
作家名 作家名カナ タイトル 出版社/レーベル

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ もーれつア太郎 竹書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ たまねぎたまちゃん けやき出版

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ひみつのアッコちゃんオリジナル版 かがみの国のおつかいの巻 河出書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ひみつのアッコちゃんオリジナル版 わたしのひみつをおしえるわの巻 河出書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ひみつのアッコちゃんオリジナル版 スターになあれ！の巻 河出書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ひみつのアッコちゃんオリジナル版 だいじなカガミがなくなった!!の巻 河出書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ バカボンのパパよりバカなパパ 徳間書店

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ 嵐をこえて/嵐の波止場 曙出版

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ギャグの王様 曙出版

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ おそ松くん 竹書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ 天才バカボン 竹書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ギャグゲリラ ごま書房

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ レッツラゴン 復刊ドットコム

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ オッチャン 曙出版

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ 元祖天才バカボン 講談社

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ チビ太 双葉社

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ギャグゲリラ 双葉社

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ ギャグゲリラ 曙出版

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ 赤塚不二夫８０年 ぴあ ぴあ

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ 天才バカボン 小学館

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ レッツラ・ゴン 小学館

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ 狂犬トロッキー ぱる出版

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ B.Cアダム 講談社

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ メチャクチャNO.1 双葉社

赤塚不二夫 ｱｶﾂｶﾌｼﾞｵ おそ松くん 小学館

旭凛太郎 ｱｻﾋﾘﾝﾀﾛｳ ＴＷＯ突風！ 秋田書店

旭凛太郎 ｱｻﾋﾘﾝﾀﾛｳ 雀首 秋田書店

旭凛太郎 ｱｻﾋﾘﾝﾀﾛｳ 銀輪 少年画報社

旭凛太郎 ｱｻﾋﾘﾝﾀﾛｳ ダブルクロス 講談社

アサミネ鈴 ｱｻﾐﾈｽｽﾞ ＮＥＷ　日本の伝記　坂本龍馬 学研

アサミネ鈴 ｱｻﾐﾈｽｽﾞ 明和義人 ウイネット出版

あずま京太郎 ｱｽﾞﾏｷｮｳﾀﾛｳ セイクリッドセブン 講談社

あだちつよし ｱﾀﾞﾁﾂﾖｼ 鉄拳児耕助 集英社

あだちつよし ｱﾀﾞﾁﾂﾖｼ 女帝ＮＥＯ美姫 Ｂｂｍｆマガジン

あだちつよし ｱﾀﾞﾁﾂﾖｼ 赤と鉄 日本文芸社

あだちつよし ｱﾀﾞﾁﾂﾖｼ 殴人Ｋ 集英社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 恋愛向上委員会ジューシーフルーツ 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ くるみと七人のこびとたち 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 上手な夢のかなえかた 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 愛と名誉にかけて ハーレクイン

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ ふたりの六週間 ハーレクイン

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 夏色のグラデーション 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ カーテンコール！ 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 花園のヒ・ミ・ツ 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 笑顔のシグナル 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 二人だけのヒミツ 講談社

有沢遼 ｱﾘｻﾜﾘｮｳ 迷子のドルフィン 講談社

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ 魔的がーるふれんど 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ 未来　ｐｕｒｅボイス 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ あなたの知らない世界 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　かりそめの教室 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　メモリアルセレクション 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　いびつな心 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　勇気をください 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　光と影 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　叶わない望み 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ いじめ　タカラサガシ 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ 学園クライシス！ 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ バクレツ　歌姫21 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ 終わらない歌をうたおう！ 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ ユウキらぶエール 小学館

五十嵐かおる ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙ 雪ん子!! 小学館

五十嵐かおる他 ｲｶﾞﾗｼｶｵﾙﾎｶ 眠れぬ夜の物語 小学館

石田和明 ｲｼﾀﾞｶｽﾞｱｷ レニフィルの冒険 エニックス

板垣ハコ ｲﾀｶﾞｷﾊｺ ひぎらしのなく頃に　板垣ハコ撰集　怨絶し編 一迅社

板垣ハコ ｲﾀｶﾞｷﾊｺ ひぎらしのなく頃に　板垣ハコ撰集　島墜とし編 一迅社

板垣ハコ ｲﾀｶﾞｷﾊｺ テイルズオブシリーズ 板垣ハコ作品集 一迅社

板垣ハコ他 ｲﾀｶﾞｷﾊｺ ﾎｶ ひぐらしのなく頃に　新奇譚集 一迅社

市川りんたろう ｲﾁｶﾜﾘﾝﾀﾛｳ ほのぼの介護ノート 光文社



市川りんたろう ｲﾁｶﾜﾘﾝﾀﾛｳ マンガ認知症ケア 講談社

市川りんたろう ｲﾁｶﾜﾘﾝﾀﾛｳ 老人愛 雲母書房

伊藤里 ｲﾄｳｻﾄ 千紘くんはあたし中毒 講談社

伊成せの ｲﾅﾘｾﾉ ナゲキの幽便屋 マッグガーデン

井上多美子 ｲﾉｳｴﾀﾐｺ まるでミラクル 集英社

井上多美子 ｲﾉｳｴﾀﾐｺ 恋は魔術師 集英社

井上多美子 ｲﾉｳｴﾀﾐｺ 恋するサンタクロース 集英社

井上多美子 ｲﾉｳｴﾀﾐｺ ポポロクロイス ピノンの大冒険 集英社

井上多美子 ｲﾉｳｴﾀﾐｺ 私がライバル 集英社

井上多美子 ｲﾉｳｴﾀﾐｺ ホットピッチ 集英社

井上多美子他 ｲﾉｳｴﾀﾐｺﾎｶ りぼん新人まんが家デビュー作集　王子様のゆううつ 集英社

岩田江利子 ｲﾜﾀｴﾘｺ ウルフ物語 集英社

牛木義隆 ｳｼｷﾖｼﾀｶ 夢喰いメリー 芳文社

うたたねひろゆき ｳﾀﾀﾈﾋﾛﾕｷ 天獄 集英社

うたたねひろゆき ｳﾀﾀﾈﾋﾛﾕｷ セラフィック・フェザー 講談社

うたたねひろゆき ｳﾀﾀﾈﾋﾛﾕｷ リスティス メディアワークス

宇田学 ｳﾀﾞﾏﾅﾌﾞ Ｄｒ．ハーレー 講談社

梅澤麻里奈 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ 誓いのキスは16歳 小学館

梅澤麻里奈 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ そんな瞳でみないで 小学館

梅澤麻里奈 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ 初恋わずらい 小学館

梅澤麻里奈 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ おかえり僕の花嫁 小学館

梅澤麻里奈 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ イケメン王宮 放課後のシンデレラ 小学館

杉山美和子・梅澤麻里奈他 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ/ｽｷﾞﾔﾏﾐﾜｺ コスプレ男子図鑑 小学館

星森ゆきも・梅澤麻里奈他 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ/ﾎｼﾓﾘﾕｷﾓ あまい春 小学館

華夜・梅澤麻里奈他 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅ・ｶﾖﾙﾎｶ 初めてのチュウ 小学館

梅澤麻里奈他 ｳﾒｻﾞﾜﾏﾘﾅﾎｶ はじめてのキス 小学館

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ ミラクルとんちんかん 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ ついでにとんちんかん 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ 死神くん 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ ついでにとんちんかん 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ 死神くん 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ アノアノとんがらし 秋田書店

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ END ZONE 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ 死神くん 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ ライフトレイン アルファポリス

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ オリジナルクエスト 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ ミラクルプッツン大冒険 集英社

えんどコイチ ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ 不可思議堂奇譚 集英社

えんどコイチ/小西紀行 ｴﾝﾄﾞｺｲﾁ/ｺﾆｼﾉﾘﾕｷ リトル～神様修行中～ 集英社

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 極道Ｃａｆｅ オークラ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ Ｃｈａ－Ｋ－Ｒａ オークラ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ ウサギと狼の紳士協定 オークラ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 裏通り絵描き横町 オークラ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 情報屋ＶＥＳＰＡ！ オークラ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 猫の見る夢 オークラ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 悠久の異邦人 芳文社

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 千年の虜　執事　柊 ジュネット

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 執事　柊 マガジンマガジン

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ ディフェンスライン　アゲイン ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ ディフェンスライン　リターンズ ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 夜来香、燃ゆ。 ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 4畳半Ｓｗｅｅｔ　Ｈｏｍｅ ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ つむじにKISS ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ ヤってやる、今夜！ ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ 秘書の領分 ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ セクハラ仕置人 ビブロス

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ ディフェンスライン　SideA リブレ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ ディフェンスライン　SiceB リブレ出版

青海信濃 ｵｳﾐｼﾅﾉ クリスタルハーレム 日本文芸社

大岩ビュン ｵｵｲﾜﾋﾞｭﾝ アッ！とおどろく科学手品 金の星社

大岩ビュン ｵｵｲﾜﾋﾞｭﾝ 小さな宇宙！からだのふしぎ 金の星社

大岩ビュン ｵｵｲﾜﾋﾞｭﾝ ふしぎ発見！昆虫ワールド 金の星社

大岩ビュン ｵｵｲﾜﾋﾞｭﾝ 学研まんが　星座と星うらないのひみつ 学研

大岩ビュン ｵｵｲﾜﾋﾞｭﾝ 学研まんが　地球のひみつ 学研

大岩ビュン ｵｵｲﾜﾋﾞｭﾝ ぼうけんかいぞくゲームブック ポプラ社

大和田秀樹 ｵｵﾜﾀﾞﾋﾃﾞｷ ムダヅモ無き第二次改革 竹書房

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 上杉謙信 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 烈王 小学館

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 宇強の大空 集英社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ シャングリラ リイド社



岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ ベアマーダー流介 小学館

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 私本　太平記 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ グラップキッズ 双葉社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 萬十番勝負 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ ソウルズ　ＮＹ大和組 スタジオシップ

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 鉄機剣士 武王伝 小学館

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 鉄と剣 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 龍猿 集英社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ グラップガイズ スコラ

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 萬無頼伝 日本文芸社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ ドンマイ・ワイフ リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 八犬士 日本文芸社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 柳生無頼剣 鬼神の太刀 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 独眼竜　伊達政宗 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 第六天魔王　信長 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 島津戦記 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ フットボールほど素敵な商売はない 集英社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 甲子園ららばい 双葉社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 長宗我部元親 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 蹴速の闘魔人 双葉社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ レッドシーサー リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 異流人 小学館

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 蛮　野生の叛乱 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 新影狩り　烈風月光 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 明智光秀 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 真田幸村 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 関ケ原英傑伝 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 激動 徳川家康 リイド社

岡村賢二 ｵｶﾑﾗｹﾝｼﾞ ＨＡＲＵＭＡ 集英社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 真中華一番 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 真中華一番 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ フードハンター双雷伝 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 天使のフライパン 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 中華一番 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ すしいち リイド社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 幕末　双雷伝 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 中華一番 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 中華一番　極 講談社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ 下町食物語　浅草人 日本文芸社

小川悦司 ｵｶﾞﾜｴﾂｼ ジパング宝王伝 講談社

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 泣き虫学らん娘 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ ＪＡＰＡＮＥＳＥな彼女 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ がんばれ！ご主人様 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ ばちあたり高校御一同様 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ キャベツな2人 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ ホテルで、して!! 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 彼と彼と彼女のｘｘｘ 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ こんな初Ｈ、あたしだけ⁉ 講談社

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 楽園らぶぁーず 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ ボクたち、男組 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ ＬＯＶＥラブＬＯＶＥ 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 悩殺さ・せ・て 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ ラブがすべてさ！ 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ チルコン⁉マザコン⁉ 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 朝まで抱いて 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 80’ｓ！ 小学館

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ モスクワの夜は熱く ハーレクイン

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ 誘惑のチェスゲーム ハーレクイン

小越なつえ ｵｺﾞｼﾅﾂｴ それいけ！パキスタン通い妻 小学館

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 裏切りは僕の名前を知っている 角川書店

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ みんな愛のせいね 冬水社

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 透明少年 徳間書店

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ Ｍｙ　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 冬水社

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 銀の風　遠い刻 冬水社

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ さよならの理由 冬水社

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ その指だけが知っている 徳間書店

小田切ほたる ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ タイムラグ 徳間書店

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 俺のスキな子がブラコンすぎる!! 小学館

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 亜子サマの忠犬 小学館

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 彼氏育成計画 小学館



小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 美形がそんなにえらいのか？ 小学館

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾎﾀﾙ 王子どもと同棲はじめてみます 小学館

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ BAKUMAN 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ ヒカルの碁 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ DEATH NOTE 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ プラチナエンド 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ BLUE DRAGON ラルΩグラド 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ あやつり左近 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ 力人伝説 鬼を継ぐ者 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ 学糾法廷 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ All You Need Is Kill 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ CYBORGじいちゃんG 21世紀版 集英社

小畑健 ｵﾊﾞﾀﾀｹｼ バクマン　キャラクターブック　キャラマン。 集英社

おんだちかこ ｵﾝﾀﾞﾁｶｺ 長谷川泰ものがたり 長谷川泰を語る会

舵英里 ｶｼﾞｴｲﾘ 警視庁特犯課007 冬水社

舵英里 ｶｼﾞｴｲﾘ 帝国兄弟 冬水社

舵英里 ｶｼﾞｴｲﾘ 飼い主は悪魔 冬水社

風屋カズヤ ｶｾﾞﾔｶｽﾞﾔ マザーテレサ 朝日新聞出版

片桐美亜 ｶﾀｷﾞﾘﾖｼﾂｸﾞ 胡鶴捕物帳 角川書店

片桐美亜 ｶﾀｷﾞﾘﾖｼﾂｸﾞ 大和絵双紙 角川書店

片桐美亜 ｶﾀｷﾞﾘﾖｼﾂｸﾞ 寺カフェ日和 角川書店

片桐美亜 ｶﾀｷﾞﾘﾖｼﾂｸﾞ 月に燕と右に影 角川書店

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 嵐雪記 一迅社

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ ドラゴン・フィスト 新書館

片山愁 他 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ FRカーニバル ファンロード

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 当世幻想博物誌 一迅社

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 学園便利屋 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ Mein Ritter 私の騎士 一迅社

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 師匠シリーズ 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 君がいた夏 新書館

片山愁 他 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 幕末魂！ 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ メルヘンちっくに決めさせて 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 風の又三郎 角川

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ クリスタルEYES 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 黄金のアンケス ドラゴン・フィスト番外編 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 回転パズル 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 東京浪漫細工 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 続・東京浪漫細工 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ ブリザード・センセーション 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ ＰＲＯＵＤ　ＯＦ　ＹＯＵ 新書館

片山愁 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 銀河鉄道の夜 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 俺たちを天使と呼ぶな 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ その手をどけろ 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 光の子 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 三剣物語 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 恋する野獣 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ ダブル・ジャンクション 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ メイカー 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 嵐になるまで待って 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ マリハタンの巫女 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ すっぴん・スピリット 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ ペナルティーなあいつ 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ ゆがめる満月の国 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 難攻不落少年 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ ベルナとガーランド 角川書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 東京ビーチボーイ 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 王様のいいなり 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 罪と誘惑 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 恋愛中毒 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ 毎日がＨ曜日 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ シンデレラヒール 秋田書店

克本かさね ｶﾂﾓﾄｶｻﾈ ディープキス 秋田書店

カトウコトノ ｶﾄｳｺﾄﾉ 将国のアルタイル 講談社

門橋靖人 ｶﾄﾞﾊｼﾔｽﾄ 怪傑!!トド課長 講談社

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 実験人形 ダミー・オスカー スタジオシップ

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ オークションハウス 講談社

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 小学館

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ ゴッドジョブ 日本文芸社

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 堕悪 日本文芸社

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 横浜ホメロス スタジオシップ



叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ Ｊｒジュニア 小学館

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ ヒットラーの息子 秋田書店

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 牌鬼無頼 スタジオシップ

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 麻雀下駄を履くまで スタジオシップ

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 異聞　花と蛇 小池書院

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 地獄の葬儀屋 デーモン豊作 秋田書店

叶精作 ｶﾉｳｾｲｻｸ 魔物語　愛しのベティ 小池書院

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 玉三郎 恋の協奏曲 小学館

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 銀のジーク 白夜書房

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 夢の介ラブ・ランド 秋田書店

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 玉三郎　恋の協奏曲 小学館

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 玉三郎花つづり 新書館

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 玉三郎 花つづり 新書館

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ リフレイン 白夜書房

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 岸裕子の世界 白夜書房

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 白銀星 大陸書房

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 青月宮 大陸書房

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 夜香鳥 大陸書房

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ ハロー・ぐっぱい・ハロー 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ バイオレット・グラデーション 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ な忘れそ 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 薔薇の嵐 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 千の花 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 白蓮 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 四君子 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 雪の花 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ グリーンアイにお気をつけ 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 金銀花 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ ぼくたちの関係 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 緑の炎 朝日ソノラマ

岸裕子 ｷｼﾕｳｺ 夢車 秋田書店

北峰ラリュウ ｷﾀﾐﾈﾗﾘｭｳ さちる　デリュージョン 一迅社

キヅナツキ ｷﾂﾞﾅﾂｷ ギヴン 新書館

キヅナツキ ｷﾂﾞﾅﾂｷ リンクス リブレ出版

キヅナツキ ｷﾂﾞﾅﾂｷ 雪村せんせいとケイくん リブレ出版

木場功一 ｷﾊﾞｺｳｲﾁ キリコ 講談社

木場功一 ｷﾊﾞｺｳｲﾁ ディザインド 講談社

木場功一 ｷﾊﾞｺｳｲﾁ マリオガン 小学館

木場功一 ｷﾊﾞｺｳｲﾁ フルーツ 小学館

木場功一 ｷﾊﾞｺｳｲﾁ クリオの男 講談社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ 桃色ミステリー 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ かん忍!!茜 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ かん忍!!茜 集英社

樹原ちさと他 ｷﾊﾗﾁｻﾄ 鳥っこ倶楽部 あおば出版

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ 太郎先生がやってきた！ 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ ランチタイムがはじまる 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ 本町一丁目栗本菓子店 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ バイバイヒーロー！ 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ おたすけ天使 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ 転校生 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ こらこらキララ！ 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ 恋は100ｋｇ 集英社

樹原ちさと ｷﾊﾗﾁｻﾄ ハナとマル あおば出版

鬼魔あづさ ｷﾏｱﾂﾞｻ あのこと僕と青い空 少年画報社

鬼魔あづさ ｷﾏｱﾂﾞｻ 夜の燈火と日向のにおい 少年画報社

九条キヨ ｷｭｳｼﾞｮｳｷﾖ トリニティブラッド 角川書店

九条キヨ ｷｭｳｼﾞｮｳｷﾖ ZONE-00 角川書店

銀河連邦小平情報部 ｷﾞﾝｶﾞﾚﾝﾎﾟｳｺﾀﾞｲﾗｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 超人ロックの謎 SG企画

久織ちまき ｸｵﾘﾁﾏｷ 機動戦士ガンダムSEED　DESTINY　THE EDGE 角川書店

久織ちまき ｸｵﾘﾁﾏｷ 聖闘士星矢　セインティア翔 角川書店

久織ちまき ｸｵﾘﾁﾏｷ 機動戦士ガンダムSEEＤ DESTINY THE EDGE DESIRE 角川書店

久織ちまき ｸｵﾘﾁﾏｷ 機動戦士ガンダム　逆襲のシャア 角川書店

久織ちまき ｸｵﾘﾁﾏｷ 戦国ＢＡＳＡＲＡ2　グルーヴンドラゴン カプコン

久織ちまき 他 ｸｵﾘﾁﾏｷ ﾎｶ 愛しの戦国武将BOYS 秋田書店

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ 金のエンゼル 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ ひよこ日和 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ シャングリラブ 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ 不思議なチカラで 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ 4・6・8　Ａｐｒｉｌ・Ｊｕｎｅ・Ａｕｇｕｓｔ 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ クリームキャラメル ショコラ 集英社



工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ ジーザス！ジーザス!! 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ クリームキャラメル 苺みるく 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ あたしをみつけて 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ キューピー1/2 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ 蜜月 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ チョコレートＢ・Ｆ 集英社

工藤郁弥 ｸﾄﾞｳｲｸﾐ おにいちゃんのハナビ 集英社

くまき絵里 くまきｴﾘ ちっ恋！ 小学館

くまき絵里他 くまきｴﾘ 友だち境界線 小学館

くまき絵里他 ｸﾏｷｴﾘﾎｶ シンデレラは闇に堕ちる 小学館

くまき絵里他 ｸﾏｷｴﾘﾎｶ 学校の幽霊 小学館

熊倉裕一 ｸﾏｸﾗﾕｳｲﾁ 王ドロボウＪＩＮＧ 講談社

熊倉裕一 ｸﾏｸﾗﾕｳｲﾁ ＫＩＮＧ　ｏｆ　ＢＡＮＤＩT　ＪＩＮＧ 講談社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 豪放ライラック ワニブックス

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 888　スリーエイト 幻冬舎

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 放課後よりみち委員会 幻冬舎

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ りるるとるりり 講談社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 人生は薔薇色だ 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ だめっこどうぶつ 竹書房

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ ひみつの犬神くん 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ ねこしつじ 講談社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ おそろしくて言えない 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 楽園番外地 新書館

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 蛇神さまといっしょ 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 真夜中猫王子 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 男の華園 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 月刊1年2組 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 君の瞳に三日月 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 卓球戦隊ぴんぽん 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 飼うか飼われるか 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 日々是敗北 ワニブックス

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 蒼紫の森 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ ラッキー!! 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 祝福の歌姫 幻冬舎

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ やみなべ 幻冬舎

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 飼うか飼われるかＲ ジャイブ

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 箱庭コスモス 新書館

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ ほとんど以上絶対未満 白泉社

桑田乃梨子 ｸﾜﾀﾉﾘｺ 青春は薔薇色だ 白泉社

小池利春 ｺｲｹﾄｼﾊﾙ 星はいつでも屋根の上 講談社

こいしさとし ｺｲｼｻﾄｼ 突撃!ゲームボーイ 小学館

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 悪魔を憐れむ唄 角川書店

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ ワイルドナイツ 双葉社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ ところでここどこ ジョイフルタウン

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 青春☆金属バット 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 夕焼け集団リンチ 角川書店

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 死んだ目をした少年 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ これが未来だぜ！ 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 転校生　オレのあそこがあいつのアレで 小学館

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ ピンクニップル 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ FAKE 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ ジンバルロック 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 1984SWEET　MEMORIES 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ ミルフィユ 青林工藝社

古泉智浩 ｺｲｽﾞﾐﾄﾓﾋﾛ チェリーボーイズ 青林工藝社

こしのりょう ｺｼﾉﾘｮｳ ナースあおい　ゾーズ・デイズ 講談社

こしのりょう ｺｼﾉﾘｮｳ ナースあおい 講談社

こしのりょう ｺｼﾉﾘｮｳ 町医者ジャンボ!! 講談社

こしのりょう ｺｼﾉﾘｮｳ 投資アドバイザー有利子 角川書店

こしのりょう ｺｼﾉﾘｮｳ はなうた 照林社

小林裕和 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾛｶｽﾞ 戦国八咫烏 小学館

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ それいけ岩清水 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ What's　Michael？ 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ What's　Michael？ 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 1・2の三四郎 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 柔道部物語 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ ちちょんまんち 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 1・2の三四郎２ 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 格闘探偵団 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 新装版 What's　Michael？ 講談社



小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ へば！ハローちゃん 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 天国への階段 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ Iamマッコイ 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ ガブリン 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ シロマダラ 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 沓掛時次郎 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 一本刀土俵入 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 瞼の母 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ 関の弥太ッペ 講談社

小林まこと ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ マンガの描き方 講談社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 五色の舟 角川書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ ルームメイツ 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 猫っかぶりゼネレーション 青林堂

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 水鏡綺譚 角川書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 遠くにありて 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ あけがたルージュ 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 心の迷宮 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ あしたも着物日和 徳間書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ ホライズンブルー 青林工藝舎

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 極楽ミシン 新潮社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 夏は来ぬ 青林堂

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 春来る鬼 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 鬼にもらった女 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 影姫 マガジンハウス

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 瓢かわいや 白泉社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 独りの夜も長くない 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ ヴァージニア 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ ゆうやけ公園 徳間書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 着物いろはがるた 徳間書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 絹の紐 太田出版

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 夕顔 日本文芸社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ ラストダンス 日本文芸社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ わたしに似た人 日本文芸社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 恋 古事記 角川書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 悲しき街角 河出書房新社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 月影の御母 朝日ソノラマ

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 宝の嫁 角川書店

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 仮想恋愛 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 火宅 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 桜の森の満開の下 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 夜長姫と耳男 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 異神変奏 メディアファクトリー

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ アネモネ駅 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 移り気本気 時をめぐる旅 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 妖霊星 身毒丸の物語 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 兄 帰る 小学館

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 逢魔が橋 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 鋼の娘 祥伝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 雪夜の告白 青林工藝社

近藤ようこ ｺﾝﾄﾞｳﾖｳｺ 赤い爪 青林工藝社

近藤佳文 ｺﾝﾄﾞｳﾖｼﾌﾐ ＧＯ 秋田書店

近藤佳文 ｺﾝﾄﾞｳﾖｼﾌﾐ 邂逅の森 秋田書店

近藤善文 ｺﾝﾄﾞｳﾖｼﾌﾐ 近藤善文の仕事 スタジオジブリ

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ つづきはまた明日 幻冬舎

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ Dark Seed　ダークシード 幻冬舎

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ ひみつの階段 偕成社

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 猫の手はかりない！ 幻冬舎

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 夜の童話 ポプラ社

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 夜の童話 幻冬舎

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ ひみつのドミトリー　乙女は祈る ポプラ社

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ SALVA ME 大洋図書

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ カナシカナシカ 新書館

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 田園少年 大洋図書

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 知る辺の道 幻冬舎

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 日曜日に生まれた子供 大洋図書

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 貴様と俺 白泉社

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ Cotton ポプラ社

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ あかりをください 幻冬舎

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ あかりをください ソニーマガジンズ

紺野キタ ｺﾝﾉｷﾀ 女の子の設計図 新書館



齋藤周平 ｻｲﾄｳｼｭｳﾍｲ クローズ外伝　鳳仙花 秋田書店

斉藤富士夫 ｻｲﾄｳﾌｼﾞｵ 激烈バカ 講談社

斉藤富士夫 ｻｲﾄｳﾌｼﾞｵ 奇妙なボーダーライン　黎明編 講談社

作画グループ ｻｸｶﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ グループ SG企画

作画グループ ｻｸｶﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ベレネスのロビン　炎の戦士 SG企画

作画グループ ｻｸｶﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ グループ100 SG企画

作画グループ ｻｸｶﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ SF銀河を継ぐ者 講談社

作画グループ ｻｸｶﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ベレネスのロビン　炎の伝説 少年画報社

朔坂みん ｻｸｻｶﾐﾝ 我ら祭華高校　ミステリアス解決部 角川書店

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ ZERO 集英社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ スマイルｆｏｒ美衣 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ なんか妖かい⁉ 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ ＮＩＧＨＴバード 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ Ｊ　THE OUTLAWYER 集英社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ ＨＡＩＫＡＲＡ事件帖 集英社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ ＪＩＨＡＤ（聖戦） 秋田書店

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ ファウスト 集英社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ チャンス 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 研修医　小谷健一 秋田書店

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ ジオポリスジョー 徳間書店

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 奪戦元年 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 0の男（ラブボーイ） 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ マリーアントワネットの料理人 集英社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ よろしく春平 朝日ソノラマ

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 里見桂選集 小学館

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 仇討 日本文芸社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 無国籍企業　橘商会 集英社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ 臥薪嘗胆 日本文芸社

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ フェアウェイに見る夢 学研

里見桂 ｻﾄﾐｹｲ タイムアンドアゲイン 徳間書店

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ イケてる2人 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 雷神　いかずち 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ イケてる刑事 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ ＳＳシスターズ 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ マキア 講談社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ ランパラ！ 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 少年ブランキーＪＥＴ 一迅社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 恋する花々 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ うさぎちゃんでＣｕｅ!! 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 純情うさぎ屋酒場 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ あげきす 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 氷の女王、ときめくる。 日本文芸社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ ラブ・スタ 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ アイドルtoNIGHT! 日本文芸社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 月夜の交差点 日本文芸社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ ｈｏｎｅｙ　ｄｉｐ　ハニーディップ 大都社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ プティ・ア・ラ・モード 大都社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ かてきょ！ 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ かてきょん！ 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ かてきゅん！ 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ Vanilla　Beans 大都社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ トラブル　チェリー　探偵白書 少年画報社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ ラヴ・ソール 大都社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ 探偵白書トラブルチェリー改訂版 大都社

佐野タカシ ｻﾉﾀｶｼ プリティタフ 大都社

ＳＡＢＥ ｻﾍﾞ 串やきＰ メディアファクトリー

茂田家 ｼｹﾞﾀｹ ダリアンちゃんの書架 角川書店

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ 高嶺の花 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ 頭文字Ｄ 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ バリバリ伝説 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ ＤＯーＰーＫＡＮ 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ セーラーエース 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ 将 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ トンネルぬけたらスカイブルー 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ めもりい　すのー 講談社

しげの秀一 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ リリカルナイトストーリー 講談社

しげの秀一・小林まこと他 ｼｹﾞﾉｼｭｳｲﾁ･ ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ ﾎｶ 歌謡漫画大全集 講談社

信濃川日出雄 ｼﾅﾉｶﾞﾜﾋﾃﾞｵ 古代ローマ格闘暗獄譚 ＳＩＮ 小学館

信濃川日出雄 ｼﾅﾉｶﾞﾜﾋﾃﾞｵ ヴィルトゥス 小学館

信濃川日出雄 ｼﾅﾉｶﾞﾜﾋﾃﾞｵ 少年よギターを抱け 集英社



信濃川日出雄 ｼﾅﾉｶﾞﾜﾋﾃﾞｵ ファイン 小学館

信濃川日出雄 ｼﾅﾉｶﾞﾜﾋﾃﾞｵ アサシン　イチヨー 小学館

信濃川日出雄 ｼﾅﾉｶﾞﾜﾋﾃﾞｵ 茜色のカイト 祥伝社

白梅ナズナ ｼﾗｳﾒﾅｽﾞﾅ オパパコト 講談社

しんがぎん ｼﾝｶﾞｷﾞﾝ 少年探偵Q 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ハイスクール奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ３年奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ぼくはしたたか君 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ぼくはしたたか君 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ハイスクール奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ハイスクール奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ３年奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ ３年奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ フラッシュ奇面組 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ 古代さん家の恐竜くん 集英社

新沢基栄 ｼﾝｻﾞﾜﾓﾄｴｲ 奇面組解体新書 集英社

晋太郎 ｼﾝﾀﾛｳ コミック新潟キャスターブルー エデラ・ＤＦ＋Ｒ

杉崎ひとみ ｽｷﾞｻｷﾋﾄﾐ 恋愛少女図鑑 秋田書店

杉作 ｽｷﾞｻｸ クロ號 講談社

杉作 ｽｷﾞｻｸ 猫なんかよんでもこない 実業之日本社

杉作 ｽｷﾞｻｸ マルケン ロッキー 講談社

杉作 ｽｷﾞｻｸ コクロ 講談社

杉作 ｽｷﾞｻｸ かあちゃんといっしょ 講談社

杉作 ｽｷﾞｻｸ クロ猫マンガ誕生物語 芳文社

杉作 ｽｷﾞｻｸ 日々是犬猫かぞく～でんじらう日記～ リイド社

杉作 ｽｷﾞｻｸ うちの猫を100倍幸せにする方法 河出書房新社

杉作 ｽｷﾞｻｸ 猫が背筋を伸ばすとき 幻冬舎

杉作 ｽｷﾞｻｸ ひとりの夜に 幻冬舎

杉作 ｽｷﾞｻｸ にゃんからにゃんこ 小学館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 罪と罰 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 孤島パズル マッグガーデン

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 反面王子 マッグガーデン

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 歩くんの○○な日々 マッグガーデン

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 星河万山霊草紙 講談社

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ キャンディ 芳文社

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 丘の上のバンビーナ 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 空ちゃんの恋 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 箱の中のいつかの海 講談社

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 願いましては 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 旬 いまどき 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ 月光ゲーム マッグガーデン

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ あの子の腕は虹の続き 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ Bino!Bino! 新書館

鈴木有布子 ｽｽﾞｷﾕﾌｺ お振るいあそばせ！ 新書館

すすむ/八木進 ｽｽﾑ/ﾔｷﾞｽｽﾑ 広報おうみ連載まんがおうみ君

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 僕はすべてを知っている 徳間書店

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 熱情 徳間書店

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ そんな気持ちが恋だった 徳間書店

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ ｋｉｓｓｉｎｇ 徳間書店

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 花束を抱く男 幻冬舎

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 恋愛言語学 コアマガジン

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 17才の密かな欲情 コアマガジン

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ うつむく視線 コアマガジン

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ オイシイオトコ コアマガジン

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 西町診療所の秘密 桜桃書房

高久尚子 ﾀｶｸｼｮｳｺ 月光のらんかんにくちなしの匂い 幻冬舎

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ リリィ＆アールのふしぎなお店 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ イブの口づけ ハーレクイン

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ ひよこ時計ｐｉｐｉｐｉ 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ オレンジポケット 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ ぶらっでぃ・まりー 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ アルバイトＫＩＤＳ　ＧＯ！ 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ せりなリニューアル！ 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ キュリオショップ せぴあ堂 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ 聖ルームメート 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ My dear 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ スイートリベンジ 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ 流れ星ロマンス 講談社

高瀬綾 ﾀｶｾﾘｮｳ 朝までいっしょ 講談社

高遠のね ﾀｶﾄｵﾉﾈ 九十九神いりませんか？ 芳文社



高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ ドミトリーともきんす 中央公論新社

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ ラッキー嬢ちゃんのあたらしい仕事 マッグガーデン

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ 幼児絵本 しきぶとんさん　かけぶとんさん　まくらさん 福音館書店

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ るきさん 筑摩書房

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ ユリイカ2002年7月号　特集高野文子 青土社

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ 棒がいっぽん マッグガーデン

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ おともだち 筑摩書房

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ 黄色い本 講談社

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ 絶対安全剃刀 白泉社

高野文子 ﾀｶﾉﾌﾐｺ るきさん 筑摩書房

高橋郁丸 ﾀｶﾊｼﾌﾐﾏﾙ 良寛ものがたり 考古堂

高橋郁丸 ﾀｶﾊｼﾌﾐﾏﾙ 良寛を慕う 貞心尼ものがたり 考古堂

高橋郁丸 ﾀｶﾊｼﾌﾐﾏﾙ 新潟の妖怪 考古堂

高橋ゆたか ﾀｶﾊｼﾕﾀｶ 魔女娘　ＶｉＶｉａｎ 集英社

高橋ゆたか ﾀｶﾊｼﾕﾀｶ ボンボン坂高校演劇部 集英社

高橋ゆたか ﾀｶﾊｼﾕﾀｶ 伊達千蔵 集英社

高橋ゆたか ﾀｶﾊｼﾕﾀｶ ＨＯＯＫ　フック 集英社

高橋ゆたか ﾀｶﾊｼﾕﾀｶ ボンボン坂高校演劇部 集英社

高橋ゆたか ﾀｶﾊｼﾕﾀｶ 剣客　渋井柿之介 集英社

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ つらいぜ！ボクちゃん 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 水平線をめざせ！ 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ しっかり！長男 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 迷子の領分 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 坂道のぼれ！ 双葉社

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ がんばれ！転校生 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 風いろ日記 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ ラブレター 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 夏の空色 小学館

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 道子 白泉社

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 境界のＲＩＮＮＥ 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 高橋留美子傑作短編集 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ うる星やつら 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 犬夜叉 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ らんま1/2 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ うる星やつら 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ めぞん一刻 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ めぞん一刻 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 1ポンドの福音 小学館

高橋留美子他 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 3.11を忘れないためにヒーローズ・カムバック 小学館

高橋留美子他 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ しゃばけ漫画　仁吉の巻 新潮社

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 高橋留美子短編集　1orW 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 0の悲劇　0の喜劇 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 人魚の森 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 人魚シリーズ　夜叉の瞳 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 人魚シリーズ　人魚の傷 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 専務の犬 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ Pの悲劇 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 赤い花束 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 運命の鳥 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ ダストスパート!! スタジオシップ

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 高橋留美子劇場　ハッピートーク編 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 高橋留美子劇場　うちが女神じゃ!!編 小学館

高橋留美子 ﾀｶﾊｼﾙﾐｺ 高橋留美子劇場　笑う標的編 小学館

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ アウトロー マッグガーデン

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 代打屋トーゴー 講談社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 警視正　椎名啓介 講談社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 百年の祭り 双葉社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 祝福王 講談社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ リストラマン太郎 双葉社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 雲を履く 学研

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 代打屋トーゴー 講談社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ ＭＥＤＩＣＡＬ　99 小学館

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ やだね！ 小学館

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ ガッツ陣内 日本文芸社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 聖なる者へ 双葉社

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 西幽記 学研

たかもちげん ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 決断 竹書房

高山裕樹 ﾀｶﾔﾏﾕｳｷ ブルーレスキュー メディアファクトリー

竹林月 ﾀｹﾊﾞﾔｼｹﾞﾂ ことこと。子と孤島 ソフトバンククリエイティブ

竹林月 ﾀｹﾊﾞﾔｼｹﾞﾂ ひかるｔｏヒカリ 一迅社



竹林月 ﾀｹﾊﾞﾔｼｹﾞﾂ Ｄ×Ｈ ＪＩＶＥ

竹林月 ﾀｹﾊﾞﾔｼｹﾞﾂ さくらフロンティア ソフトバンククリエイティブ

竹林月 ﾀｹﾊﾞﾔｼｹﾞﾂ 北里柴三郎 ポプラ社

田村光久 ﾀﾑﾗﾐﾂﾋｻ ポケットモンスター リバースト 小学館

田村光久 ﾀﾑﾗﾐﾂﾋｻ 妖逆門　ばけぎゃもん 小学館

田村光久 ﾀﾑﾗﾐﾂﾋｻ バディファイト 小学館

田村光久 ﾀﾑﾗﾐﾂﾋｻ イエロードラゴンがあらわれた！ 小学館

鶴ゆみか ﾂﾙﾕﾐｶ ヒーローマスク 小学館

鶴ゆみか ﾂﾙﾕﾐｶ ブラボー 講談社

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ 背番号0 前編 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ スポーツマン金太郎　第1章 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ スポーツマン金太郎　第2章 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ もうれつ先生 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ スポーツマン佐助 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ 背番号0 後編 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ 暗闇五段 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ 白黒物語 マンガショップ

寺田ヒロオ ﾃﾗﾀﾞﾋﾛｵ 寺田ヒロオの世界 講談社

ドクター・さいとう ﾄﾞｸﾀｰｻｲﾄｳ 魂のカルテ 講談社

堂上まさ志 ﾄﾞﾉｳｴﾏｻｼ 燃えろ！一歩 秋田書店

堂上まさ志 ﾄﾞﾉｳｴﾏｻｼ ガッタレ！星 秋田書店

夏海ケイ ﾅﾂﾐｹｲ うみねこのなく頃に　エピソード1 スクウェアエニックス

夏海ケイ ﾅﾂﾐｹｲ 王様の耳はオコノミミ スクウェアエニックス

夏海ケイ ﾅﾂﾐｹｲ うみねこのなく頃に　エピソード8 スクウェアエニックス

夏海ケイ ﾅﾂﾐｹｲ うみねこのなく頃に　エピソード3 スクウェアエニックス

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ 15 青幻舎

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ ハルチン マガジンハウス

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ キャンディーの色は赤。 祥伝社

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ 短編集 飛鳥新社

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ ｓｈｏｒｔｃａｋｅｓ 祥伝社

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ 南瓜とマヨネーズ 祥伝社

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ 痛々しいラヴ 祥伝社

魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ Water. 青林堂

立原道造/魚喃キリコ ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺ ﾀﾁﾊﾗﾐﾁｿﾞｳ 立原道造詩集 僕はひとりで　夜がひろがる PARCO出版

魚喃キリコ 他 ﾅﾅﾅﾝｷﾘｺﾎｶ 東京の男の子 太田出版

西木田景志 ﾆｼｷﾀﾞｹｲｼ 我妻さんは俺のヨメ 講談社

猫山宮緒 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵ エデンへおいで 白泉社

猫山宮緒 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵ 瞳をそらさずにいて 講談社

猫山宮緒 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵ 今日もみんな元気です 白泉社

猫山宮緒 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵ 上海特急 白泉社

猫山宮緒 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵ 空中庭園 マッグガーデン

猫山宮緒他 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵﾎｶ 涙あふれる感動愛 講談社

猫山宮緒他 ﾈｺﾔﾏﾐﾔｵﾎｶ 涙のちハッピーエンド 講談社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ この願いが叶うなら 一迅社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ フェアリーアイドルかのん ポプラ社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ わたしの大切なおともだち 双葉社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ 暁色の潜伏魔女 双葉社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ 最後の制服 芳文社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ エデンの東戸塚 芳文社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ 僕は僕より友達が多い僕の彼女が心配！ 集英社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ 彼女の世界 徳間書店

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ それが君になる 一迅社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ 会長と副会長 一迅社

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ さろめりっく 新書館

袴田めら ﾊｶﾏﾀﾞﾒﾗ 夜空の王子と朝焼けの姫 一迅社

長谷川光司 ﾊｾｶﾞﾜｺｳｼﾞ おとぎストーリー 天使のしっぽ 学研

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ Rec 小学館

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 少年よ大志を抱け！ 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ PLAY! 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ どうぶつずかん 小学館

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ まるせい 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ BWH 集英社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ ベルウッドハウス ＪＩＶＥ

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 月家の一族プラス 大都社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 冒険どきの私達伝説 集英社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ Honey Blue 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 痛快すずらん通り 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ スイカと海と太陽と 大都社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 花日和 メディアックス

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 電動侍 大都社



花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ Nagi　ナギ 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ ちまちまはいすくーる 少年画報社

花見沢Q太郎 ﾊﾅﾐｻﾞﾜｷｭｳﾀﾛｳ 花見沢Q太郎　THE WORLD EARLY　TIME COLLECTION 司書房

葉乃はるか ﾊﾉﾊﾙｶ ＲＩＮＧ ＲＩＮＧ ＢＵＳＴＥＲＳ！ 一迅社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ ラブ・ベリッシュ！ 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ チョコレートコスモス 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ つばさとホタル 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ サボテンの秘密 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ スターダストウィンク 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ ティーンズブルース 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ いとしのご主人サマ 集英社

春田なな ﾊﾙﾀﾅﾅ 侍ダーリン 集英社

春馬良 ﾊﾙﾏﾘｮｳ グリコリ 講談社

HERO ﾋｰﾛｰ 堀さんと宮村くん スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ 堀さんと宮村くん　おまけ スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ ホリミヤ スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ 交感ノートは喋らない スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ 浮世メモの夢に、鬼 スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ すべての希望にエールを スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ アパートに澄む少年 スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ パターンその1 駄目人間 スクウェアエニックス

HERO ﾋｰﾛｰ 青春離婚 星海社

HERO ﾋｰﾛｰ 7と嘘吐きオンライン スクウェアエニックス

土方茂 ﾋｼﾞｶﾀｼｹﾞﾙ CYBORGじいちゃんG 集英社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　外伝 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　異聞 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロックスペシャル　新世界戦隊 SG企画

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロックを生んだ創作集団作画グループの世界 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　スペシャル　新世界戦隊 SG企画

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 完全版　超人ロック 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ラフラール 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 月刊OUT 1977年12月号 みのり書房

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 月刊OUT増刊　ランデヴー全6冊　1977〜1978 みのり書房

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 月刊OUT増刊　ランデヴーコミック全3冊　1977〜1978 みのり書房

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1980/10 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1980/25 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1980/38 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1980/39 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1981/11 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1981/30 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1982/12 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 少年KING 1983/18 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ リュウ　VOL.8　1980年11月号 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ リュウ　VOL.11  1981年5月号 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ リュウ　VOL.16  1982年3月号 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 少年 / 少女  SFマンガ競作大全集   秋の号  PART12   1981 東京三世社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ まんが専門誌ぱふ　1982年1月号　特集　聖悠紀 雑草社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ WINGS 1982年7月創刊号 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ WINGS 1982年10月創刊第2号 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ WINGS 1983年4月第4号 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 月刊OUT 1995年5月号（休刊号） みのり書房

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック Special Vol.01〜14 ビブロス

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ヤングキングアワーズ 2004年8月号 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ヤングキングアワーズ 2009年1月号 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ヤングキングアワーズ 2017年1月号 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 月刊コミックフラッパー2017年3月号 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ アニメージュ　’78年7月～’79年6月号 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 別冊少女コミック　ｓ46.5月号 小学館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　聖者の涙 みのり書房

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ヤングキングアワーズ 2017年7月号 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　特集号　増刊少年キング7/25号 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　特集号　増刊少年キング6/28号 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 週刊少年キング 1981/2 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロックの世界 聖悠紀 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　文庫サイズ 青磁ビブロス

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック 東考社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　風の抱擁 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ファルコン50 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック SG企画



聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ くるくるぱッＸ 小学館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　エピタフ メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　嗤う男 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ドラゴンズブラッド メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　冬の虹 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ニルヴァーナ 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ペアペアライサンダー 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ホリーサークル メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　刻の子供達 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ソード・オブ・ネメシス ビブロス

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　オメガ メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　久遠の瞳 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　聖者の涙 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　凍てついた星座 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ひじり悠紀選集 小学館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 忍者キャプター 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ すすめ！ジェッツ 小学館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ミラーリング ビブロス

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　クアドラ 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　鏡の檻 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ガイアの牙 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　サイバー・ジェノサイド ロンウォールの嵐 スコラ

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 忍者キャプター傑作選 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ こんぴゅうたぁちゃん 大友出版

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ スカイホークダンディ 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ スカイホークダンディ 大友出版

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ウォー・プリンセス 学研

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ スカイホークダンディ 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ハムレット 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ フレミング家の悲劇 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ アナベル 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 黄金の戦士 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ミルザンヌの嵐 主婦と生活社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　星辰の門 ビブロス

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　カデット メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　クランベールの月 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　メヌエット メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　天空の魔法士 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ブレインシュリンカー/不死者たち メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　猫の散歩引き受けます メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　荒野の騎士 メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ひとりぼっちのプリンセス メディアファクトリー

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ライザ 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 黄金の戦士 徳間書店

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　アキラ・ミオ大漂流 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ダリウスの風 新書館

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ ラスト・ウィザード SG企画

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロックの真実.－すべてー SG企画

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロックの世界　超人ロックのすべて 少年画報社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ TO YOU 超人ロック★聖悠紀の世界 TO YOU刊行会

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック 東考社

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　天空の魔法士 青磁ビブロス

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロックの世紀　50ｔｈ　Birthday Book 同人誌

聖悠紀 ﾋｼﾞﾘﾕｷ 超人ロック　ロードレオン バンダイ

聖悠紀/まぜき伸吾/みなもと太郎 ﾋｼﾞﾘﾕｷ/ﾏｾﾞｷｼﾝｺﾞ/ﾐﾅﾓﾄﾀﾛｳ 朋友 トリオ・ザ・サクガ SG企画

聖悠紀他 ﾋｼﾞﾘﾕｷﾎｶ 惑星のさみだれ　SP　完結記念特別小冊子 少年画報社

日野杏寿 ﾋﾉｱﾝｼﾞｭ バチカン奇跡調査官 角川書店

ひびのこやし ﾋﾋﾞﾉｺﾔｼ かみしゃーまっ！ 一迅社

ひゅーが ﾋｭｰｶﾞ すずめのなみだ 講談社

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ 丸の内！ 芳文社

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ てんしの末裔 芳文社

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ コンビニぶんぶん 竹書房

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ あぼばクリニック 竹書房

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ ピンポン☆ブー 芳文社

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ アニメ版「ゲートキーパーズ」パロディ4コマ略してゲーぱろ。  角川書店

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ きらきらきら 芳文社

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ オチつく家族 秋田書店

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ マママのお仕事 ＪＩＶＥ

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ マママのお仕事　激闘編 ＪＩＶＥ

藤島じゅん ﾌｼﾞｼﾏｼﾞｭﾝ ぎゃんぶる太平記 白泉社



藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ライジング 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 真コール！ 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ シルバー 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ゴールド 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ドリームラッシュ！ 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ やさしさエンドレス 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 小麦パニック! 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ジュリエットの娘 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ろまんす五段活用 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 風に訊け 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 彩風のランナー 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ Ｐ.Ｐ.すくらんぶる 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ＨＡＰＰＹ　ＥＮＤＳ 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 道化師は恋の語りべ ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 金のプリズム 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 永遠を誓うギリシア ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 眠るアクアマリン 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ レイントリー ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 桃花タイフーン 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 赤い月 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 商品には手を出すな 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 泣かないでミスター 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 満月にきいてごらん 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 恋に落ちた歌姫 ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ボスに捧げた夜 ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ガラスのピンヒール ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ラブレターにＫＩＳＳ 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 月のピアス 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ ムーンライト・パーティー 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ わがままな瞳 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 花薫る君へ 小学館

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 砂の迷路 ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 背徳のキス ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ 熱砂の花嫁 ハーレクイン

藤田和子 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞｺ マリコ　マンガ家になります！ 小学館

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ おたすけ狼 リイド社

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ 修羅の群れ 桃園書房

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ トリプルＲ 角川書店

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ DH マガジンハウス

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ たそがれ刑事 廣済堂

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ 漱石事件簿 新潮社

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ もがきの政 日本文芸社

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ へるん幻視行 小学館

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ 息をつめて走りぬけよう 壱番館書房

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ 遠くから吹いて来る風 小学館

ほんまりう ﾎﾝﾏﾘｳ 宵待草事件簿 新潮社

ほんまりう他 ﾎﾝﾏﾘｳﾎｶ 明大漫研ＯＢ作品集 ＣＢＳソニー出版

松本剛 ﾏﾂﾓﾄﾂﾖｼ 甘い水 講談社

松本剛 ﾏﾂﾓﾄﾂﾖｼ ラストマウンド 一迅社

松本剛 ﾏﾂﾓﾄﾂﾖｼ すみれの花咲く頃 講談社

松本剛 ﾏﾂﾓﾄﾂﾖｼ 北京的夏 講談社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ パタリロ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ファーイースト 実業之日本社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 親バカの品格 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 家政婦パタリロ！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 出もどり家政婦パタリロ！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 仁義なき家政婦パタリロ！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ビストロ温泉パタリロ！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ラシャーヌ！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ Maｙ探偵プリコロ 祥伝社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ パタリロ西遊記！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ パタリロ源氏物語！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 妖怪始末人トラ・貧!! 秋田書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 妖怪始末人　トラウマ 秋田書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 横須賀ロビン 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 妖怪盗賊マザリシャリフ 学研

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ アスタロト 秋田書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 美少年的大狂言 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ミッドナイトディメンション 集英社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ゼロ星 秋田書店



魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 魔ジャリ 秋田書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ スーパーキャット 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ルル亀！ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ アスタロト 外伝 秋田書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ おらが丸 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ クレプスキュール逢魔が刻 徳間書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ トワイライト大禍刻 徳間書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ サプライズホテル 竹書房

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ プリコロ 太田出版

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ Maｙ探偵プリコロの帰還 東京創元社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ Maｙ探偵プリコロの不信 東京創元社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ Maｙ探偵プリコロの狼狽 東京創元社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 魔夜峰央の妖怪缶詰 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 魔夜峰央の面白半分個 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ ハムスターがいちばん 光文社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 妖怪始末人 トラウマ館 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ V.マドンナ 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 本日も異常ナシ 秋田書店

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ やおい君の日常的でない生活 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 翔んで埼玉 宝島社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 親バカ日誌 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 親バカの壁 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 親バカ輪舞 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ パタリロ西遊記！外伝 白泉社

魔夜峰央 ﾏﾔﾐﾈｵ 奥様はパタリロ！ 白泉社

魔夜峰央 他 ﾏﾔﾐﾈｵ ﾎｶ 妖怪アンソロジー　コミック幽 白泉社

魔夜峰央 他 ﾏﾔﾐﾈｵ ﾎｶ 死人の花嫁 白泉社

丸美甘 ﾏﾙﾐｶﾝ 渡る世間はバカばかり スクウェアエニックス

丸美甘 ﾏﾙﾐｶﾝ 生徒会のヲタのしみ。 スクウェアエニックス

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン　プロ野球編 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ あぶさん 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ おはようＫジロー 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 光の小次郎 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 虹を呼ぶ男 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン　スーパースターズ編 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン　上製版 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 男どアホウ甲子園 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 野球狂の詩 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 大甲子園 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン　ドリームトーナメント編 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 新・野球狂の歌 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ストッパー スコラ

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 球道くん 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 平成野球草子 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 極道くん スコラ

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 一球さん 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ダントツ 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン　総集編 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 朝子の野球日記 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ドカベン　ドリームトーナメント編　別巻 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 白球の詩 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 野球狂の詩　　平成編 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ ゴキブリ旋風 ひばり書房

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ たちまち晴太 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ がんばれドリンカーズ 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 大甲子園 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 男どアホウ甲子園 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 父ちゃんの王将 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 野球どアホウ伝 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 野球狂の詩ＶＳドカベン 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ くそ暑い夏 集英社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 出刃とバッド 翔泳社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 平成野球草子 小学館

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ I Love Baseball 秋田書店

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 草野球の神様 講談社

水島新司 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 水島新司　珠玉傑作集 双葉社

水島新司他 ﾐｽﾞｼﾏｼﾝｼﾞﾎｶ 海峡の向こうに 日韓共同作品集 双葉社

水都正枝 他 ﾐｽﾞﾄﾏｻｴﾎｶ コミックス能の物語　恋ぞつもりて 檜書店

水無月真 ﾐﾅﾂﾞｷｼﾝ ＫＩＳＳ　ＭＥ　ダーリン!!×３ 講談社



南谷郁 ﾐﾅﾐﾀﾆｲｸ はなむすび 集英社

南谷郁 ﾐﾅﾐﾀﾆｲｸ 黄金のリンゴ 集英社

南谷郁 ﾐﾅﾐﾀﾆｲｸ 君繋ぎホタル 集英社

南谷郁 ﾐﾅﾐﾀﾆｲｸ 春夏秋冬 集英社

水森暦 ﾐﾅﾓﾘｺﾖﾐ 彼女の涙が雪だとしたら 白泉社

水森暦 ﾐﾅﾓﾘｺﾖﾐ はじまりのにいな 白泉社

水森暦 ﾐﾅﾓﾘｺﾖﾐ ぼくらはバラの子 白泉社

水森暦 ﾐﾅﾓﾘｺﾖﾐ ハウスキーパーマン 白泉社

みよしふるまち ﾐﾖｼﾌﾙﾏﾁ 東京ラストチカ マッグガーデン

みよしふるまち ﾐﾖｼﾌﾙﾏﾁ ケッコーなお手前です。 マッグガーデン

みよしふるまち ﾐﾖｼﾌﾙﾏﾁ ゆりかごの乙女たち マッグガーデン

むろなが供未 ﾑﾛﾅｶﾞｸﾐ バリスタ 芳文社

むろなが供未 ﾑﾛﾅｶﾞｸﾐ ＣＵＴ 小学館

森田フミゾー ﾓﾘﾀﾌﾐｿﾞｰ ダイナマイト・ダディ 竹書房

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ DEAR BOYS　ACTⅡ 講談社

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ DEAR BOYS　ACT3 講談社

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ DEAR BOYS 講談社

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ ２人におまかせ 講談社

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ DEAR BOYS　THE EARLY DAYS 講談社

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ DEAR BOYS　INDEX01 講談社

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ DEAR BOYS　PREMIUM GUIDE 講談社

夜神里奈 ﾔｶﾞﾐﾘﾅ カッコよすぎる彼氏 小学館

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ ちひろ 秋田書店

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ ちひろさん 秋田書店

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 先生がいっぱい 小学館

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ ショムニ メディアファクトリー

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 寿司ガール 新潮社

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 鉄魂道！ 講談社

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ ラビパパ 太田出版

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 冴木さんってば… 太田出版

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 気がつけばいつも病み上がり 秋田書店

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ うたうめ 竹書房

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 紺野さんと遊ぼう 太田出版

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 続紺野さんと遊ぼう 太田出版

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ 紺野さんと遊ぼうFINAL 太田出版

安田弘之 ﾔｽﾀﾞﾋﾛﾕｷ ショムニのツボ 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 大市民　番外編 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 特命係長只野仁 ぶんか社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 大市民 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 大市民 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ ふしだらなフェイス 秋田書店

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 愛人「真理」 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 形式結婚 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 月とスッポン 秋田書店

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 新特命係長只野仁 ぶんか社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 翔んだカップル 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 妻をめとらば 小学館

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 100% 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ すくらんぶるエッグ 少年画報社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ ＤＩＮＯ 小学館

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ ＳＥＷＩＮＧ 秋田書店

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ Ｇｏｏｄ　Ｇｉｒｌ 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 愛人 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ おいしい水 ぶんか社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 瑠璃色ゼネレーション 小学館

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 寝物語 双葉社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 東京ＢＪ 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 原宿物語 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 大市民日記 日本文芸社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ ＴＨＥ大市民 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 次男物語 秋田書店

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 羽なしティンカーベル 小学館

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 色男色女 文藝春秋

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 六本木ブラッククロス 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 自分史　「ギャグ～ラブコメ編」 イーストプレス

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 自分史　「ストーリー編」 イーストプレス

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ なんだかなァ人生 新潮社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 原宿天鵞絨館 講談社

柳沢きみお ﾔﾅｷﾞｻﾜｷﾐｵ 知的な悪党が女にモテる 講談社

やぶうちゆうき/たかもちげん ﾔﾌﾞｳﾁﾕｳｷ/ﾀｶﾓﾁｹﾞﾝ 警察学校物語 講談社



山田由香・高野文子 ﾔﾏﾀﾞﾕｶ･ﾀｶﾉﾌﾐｺ 動物園ものがたり 公文出版

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ へうげもの 講談社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ デカスロン 小学館

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ へうげもの 講談社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ ジャイアント 講談社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ 度胸星 小学館

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ 大正野郎 講談社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ 考える侍 講談社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ やあ！ 講談社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ ザ・プライザー 双葉社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ 泣く男 双葉社

山田芳裕 ﾔﾏﾀﾞﾖｼﾋﾛ いよっおみっちゃん 講談社

大和正樹 ﾔﾏﾄﾏｻｷ パパは大モノ！ 日本文芸社

山本晃 ﾔﾏﾓﾄｱｷﾗ 疾風伝説 彦佐 講談社

山本晃 ﾔﾏﾓﾄｱｷﾗ 疾風伝説彦佐 疾風の七星剣 講談社

山本晃 ﾔﾏﾓﾄｱｷﾗ アッパーロード 講談社

山本晃 ﾔﾏﾓﾄｱｷﾗ 疾風伝説彦佐 戦国の疾風 講談社

山本航輝 ﾔﾏﾓﾄｶｽﾞｷ ゴッドハンド輝 講談社

山本航輝 ﾔﾏﾓﾄｶｽﾞｷ タカラの膳 講談社

YUI ﾕｲ ねぎほ 講談社

ユーマ ﾕｰﾏ チェンジング・ナウ 講談社

湯木のじん ﾕｷﾉｼﾞﾝ 藤代さん系。 集英社

佑羽栞 ﾕﾜｼｵﾘ アニマルチャンネル 白泉社

佑羽栞 ﾕﾜｼｵﾘ フルハウスキス 白泉社

佑羽栞 ﾕﾜｼｵﾘ 黒猫と侯爵の従者 白泉社

佑羽栞 他 ﾕﾜｼｵﾘﾎｶ 日渡早紀 ぼくの地球を守って　トリビュート 白泉社

吉元ますめ ﾖｼﾓﾄﾏｽﾒ くまみこ メディアファクトリー

吉元ますめ ﾖｼﾓﾄﾏｽﾒ おしいれのわらしさん メディアファクトリー

RAN ﾗﾝ メイド戦記 講談社

RAN ﾗﾝ 星刻の竜騎士 メディアファクトリー

RAN ﾗﾝ 陸上防衛隊 まおちゃん 講談社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ Ｓｏ　Ｗｈａｔ？ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ グレイテストな私達 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ 月は東に日は西に 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ 黄昏時鼎談 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ 不協和音ラプソディ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ トラインアングル・プレイス 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ シシ12か月 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ そらのひかり 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ ゆきのはなふる 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ ソコツネ・ポルカ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ ご近所の博物誌 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ やにゃかさんぽ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ もっとやにゃかさんぽ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ やっぱりやにゃかさんぽ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ めろねこ 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ 言の葉遊学 白泉社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ 夏藤さんちは今日もお天気 講談社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ 夏目家の妙な人々 講談社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ きんぎんすなご 講談社

わかつきめぐみ ﾜｶﾂｷﾒｸﾞﾐ ローズガーデン 講談社

鷲尾直広 ﾜｼｵﾅｵﾋﾛ トロン：レガシー アース・スター・エンターテイメント

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 白竜ＬＥＧＥＮＤ 日本文芸社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 白竜 日本文芸社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 鳳 おおとり 日本文芸社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 極秘潜入捜査官 Ｄ.Ｄ.Ｔ. 日本文芸社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 革命トライアングル 双葉社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ スタント 実業之日本社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 運び屋 実業之日本社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ ごくらく悪漢團 双葉社

渡辺みちお ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾁｵ 外道無頼 日本文芸社

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ その向こうの向こう側 マッグガーデン

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ 銀の勇者 白泉社

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ ｆｕｎｆｕｎ工房 白泉社

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ docca マッグガーデン

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ CARAT！ マッグガーデン

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ ひゃくイチ マッグガーデン

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ ヒナドーリィこれくしょん マッグガーデン

渡辺祥智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾄﾓ ＫＩＲＡＲＡ キララ マッグガーデン

和月信宏 ﾜﾂﾞｷﾉﾌﾞﾋﾛ るろうに剣心　特筆版 集英社



和月信宏 ﾜﾂﾞｷﾉﾌﾞﾋﾛ エンバーミング 集英社

和月信宏 ﾜﾂﾞｷﾉﾌﾞﾋﾛ るろうに剣心 集英社

和月信宏 ﾜﾂﾞｷﾉﾌﾞﾋﾛ 武装錬金 集英社

和月信宏 ﾜﾂﾞｷﾉﾌﾞﾋﾛ GUN BLAZE WEST 集英社


