原洋行

しあわせ団地（１３） 600 蓮古田二郎 それはエノキダ！（５） 600 須賀原洋行

しあわせ団地（１４） 600 蓮古田二郎 それはエノキダ！（６） 600 須賀原洋行

なぎとのどかの萌える不動産（１） 600 板倉梓 それはエノキダ！（７） 600 須賀原洋行

なぎとのどかの萌える不動産（２） 600 板倉梓 バーバーハーバー（１） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（１） 420 冲方丁┴大今良時 バーバーハーバー（２） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（２） 420 冲方丁┴大今良時 バーバーハーバー（３） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（３） 420 冲方丁┴大今良時 バーバーハーバー（４） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（４） 420 冲方丁┴大今良時 バーバーハーバー（５） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（５） 420 冲方丁┴大今良時 バーバーハーバー（６） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（６） 420 冲方丁┴大今良時 バーバーハーバー（７） 600 小池田マヤ

マルドゥック・スクランブル（７） 420 冲方丁┴大今良時 ぶっ飛び広海くん（上） 600 うえやまとち

ユウタイノヴァ（１） 600 押見修造 ぶっ飛び広海くん（下） 600 うえやまとち

ユウタイノヴァ（２） 600 押見修造 ブリキ細工のトタン屋根（１） 600 三山のぼる

三等星のスピカ（１） 600 イシノアヤ ブリキ細工のトタン屋根（２） 600 三山のぼる

三等星のスピカ（２） 600 イシノアヤ ブリキ細工のトタン屋根（３） 600 三山のぼる

三等星のスピカ（３） 600 イシノアヤ ブリキ細工のトタン屋根（４） 600 三山のぼる

私家版魚類図譜 800 諸星大二郎 ブリキ細工のトタン屋根（５） 600 三山のぼる

星の剣 420 前川たけし むかしむかし（１） 600 うえやまとち

氷上のセイリオス（１） 600 ザザロン亞南 むかしむかし（２） 600 うえやまとち

氷上のセイリオス（２） 600 ザザロン亞南 雨ニモ負ケズ（１） 600 川崎のぼる

氷上のセイリオス（３） 600 ザザロン亞南 雨ニモ負ケズ（２） 600 川崎のぼる

Ｋｉｓｓの奇跡（１） 500 真柴ひろみ 雨ニモ負ケズ（３） 600 川崎のぼる

Ｋｉｓｓの奇跡（２） 500 真柴ひろみ 雨ニモ負ケズ（４） 600 川崎のぼる

Ｋｉｓｓの奇跡（３） 500 真柴ひろみ 学園夢探偵　獏 600 鹿島麻耶

あたらしい朝（１） 600 黒田硫黄 薫の秘話（１） 600 松田洋子

あたらしい朝（２） 600 黒田硫黄 薫の秘話（２） 600 松田洋子

アニマル学園チョメちゃん 400 石ノ森章太郎 刑事が一匹…（１） 600 きたがわ翔

いじ犬ペチッ（１） 400 石ノ森章太郎 刑事が一匹…（２） 600 きたがわ翔

いじ犬ペチッ（２） 400 石ノ森章太郎 刑事が一匹…（３） 600 きたがわ翔

いじ犬ペチッ（３） 400 石ノ森章太郎 刑事が一匹…（４） 600 きたがわ翔

ウィズ－幸せのある場所－（１） 500 真柴ひろみ 刑事が一匹…（５） 600 きたがわ翔

ウィズ－幸せのある場所－（２） 500 真柴ひろみ 刑事が一匹…（６） 600 きたがわ翔

エスパーエッちゃん 400 石ノ森章太郎 刑事が一匹…（７） 600 きたがわ翔

おてんばバンザイ 400 石ノ森章太郎 結婚の研究 600 神奈幸子

マァマァさん 400 石ノ森章太郎 虎男さんのお気に入り（１） 600 永松潔

まだらのひも 400 コナン・ドイル┴石ノ森章太郎 虎男さんのお気に入り（２） 600 永松潔

江美子ＳＴＯＲＹ 400 石ノ森章太郎 虎男さんのお気に入り（３） 600 永松潔

三つの珠 400 石ノ森章太郎 虎男さんのお気に入り（４） 600 永松潔

赤い火と黒かみ 400

Ｕ・マイア（赤塚不二夫・水野英子・石ノ森

章太郎）┴いずみあすか（赤塚不二夫・石

ノ森章太郎） 虎男さんのお気に入り（５） 600 永松潔

大金星 600 黒田硫黄 虎男さんのお気に入り（６） 600 永松潔

天使のオシャベリ（１） 500 真柴ひろみ 虎男さんのお気に入り（７） 600 永松潔

天使のオシャベリ（２） 500 真柴ひろみ 虎男さんのお気に入り（８） 600 永松潔

ＢＢ．ＨＥＬＬ（１） 420 渡れい 虎男さんのお気に入り（９） 600 永松潔

ＢＢ．ＨＥＬＬ（２） 420 渡れい 今日は元気か（１） 600 永松潔

ＢＢ．ＨＥＬＬ（３） 420 渡れい 今日は元気か（２） 600 永松潔

あかんべぇ天使 400 石ノ森章太郎 今日は元気か（３） 600 永松潔

アコのカナリヤ 400 石ノ森章太郎 今日は元気か（４） 600 永松潔

えやみのかみ（１） 420 藤沢とおる┴落合ヒロカズ 今日は元気か（５） 600 永松潔

えやみのかみ（２） 420 藤沢とおる┴落合ヒロカズ 今日は元気か（６） 600 永松潔

えやみのかみ（３） 420 藤沢とおる┴落合ヒロカズ 今日は元気か（７） 600 永松潔

くらやみの天使 400

Ｕ・マイア（赤塚不二夫・水野英子・石ノ森

章太郎）┴いずみあすか（赤塚不二夫・石

ノ森章太郎） 細腕三畳紀 600 あさりよしとお

さるとびエッちゃん（１） 400 石ノ森章太郎 柴王（１） 600 布浦翼

さるとびエッちゃん（２） 400 石ノ森章太郎 柴王（２） 600 布浦翼

さるとびエッちゃん（３） 400 石ノ森章太郎 柴王（３） 600 布浦翼

さるとびエッちゃん（４） 400 石ノ森章太郎 柴王（４） 600 布浦翼

さるとびエッちゃん（５） 400 石ノ森章太郎 柴王（５） 600 布浦翼

にじの子 400 石ノ森章太郎 柴王（６） 600 布浦翼

フジキュー！！！　～Ｆｕｊｉ　Ｃｕｅ’ｓ　Ｍｕｓｉｃ～（１） 420 田口囁一 新釈　うああ哲学事典　上 714 須賀原洋行

フジキュー！！！　～Ｆｕｊｉ　Ｃｕｅ’ｓ　Ｍｕｓｉｃ～（２） 420 田口囁一 新釈　うああ哲学事典　下 714 須賀原洋行

フジキュー！！！　～Ｆｕｊｉ　Ｃｕｅ’ｓ　Ｍｕｓｉｃ～（３） 420 田口囁一 聖女ハリマオ 600 たかもちげん

フジキュー！！！　～Ｆｕｊｉ　Ｃｕｅ’ｓ　Ｍｕｓｉｃ～（４） 420 田口囁一 葬儀屋の悪だくみ 600 若林健次

君はぼくのヒーローさ（１） 500 真柴ひろみ 福助（１） 600 伊藤静

君はぼくのヒーローさ（２） 500 真柴ひろみ 福助（２） 600 伊藤静

君はぼくのヒーローさ（３） 500 真柴ひろみ ２０歳のエンゲージ 500 真柴ひろみ

君はぼくのヒーローさ（４） 500 真柴ひろみ アイツ 500 真柴ひろみ

君はぼくのヒーローさ（５） 500 真柴ひろみ あなた色に涙 420 真柴ひろみ

君はぼくのヒーローさ（６） 500 真柴ひろみ ときめきの一瞬 420 真柴ひろみ

黒いひとみ 400 石ノ森章太郎 バイ・バイＢｏｙ 420 真柴ひろみ



昭和モダンガール 500 真柴ひろみ ひとつの夢ふたつの心 420 真柴ひろみ

水色のリボン 400 石ノ森章太郎 君が笑った 420 真柴ひろみ

星の伝説　アガルタ 400 石ノ森章太郎 君だけに輝く（１） 420 真柴ひろみ

青い月の夜 400 石ノ森章太郎 君だけに輝く（２） 420 真柴ひろみ

二級天使 400 石ノ森章太郎 君だけに輝く（３） 420 真柴ひろみ

白鳥の湖 400 石ノ森章太郎 月夜のうさぎたち 420 真柴ひろみ

百年戦記　ユーロ・ヒストリア（１） 420 カプコン┴九部利久 菜子の色（１） 420 真柴ひろみ

百年戦記　ユーロ・ヒストリア（２） 420 カプコン┴九部利久 菜子の色（２） 420 真柴ひろみ

幽霊少女 400 石ノ森章太郎 素直になれなくて 420 真柴ひろみ

Ａ．Ｓ．（１） 420 前川たけし 奈津子 420 真柴ひろみ

Ａ．Ｓ．（２） 420 前川たけし 無口なテレパシー 420 真柴ひろみ

Ａ．Ｓ．（３） 420 前川たけし 友だち以上恋人未満 420 真柴ひろみ

Ｎｓ’あおい　ｔｈｏｓｅ　ｄａｙｓ（上） 600 こしのりょう あんたたちの伝説 420 松本美緒

Ｎｓ’あおい　ｔｈｏｓｅ　ｄａｙｓ（下） 600 こしのりょう あんたたちの伝説─結婚編─ 500 松本美緒

キス☆クラ（１） 420 瀬上あきら おてんばプチ・トマト 420 赤羽みちえ

キス☆クラ（２） 420 瀬上あきら かすみ町純愛商店街 420 赤羽みちえ

ゼロセン（１） 420 加瀬あつし きみだけのＴＡ・ＴＡ・ＴＡ 420 赤羽みちえ

ゼロセン（２） 420 加瀬あつし くり～むはうすサンドイッチ 420 赤羽みちえ

ゼロセン（３） 420 加瀬あつし すてきにパニック 420 藤臣柊子

ゼロセン（４） 420 加瀬あつし その男、最低につき 420 赤羽みちえ

ゼロセン（５） 420 加瀬あつし とっても高校生 420 松本美緒

ゼロセン（６） 420 加瀬あつし なんて素敵な週末 420 赤羽みちえ

ゼロセン（７） 420 加瀬あつし ふたご星 420 本間千恵子

ゼロセン（８） 420 加瀬あつし チイちゃまのミニ　ワールド 420 本間千恵子

ブレイクショット（１） 600 前川たけし ハイスクール楽園 420 赤羽みちえ

ブレイクショット（２） 600 前川たけし パイナップル畑の２５時 420 赤羽みちえ

ブレイクショット（３） 600 前川たけし リンデングリーンの騎士 420 はざまもり

ブレイクショット（４） 600 前川たけし 幸福の場所 420 松本美緒

ブレイクショット（５） 600 前川たけし 星にゆく季節 420 本間千恵子

ブレイクショット（６） 600 前川たけし 獅子たちの夏 420 松本美緒

ブレイクショット（７） 600 前川たけし 空に恋してごらん 420 赤羽みちえ

ブレイクショット（８） 600 前川たけし 空よりも群青（１） 420 松本美緒

ポリ公マン（１） 420 加瀬あつし 空よりも群青（２） 420 松本美緒

ポリ公マン（２） 420 加瀬あつし 終わる恋じゃねぇだろ（１） 420 松本美緒

ポリ公マン（３） 420 加瀬あつし 終わる恋じゃねぇだろ（２） 420 松本美緒

ポリ公マン（４） 420 加瀬あつし 終わる恋じゃねぇだろ（３） 420 松本美緒

リリカル・ナイト・ストーリー 420 しげの秀一 終わる恋じゃねぇだろ（４） 420 松本美緒

闇の鶯 800 諸星大二郎 美　マーメイド 420 赤羽みちえ

山下和美【短編集】 700 山下和美 翼の下に吹く風 420 赤羽みちえ

私家版鳥類図譜 800 諸星大二郎 金色のままで 420 松本美緒

将〔ショウ〕（１） 420 しげの秀一 風っ子だより 420 本間千恵子

将〔ショウ〕（２） 420 しげの秀一 Ｂｉｒｔｈｄａｙ 420 松本美緒

将〔ショウ〕（３） 420 しげの秀一 Ｔｗｏ　Ｈｅａｒｔｓ（１） 420 松本美緒

神喰らい～カミグライ～ 420 瀬上あきら Ｔｗｏ　Ｈｅａｒｔｓ（２） 420 松本美緒

奏～かなで～（１） 420 瀬上あきら Ｔｗｏ　Ｈｅａｒｔｓ（３） 420 松本美緒

奏～かなで～（２） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（１） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（３） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（２） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（４） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（３） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（５） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（４） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（６） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（５） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（７） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（６） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（８） 420 瀬上あきら きんぎょ注意報！（７） 420 猫部ねこ

奏～かなで～（９） 420 瀬上あきら だぁ！　だぁ！　 だぁ！（１） 420 川村美香

島耕作の優雅な１日 600 弘兼憲史 だぁ！　だぁ！　 だぁ！（２） 420 川村美香

稗田のモノ語り　魔障ヶ岳　妖怪ハンター 800 諸星大二郎 だぁ！　だぁ！　 だぁ！（３） 420 川村美香

ホスト漫（１） 420 木下聡志 だぁ！　だぁ！　 だぁ！（４） 420 川村美香

ホスト漫（２） 420 木下聡志 だぁ！　だぁ！　 だぁ！（５） 420 川村美香

ホスト漫（３） 420 木下聡志 だぁ！　だぁ！　 だぁ！（６） 420 川村美香

ホタルノヒカリ　ＳＰ（１） 500 ひうらさとる だぁ！　だぁ！　 だぁ！（７） 420 川村美香

ホタルノヒカリ　ＳＰ（２） 500 ひうらさとる だぁ！　だぁ！　 だぁ！（８） 420 川村美香

ホタルノヒカリ　ＳＰ（３） 500 ひうらさとる だぁ！　だぁ！　 だぁ！（９） 420 川村美香

ホタルノヒカリ　ＳＰ（４） 500 ひうらさとる ぶらっでぃ・まりー 420 高瀬綾

ホタルノヒカリ　ＳＰ（５） 500 ひうらさとる まもって！　ロリポップ（１） 420 菊田みちよ

ホタルノヒカリ　ＳＰ（６） 500 ひうらさとる まもって！　ロリポップ（２） 420 菊田みちよ

人工精霊タルパちゃん 700 ふみふみこ まもって！　ロリポップ（３） 420 菊田みちよ

オルガの心臓（１） 600 雨宮もえ まもって！　ロリポップ（４） 420 菊田みちよ

オルガの心臓（２） 600 雨宮もえ まもって！　ロリポップ（５） 420 菊田みちよ

オルガの心臓（３） 600 雨宮もえ まもって！　ロリポップ（６） 420 菊田みちよ

ふんだりけったり 700 ふみふみこ まもって！　ロリポップ（７） 420 菊田みちよ

君の手がささやいている（１） 700 軽部潤子 十二宮でつかまえて（１） 420 安藤なつみ

君の手がささやいている（２） 700 軽部潤子 十二宮でつかまえて（２） 420 安藤なつみ

君の手がささやいている（３） 700 軽部潤子 十二宮でつかまえて（３） 420 安藤なつみ

君の手がささやいている（４） 700 軽部潤子 十二宮でつかまえて（４） 420 安藤なつみ

君の手がささやいている（５） 700 軽部潤子 聖ルームメート 420 高瀬綾

新装版　骨の音 743 岩明均 あなたにとどく日 420 小野佳苗

チェリージュース　（１） 420 フクシマハルカ いつかイルカになる日まで 420 湊よりこ

チェリージュース　（２） 420 フクシマハルカ いつかヒーローになる日（１） 420 芹沢由紀子

チェリージュース　（３） 420 フクシマハルカ いつかヒーローになる日（２） 420 芹沢由紀子

チェリージュース　（４） 420 フクシマハルカ いつかヒーローになる日（３） 420 芹沢由紀子

長閑の庭（１） 500 アキヤマ香 いつかヒーローになる日（４） 420 芹沢由紀子

長閑の庭（２） 500 アキヤマ香 いつも　いつも　あ・な・た 420 小野佳苗

長閑の庭（３） 500 アキヤマ香 いつも君を想ってる 420 小野佳苗

長閑の庭（４） 500 アキヤマ香 いま　きみは青！ 420 板本こうこ

長閑の庭（５） 500 アキヤマ香 いろいろ問題集 420 三原陽子

長閑の庭（６） 500 アキヤマ香 いーかげんにして！！お嬢サマ 420 森谷幸子

長閑の庭（７） 500 アキヤマ香 くちびるにＹＥＳ 420 小野佳苗

霊界通信プロトコル 420 瀬戸口みづき さとう菓子の家 420 文月今日子

霊界通信プロトコル（２） 420 瀬戸口みづき しもぶくれの天使 420 三原陽子

ブルーハイジ（１） 800 ヤマダ すこしだけ片思い 420 辻村弘子

凸凹　ＤＥＫＯＢＯＫＯ（１） 600 きらたかし ずっと好き 420 小野佳苗

凸凹　ＤＥＫＯＢＯＫＯ（２） 650 きらたかし それとなくハネムーン 420 森谷幸子

妄想少女 600 汐里 ただいま先生！ 420 波間信子

きみと壁ドン 420

渡辺あゆ┴Ｉｓｈｉｋｏ┴清野静流┴叶

のりこ┴三生まなみ┴るかな┴もすこ たった一人のあなた 420 小野佳苗

たそがれたかこ（１） 600 入江喜和 たとえば三角関係 420 辻村弘子

たそがれたかこ（２） 600 入江喜和 だれが愛したクック＝ロビン 420 板本こうこ

たそがれたかこ（３） 600 入江喜和 とんでけ！　ふたりのハート 420 板本こうこ

たそがれたかこ（４） 600 入江喜和 どらネコ文太 420 本間千恵子

たそがれたかこ（５） 600 入江喜和 ななつ上から愛してる 420 森下温

たそがれたかこ（６） 600 入江喜和 ばくだんオトコ 420 森脇葵

たそがれたかこ（７） 600 入江喜和 ひとりぐらし 420 森谷幸子

たそがれたかこ（８） 600 入江喜和 ふわふわドカーン！（１） 420 板本こうこ

たそがれたかこ（９） 600 入江喜和 ふわふわドカーン！（２） 420 板本こうこ

たそがれたかこ（１０） 600 入江喜和 もう一度プロローグ 420 小野佳苗

ラグナレク 600 神堂潤 もっとないてよ　マイディア 420 富永裕美

山賊王（１） 420 沢田ひろふみ もっと愛しあいましょ１ 420 吉井ユウ

山賊王（２） 420 沢田ひろふみ もっと愛しあいましょ２ 420 吉井ユウ

山賊王（３） 420 沢田ひろふみ ゆがんだ視線 420 菊川近子

山賊王（４） 420 沢田ひろふみ アイツのいる夏 420 小野佳苗



山賊王（５） 420 沢田ひろふみ イチゴ同盟（１） 420 森下温

山賊王（６） 420 沢田ひろふみ イチゴ同盟（２） 420 森下温

山賊王（７） 420 沢田ひろふみ ウニを感じるとき 420 三原陽子

山賊王（８） 420 沢田ひろふみ エースはおまかせ 420 板本こうこ

山賊王（９） 420 沢田ひろふみ オンナノキモチ 420 吉井ユウ

山賊王（１０） 420 沢田ひろふみ オーペア物語 420 富永裕美

山賊王（１１） 420 沢田ひろふみ オーリー（１） 420 板本こうこ

山賊王（１２） 420 沢田ひろふみ オーリー（２） 420 板本こうこ

山賊王（１３） 420 沢田ひろふみ ガラスの天使 420 大橋薫

浜村渚の計算ノート（１） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 キャット・カーニバル 420 森谷幸子

浜村渚の計算ノート（２） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 ギフト 420 平田京子

浜村渚の計算ノート（３） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 クレドーリア６２１年 420 文月今日子

浜村渚の計算ノート（４） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 サヨナラ★タイムマシーン 420 森下温

浜村渚の計算ノート（５） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 サヨナラ芝居 420 小野佳苗

浜村渚の計算ノート（６） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 サンディ！（１） 420 板本こうこ

浜村渚の計算ノート（７） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 サンディ！（２） 420 板本こうこ

浜村渚の計算ノート（８） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 サンディ！（３） 420 板本こうこ

浜村渚の計算ノート（９） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 シリアス・ゲーム 420 森谷幸子

浜村渚の計算ノート（１０） 600 青柳碧人┴モトエ恵介┴桐野壱 ジニの魔法つかい 420 杉本啓子

鉄拳チンミ外伝（１） 420 前川たけし ジョアンの日時計 420 辻村弘子

鉄拳チンミ外伝（２） 420 前川たけし スカイ　マリィ 420 板本こうこ

鉄拳チンミ外伝（３） 420 前川たけし スカイメロディー 420 板本こうこ

鉄拳チンミ外伝（４） 420 前川たけし ツルツルみつる 420 三原陽子

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＴＨＥ　ＥＡＲＬＹ　ＤＡＹＳ 420 八神ひろき ハネムーンにつれてって 420 水槻れん

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１） 420 愛原司 バイバイあこがれ色 420 小野佳苗

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（２） 420 愛原司 バナナケーキのできばえは？ 420 北川ゆうこ

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（３） 420 愛原司 ファニーフェイスめるへん 420 辻村弘子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（４） 420 愛原司 フリージアの恋 420 文月今日子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（５） 420 愛原司 ラブオール青春（１） 420 板本こうこ

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（６） 420 愛原司 ラブオール青春（２） 420 板本こうこ

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（７） 420 愛原司 ラブオール青春（３） 420 板本こうこ

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（８） 420 愛原司 乙女恋白書 420 本間千恵子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（９） 420 愛原司 人魚の首 420 大橋薫

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１０） 420 愛原司 俊助にくびったけ 420 富永裕美

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１１） 420 愛原司 冬のワルツ 420 板本こうこ

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１２） 420 愛原司 凍える季節 420 黒田葉子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１３） 420 愛原司 半熟ヴィーナス（１） 420 岩崎まり子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１４） 420 愛原司 半熟ヴィーナス（２） 420 岩崎まり子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１５） 420 愛原司 地中海の真珠 420 布浦翼

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１６） 420 愛原司 夏の夜のエイリアン 420 文月今日子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１７） 420 愛原司 大好きがとどかない 420 小野佳苗

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１８） 420 愛原司 巴里よマロニエゆれても 420 板本こうこ

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（１９） 420 愛原司 幸福論 420 平田京子

ＶＩＶＡ！ ＣＡＬＣＩＯ（２０） 420 愛原司 恋してミュータント（１） 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１） 420 愛原司 恋してミュータント（２） 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２） 420 愛原司 恋してミュータント（３） 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（３） 420 愛原司 恋する森から 420 小野佳苗

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（４） 420 愛原司 恋せよＴＡＣＯ 420 富永裕美

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（５） 420 愛原司 恋のお話どうかくの？ 420 北川ゆうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（６） 420 愛原司 恋の放課後一本勝負 420 辻村弘子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（７） 420 愛原司 恋は風　愛はきみ！ 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（８） 420 愛原司 愛がひとりぼっち 420 小野佳苗

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（９） 420 愛原司 愛してミスター 420 文月今日子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１０） 420 愛原司 旅立ちのＢＩＧ　ＷＡＶＥ 420 湊よりこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１１） 420 愛原司 星の道標 420 辻村弘子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１２） 420 愛原司 春のぬくもりあげる 420 小野佳苗

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１３） 420 愛原司 春をまつ季節 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１４） 420 愛原司 時のプリズム 420 湊よりこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１５） 420 愛原司 水のように空のように 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１６） 420 愛原司 海　空　あなた！ 420 板本こうこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１７） 420 愛原司 海岸物語（１） 420 森谷幸子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１８） 420 愛原司 海岸物語（２） 420 森谷幸子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（１９） 420 愛原司 片思いのパズル 420 小野佳苗

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２０） 420 愛原司 白いページのメッセージ 420 辻村弘子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２１） 420 愛原司 聞かせてラブ　ソング 420 小野佳苗

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２２） 420 愛原司 花火－１４歳の恋情－ 420 平田京子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２３） 420 愛原司 花詩集をあなたに 420 辻村弘子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２４） 420 愛原司 身がわりウエディング 420 三原陽子

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２５） 420 愛原司 迷宮事件簿 420 曽祢まさこ

ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ（２６） 420 愛原司 闇のシナリオ 420 菊川近子

特攻事務員ミノワ（１） 600 小川圭 闇のメルヘン 420 杉本啓子

特攻事務員ミノワ（２） 600 小川圭 青の恋 420 小野佳苗

いないボクは蛍町にいる（１） 600 タナカミホ 青春、だったっけ。 420 森下温

いないボクは蛍町にいる（２） 600 タナカミホ 青春１年生 420 波間信子

えへん、龍之介。 500 松田奈緒子 風になりたい 420 小野佳苗

おかめ日和（１） 420 入江喜和 風太がきた！（１） 420 板本こうこ

おかめ日和（２） 420 入江喜和 風太がきた！（２） 420 板本こうこ

おかめ日和（３） 420 入江喜和 風太がきた！（３） 420 板本こうこ

おかめ日和（４） 420 入江喜和 魔女のいる教室 420 大橋薫

おかめ日和（５） 420 入江喜和 麗獣の城 420 森谷幸子

おかめ日和（６） 420 入江喜和 １７ストリート（１） 420 板本こうこ

おかめ日和（７） 420 入江喜和 １７ストリート（２） 420 板本こうこ

おかめ日和（８） 420 入江喜和 １７ストリート（３） 420 板本こうこ

おかめ日和（９） 420 入江喜和 １９，２０歳 420 平田京子

おかめ日和（１０） 420 入江喜和 Ａ－ＢＯＹをさがして（１） 420 岩崎まり子

おかめ日和（１１） 420 入江喜和 Ａ－ＢＯＹをさがして（２） 420 岩崎まり子

おかめ日和（１２） 420 入江喜和 Ｍｙ　Ｆｉｒｓｔ　Ｋｉｓｓ 420 森下温

おかめ日和（１３） 420 入江喜和 ＮＵＴＳ　－東京ベイクラブ－ 420 湊よりこ

おかめ日和（１４） 420 入江喜和 Ｏ（オー）の一族 420 三原陽子

おかめ日和（１５） 420 入江喜和 Ｏｎ　Ｔｉｍｅ 420 森谷幸子

おかめ日和（１６） 420 入江喜和 Ｗｉｓｈたったひとつの願いごと 420 征海未亜

おかめ日和（１７） 420 入江喜和 ×組通信 420 波間信子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１） 420 加瀬あつし いちごみるく　3（１） 420 竹田真理子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（２） 420 加瀬あつし いちごみるく　3（２） 420 竹田真理子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（３） 420 加瀬あつし いつかグリーンパラダイス（１） 420 竹田真理子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（４） 420 加瀬あつし いつかグリーンパラダイス（２） 420 竹田真理子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（５） 420 加瀬あつし お月様のことばかり 420 たておか夏希

くろアゲハ～カメレオン外伝～（６） 420 加瀬あつし きらら音符 420 猫部ねこ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（７） 420 加瀬あつし しあわせ色の風景 420 たかなししずえ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（８） 420 加瀬あつし そっとＩ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ 420 高杉菜穂子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（９） 420 加瀬あつし たとえば野に咲く花のように 420 水上澄子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１０） 420 加瀬あつし たんぽぽのティアラ 420 竹田真理子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１１） 420 加瀬あつし つたえられたら素敵 420 高杉菜穂子

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１２） 420 加瀬あつし どこでもハムスター 420 猫部ねこ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１３） 420 加瀬あつし どっきんタイムトリップ 420 猫部ねこ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１４） 420 加瀬あつし どーなつプリン（１） 420 猫部ねこ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１５） 420 加瀬あつし どーなつプリン（２） 420 猫部ねこ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１６） 420 加瀬あつし どーなつプリン（３） 420 猫部ねこ

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１７） 420 加瀬あつし ぱにっく×ぱにっく（１） 420 川村美香



くろアゲハ～カメレオン外伝～（１８） 450 加瀬あつし ぱにっく×ぱにっく（２） 420 川村美香

くろアゲハ～カメレオン外伝～（１９） 480 加瀬あつし ひよこ時計ＰｉＰｉＰｉ 420 高瀬綾

すくってごらん（１） 420 大谷紀子 ぼくの鈴ちゃん 420 たかなししずえ

すくってごらん（２） 420 大谷紀子 ぽてとちっぷ（１） 420 竹田真理子

すくってごらん（３） 420 大谷紀子 ぽてとちっぷ（２） 420 竹田真理子

フィールドの花子さん（１） 420 千田純生 もうすぐ春ですね 420 たておか夏希

フィールドの花子さん（２） 420 千田純生 もどって！まもって！ロリポップ（１） 420 菊田みちよ

フィールドの花子さん（３） 420 千田純生 もどって！まもって！ロリポップ（２） 420 菊田みちよ

フィールドの花子さん（４） 420 千田純生 もどって！まもって！ロリポップ（３） 420 菊田みちよ

フィールドの花子さん（５） 420 千田純生 もどって！まもって！ロリポップ（４） 420 菊田みちよ

レッケン！（１） 420 吉谷やしよ もどって！まもって！ロリポップ（５） 420 菊田みちよ

レッケン！（２） 420 吉谷やしよ もどって！まもって！ロリポップ（６） 420 菊田みちよ

レッケン！（３） 420 吉谷やしよ わたしだけの指定席 420 高杉菜穂子

七つの短編　鈴木央短編集 420 鈴木央 アイネ・クライネ（１） 420 竹田真理子

怪談　夕闇少年 420 梅野花 アイネ・クライネ（２） 420 竹田真理子

甘党ペンギン（１） 600 そにしけんじ アマリリス（１） 420 竹田真理子

甘党ペンギン（２） 600 そにしけんじ アルバイトＫＩＤＳ☆ＧＯ！ 420 高瀬綾

甘党ペンギン（３） 600 そにしけんじ オレンジポケット 420 高瀬綾

打撃王　凜（１） 420 さの隆（佐野隆） オレンジ通信 420 たかなししずえ

打撃王　凜（２） 420 さの隆（佐野隆） キュリオショップせぴあ堂 420 高瀬綾

打撃王　凜（３） 420 さの隆（佐野隆） ギンガム☆ＡＧＥ（１） 420 高杉菜穂子

打撃王　凜（４） 420 さの隆（佐野隆） ギンガム☆ＡＧＥ（２） 420 高杉菜穂子

打撃王　凜（５） 420 さの隆（佐野隆） グラデーション 420 たておか夏希

打撃王　凜（６） 420 さの隆（佐野隆） ストロベリー　ロマンス 420 波間信子

打撃王　凜（７） 420 さの隆（佐野隆） スパンクのＷＡＯＷＡＯ探偵団 420 たかなししずえ

打撃王　凜（８） 420 さの隆（佐野隆） スマイルでいこう（１） 420 安藤なつみ

打撃王　凜（９） 420 さの隆（佐野隆） スマイルでいこう（２） 420 安藤なつみ

打撃王　凜（１０） 420 さの隆（佐野隆） スマイルアゲイン（１） 420 高杉菜穂子

打撃王　凜（１１） 420 さの隆（佐野隆） スマイルアゲイン（２） 420 高杉菜穂子

打撃王　凜（１２） 420 さの隆（佐野隆） タイホしてみ～な！（１） 420 川村美香

打撃王　凜（１３） 420 さの隆（佐野隆） タイホしてみ～な！（２） 420 川村美香

打撃王　凜（１４） 420 さの隆（佐野隆） タイホしてみ～な！（３） 420 川村美香

打撃王　凜（１５） 420 さの隆（佐野隆） ツイてるね　聖ちゃん 420 安藤なつみ

打撃王　凜（１６） 420 さの隆（佐野隆） ハッピーアイスクリーム！（１） 420 川村美香

打撃王　凜（１７） 420 さの隆（佐野隆） ハッピーアイスクリーム！（２） 420 川村美香

ぐらんぶる（１） 630 井上堅二┴吉岡公威 ハッピーアイスクリーム！（３） 420 川村美香

ぐらんぶる（２） 630 井上堅二┴吉岡公威 ハートのないしょばなし 420 たかなししずえ

ぐらんぶる（３） 630 井上堅二┴吉岡公威 バレンタイン参観日 420 高瀬綾

ぐらんぶる（４） 630 井上堅二┴吉岡公威 プレゼント 420 たておか夏希

ぐらんぶる（５） 630 井上堅二┴吉岡公威 ペンギン探偵団 420 猫部ねこ

ぐらんぶる（６） 630 井上堅二┴吉岡公威 ポケットいっぱいの夢 420 たかなししずえ

ぐらんぶる（７） 630 井上堅二┴吉岡公威 マリアっぽいの！（１） 420 安藤なつみ

ぐらんぶる（８） 630 井上堅二┴吉岡公威 マリアっぽいの！（２） 420 安藤なつみ

ぐらんぶる（９） 630 井上堅二┴吉岡公威 リンデングリーンの小鳥たち 420 水上澄子

ぐらんぶる（１０） 630 井上堅二┴吉岡公威 レイヤー×レイアー 420 菊田みちよ

ぐらんぶる（１１） 630 井上堅二┴吉岡公威 レモンの休日 420 竹田真理子

ぐらんぶる（１２） 680 井上堅二┴吉岡公威 ワイルドだもん（１） 420 安藤なつみ

ぐらんぶる（１３） 680 井上堅二┴吉岡公威 ワイルドだもん（２） 420 安藤なつみ

ぐらんぶる（１４） 680 井上堅二┴吉岡公威 ワイルドだもん（３） 420 安藤なつみ

ぐらんぶる（１５） 680 井上堅二┴吉岡公威 倫敦館夢だより 420 竹田真理子

ぐらんぶる（１６） 630 井上堅二┴吉岡公威 呪って　あっこちゃん 420 猫部ねこ

ぐらんぶる（１７） 680 井上堅二┴吉岡公威 妖界ナビ・ルナ（１） 420 池田美代子┴菊田みちよ

ぐらんぶる（１８） 680 井上堅二┴吉岡公威 妖界ナビ・ルナ（２） 420 池田美代子┴菊田みちよ

ぐらんぶる（１９） 680 井上堅二┴吉岡公威 妖界ナビ・ルナ（３） 420 池田美代子┴菊田みちよ

エンバンメイズ（１） 600 田中一行 妖界ナビ・ルナ（４） 420 池田美代子┴菊田みちよ

エンバンメイズ（２） 600 田中一行 妖界ナビ・ルナ（５） 420 池田美代子┴菊田みちよ

エンバンメイズ（３） 600 田中一行 妖界ナビ・ルナ（６） 420 池田美代子┴菊田みちよ

エンバンメイズ（４） 600 田中一行 妖界ナビ・ルナ（７） 420 池田美代子┴菊田みちよ

エンバンメイズ（５） 600 田中一行 少女天使みるきゅーと（１） 420 菊田みちよ

エンバンメイズ（６） 640 田中一行 少女天使みるきゅーと（２） 420 菊田みちよ

彼は今、恋をしている。 420 フクシマハルカ 御主人様の言うとおり 420 大橋薫

新・君の手がささやいている（１） 500 軽部潤子 恋して　エスパー！ 420 波間信子

新・君の手がささやいている（２） 500 軽部潤子 恋の絵はどうかくの？ 420 水上澄子

新・君の手がささやいている（３） 500 軽部潤子 新☆だぁ！ だぁ！ だぁ！（１） 420 川村美香

新・君の手がささやいている（４） 500 軽部潤子 新☆だぁ！ だぁ！ だぁ！（２） 420 川村美香

新・君の手がささやいている（５） 500 軽部潤子 春　ふたつ 420 たておか夏希

新・君の手がささやいている（６） 500 軽部潤子 杏仁小娘 420 川村美香

新・君の手がささやいている（７） 500 軽部潤子 桃にキッス！ 420 川村美香

新・君の手がささやいている（８） 500 軽部潤子 水色のたまご 420 たておか夏希

新・君の手がささやいている（９） 500 軽部潤子 流れ星ロマンス 420 高瀬綾

新・君の手がささやいている（１０） 500 軽部潤子 海ちゃんどんな色？（１） 420 たかなししずえ

新・君の手がささやいている（１１） 500 軽部潤子 海ちゃんどんな色？（２） 420 たかなししずえ

新・君の手がささやいている（１２） 500 軽部潤子 海ちゃんどんな色？（３） 420 たかなししずえ

新・君の手がささやいている（１３） 500 軽部潤子 涙をラッピング（１） 420 竹田真理子

ミガワリメーカー（１） 600 恩田澄子 砂にかいたテレフォンナンバー 420 たておか夏希

ミガワリメーカー（２） 600 恩田澄子 神様のしっぺ 420 たておか夏希

ミガワリメーカー（３） 600 恩田澄子 秘密のう・ふ・ふ 420 たかなししずえ

永遠図書館（１） 600 赤星治人 空ちゃんのぼうし（１） 420 たかなししずえ

永遠図書館（２） 600 赤星治人 空ちゃんのぼうし（２） 420 たかなししずえ

永遠図書館（３） 600 赤星治人 花かざりの道 420 水上澄子

永遠図書館（４） 600 赤星治人 貯めてみせまショウ！ 420 安藤なつみ

鉄の王（１） 420 さの隆（佐野隆） 赤いふうせん 420 たておか夏希

鉄の王（２） 420 さの隆 ＧＯ！　ＧＯ！　１２歳 420 波間信子

鉄の王（３） 420 さの隆（佐野隆） ＭＯＭＯウエルカム！ 420 竹田真理子

新装版　さよならフットボール（１） 420 新川直司 あわせて１本！（１） 420 川村美香

新装版　さよならフットボール（２） 420 新川直司 あわせて１本！（２） 420 川村美香

ＣＨＡＩＮ　ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　ＣＲＩＭＳＯＮ（１） 420 セガ・セガネットワークス┴岡崎純平 あわせて１本！（３） 420 川村美香

ＣＨＡＩＮ　ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　ＣＲＩＭＳＯＮ（２） 420 セガ・セガネットワークス┴岡崎純平 世界の孫（１） 619 ＳＡＢＥ

ＣＨＡＩＮ　ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　ＣＲＩＭＳＯＮ（３） 420 セガ・セガネットワークス┴岡崎純平 世界の孫（２） 619 ＳＡＢＥ

ＨＯＴＥＬ（１） 400 石ノ森章太郎 世界の孫（３） 619 ＳＡＢＥ

ＨＯＴＥＬ（２） 400 石ノ森章太郎 渡くんの××が崩壊寸前（１４） 660 鳴見なる

ＨＯＴＥＬ（３） 400 石ノ森章太郎 私たちはどうかしている（１８）　蝶の棲家 500 安藤なつみ

ＨＯＴＥＬ（４） 400 石ノ森章太郎 マイホームヒーロー（１９） 660 山川直輝┴朝基まさし

ＨＯＴＥＬ（５） 400 石ノ森章太郎 なのに、千輝くんが甘すぎる。（８） 450 亜南くじら

ＨＯＴＥＬ（６） 400 石ノ森章太郎 イジらないで、長瀞さん（１５） 450 ナナシ

ＨＯＴＥＬ（７） 400 石ノ森章太郎 花野井くんと恋の病（１２） 450 森野萌

ＨＯＴＥＬ（８） 400 石ノ森章太郎 異世界で最強魔王の子供達１０人のママになっちゃいました。（８） 600 遠山えま

ＨＯＴＥＬ（９） 400 石ノ森章太郎 お願い、脱がシて。（１４） 450 川中康嗣

ＨＯＴＥＬ（１０） 400 石ノ森章太郎 弁護士と１７歳（７） 450 小野アンビ

ＨＯＴＥＬ（１１） 400 石ノ森章太郎 スケッチー（６） 730 マキヒロチ

ＨＯＴＥＬ（１２） 400 石ノ森章太郎 小説　［Ｒ－１６］　秋の１６歳　（上） 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１３） 400 石ノ森章太郎 小説　［Ｒ－１６］　秋の１６歳　（下） 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１４） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓　Ｖｅｒｓｉｏｎ２８ 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１５） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓　Ｖｅｒｓｉｏｎ２９ 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１６） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓　Ｖｅｒｓｉｏｎ３０ 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１７） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓　Ｖｅｒｓｉｏｎ３１ 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１８） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓　Ｖｅｒｓｉｏｎ３２　完結編 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（１９） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓１　外伝～疾風伝説の彼方に～ 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（２０） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓２　外伝～解き放たれた野性の天使達～ 800 佐木飛朗斗



ＨＯＴＥＬ（２１） 400 石ノ森章太郎 小説　疾風伝説　特攻の拓３　外伝～不良少年達の肖像～ 800 佐木飛朗斗

ＨＯＴＥＬ（２２） 400 石ノ森章太郎 時間停止勇者（１１） 650 光永康則

ＨＯＴＥＬ（２３） 400 石ノ森章太郎 忍者と極道（１１） 660 近藤信輔

ＨＯＴＥＬ（２４） 400 石ノ森章太郎 それは霊のしわざです（７） 650 Ｎｏｉｓｅ

ＨＯＴＥＬ（２５） 400 石ノ森章太郎

花とくちづけ（６）　【電子版限定：キスたっぷりのいちゃラブ描き下ろしつ

き】 450 七都サマコ

ＨＯＴＥＬ（２６） 400 石ノ森章太郎

冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少年は、魔術

学院に入学する（１１） 630 佐々木宣人┴御子柴奈々┴梱枝りこ

ＨＯＴＥＬ（２７） 400 石ノ森章太郎 猫とキス（６） 450 千里みこ

ＨＯＴＥＬ（２８） 400 石ノ森章太郎

不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れるようになってい

た男ののんびりスローライフ～（８） 630 吉村英明┴木嶋隆太┴なかむら

ＨＯＴＥＬ（２９） 400 石ノ森章太郎 杖と剣のウィストリア（６） 450 大森藤ノ┴青井聖

ＨＯＴＥＬ（３０） 400 石ノ森章太郎

ドラゴン桜２　公式ガイドブック　アップデートしつづける勉強法で　東大へ行

け！ 1000 三田紀房┴モーニング編集部

ＨＯＴＥＬチョンマゲ版　ＨＡＴＡＧＯ<旅籠>（１） 400 石ノ森章太郎 ＷＩＮＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ（１０） 450 にいさとる

ＨＯＴＥＬチョンマゲ版　ＨＡＴＡＧＯ<旅籠>（２） 400 石ノ森章太郎 小説　劇場版　七つの大罪　光に呪われし者たち 684 松田朱夏┴鈴木央┴池田臨太郎

俺　スペース☆ダンディ（１） 600 ＢＯＮＥＳ┴活又ひろき

キスは１０年たってから（５）　【電子限定：甘噛みめろキュンな描き下

ろしつき】 470 中村ユキチ

男三女四（１） 420 水あさと 機龍警察（３） 730 月村了衛┴フクダイクミ┴イナベカズ

男三女四（２） 420 水あさと 機龍警察（４） 750 月村了衛┴フクダイクミ┴イナベカズ

男三女四（３） 420 水あさと あの子の子ども（５） 450 蒼井まもる

男三女四（４） 420 水あさと さわらないで小手指くん（５） 630 シンジョウタクヤ

男三女四（５） 420 水あさと

ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカウトの皆さん、俺

を「いらない」って言ってませんでした？～（５） 630 ＬＡ軍┴中島零┴潮一葉┴赤衣丸歩郎

男三女四（６） 420 水あさと 推しが辞めた（４） 660 オガワサラ

トレンドの女王ミホ（１） 700 二ノ宮知子 巨乳好きなのにＢＬ界に転生しました（２） 600 尚月地

トレンドの女王ミホ（２） 700 二ノ宮知子 ムムリン（３） 660 岩井勇気┴佐々木順一郎

トレンドの女王ミホ（３） 700 二ノ宮知子 東大くんと元ギャルさん～格差婚ロワイヤル～（４） 600 あいだ夏波

トレンドの女王ミホ（４） 700 二ノ宮知子 ハマる男に蹴りたい女（３） 500 天沢アキ

トレンドの女王ミホ（５） 700 二ノ宮知子 もしも推しのアイドルが幽霊だったら？（３） 440 松井トミー

サイレントメビウスＱＤ（１） 926 麻宮騎亜┴重馬敬 薫る花は凛と咲く（６） 450 三香見サカ

サイレントメビウスＱＤ（２） 926 麻宮騎亜┴重馬敬┴保坂歩

落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生し、学園で無

自覚に無双する～（５） 600 村上よしゆき┴茨木野┴あるてら

サイレントメビウスＱＤ（３） 926 麻宮騎亜┴重馬敬┴保坂歩 サレ妻シタ夫の恋人たち（３） 600 村岡恵

サイレントメビウスＱＤ（４） 1000 麻宮騎亜┴重馬敬┴保坂歩 召喚する世界（２） 630 小玉有起

サイレントメビウスＱＤ（５） 1000 麻宮騎亜┴重馬敬┴保坂歩 早乙女さんにはもうデスゲームしかない（３） 450 三上裕

りぶねす（１） 420 堂本裕貴

魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法省を解雇されたため、新

魔法の権利は独占だった～（３） 630 外ノ┴秋

りぶねす（２） 420 堂本裕貴 またのお越しを（２） 660 おざわゆき

りぶねす（３） 420 堂本裕貴 東京卍リベンジャーズ　フルカラー短編集（２）　ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ 880 和久井健

りぶねす（４） 420 堂本裕貴 一途でかわいいハイスペくん　～私の虜なカタブツ証券マン～（２） 500 桃井すみれ

りぶねす（５） 420 堂本裕貴 色づいちゃうふたり（２） 500 梅缶もこ

りぶねす（６） 420 堂本裕貴 さよならクリスタルマン（２） 660 藍葉悠気┴紀谷圭吾

りぶねす（７） 420 堂本裕貴 ふたりスイッチ（２） 660 平本アキラ

りぶねす（８） 420 堂本裕貴 やる気なし英雄譚（２） 650 千嶌オワリ┴津田彷徨

りぶねす（９） 420 堂本裕貴 真夏のグレイグー（３） 660 井上智徳

りぶねす（１０） 420 堂本裕貴 搾精病棟　全年齢版（２） 660 搾精研究所┴あおむし

りぶねす（１１） 420 堂本裕貴 Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　Ｃｌｏｕｄｓ－空から落ちた少女－（２） 660 Ｎｉｃｋｅ

りぶねす（１２） 420 堂本裕貴 ナックルナックル（２） 660 山岸汰誠

学生 島耕作（１） 600 弘兼憲史 アオバノバスケ（１） 680 学慶人

学生 島耕作（２） 600 弘兼憲史 ドランク・インベーダー（１） 680 吉田優希┴Ｒｏｏｔｐｏｒｔ

学生 島耕作（３） 600 弘兼憲史

「無能はいらない」と言われたから絶縁してやった～最強の四天王に育てら

れた俺は、冒険者となり無双する～（１） 600 白土悠介┴鬱沢色素┴ｐｕｐｐｓ

学生 島耕作（４） 600 弘兼憲史 剣帝学院の魔眼賢者（１） 650 雪あられ┴ツカサ┴きさらぎゆり

学生 島耕作（５） 600 弘兼憲史

追放する側の物語　仲間を追放したらパーティーが弱体化したけど、世界

一を目指します。（１） 630 鷲見九┴モンチ０２┴コダケ

学生 島耕作（６） 600 弘兼憲史 ＬＩＬＩーＭＥＮ（１） 660 渡嘉敷拓馬

ミス・モノクローム　－Ｍｏｔｔｏ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ－ 600 十野七┴ふでやすかずゆき┴堀江由衣 そんなヒロキも異世界へ（１） 660 岡本健太郎┴さがら梨々

フラジャイル（１） 660 恵三朗┴草水敏 悪魔公女（１） 600 春の日びより┴士貴智志┴海鵜げそ

フラジャイル（２） 680 恵三朗┴草水敏 戦車椅子－ＴＡＮＫ　ＣＨＡＩＲ－（１） 650 やしろ学

フラジャイル（３） 680 恵三朗┴草水敏 ハッピーマジカルＮＩＲＶＡＮＡ 880 絵津鼓

フラジャイル（４） 680 恵三朗┴草水敏 花嫁のれん（１） 680

岡峯有衣子┴小松江里子┴テレビドラマ「花嫁の

れん」（原作：小松江里子脚本：小松江里子・

青木江梨花制作：東海テレビ・テレパック）

フラジャイル（５） 680 恵三朗┴草水敏 老犬とわたし～妹は６４歳になりました～（１） 900 青色イリコ

フラジャイル（６） 680 恵三朗┴草水敏 それは霊のしわざです（７）　ドキドキ！描き下ろし漫画付き電子特装版 750 Ｎｏｉｓｅ

フラジャイル（７） 680 恵三朗┴草水敏 テイルズ・オブ・クレストリア　咎我人の罪歌（１） 650

バンダイナムコエンターテインメント┴熊谷純（シナリ

オ工房月光）┴綾杉つばき

フラジャイル（８） 680 恵三朗┴草水敏 赤羽骨子のボディガード（１） 450 丹月正光

フラジャイル（９） 680 恵三朗┴草水敏 東京卍リベンジャーズ　キャラクター名鑑　ＲＥＭＥＭＢＥＲ　ＹＯＵ！ 930 週刊少年マガジン編集部┴和久井健

フラジャイル（１０） 680 恵三朗┴草水敏 ぎゃるアシ（１） 600 九駄礁太

フラジャイル（１１） 680 恵三朗┴草水敏 雪と墨（１） 660 うの花みゆき

フラジャイル（１２） 660 恵三朗┴草水敏 いけないコトからはじまる恋 450 マツリカ

フラジャイル（１３） 680 恵三朗┴草水敏 転生したら前世の男友達に求婚されました（１） 500 三月薫

フラジャイル（１４） 630 恵三朗┴草水敏 １０ＤＡＮＣＥ（７）　特装版 1500 井上佐藤

フラジャイル（１５） 630 恵三朗┴草水敏 クッキングパパ（１６４） 660 うえやまとち

フラジャイル（１６） 630 恵三朗┴草水敏 フラジャイル（２４） 680 恵三朗┴草水敏

フラジャイル（１７） 680 恵三朗┴草水敏 彼岸島　４８日後…（３７） 660 松本光司

フラジャイル（１８） 680 恵三朗┴草水敏 グレイプニル（１３） 660 武田すん

フラジャイル（１９） 660 恵三朗┴草水敏 東京卍リベンジャーズ（３１） 450 和久井健

フラジャイル（２０） 660 恵三朗┴草水敏 青野くんに触りたいから死にたい（１０） 680 椎名うみ

フラジャイル（２１） 680 恵三朗┴草水敏 １０ＤＡＮＣＥ（７） 660 井上佐藤

フラジャイル（２２） 700 恵三朗┴草水敏 来世は他人がいい（７） 680 小西明日翔

フラジャイル（２３） 680 恵三朗┴草水敏 お嬢様の僕（１２） 600 田口ホシノ

マイボーイ（１） 620 木村紺 化物語（２０） 630 西尾維新┴大暮維人

マイボーイ（２） 620 木村紺 スキップとローファー（８） 680 高松美咲

マイボーイ（３） 620 木村紺 オトナの赤い糸（５） 440 史つぼみ

マイボーイ（４） 620 木村紺 アンダーニンジャ（９） 660 花沢健吾

白馬のお嫁さん（１） 640 庄司創 てんぷる（８） 680 吉岡公威

白馬のお嫁さん（２） 640 庄司創 おとなになっても（８） 500 志村貴子

白馬のお嫁さん（３） 640 庄司創 望郷太郎（８） 690 山田芳裕

芸能すまいる日和 600 十野七 パリピ孔明（１２） 660 四葉夕卜┴小川亮

ママコレ（１） 420 遠山えま リエゾン（１１）　ーこどものこころ診療所ー 660 ヨンチャン┴竹村優作

ママコレ（２） 420 遠山えま ボールパークでつかまえて！（９） 650 須賀達郎

ママコレ（３） 420 遠山えま ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（５） 1100 ナガノ

ママコレ（４） 420 遠山えま 愛だけに。（７） 630 チカ

アイリウム 630 小出もと貴 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（７） 660 御池慧┴桂あいり

スイーツ本部長　一ノ瀬櫂（１） 600 佐々木善章 アンメット（８）　ーある脳外科医の日記ー 650 大槻閑人┴子鹿ゆずる

スイーツ本部長　一ノ瀬櫂（２） 600 佐々木善章 黙示録の四騎士（１０） 450 鈴木央

スイーツ本部長　一ノ瀬櫂（３） 600 佐々木善章 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（６） 660 あずま京太郎┴中丸洋介

ばけものだらけ（１） 420 雨鳥 恥じらう君が見たいんだ（５） 660 甜米らくれ

クロックワーク・プラネット（１） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（８） 450 久世蘭

クロックワーク・プラネット（２） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 君が獣になる前に（６） 660 さの隆

クロックワーク・プラネット（３） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 艦隊のシェフ（４） 650 池田邦彦┴萩原玲二

クロックワーク・プラネット（４） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 東大リベンジャーズ（５） 450 船津紳平

クロックワーク・プラネット（５） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 １０年ぶりの初カレがすごい（３） 660 茶九楽ゆっけ

クロックワーク・プラネット（６） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 つむぐと恋になるふたり（３） 470 タアモ

クロックワーク・プラネット（７） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 純猥談（３）　好きって言ってくれなかったくせに。 660 田川とまた┴純猥談編集部



クロックワーク・プラネット（８） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 クロウマン（３） 750 夜光虫

クロックワーク・プラネット（９） 600 榎宮祐┴暇奈椿┴クロ┴茨乃 恋じゃねえから（２） 660 渡辺ペコ

クロックワーク・プラネット（１０） 600 クロ┴榎宮祐┴暇奈椿┴茨乃 ツワモノガタリ（５） 660 細川忠孝┴山村竜也

南Ｑ阿伝（１） 600 光永康則 高度に発達した医学は魔法と区別がつかない（３） 670 瀧下信英┴津田彷徨

南Ｑ阿伝（２） 600 光永康則 金田一少年の事件簿３０ｔｈ（３） 650 天樹征丸┴さとうふみや

南Ｑ阿伝（３） 600 光永康則 魔剣鍛冶師になりたくて！（３） 660 枩岡佳範┴岡沢六十四┴ＳＡＩＰＡＣｏ．

南Ｑ阿伝（４） 600 光永康則

天山の巫女ソニン～落ちこぼれの巫女が王宮に入って国を救った上に王子

たちに愛されてます～（２） 600 都月七弥┴菅野雪虫

南Ｑ阿伝（５） 600 光永康則 Ｒ１５＋じゃダメですか？（３） 650 裏谷なぎ┴岸谷轟

南Ｑ阿伝（６） 600 光永康則 羽衣先生は今日もカンヅメ（２） 650 華鳥ジロー

軍師×彼女（１） 420 洋介犬 踊れ獅子堂賢（３） 650 常喜寝太郎

オパパゴト（１） 600 白梅ナズナ

１０年間身体を乗っ取られ悪女になっていた私に、二度と顔を見せるなと

婚約破棄してきた騎士様が今日も縋ってくる（２） 650 ぼてまる┴琴子┴ボーダー

オパパゴト（２） 600 白梅ナズナ きみが女神ならいいのに（３） 450 柏木香乃

オパパゴト（３） 600 白梅ナズナ バニーズクエスト（２） 660 戸崎映

生徒会探偵キリカ（１） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８ 聖女と魔王の偽装婚約～手に手をとってホワイト国家を作ります～（２） 600 海野電球┴鳥原習

生徒会探偵キリカ（２） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８ どろぼうちゃん（３） 480 ひととせひるね

生徒会探偵キリカ（３） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８ Ｂ＆ＡＬＩＶＥ（２） 630 鳴海聖二郎

生徒会探偵キリカ（４） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８ サンダー３（２） 660 池田祐輝

生徒会探偵キリカ（５） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８ カナン様はあくまでチョロい（２） 630 ｎｏｎｃｏ

生徒会探偵キリカ（６） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８

死に戻りの幸薄令嬢、今世では最恐ラスボスお義兄様に溺愛されてます

（２） 600 山いも三太郎┴柚子れもん

生徒会探偵キリカ（７） 600 杉井光┴ＹＵＩ┴ぽんかん８ スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ（２） 660 永椎晃平

生徒会探偵キリカ（８） 600 杉井光┴ぽんかん８┴ＹＵＩ 東京卍リベンジャーズ　～場地圭介からの手紙～（２） 450 和久井健┴夏川口幸範

生徒会探偵キリカ（９） 600 杉井光┴ぽんかん８┴ＹＵＩ 本番前です、山本さん！（２） 500 さとうさとし

手加減なしのキスに溺れて～気まぐれ上司に今日も振り回されてます～ 500 みずき春

鈴木転生（１） 650 渡邉たろう

あおいさん延長お願いします（１） 650 旅館の朝食
ノイジールームメイト　～家ナシになったのでイケメンと怪異つき物件で同居

始めました～（１） 650 緒崎カホ

ハードボイルドマタタビビバップ（１） 650 フジモトシゲキ

１８＝８０（エイティーン　エイティ）（１） 650 岩渕竜子

ジドリの女王～氏家真知子　最後の取材～（１） 660 トウテムポール

断罪六区（１） 660 小林靖子┴ののやまさき

キミしか推せない！　【電子限定描きおろし特典付き】 440 咲良香那

散歩する女の子（１） 900 スマ見
極彩色　東京卍リベンジャーズ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　　Ｆｕｌｌ　Ｃ

ｏｌｏｒ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（１） 770 和久井健
極彩色　東京卍リベンジャーズ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　　Ｆｕｌｌ　Ｃ

ｏｌｏｒ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（２） 770 和久井健

０１８（１） 680 宮川輝

０１８（２） 680 宮川輝

化物語　特装版（２０） 1480 西尾維新┴大暮維人

デスティニーラバーズ（１１） 630 智弘カイ┴カズタカ

過保護な若旦那様の甘やかし婚（３） 660 こだち

警視庁草紙-風太郎明治劇場-（６） 660 山田風太郎┴東直輝┴後藤一信

人形～ヒトガタ～（４） 600 白崎メオ

ナガノのくまの本（１）　もぐらコロッケのうた 1100 ナガノ

ナガノのくまの本（２）　もぐらコロッケのゆめ 1100 ナガノ


