
作家名 作家名カナ タイトル 出版社/レーベル

会田薫 ｱｲﾀﾞｶｵﾙ 梅鴬撩乱 講談社

相田裕 ｱｲﾀﾞﾕｳ 1518！ 講談社

相原コージ/竹熊健太郎 ｱｲﾊﾗｺｰｼﾞ/ﾀｹｸﾏｹﾝﾀﾛｳ サルでも描けるマンガ教室 小学館

青池保子 ｱｵｲｹﾔｽｺ エロいかより愛をこめて 秋田書店

青池保子 ｱｵｲｹﾔｽｺ エロイカより愛をこめて 秋田書店

青井陽 ｱｵｲﾖｳ 花かぐわし エンターブレイン

青井陽 ｱｵｲﾖｳ 岡部さん、おしかけ篠田くん、始まりの事情 エンターブレイン

蒼樹うめ ｱｵｷｳﾒ ひだまりスケッチ 芳文社

蒼樹うめ ｱｵｷｳﾒ 魔法少女まどか☆マギカ 芳文社

青木光恵 ｱｵｷﾐﾂｴ 女の子が好き　育児編 ぶんか社

青木光恵 ｱｵｷﾐﾂｴ 安田君とその細君 竹書房

青木光恵 ｱｵｷﾐﾂｴ みつえ雑記 宙出版

青木光恵 ｱｵｷﾐﾂｴ みつえ雑記　サーティーズ 宙出版

青木雄二 ｱｵｷﾕｳｼﾞ ナニワ金融道 講談社

青柳裕介 ｱｵﾔｷﾞﾕｳｽｹ 土佐の一本釣り 小学館

赤石路代 ｱｶｲｼﾐﾁﾖ 燃えてＭＩＫＯ 小学館

赤石路代 ｱｶｲｼﾐﾁﾖ アンダー・スタディー 小学館

赤石路代 ｱｶｲｼﾐﾁﾖ アルペンローゼ 小学館

赤石路代 ｱｶｲｼﾐﾁﾖ スパークリングストリート 小学館

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

秋里和国 ｱｷｻﾄﾜｸﾆ TOMOI 小学館

秋乃茉莉 ｱｷﾉﾏﾂﾘ ペットショップオブホラーズ 朝日ソノラマ

あきよし菜魚 ｱｷﾖｼﾅﾅ 純情暴走ハニー 幻冬舎

あきよし菜魚 ｱｷﾖｼﾅﾅ 水面に三日月 幻冬舎

あさぎり夕 ｱｻｷﾞﾘﾕｳ アップルどりぃむ 講談社

あさぎり夕 ｱｻｷﾞﾘﾕｳ あこがれ冒険者 講談社

あさぎり夕 ｱｻｷﾞﾘﾕｳ コンなパニック 講談社

あさぎり夕 ｱｻｷﾞﾘﾕｳ きらら星の大予言 講談社

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

麻宮騎亜 ｱｻﾐﾔｷｱ サイレントメビウス 角川書店

あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ 宇宙家族カールビンソン 徳間書店

あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ 宇宙家族カールビンソンＳＣ完全版 講談社

あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ るくるく 講談社

あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ 地球防衛少女イコちゃん 白泉社

あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ 宇宙家族カールビンソン 講談社



あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ 元祖宇宙家族カールビンソン　新装版 徳間書店

あさりよしとお ｱｻﾘﾖｼﾄｵ なつのロケット 白泉社

あしべゆうほ ｱｼﾍﾞﾕｳﾎ クリスタルドラゴン 秋田書店

あしべゆうほ ｱｼﾍﾞﾕｳﾎ 悪魔の花嫁 秋田書店

あすなひろし ｱｽﾅﾋﾛｼ 青い空を、白い雲がかけてった エンターブレイン

あすなひろし ｱｽﾅﾋﾛｼ いつも春のよう エンターブレイン

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

あずまきよひこ ｱｽﾞﾏｷﾖﾋｺ あずまんが大王 メディアワークス

吾妻ひでお ｱｽﾞﾏﾋﾃﾞｵ 不条理日記 奇想天外社

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

あだち充 ｱﾀﾞﾁﾐﾂﾙ 陽あたり良好！ 小学館

あだち充 ｱﾀﾞﾁﾐﾂﾙ H2 小学館

あだち充 ｱﾀﾞﾁﾐﾂﾙ みゆき 小学館

あだち充 ｱﾀﾞﾁﾐﾂﾙ ラフ 小学館

亜月裕 ｱﾂﾞｷﾕｳ 伊賀野カバ丸 集英社

アトリエセントー ｱﾄﾘｴｾﾝﾄｰ 鬼火 日本語版 祥伝社

アトリエセントー ｱﾄﾘｴｾﾝﾄｰ 鬼火 英語版 タトル出版

アトリエセントー ｱﾄﾘｴｾﾝﾄｰ 鬼火 仏語 フランス輸入

阿部洋一 ｱﾍﾞﾖｳｲﾁ バニラスパイダー 講談社

彩花みん ｱﾔﾊﾅﾐﾝ 赤ずきんチャチャ 集英社

あゆみゆい ｱﾕﾐﾕｲ ときめきの法則 講談社

新井英樹 ｱﾗｲﾋﾃﾞｷ 宮本から君へ 講談社

荒川弘 ｱﾗｶﾜﾋﾛﾑ 銀の匙 小学館

荒川弘 ｱﾗｶﾜﾋﾛﾑ 鋼の錬金術師 スクウェアエニックス

荒川弘 ｱﾗｶﾜﾋﾛﾑ アルスラーン戦記 講談社

荒木飛呂彦 ｱﾗｷﾋﾛﾋｺ バオー来訪者 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

有間しのぶ ｱﾘﾏｼﾉﾌﾞ 灼熱アバンチュール 幻冬舎

有間しのぶ ｱﾘﾏｼﾉﾌﾞ 僕のチャーミィフレッシュ 幻冬舎

有吉京子 ｱﾘﾖｼｷｮｳｺ SWAN-白鳥- 集英社

安西信行 ｱﾝｻﾞｲﾉﾌﾞﾕｷ 烈火の炎 小学館

安野モヨコ ｱﾝﾉﾓﾖｺ 働きマン 講談社

安野モヨコ ｱﾝﾉﾓﾖｺ 監督不行届 祥伝社

安野モヨコ ｱﾝﾉﾓﾖｺ ツンドラブルーアイス 集英社

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

五十嵐浩一 ｲｶﾞﾗｼｺｳｲﾁ ペリカンロード 少年画報社

いがらしみきお ｲｶﾞﾗｼﾐｷｵ ネ暗トピア 竹書房

いがらしゆみこ ｲｶﾞﾗｼﾕﾐｺ キャンディ・キャンディ 講談社



いがらしゆみこ ｲｶﾞﾗｼﾕﾐｺ ジョージィ！ 小学館

いがらしゆみこ他 ｲｶﾞﾗｼﾕﾐｺﾎｶ 愛さずにはいられないっ かんき出版

いくえみ綾 ｲｸｴﾐﾘｮｳ 夢をみた。 集英社

池上遼一 ｲｹｶﾞﾐﾘｮｳｲﾁ サンクチュアリ 小学館

池沢さとし ｲｹｻﾞﾜｻﾄｼ サーキットの狼 集英社

池田さとみ ｲｹﾀﾞｻﾄﾐ シシィ・ガール 小学館

池田理代子 ｲｹﾀﾞﾘﾖｺ ベルサイユのばら 集英社

池田理代子 ｲｹﾀﾞﾘﾖｺ クローディーヌ…！ 集英社

池野恋 ｲｹﾉｺｲ ときめきトゥナイト 集英社

池辺葵 ｲｹﾍﾞｱｵｲ ねぇ、ママ 秋田書店

石井いさみ ｲｼｲｲｻﾐ 750ライダー 秋田文庫

石井晴子 ｲｼｲﾊﾙｺ マンガの教室　女の子の描き方 ホビージャパン

いしいひさいち ｲｼｲﾋｻｲﾁ ののちゃん 双葉社

石川賢＆ダイナミックプロ ｲｼｶﾜｹﾝ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾛ 魔獣戦線 双葉社

石川賢・永井豪 ｲｼｶﾜｹﾝ/ﾅｶﾞｲｺﾞｳ ゲッターロボ 大都社

石川雅之 ｲｼｶﾜﾏｻﾕｷ もやしもん 講談社

石川雅之 ｲｼｶﾜﾏｻﾕｷ 純潔のマリア 講談社

石川雅之 ｲｼｶﾜﾏｻﾕｷ 惑わない星 講談社

イシコ ｲｼｺ 土の下で待つ マッグガーデン

石坂啓 ｲｼｻﾞｶｹｲ ハルコロ 潮出版社

石坂啓 ｲｼｻﾞｶｹｲ 正しい戦争 集英社

石坂啓 ｲｼｻﾞｶｹｲ アレルギー戦士 小学館

石田敦子 ｲｼﾀﾞｱﾂｺ アニメがお仕事！ 少年画報社

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

イシノアヤ ｲｼﾉｱﾔ 椿だより 茜新社

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ ジュン メディアファクトリー

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ サイボーグ009 秋田書店

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ 人造人間キカイダー 秋田書店

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ 新幻魔大戦 徳間書店

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ サイボーグ009別巻 ala"cult" 秋田書店

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ BLUE ZONE 青林堂

石ノ森章太郎 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ 新仮面ライダー 徳間書店

石ノ森章太郎/すがやみつる ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳ/ｽｶﾞﾔﾐﾂﾙ 新・仮面ライダー 秋田書店

板垣恵介 ｲﾀｶﾞｷｹｲｽｹ グラップラー刃牙 秋田書店

板垣恵介 ｲﾀｶﾞｷｹｲｽｹ グラップラー刃牙 外伝 秋田書店

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

市川春子 ｲﾁｶﾜﾊﾙｺ 虫と歌 講談社

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

一条ゆかり ｲﾁｼﾞｮｳﾕｶﾘ 砂の城 集英社

一条ゆかり ｲﾁｼﾞｮｳﾕｶﾘ 恋のめまい 愛の傷 集英社

一条ゆかり ｲﾁｼﾞｮｳﾕｶﾘ 有閑俱楽部 集英社

一ノ関圭 ｲﾁﾉｾｷｹｲ 鼻紙写楽 小学館

樹なつみ ｲﾂｷﾅﾂﾐ 獣王星 白泉社

樹なつみ ｲﾂｷﾅﾂﾐ 花咲ける青少年 白泉社

樹なつみ ｲﾂｷﾅﾂﾐ 朱鷺色三角 白泉社

樹なつみ ｲﾂｷﾅﾂﾐ マルチェロ物語 白泉社

樹なつみ ｲﾂｷﾅﾂﾐ 八雲立つ 白泉社

一色まこと ｲｯｼｷﾏｺﾄ ピアノの森 講談社

伊藤里 ｲﾄｳｻﾄ 千紘くんはあたし中毒 講談社

伊藤重夫 ｲﾄｳｼｹﾞｵ 踊るミシン－青版－ アイスクリームガーデン

伊藤ゆう ｲﾄｳﾕｳ やったぜＢａｂｙ！ 講談社

伊藤ゆう ｲﾄｳﾕｳ ダイナマイトキッス 講談社

伊藤ゆう ｲﾄｳﾕｳ ＳＫＩＰ 講談社

伊藤ゆう ｲﾄｳﾕｳ 39℃ショック 講談社

伊藤ゆう ｲﾄｳﾕｳ Ｄｅａｒ 講談社

伊藤悠 ｲﾄｳﾕｳ シュトヘル 小学館

伊那めぐみ ｲﾅﾒｸﾞﾐ 将棋の渡辺くん 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

井上雄彦 ｲﾉｳｴﾀｹﾋｺ スラムダンク 集英社

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

伊原達矢/角丸つぶら ｲﾊﾗﾀﾂﾔ ｶﾄﾞﾏﾙﾂﾌﾞﾗ 萌えキャラクターの描き方　顔・からだ編 ホビージャパン

伊原達矢/角丸つぶら ｲﾊﾗﾀﾂﾔ ｶﾄﾞﾏﾙﾂﾌﾞﾗ 萌えキャラクターの描き方　コスチューム編 ホビージャパン

今市子 ｲﾏｲﾁｺ 百鬼夜行抄 朝日ソノラマ

入江亜季 ｲﾘｴｱｷ 群青学舎 エンターブレイン

入江亜季 ｲﾘｴｱｷ コダマの谷 エンターブレイン

入江紀子 ｲﾘｴﾉﾘｺ 野ばらの垣根 創美社

岩明均 ｲﾜｱｷﾋﾄｼ 寄生獣 講談社

岩岡ヒサエ ｲﾜｵｶﾋｻｴ しろいくも 小学館

岩岡ヒサエ ｲﾜｵｶﾋｻｴ 土星マンション 小学館

岩尾奈美恵 ｲﾜｵﾅﾐｴ キャプテンアリス 講談社

岩田江利子 ｲﾜﾀｴﾘｺ ウルフ物語 集英社

岩館真理子 ｲﾜﾀﾞﾃﾏﾘｺ 週末のメニュー 集英社

岩館真理子 ｲﾜﾀﾞﾃﾏﾘｺ ガラスの花束にして 集英社

岩本ナオ ｲﾜﾓﾄﾅｵ 町でうわさの天狗の子 小学館

植芝理一 ｳｴｼﾊﾞﾘｲﾁ ディスコミュニケーション 講談社

植芝理一 ｳｴｼﾊﾞﾘｲﾁ ディスコミュニケーション精霊編 講談社

植芝理一 ｳｴｼﾊﾞﾘｲﾁ ディスコミュニケーション学園編 講談社

植田まさし ｳｴﾀﾞﾏｻｼ コボちゃん 蒼鷹社

上原きみこ ｳｴﾊﾗｷﾐｺ 炎のロマンス 小学館

上原きみこ ｳｴﾊﾗｷﾐｺ マリーベル 小学館

うさくん ｳｻｸﾝ トミとチエリ 双葉社

牛木義隆 ｳｼｷﾖｼﾀｶ 夢喰いメリー 芳文社

うすた京介 ｳｽﾀｷｮｳｽｹ すごいよ!!マサルさん 集英社

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

内崎まさとし ｳﾁｻﾞｷﾏｻﾄｼ らんぽう 秋田書店

内田春菊 ｳﾁﾀﾞｼｭﾝｷﾞｸ 物陰に足拍子 実業之日本社

内田美奈子 ｳﾁﾀﾞﾐﾅｺ BOOM TOWN 竹書房

内田美奈子 ｳﾁﾀﾞﾐﾅｺ アンバランス・トーキョー 徳間書店

内田美奈子 ｳﾁﾀﾞﾐﾅｺ ブラインド 新書館

内田実 ｳﾁﾀﾞﾐﾉﾙ さよならの生涯 マッグガーデン

内田善美 ｳﾁﾀﾞﾖｼﾐ 草迷宮・草空間 集英社

内山まもる ｳﾁﾔﾏﾏﾓﾙ ザ・ウルトラマン 小学館

ウチヤマユージ ｳﾁﾔﾏﾕｰｼﾞ 月光 講談社

宇仁田ゆみ ｳﾆﾀﾕﾐ 酒ラボ 講談社

羽海野チカ ｳﾐﾉﾁｶ 3月のライオン 白泉社

羽海野チカ ｳﾐﾉﾁｶ ハチミツとクローバー 集英社

梅サト ｳﾒｻﾄ 妖怪村の三つ子たち 小学館

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

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

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

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

楳図かずお ｳﾒｽﾞｶｽﾞｵ へび女 小学館

浦沢直樹 ｳﾗｻﾜﾅｵｷ ＰＬＵＴＯ 小学館

浦沢直樹 ｳﾗｻﾜﾅｵｷ ＭＡＳＴＥＲ　キートン 小学館

浦沢直樹 ｳﾗｻﾜﾅｵｷ パイナップルＡＲＭＹ 小学館

浦沢直樹 ｳﾗｻﾜﾅｵｷ PLUTO 小学館

漆原友紀 ｳﾙｼﾊﾞﾗﾕｷ 蟲師 講談社

漆原友紀 ｳﾙｼﾊﾞﾗﾕｷ フィラメント 講談社

うるひこ ｳﾙﾋｺ ぱりぴぽ リブレ出版

江川達也 ｴｶﾞﾜﾀﾂﾔ ＢＥ　ＦＲＥＥ 講談社

江口夏実 ｴｸﾞﾁﾅﾂﾐ 鬼灯の冷徹 講談社

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ すすめ！パイレーツ 小学館

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ ストップ!!ひばりくん！ 小学館



江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ すすめ！パイレーツ 集英社

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ ＮＡＮＴＯＫＡＮＡＲＵＤＥＳＨＯ！ 角川書店

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ エイジ 小学館

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ 江口寿史の爆発ディナーショー 双葉社

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ 寿五郎ショウ 双葉社

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ ケンとエリカ マガジンハウス

江口寿史 ｴｸﾞﾁﾋｻｼ ＷＯＲＫｓ 小学館

えすとえむ ｴｽﾄｴﾑ Golondrina－ゴロンドリーナ－ 小学館

えすとえむ ｴｽﾄｴﾑ はたらけ、ケンタウロス！ リブレ出版

衛藤ヒロユキ ｴﾄｳﾋﾛﾕｷ Pico Pico エニックス

衛藤ヒロユキ ｴﾄｳﾋﾛﾕｷ 魔法陣グルグルランド エニックス

衿沢世衣子 ｴﾘｻﾜｾｲｺ 新月を左に旋回 秋田書店

衿沢世衣子 ｴﾘｻﾜｾｲｺ ベランダは難攻不落のラ・フランス イーストプレス

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ マダムとミスター 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 狼には気をつけて 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ プラネット 祥伝社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 退引町お騒がせ界隈 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ いつか夢の中で 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 幸せな食卓 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ なごみクラブ 竹書房

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ ファミリーアワー 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 王室スキャンダル騒動 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 南から来たインディラ 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 夢見る住人 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ ハネムーンは西海岸へ 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 山アラシのジレンマ 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ スイートホーム 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 兄貴 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ ラッコはじめました 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 天使ですよ 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ だからパパには敵わない 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 心の家路 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ 退引町一丁目15番地 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ ヘヴン 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ ヘヴン２ 白泉社

遠藤淑子 ｴﾝﾄﾞｳﾄｼｺ スマリの森 白泉社

遠藤浩輝 ｴﾝﾄﾞｳﾋﾛｷ ＥＤＥＮ 講談社

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 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 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

逢坂みえこ ｵｳｻｶﾐｴｺ ラムネ幻燈 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

大島やすいち ｵｵｼﾏﾔｽｲﾁ バツ＆テリー 講談社

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ バナナブレッドのプディング 朝日ソノラマ

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ 綿の国星 白泉社

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ 四月怪談 主婦の友社

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ 大きな耳と長いしっぽ 角川書店

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ すばらしき昼食 角川書店

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ ダイエット 角川書店

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ 毎日が夏休み 角川書店

大島弓子 ｵｵｼﾏﾕﾐｺ わたしたちができるまで 角川書店

大友克洋 ｵｵﾄﾓｶﾂﾋﾛ 気分はもう戦争 双葉社

大友克洋 ｵｵﾄﾓｶﾂﾋﾛ 童夢 双葉社

大友克洋 ｵｵﾄﾓｶﾂﾋﾛ ハイウェイスター 双葉社

大友克洋 ｵｵﾄﾓｶﾂﾋﾛ さよならにっぽん 双葉社

大友克洋 ｵｵﾄﾓｶﾂﾋﾛ ショート・ピース 双葉社

大友克洋 ｵｵﾄﾓｶﾂﾋﾛ ＳＯＳ大東京探検隊 講談社

おおの藻梨以 ｵｵﾉﾓﾘｲ くにたち物語 講談社

大宮嵐 ｵｵﾐﾔｱﾗｼ 心臓に杭を打ちつけて 集英社

おおやちき ｵｵﾔﾁｷ おじゃまさんリュリュ 集英社

大雪師走 ｵｵﾕｷｼﾜｽ ハムスターの研究レポート 偕成社

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

おがきちか ｵｶﾞｷﾁｶ Landreaall 一迅社

おがきちか ｵｶﾞｷﾁｶ ハニコイ 少年画報社

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ ｐｉｎｋ マガジンハウス

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ ハッピィ・ハウス 主婦と生活社

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ くちびるから散弾銃 講談社

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ 文藝別冊　岡崎京子 河出書房新社

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ ｐｉｎｋ マガジンハウス

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ ヘルタースケルター 祥伝社

岡崎京子 ｵｶｻﾞｷｷｮｳｺ 僕たちは何だかすべて忘れてしまうね 平凡社

岡崎武士 ｵｶｻﾞｷﾀｹｼ 精霊使い 角川書店

岡田あーみん ｵｶﾀﾞｱｰﾐﾝ お父さんは心配性 集英社

御徒町鳩 ｵｶﾁﾏﾁﾊﾄ 魔女子っス！ ブルーパブリッシング・アスキーメディアワークス

御徒町鳩 ｵｶﾁﾏﾁﾊﾄ ファンタジー 太田出版

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 陰陽師 白泉社

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 妙技の報酬 小学館

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 両国花錦闘士 豪華愛蔵版 小学館

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ ファンシィダンス 小学館

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 妖魅変成夜話 平凡社

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 陰陽師 白泉社

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 両国花錦闘士 小学館

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ コーリング マガジンハウス

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 両国花錦闘士 スコラ

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 妖魅変成夜話 スコラ

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 消え去りしもの スコラ

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ ディアーヌ・ド・ロゼの陰謀 新書館

岡野玲子 ｵｶﾉﾚｲｺ 妙技の報酬 小学館

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

オカヤイヅミ ｵｶﾔｲﾂﾞﾐ ものするひと 角川書店

オカヤイヅミ ｵｶﾔｲﾂﾞﾐ みつば通り商店街にて エンターブレイン

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　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

荻野真 ｵｷﾞﾉﾏｺﾄ 孔雀王 退魔聖伝 集英社

小椋冬美 ｵｸﾞﾗﾌﾕﾐ 天のテラス 講談社

小椋冬美 ｵｸﾞﾗﾌﾕﾐ ローズガーデン 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

尾崎かおり ｵｻﾞｷｶｵﾘ メテオ,メトセラ 新書館

尾崎かおり ｵｻﾞｷｶｵﾘ 金のひつじ 講談社

尾崎かおり ｵｻﾞｷｶｵﾘ 人魚王子 新書館

尾崎南 ｵｻﾞｷﾐﾅﾐ 絶愛-1989- 集英社

小沢かな ｵｻﾞﾜｶﾅ ブルーサーマル 新潮社

おざわゆき ｵｻﾞﾜﾕｷ 凍りの掌 講談社

押見修造 ｵｼﾐｼｭｳｿﾞｳ 惡の華 講談社

尾瀬あきら ｵｾﾞｱｷﾗ 奈津の蔵 講談社

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾅｷﾞｻ 俺のスキな子がブラコンすぎる!! 小学館

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾅｷﾞｻ 亜子サマの忠犬 小学館

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾅｷﾞｻ 彼氏育成計画 小学館

小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾅｷﾞｻ 美形がそんなにえらいのか？ 小学館



小田切渚 ｵﾀﾞｷﾞﾘﾅｷﾞｻ 王子どもと同棲はじめてみます 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

オノ・ナツメ ｵﾉﾅﾂﾒ さらい屋　五葉 小学館

オノ・ナツメ ｵﾉﾅﾂﾒ ＧＥＮＴＥ 太田出版

オノ・ナツメ ｵﾉﾅﾂﾒ リストランテ・パラディーゾ 太田出版

オノ・ナツメ ｵﾉﾅﾂﾒ Ｌａ　Ｑｕｉｎｔａ　Ｃａｍｅｒａ　5番目の部屋 小学館

オノ・ナツメ ｵﾉﾅﾂﾒ ｎｏｔ　ｓｉｍｐｌｅ 小学館

小野弥夢 ｵﾉﾋﾛﾑ Ｌａｄｙ　Ｌｏｖｅ 講談社

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

小原愼司 ｵﾊﾗｼﾝｼﾞ 二十面相の娘 メディアファクトリー

折原みと ｵﾘﾊﾗﾐﾄ 卒業までの１０００日 実業之日本社

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

貝塚ひろし ｶｲﾂﾞｶﾋﾛｼ 烈風 秋田書店

花郁悠紀子 ｶｲﾕｷｺ フェネラ 秋田書店

花郁悠紀子 ｶｲﾕｷｺ 踊って死神さん 秋田書店

花郁悠紀子 ｶｲﾕｷｺ 四季つづり 秋田書店

花郁悠紀子 ｶｲﾕｷｺ カルキのくる日 秋田書店

花郁悠紀子 ｶｲﾕｷｺ 白木蓮抄 秋田書店

カサハラテツロー ｶｻﾊﾗﾃﾂﾛｰ ライドバック 小学館

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

梶原一騎/川崎のぼる ｶｼﾞﾜﾗｲﾂｷ/ｶﾜｻｷﾉﾎﾞﾙ 巨人の星 講談社

梶原一騎/つのだじろう/影丸譲也 ｶｼﾞﾜﾗｲﾂｷ/ﾂﾉﾀﾞｼﾞﾛｳ/ｶｹﾞﾏﾙｼﾞｮｳﾔ 空手バカ一代 講談社

梶原一騎/永島慎二 ｶｼﾞﾜﾗｲﾂｷ/ﾅｶﾞｼﾏｼﾝｼﾞ 柔道一直線 講談社

かずはじめ ｶｽﾞﾊｼﾞﾒ MIND ASSASSIN 集英社

風忍 ｶｾﾞｼﾉﾌﾞ 地上最強の男竜 朝日ソノラマ

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 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 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



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 他 ｶﾀﾔﾏｼｭｳ 幕末魂！ 新書館

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

桂正和 ｶﾂﾗﾏｻｶｽﾞ ウイングマン 集英社

カトウコトノ ｶﾄｳｺﾄﾉ 将国のアルタイル 講談社

加藤唯史 ｶﾄｳﾀﾀﾞｼ ロン先生の虫眼鏡 秋田書店

加藤知子 ｶﾄｳﾄﾓｺ 異国館ダンディ 白泉社

門橋靖人 ｶﾄﾞﾊｼﾔｽﾄ 怪傑!!トド課長 講談社

カネタケ製菓 ｶﾈﾀｹｾｲｶ ブックイーター 竹書房

カネタケ製菓 ｶﾈﾀｹｾｲｶ ストロベリー・ゴー・ラウンド 秋田書店

カネダ工房/角丸つぶら ｶﾈﾀﾞｺｳﾎﾞｳ ｶﾄﾞﾏﾙﾂﾌﾞﾗ メンズ萌えキャラクターの描き方　顔・からだ編 ホビージャパン

カネダ工房/角丸つぶら ｶﾈﾀﾞｺｳﾎﾞｳ ｶﾄﾞﾏﾙﾂﾌﾞﾗ 萌えキャラクターの描き方　しぐさ・感情表現編 ホビージャパン

加納あずま ｶﾉｳｱｽﾞﾏ カラスの休日 集英社

加納あずま ｶﾉｳｱｽﾞﾏ 毎日がピクニック 集英社

加納あずま ｶﾉｳｱｽﾞﾏ 友だちの友だち 集英社

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

叶精二 ｶﾉｳｾｲｼﾞ マンガで探検！アニメーションのひみつ 大月書店

かばた松本 ｶﾊﾞﾀﾏﾂﾓﾄ 路地裏バンチ 集英社

鎌谷悠希 ｶﾏﾀﾆﾕｳｷ 隠の王 スクウェアエニックス

上条明峰 ｶﾐｼﾞｮｳｱｷﾐﾈ SAMURAI DEEPER KYO 講談社

上條淳士 ｶﾐｼﾞｮｳｱﾂｼ Tｏ-ｙ 小学館

上條淳士 ｶﾐｼﾞｮｳｱﾂｼ Ｔｏ－ｙ 小学館

神矢みのる ｶﾐﾔﾐﾉﾙ プラレス3四郎 秋田書店

カム ｶﾑ キラキラ光る嘘の粒 講談社

カメントツ ｶﾒﾝﾄﾂ カメントツの漫画ならず道 小学館

鴨居まさね ｶﾓｲﾏｻﾈ 君の天井は僕の床 集英社

鴨川つばめ ｶﾓｶﾞﾜﾂﾊﾞﾒ マカロニほうれん荘 秋田書店

雁須磨子 ｶﾘｽﾏｺ どいつもこいつも 白泉社

カレー沢薫 ｶﾚｰｻﾞﾜｶｵﾙ nya-eyes 講談社

河あきら ｶﾜｱｷﾗ いらかの波 集英社

河合克敏 ｶﾜｲｶﾂﾄｼ とめはねっ！ 小学館

かわぐちかいじ ｶﾜｸﾞﾁｶｲｼﾞ 沈黙の艦隊 講談社

川口まどか他 ｶﾜｸﾞﾁﾏﾄﾞｶ ﾎｶ 星新一　午後の恐竜 秋田書店

河惣益巳 ｶﾜｿｳﾏｽﾐ ツーリング・エクスプレス 白泉社



河惣益巳 ｶﾜｿｳﾏｽﾐ レコンキスタ 白泉社

河惣益巳 ｶﾜｿｳﾏｽﾐ ハニー・ヴァイオレット 白泉社

河惣益巳 ｶﾜｿｳﾏｽﾐ ツーリング・エクスプレス 白泉社

河内遙 ｶﾜﾁﾊﾙｶ 時代短編集　チルヒ 小池書院

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ フロイト1/2 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ 笑う大天使 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ ワタシの川原泉 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ メイプル戦記 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ バビロンまで何マイル？ 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ ゲートボール殺人事件 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ カレーの王子様 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ 空の食欲魔人 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ 美貌の果実 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ 中国の壺 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ 甲子園の空に笑え！ 白泉社

川原泉 ｶﾜﾊﾗｲｽﾞﾐ 銀のロマンティック…わはは 白泉社

川原由美子 ｶﾜﾊﾗﾕﾐｺ ソルジャーボーイ 小学館

川原由美子 ｶﾜﾊﾗﾕﾐｺ 前略・ミルクハウス 小学館

川原由美子 ｶﾜﾊﾗﾕﾐｺ 観用少女 朝日ソノラマ

川原由美子 ｶﾜﾊﾗﾕﾐｺ 観用少女 朝日新聞出版

韓国書籍 ｶﾝｺｸｼｮｾｷ 韓国書籍

木尾士目 ｷｵｼﾓｸ げんしけん 講談社

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 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

木城ゆきと ｷｼﾞﾛﾕｷﾄ 銃夢　ガンム 集英社

きたがわ翔 ｷﾀｶﾞﾜｼｮｳ PUREボーイ 集英社

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

鬼頭莫宏 ｷﾄｳﾓﾋﾛ ぼくらの 小学館

木下さくら ｷﾉｼﾀｻｸﾗ 魔探偵ロギ エニックス

紀ノ目 ｷﾉﾒ ロジカとラッカセイ 新潮社

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

木葉功一 ｷﾊﾞｺｳｲﾁ フルーツ 小学館

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 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

樹原ちさと他 ｷﾊﾗﾁｻﾄ 鳥っこ倶楽部 あおば出版

木原敏江 ｷﾊﾗﾄｼｴ 摩利と新吾 白泉社

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

木村紺 ｷﾑﾗｺﾝ マイボーイ 講談社

木村光博 ｷﾑﾗﾐﾂﾋﾛ 逆境の魂 株式会社阪本商会

樹村みのり ｷﾑﾗﾐﾉﾘ ポケットの中の季節 小学館

樹村みのり ｷﾑﾗﾐﾉﾘ 菜の花畑のむこうとこちら ブロンズ社

Cuvie ｷｭｰﾋﾞｰ 絢爛たるグランドセーヌ 秋田書店

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

牛次郎/ビッグ錠 ｷﾞｭｳｼﾞﾛｳ/ﾋﾞｯｸﾞｼﾞｮｳ 包丁人　味平 集英社

今日マチ子 ｷｮｳﾏﾁｺ みつあみの神様 集英社

清原なつの ｷﾖﾊﾗﾅﾂﾉ 千利休 本の雑誌社

清原なつの ｷﾖﾊﾗﾅﾂﾉ 3丁目のサテンドール 集英社

清原なつの ｷﾖﾊﾗﾅﾂﾉ 未来より愛をこめて 集英社

清原なつの ｷﾖﾊﾗﾅﾂﾉ 花岡ちゃんの夏休み 集英社

清原なつの ｷﾖﾊﾗﾅﾂﾉ 飛鳥昔語り 早川書房

鬼龍駿河 ｷﾘｭｳｽﾙｶﾞ 乙女ループ 白泉社

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

楠本まき ｸｽﾓﾄﾏｷ HOT HOT HOT 集英社

楠本まき ｸｽﾓﾄﾏｷ KISSＸＸＸＸ 集英社

楠本まき ｸｽﾓﾄﾏｷ Kの葬列 集英社

楠本まき ｸｽﾓﾄﾏｷ いかさま海亀のスープ 新書館

楠本まき ｸｽﾓﾄﾏｷ 耽美生活百科 集英社

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

玖保キリコ ｸﾎﾞｷﾘｺ いまどき　こども 小学館

久保ミツロウ ｸﾎﾞﾐﾂﾛｳ アゲイン 講談社

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

熊倉裕一 ｸﾏｸﾗﾕｳｲﾁ U-1　ｋｕｍａｋｕｒａ　Ｗｏｒｋｓ　1995-2001 講談社

倉多江美 ｸﾗﾀｴﾐ 静粛に、天才只今勉強中！ 潮出版社

くらもちふさこ ｸﾗﾓﾁﾌｻｺ 天然コケッコー 集英社

くらもちふさこ ｸﾗﾓﾁﾌｻｺ 海の天辺 集英社

くらもちふさこ ｸﾗﾓﾁﾌｻｺ アンコールが3回 集英社

くらもちふさこ ｸﾗﾓﾁﾌｻｺ いつもポケットにショパン 集英社

くらもちふさこ ｸﾗﾓﾁﾌｻｺ 東京カサノバ 集英社

ＣＬＡＭＰ ｸﾗﾝﾌﾟ カードキャプターさくら 講談社



ＣＬＡＭＰ ｸﾗﾝﾌﾟ 聖伝 新書館

ＣＬＡＭＰ ｸﾗﾝﾌﾟ ツバサ　限定版 講談社

栗原まもる ｸﾘﾊﾗﾏﾓﾙ バガージマヌパナス―わたしの島の物語 講談社

車田正美 ｸﾙﾏﾀﾞﾏｻﾐ 風魔の小次郎 集英社

胡桃ちの ｸﾙﾐﾁﾉ アキナイ　ダマシイ 双葉社

呉由姫 ｸﾚﾕｷ 金色のコルダ 白泉社

黒田硫黄 ｸﾛﾀﾞｲｵｳ セクシーボイスアンドロボ 小学館

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

けらけいこ ｹﾗｹｲｺ あたしンち メディアファクトリー

ケリー篠沢 ｹﾘｰｼﾉｻﾞﾜ 聖書と古代中国の7つの謎 スマイルブックス

小池田マヤ ｺｲｹﾀﾞﾏﾔ 鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす 双葉社

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

小糸さよ ｺｲﾄｻﾖ 印伝さんと縁結び 宙出版

高河ゆん ｺｳｶﾞﾕﾝ アーシアン 新書館

高河ゆん ｺｳｶﾞﾕﾝ アーシアン 新書館

郷田マモラ ｺﾞｳﾀﾞﾏﾓﾗ モリのアサガオ 双葉社

業田良家 ｺﾞｳﾀﾞﾖｼｲｴ 自虐の詩 竹書房

こうの史代 ｺｳﾉﾌﾐﾖ 夕凪の街 桜の国 双葉社

こうの史代 ｺｳﾉﾌﾐﾖ この世界の片隅で 双葉社

河野やす子 ｺｳﾉﾔｽｺ ぷれりゅーど　ヤッコの恋愛バイブル 小学館

古賀真一 ｺｶﾞｼﾝｲﾁ エコエコアザラク 秋田書店

小坂俊史 ｺｻｶｼｭﾝｼﾞ 中央モノローグ線 竹書房

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

小玉有起 ｺﾀﾞﾏﾕｳｷ ハマトラ 集英社

琴川彩 ｺﾄｶﾜｱﾔ ランプル 新書館

こなみ詔子 ｺﾅﾐｼｮｳｺ 新あねさんは委員長 新書館

許斐剛 ｺﾉﾐﾀｹｼ テニスの王子様 集英社

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 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

小林源文 ｺﾊﾞﾔｼﾓﾄﾌﾐ RAID ON TOKYO ソフトバンククリエイティブ

小林よしのり ｺﾊﾞﾔｼﾖｼﾉﾘ おぼっちゃまくん 小学館

小森羊仔 ｺﾓﾘﾖｳｺ 木蔭くんは魔女。 集英社

小山ゆう ｺﾔﾏﾕｳ おれは直角 小学館

コンタロウ ｺﾝﾀﾛｳ 1・2のアッホ!! 集英社

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

才谷屋龍一 ｻｲﾀﾆﾔﾘｮｳｲﾁ ガールズ＆パンツァー メディアファクトリー

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

さいとうたかお ｻｲﾄｳﾀｶｵ 大宰相 講談社

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

さいとう林子 ｻｲﾄｳﾘﾝｺ ルーモア・ヒューモア 祥伝社

西原理恵子 ｻｲﾊﾞﾗﾘｴｺ ぼくんち 小学館

柴門ふみ ｻｲﾓﾝﾌﾐ 東京ラブストーリー 小学館

柴門ふみ ｻｲﾓﾝﾌﾐ 東京ラブストーリーAfter25 years 小学館

酒井美羽 ｻｶｲﾐﾜ お坊っちゃまナイスですね 白泉社

酒井美羽 ｻｶｲﾐﾜ 教師にやらせな！ 角川書店

酒井美羽 ｻｶｲﾐﾜ 痛いの痛いのとんでいけ 白泉社

坂口尚 ｻｶｸﾞﾁﾋｻｼ あっかんべぇ一休 講談社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ バジル氏の優雅な生活 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ マーガレットとご主人の底抜け珍道中 小学館

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 珍見異聞 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 黄金の梨 秋田書店

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 闇夜の本 朝日ソノラマ

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 水の森奇譚 偕成社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 伊平次とわらわ 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ダンジョンズ＆ドラゴンズ 講談社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ビギン・ザ・ビギン 主婦と生活社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 珍犬デュカスのミステリー 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ライム博士の１２か月 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 青絹の風 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ おばけ地帯 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ノーベル・マンション 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ チャンの騎士たち 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ぼくらは優等生　D班レポート 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ゾウの肩かけ 秋田書店

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 星食い 朝日ソノラマ

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ チューくんとハイちゃん 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ サタニックブランチ 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ サカタさんのおばけ屋敷 ＪＩＶＥ

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ライアンの娘 復刊ドットコム

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 叔父様は死の迷惑 角川書店

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ タイニ―ポムポム 小学館

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ たぷたぷだいあり 朝日新聞出版

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 海に行かないか 朝日新聞出版

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ よなきうどん マガジンマガジン

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ パエトーン 新書館

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ デル・カント・バジェット エニックス

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ サカタ食堂 JIVE



坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ サカタ食堂　おまかせ定食 JIVE

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ へだたり JIVE

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ マイルズ卿ものがたり 新書館

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ビーストテイル 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 天花粉 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ アジア変幻記①カヤンとクシ 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ アジア変幻記②塔にふる雪 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ イソップ扁桃腺 潮出版社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 花模様の迷路 新書館

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ エレファントマン・ライフ 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ ピーターとピスターチ 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 水の片鱗　マクグラン画廊 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 常夏DEサンバ 主婦と生活社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ マンガ日本の古典7　堤中納言物語 中央公論社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 時間を我等に 早川書房

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ バラエティギフト 秋田書店

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 村野 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ パパゲーノ MOE出版

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 探偵ゲーム 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 月と博士 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ チューくんとハイちゃん 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 記念写真 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 緑が丘3丁目 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 闇月王 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ シマウマ 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ 怪奇体験談 双葉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ パスタ野郎 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ キムチ 白泉社

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ サカタ荘221号室 PHP研究所

坂田靖子 ｻｶﾀﾔｽｺ バスカビルの魔物 早川書房

咲坂伊緒 ｻｷｻｶｲｵ ストロボ・エッジ 集英社

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

佐久間智代 ｻｸﾏﾄﾓﾖ きらめく波の飛沫 角川書店

桜沢エリカ ｻｸﾗｻﾞﾜｴﾘｶ 世界の終わりには君と一緒に 主婦と生活社

桜沢エリカ ｻｸﾗｻﾞﾜｴﾘｶ プール 幻冬舎

桜玉吉 ｻｸﾗﾀﾏｷﾁ 防衛漫玉日記 アスキー・エンターブレイン

さくらももこ ｻｸﾗﾓﾓｺ ちびまる子ちゃん 集英社

佐々木泉 ｻｻｷｲｽﾞﾐ 墨戯王 べいふつ 小学館

佐々木淳子 ｻｻｷｼﾞｭﾝｺ ダークグリーン 小学館

佐々木淳子 ｻｻｷｼﾞｭﾝｺ 那由他 小学館

佐々木倫子 ｻｻｷﾉﾘｺ 動物のお医者さん 白泉社

佐々木倫子 ｻｻｷﾉﾘｺ 林檎でダイエット 白泉社

佐々木倫子 ｻｻｷﾉﾘｺ 代名詞の迷宮 白泉社

佐々木倫子 ｻｻｷﾉﾘｺ 食卓の魔術師 白泉社

ささやななえ ｻｻﾔﾅﾅｴ 真貴子 集英社

ささやななえ ｻｻﾔﾅﾅｴ たたらの辻に… 小学館

ささやななえ ｻｻﾔﾅﾅｴ 凍りついた瞳 集英社

さそうあきら ｻｿｳｱｷﾗ 神童 双葉社

貞本義行 ｻﾀﾞﾓﾄﾖｼﾕｷ 新世紀エヴァンゲリオン 角川書店

さだやす圭 ｻﾀﾞﾔｽｹｲ ああ播磨灘 講談社

左藤圭右 ｻﾄｳｹｲｽｹ リトルウィッチアカデミア エンターブレイン

佐藤史生 ｻﾄｳｼｵ 夢見る惑星 小学館

佐藤史生 ｻﾄｳｼｵ ワン・ゼロ 小学館

里中満智子 ｻﾄﾅｶﾏﾁｺ 戦国美濃の群像 岐阜県

里中満智子 ｻﾄﾅｶﾏﾁｺ 飛騨の匠 岐阜県

里中満智子 ｻﾄﾅｶﾏﾁｺ 天上の虹 講談社

里中満智子 ｻﾄﾅｶﾏﾁｺ アリエスの乙女たち 講談社

里中満智子 ｻﾄﾅｶﾏﾁｺ 長屋王残照記 講談社

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

沙村広明 ｻﾑﾗﾋﾛｱｷ 無限の住人 講談社

さらみ ｻﾗﾐ ピカエル 講談社

猿屋ハチ ｻﾙﾔﾊﾁ 三連アルチザン ブライト出版

澤井健 ｻﾜｲｹﾝ イオナ 小学館

サンライズ ｻﾝﾗｲｽﾞ サンライズ全作品集成1977-2007 サンライズ

椎名高志 ｼｲﾅﾀｶｼ GS美神　極楽大作戦!! 小学館

式部玲 ｼｷﾌﾞｱｷﾗ JESUS×DOGS 一迅社

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

紫堂恭子 ｼﾄｳｷｮｳｺ グラン・ローヴァ物語 潮出版社

シナガワ ｼﾅｶﾞﾜ 俺の作ったゲーム、クソだってよ。 一迅社

シナガワ ｼﾅｶﾞﾜ 聞いてるの？マネージャー 一迅社

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

篠原烏童 ｼﾉﾊﾗｳﾄﾞｳ 週末に会いましょう 朝日ソノラマ

篠原千絵 ｼﾉﾊﾗﾁｴ 天は赤い河のほとり 小学館

篠有紀子 ｼﾉﾕｷｺ アルトの声の少女 白泉社

柴田昌弘 ｼﾊﾞﾀﾏｻﾋﾛ 赤い牙　ブルーソネット 白泉社

柴田昌弘 ｼﾊﾞﾀﾏｻﾋﾛ 赤い牙Ⅱ　鳥たちの午後 集英社

柴田昌弘 ｼﾊﾞﾀﾏｻﾋﾛ 赤い牙Ⅲ さよなら雪うさぎ 集英社

柴田昌弘 ｼﾊﾞﾀﾏｻﾋﾛ 赤い牙Ⅳ タロン・闇に舞うタカ 集英社

柴田昌弘 ｼﾊﾞﾀﾏｻﾋﾛ 赤い牙ブルーソネット 白泉社

島本和彦 ｼﾏﾓﾄｶｽﾞﾋｺ 炎の転校生 小学館

島本和彦 ｼﾏﾓﾄｶｽﾞﾋｺ スカルマン メディアファクトリー

島本和彦 ｼﾏﾓﾄｶｽﾞﾋｺ 挑戦者 小学館

清水玲子 ｼﾐｽﾞﾚｲｺ 月の子 白泉社

ジョージ秋山 ｼﾞｮｰｼﾞｱｷﾔﾏ アシュラ 幻冬舎

庄司陽子 ｼｮｳｼﾞﾖｳｺ ＧＩＤ 講談社

庄司陽子 ｼｮｳｼﾞﾖｳｺ 生徒諸君！ 講談社

庄司陽子 ｼｮｳｼﾞﾖｳｺ 生徒諸君！外伝 講談社

白梅ナズナ ｼﾗｳﾒﾅｽﾞﾅ オパパコト 講談社

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 狼小僧 集英社

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ サスケ 小学館

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ カムイ伝 小学館

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 忍者武芸帳 影丸伝 小学館

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 忍法秘話 小学館

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 忍者旋風 集英社

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 真田剣流 集英社

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ シートン動物記 集英社

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 風魔 集英社

白土三平 ｼﾗﾄｻﾝﾍﾟｲ 赤目 集英社

しりあがり寿 ｼﾘｱｶﾞﾘｺﾄﾌﾞｷ 弥次喜多inDEEP 廉価版 エンターブレイン

しりあがり寿 ｼﾘｱｶﾞﾘｺﾄﾌﾞｷ 続　ヒゲのＯＬ藪内笹子 竹書房

しりあがり寿 ｼﾘｱｶﾞﾘｺﾄﾌﾞｷ ヒゲのＯＬ藪内笹子 竹書房

しりあがり寿 ｼﾘｱｶﾞﾘｺﾄﾌﾞｷ 続　ヒゲのＯＬ藪内笹子 夢の章 竹書房

しりあがり寿 ｼﾘｱｶﾞﾘｺﾄﾌﾞｷ 真夜中のヒゲの弥次さん喜多さん エンターブレイン

士郎正宗 ｼﾛｳﾏｻﾑﾈ 攻殻機動隊 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 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

新谷かおる ｼﾝﾀﾆｶｵﾙ 砂の薔薇 白泉社

新谷かおる ｼﾝﾀﾆｶｵﾙ 戦場ロマンシリーズ 秋田書店

伸たまき ｼﾝﾀﾏｷ 2821コカコーラ 新書館

伸たまき ｼﾝﾀﾏｷ 青また青 新書館

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

慎本真 ｼﾝﾓﾄｼﾝ SSB-超青春姉弟S- フレックスコミックス

杉浦日向子 ｽｷﾞｳﾗﾋﾅｺ 百日紅 実業之日本社

杉浦日向子 ｽｷﾞｳﾗﾋﾅｺ 百物語 新潮社

杉浦日向子 ｽｷﾞｳﾗﾋﾅｺ ユリイカ2008年10月臨時増刊号　杉浦日向子 青土社

杉江翼 ｽｷﾞｴﾀｽｸ 天神-TENJIN- 集英社

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

杉本亜未 ｽｷﾞﾓﾄｱﾐ ファンタジウム 講談社

杉本萌 ｽｷﾞﾓﾄﾓｴ たりんたらん 講談社

鈴木央 ｽｽﾞｷﾅｶﾊﾞ 七つの大罪 講談社

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

鈴木由美子 ｽｽﾞｷﾕﾐｺ 白鳥麗子でございます! 講談社

鈴木由美子 ｽｽﾞｷﾕﾐｺ ジョーダンはよしこちゃん！ 講談社

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

須藤真澄 ｽﾄﾞｳﾏｽﾐ アクアリウム 新声社

須藤真澄 ｽﾄﾞｳﾏｽﾐ ゆず 秋田書店

皇なつき ｽﾒﾗｷﾞﾅﾂｷ 梁山泊と祝英台 角川書店

諏訪緑　 ｽﾜﾐﾄﾞﾘ 玄奘西域記 小学館

諏訪緑　 ｽﾜﾐﾄﾞﾘ 諸葛孔明　時の地平線 小学館

惣領冬実 ｿｳﾘｮｳﾌﾕﾐ ＭＡＲＳ　マース 講談社

惣領冬実 ｿｳﾘｮｳﾌﾕﾐ MARS-マース- 講談社

曽我部修司 ｿｶﾞﾍﾞｼｭｳｼﾞ ペルソナ４ アスキーメディアワークス

曽田正人 ｿﾀﾞﾏｻﾄ カペタ 講談社

曽田正人 ｿﾀﾞﾏｻﾄ 昴 小学館

園田健一 ｿﾉﾀﾞｹﾝｲﾁ 砲神エグザクソン 講談社

染谷みのる ｿﾒﾔﾐﾉﾙ サンタクロースの候補生 芳文社

たうみまゆ ﾀｳﾐﾏﾕ まちがいだらけの恋愛道場 芳文社

高尾滋 ﾀｶｵｼｹﾞﾙ 忘れ雪の降る頃 白泉社

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

高口里純 ﾀｶｸﾞﾁｻﾄｽﾐ ロンタイＢＡＢＹ 講談社

高口里純 ﾀｶｸﾞﾁｻﾄｽﾐ 花のあすか組！ 角川書店

高口里純 ﾀｶｸﾞﾁｻﾄｽﾐ ロンタイＢＡＢＹ 講談社

高階良子 ﾀｶｼﾅﾘｮｳｺ 交換日記殺人事件 講談社

高階良子 ﾀｶｼﾅﾘｮｳｺ 修学旅行殺人事件 講談社

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



たかなししずえ ﾀｶﾅｼｼｽﾞｴ おはよう！スパンク 講談社

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

高野まさこ ﾀｶﾉﾏｻｺ シュガーベビー 白泉社

高橋千鶴 ﾀｶﾊｼﾁﾂﾞﾙ GOODMORNINGメグ 講談社

髙橋千鶴 ﾀｶﾊｼﾁﾂﾞﾙ わくわくファンタジア 講談社

髙橋千鶴 ﾀｶﾊｼﾁﾂﾞﾙ さくらんぼデュエット 講談社

髙橋千鶴 ﾀｶﾊｼﾁﾂﾞﾙ きゃらめるフィーリング 講談社

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

高橋由佳利 ﾀｶﾊｼﾕｶﾘ プラスティック・ドール 集英社

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 剣客　渋井柿之介 集英社

高橋洋一 ﾀｶﾊｼﾖｳｲﾁ キャプテン翼 集英社

高橋葉介 ﾀｶﾊｼﾖｳｽｹ 夢幻紳士　怪奇編 朝日ソノラマ

高橋葉介 ﾀｶﾊｼﾖｳｽｹ 怪談 朝日ソノラマ

高橋葉介 ﾀｶﾊｼﾖｳｽｹ 仮面少年 朝日ソノラマ

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

高橋亮子 ﾀｶﾊｼﾘｮｳｺ 風いろ日記 小学館

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 1ポンドの福音 小学館

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

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

たがみよしひさ ﾀｶﾞﾐﾖｼﾋｻ 軽井沢シンドローム 小学館

田亀源五郎 ﾀｶﾞﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 弟の夫 双葉社

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 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

武内直子 ﾀｹｳﾁﾅｵｺ 美少女戦士セーラームーン 講談社

竹谷州史 ﾀｹﾀﾆｼｭｳｼﾞ やすらかモンスターズ 講談社

竹田真理子 ﾀｹﾀﾞﾏﾘｺ 涙をラッピング 講談社

武梨えり ﾀｹﾅｼｴﾘ かんなぎ 一迅社

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

嶽まいこ ﾀﾞｹﾏｲｺ なんてことないふつうの夜に 祥伝社

竹宮恵子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 風と木の詩 小学館

竹宮恵子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 私を月まで連れてって！ 小学館

竹宮恵子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ ファラオの墓 スクウェアエニックス

竹宮恵子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 夏への扉 白泉社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 風と木の詩 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 告白 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ エデン2185 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 地球へ… 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ まぼろしの旗 小学館

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 天馬的血族 中国語

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ エルメスの道 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 天馬の血族 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 吾妻鏡 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 吾妻鏡 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 地球へ… 朝日ソノラマ

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 地球へ… 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 紅にほふ 小学館

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 地球へ… 嶋中書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 紅にほふ 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ アンドロメダ・ストーリーズ 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 平家落人伝説　まぼろしの旗 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ エルメスの道 中央公論社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 嘘つきな真珠たち 小学館

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ オルフェの遺言 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 扉はひらくいくたびも 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ ブライドの憂鬱 白泉社

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ ロンド・カプリチオーソ 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 会話 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ ワン・ノート・サンバ 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ ウェディング・ライセンス 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 空が好き！ 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ 七階からの手紙 角川書店

竹宮惠子 ﾀｹﾐﾔｹｲｺ ヴァージン・ラビット 角川書店

竹本泉 ﾀｹﾓﾄｲｽﾞﾐ ちょっとコマーシャル 講談社

竹本泉 ﾀｹﾓﾄｲｽﾞﾐ 虹色♪爆発娘 主婦と生活社

竹本泉 ﾀｹﾓﾄｲｽﾞﾐ 夢見る7月猫 エンターブレイン

竹本泉 ﾀｹﾓﾄｲｽﾞﾐ 苺タイムス 講談社

竹本泉 ﾀｹﾓﾄｲｽﾞﾐ あんみつ姫２　みつの巻 主婦と生活社

田島昭宇 ﾀｼﾞﾏｼｮｳｳ MADARA 角川書店

田島昭宇 ﾀｼﾞﾏｼｮｳｳ 多重人格探偵サイコ 角川書店

田島列島 ﾀｼﾞﾏﾚｯﾄｳ 水は海に向かって流れる 講談社

田代あゆむ ﾀｼﾛｱﾕﾑ ちょっとびっくり箱 講談社

多田かおる ﾀﾀﾞｶｵﾙ 君の名はデボラ 集英社



多田かおる ﾀﾀﾞｶｵﾙ イタズラなKiss 集英社

タダノなつ ﾀﾀﾞﾉﾅﾂ ゆくゆくふたり フロンティアワークス

多田乃伸明 ﾀﾀﾞﾉﾉﾌﾞｱｷ ブレイントラッカー 講談社

太刀掛秀子 ﾀﾁｶｹﾋﾃﾞｺ 花ぶらんこゆれて… 集英社

橘皆無 ﾀﾁﾊﾞﾅｶｲﾑ 特務戦隊　シャインズマン 学研

立原あゆみ ﾀﾁﾊﾗｱﾕﾐ 麦ちゃんのヰタ・セクスアリス 集英社

立原あゆみ ﾀﾁﾊﾗｱﾕﾐ すーぱーアスパラガス 秋田書店

田中相 ﾀﾅｶｱｲ 地上はポケットの中の庭 講談社

田中メカ ﾀﾅｶﾒｶ 天然パールピンク 白泉社

田中圭一 ﾀﾅｹｹｲｲﾁ 神罰 イーストプレス

谷口ジロー ﾀﾆｸﾞﾁｼﾞﾛｰ 神々の山嶺 集英社

田畠裕基 ﾀﾊﾞﾀﾕｳｷ HUNGRY JOKER 集英社

田渕由美子 ﾀﾌﾞﾁﾕﾐｺ 林檎ものがたり 集英社

たむらあやこ ﾀﾑﾗ 楽園タクシー配車日報 講談社

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

田村由美 ﾀﾑﾗﾕﾐ BASARA 小学館

タヤマ碧 ﾀﾔﾏﾐﾄﾞﾘ 氷上のクラウン 講談社

ちばてつや ﾁﾊﾞﾃﾂﾔ あしたのジョー　豪華愛蔵版 講談社上製

ちばてつや ﾁﾊﾞﾃﾂﾔ あしたのジョー 講談社

CHOCO ﾁｮｺ イグナクロス零号駅 アスキーメディアワークス

つかさ美人 ﾂｶｻﾋﾞｼﾞﾝ 警視正・中務義人 双葉社

辻なおき ﾂｼﾞﾅｵｷ 0戦はやと 朝日ソノラマ

津田雅美 ﾂﾀﾞﾏｻﾐ 彼氏彼女の事情 白泉社

土田世紀 ﾂﾁﾀﾞｾｲｷ 夜回り先生 小学館

土田世紀 ﾂﾁﾀﾞｾｲｷ 同じ月を見ている 小学館

土田よしこ ﾂﾁﾀﾞﾖｼｺ きみどりみどろあおみどろ 中央公論新社

堤谷菜央 ﾂﾂﾐﾀﾆﾅｵ ＢＡＢＹ　ＢＬＵＥ　ＨＥＡＶＥＮ 祥伝社

ツナミノユウ ﾂﾅﾐﾉ ふたりモノローグ 講談社

つのだじろう ﾂﾉﾀﾞｼﾞﾛｳ 恐怖新聞 秋田書店

椿いづみ ﾂﾊﾞｷｲﾂﾞﾐ 月刊少女野崎くん　アンソロジー スクウェアエニックス

椿いづみ ﾂﾊﾞｷｲﾂﾞﾐ 月刊少女野崎くん　公式ファンブック スクウェアエニックス

紡木たく ﾂﾑｷﾞﾀｸ ホットロード 集英社

紡木たく ﾂﾑｷﾞﾀｸ かなしみのまち 集英社

鶴田謙二 ﾂﾙﾀｹﾝｼﾞ Spirit of wonder 講談社

鶴田謙二 ﾂﾙﾀｹﾝｼﾞ おもいでエマノン 徳間書店

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

Ｔ長 ﾃｨｰﾁｮｳ しをちゃんとぼく 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 珍念と京ちゃん 京都漫画研究会

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ブラック・ジャック 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ エンゼルの丘 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ リボンの騎士 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 火の鳥　少女クラブ版 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 双子の騎士 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ばるぼら 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 奇子 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ BLACK JACK 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 鉄腕アトム 光文社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 火の鳥 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ブッダ 潮出版社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 三つ目がとおる 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 陽だまりの樹 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 七色いんこ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 手塚治虫　恐怖短編集 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ミッドナイト 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ぼくの孫悟空 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ プライム・ローズ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 海のトリトン 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ どろろ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 魔人ガロン 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ バンパイア 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ビッグX 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ BLACK JACK　OAV版 秋田書店



手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 手塚治虫アンソロジー 猫傑作集 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ノーマン 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 鬼丸大将 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ マグマ大使 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ミクロイドS 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ドン・ドラキュラ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ アラバスタ― 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ゴブリン公爵 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ W3ワンダースリー 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ザ・クレーター 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ロマン 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 地球を呑む 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ フライング・ベン 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ナンバー7 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ アポロの歌 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ジャングル大帝 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 未来人カオス 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 手塚治虫短編集 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ MWムウ 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ユニコ 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ BLACK JACK　アニメ版 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ルードウィヒ・B 潮出版社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ガラスの城の記録 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 走れ！クロノス 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 手塚治虫アンソロジー 犬傑作集 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 舞踏会へきた悪魔 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ジェットキング 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 冒険狂時代 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 日本発狂 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ サンダーマスク 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ おれは猿飛だ！ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 鉄の旋律 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 人間昆虫記 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ユフラテの樹 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ロップくん 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ブルンガ1世 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 冒険ルビ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 空気の底 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ふしぎなメルモ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ジャングル大帝レオ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ガムガムパンチ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ブッキラによろしく！ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ダスト8 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ アトムキャット 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 牙人－きばんど－ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ タイガーランド 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ アバンチュール21 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 大暴走 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ どろんこ先生 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ マコとルミとチイ 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 光 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 夜明け城 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ケン1探偵長 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ のろわれた手術 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 鳥人大系 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 地球の悪魔 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ メトロポリス 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 来るべき世界 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ロック冒険記 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 罪と罰 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 漫画大学 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ロストワールド 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 地底国の怪人 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 新世界ルルー 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 平原太平記 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ シャリ河の秘密基地 角川書店



手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 大洪水時代 角川書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ふしぎな少年 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ キャプテンKEN 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 白いパイロット 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 勇者ダン 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 時計仕掛けのりんご 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ やけっぱちのマリア 秋田書店

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ゴッドファザーの息子 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 雨ふり小僧 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 百物語 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ マンションOBA 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ はるかなる星 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 白縫 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 新選組 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ グランドール 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 光線銃ジャック 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 緑の猫 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ くろい宇宙線 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ どついたれ 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 鉄の道 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ フィルムは生きている 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 旋風Z 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ スリル博士 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 天地創造 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 十戒 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ イエスの誕生 集英社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ I・L　アイエル 小学館

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 手塚治虫　マンガ音楽館 筑摩書房

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 人間ども集まれ　完全版 実業之日本社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 手塚治虫　悲恋短編集 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ リボンの騎士　少女クラブ版 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 双子の騎士 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 虹のプレリュード 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ エンゼルの丘 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ファウスト 朝日文庫

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ネオ・ファウスト 朝日文庫

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 華麗なるロック・ホーム 河出書房新社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ヒゲオヤジの冒険 河出書房新社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ アセチレン・ランプの夜 河出書房新社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ピノキオ 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ 新選組 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ ユニコ小学一年生版 講談社

手塚治虫 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑ メトロポリス 角川書店

手塚治虫原作他 ﾃﾂﾞｶｵｻﾑｹﾞﾝｻｸﾎｶ ピノコトリビュート　アッチョンブリケ! 秋田書店

寺沢大介 ﾃﾗｻﾜﾀﾞｲｽｹ ミスター味っ子 講談社

寺沢武一 ﾃﾗｻﾜﾌﾞｲﾁ COBRA メディアファクトリー

寺島令子 ﾃﾗｼﾏﾚｲｺ ひるのプレゼント チャンネルゼロ

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

冬野さほ ﾄｳﾉｻﾎ ツインクル ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

藤間麗 ﾄｳﾏﾚｲ 黎明のアルカナ 小学館

東宮千子 ﾄｳﾐﾔｾﾝｺ サクラサク百花寮 角川書店

冬目景 ﾄｳﾒｹｲ 羊のうた スコラ・ソニマガ・幻冬舎

東山聖生 ﾄｳﾔﾏｻﾄﾐ 天仙 角川書店

東山聖生 ﾄｳﾔﾏｻﾄﾐ 天の絆　地の絆 角川書店

どおくまん ﾄﾞｵｸﾏﾝ 嗚呼！花の応援団 双葉社

冨樫義博 ﾄｶﾞｼﾖｼﾋﾛ 幽遊白書 集英社

常磐易成 ﾄｷﾜｶﾈﾅﾘ 働く少女 光風社出版

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



徳弘正也 ﾄｸﾋﾛﾏｻﾔ 新ジャングルの王者ターちゃん 集英社

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

とりみき ﾄﾘﾐｷ DAI-HONYA アスキー

鳥山明 ﾄﾘﾔﾏｱｷﾗ Ｄｒ．スランプ 集英社

鳥山明 ﾄﾘﾔﾏｱｷﾗ 鳥山明〇作劇場 集英社

内藤泰弘 ﾅｲﾄｳﾔｽﾋﾛ トライガン・マキシマム 少年画報社

内藤泰弘 ﾅｲﾄｳﾔｽﾋﾛ S.Flight エンターブレイン

永井豪 ﾅｶﾞｲｺﾞｳ バイオレンスジャック 日本文芸社

永井豪 ﾅｶﾞｲｺﾞｳ デビルマン 講談社

永井豪 ﾅｶﾞｲｺﾞｳ 真夜中の戦士 講談社

永井豪 ﾅｶﾞｲｺﾞｳ 真夜中の戦士 朝日新聞出版

中江紀子 ﾅｶｴﾉﾘｺ 三日月3月 東京三世社

長岡良子 ﾅｶﾞｵｶﾘｮｳｺ ナイルのほとりの物語 秋田書店

長岡良子 ﾅｶﾞｵｶﾘｮｳｺ 眉月の誓 秋田書店

永尾まる ﾅｶﾞｵﾏﾙ 猫絵十兵衛　御伽草紙 少年画報社

長蔵ヒロコ ﾅｶﾞｸﾗﾋﾛｺ 闇に恋したひつじちゃん 角川エンターブレイン

中島徳博 ﾅｶｼﾞﾏﾉﾘﾋﾛ アストロ球団 集英社

なかじ有紀 ﾅｶｼﾞﾕｷ 小山荘のきらわれ者 白泉社

なかじ有紀 ﾅｶｼﾞﾕｷ カラフルＢＯＸ 白泉社

なかじ有紀 ﾅｶｼﾞﾕｷ RED 白泉社

なかじ有紀 ﾅｶｼﾞﾕｷ 奇脳粉荘へどうぞ 白泉社

中条比紗也 ﾅｶｼﾞｮｳﾋｻﾔ 花ざかりの君たちへ 白泉社

中城けんたろう ﾅｶｼﾛｹﾝﾀﾛｳ キックの鬼 道出版

なかとかくみこ ﾅｶﾄｶｸﾐｺ 塩田先生と雨井ちゃん イーストプレス

名香智子 ﾅｶﾄﾓｺ 秘密はバラしてもいい 小学館

名香智子 ﾅｶﾄﾓｺ 薄情が薄氷を踏む 小学館

永野のりこ ﾅｶﾞﾉﾉﾘｺ ちいさなのんちゃん アスキーアスペクト

永野護 ﾅｶﾞﾉﾏﾓﾙ ファイブスター物語 角川書店

永野護 ﾅｶﾞﾉﾏﾓﾙ ユリイカ12月臨時増刊号総特集　永野護 青工社

ながやす巧 ﾅｶﾞﾔｽﾀｸﾐ 愛と誠 講談社

中山星香 ﾅｶﾔﾏｾｲｶ 妖精国の騎士 秋田書店

中山星香 ﾅｶﾔﾏｾｲｶ アンリ・ランディ銀の鳥 秋田書店

中山星香 ﾅｶﾔﾏｾｲｶ 中山星香セレクション① 秋田書店

那須雪絵 ﾅｽﾕｷｴ ここはグリーン・ウッド 白泉社

那須雪絵 ﾅｽﾕｷｴ フラワー＝デストロイヤー 白泉社

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

なもり ﾅﾓﾘ ゆるゆり 一迅社

成家慎一郎 ﾅﾘｲｴｼﾝｲﾁﾛｳ ラパス・テーマパーク 集英社

成田美名子 ﾅﾘﾀﾐﾅｺ エイリアン通り 白泉社

成田美名子 ﾅﾘﾀﾐﾅｺ みき＆ユーティ 白泉社

成田美名子 ﾅﾘﾀﾐﾅｺ ALEXANDRITE 白泉社

成田美名子 ﾅﾘﾀﾐﾅｺ 天の神話 地の神話 白泉社

成田美名子 ﾅﾘﾀﾐﾅｺ ウェルカム ユーティシリーズ 白泉社

にいがたマンガ大賞実行委員会 ﾆｲｶﾞﾀﾏﾝｶﾞﾀｲｼｮｳｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ にいがたマンガ大賞作品集 新潟市

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

西炯子 ﾆｼｹｲｺ 三番町萩原屋の美人 新書館

西炯子 ﾆｼｹｲｺ え・れ・が 新書館

西炯子 ﾆｼｹｲｺ もうひとつの海 小学館

西炯子 ﾆｼｹｲｺ 9月－September－ 小学館

西炯子 ﾆｼｹｲｺ 水が氷になるとき 小学館

西炯子 ﾆｼｹｲｺ 僕は鳥になりたい 小学館

西炯子 ﾆｼｹｲｺ 天使にならなきゃ 小学館



西島大介 ﾆｼｼﾞﾏﾀﾞｲｽｹ 凹村戦争 早川書房

西谷祥子 ﾆｼﾀﾆﾖｼｺ マリイ・ルウ

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ サードガール スタジオ・シップ

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ アルコール 集英社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ ライン 講談社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ RUSH 祥伝社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ SLIP 白泉社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ 一緒に遭難したいひと 講談社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ RUSH 双葉社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ SLIP 白泉社

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ VOICE スタジオ・シップ

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ 美紅・舞子 小学館

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ 美紅・舞子 光風社出版

西村しのぶ ﾆｼﾑﾗｼﾉﾌﾞ メディックス 小学館

西餅 ﾆｼﾓﾁ 犬神もっこす 講談社

新田たつお ﾆｯﾀﾀﾂｵ 静かなるドン 実業之日本社

弐瓶勉 ﾆﾍｲﾂﾄﾑ BLAME！ 講談社

日本マンガ学会 ﾆﾎﾝﾏﾝｶﾞｶﾞｯｶｲ マンガ研究 日本マンガ学会

猫十字社 ﾈｺｼﾞｭｳｼﾞｼｬ 県立御陀仏高校 小学館

猫十字社 ﾈｺｼﾞｭｳｼﾞｼｬ 県立御陀仏高校　完全版 光文社

猫十字社 ﾈｺｼﾞｭｳｼﾞｼｬ 夢売り 主婦と生活社

猫部ねこ ﾈｺﾍﾞﾈｺ きんぎょ注意報 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

のがみけい ﾉｶﾞﾐｹｲ 芥子の花 秋田書店

乃木坂太郎 ﾉｷﾞｻｶﾀﾛｳ 医龍 小学館

熨斗目ナオ ﾉｼﾒﾅｵ 中村くんの金パは柔らかい 講談社

野間美由紀 ﾉﾏﾐﾕｷ パズルゲーム☆はいすくーる 白泉社

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

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 残酷な神が支配する 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ ポーの一族 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 百億の昼と千億の夜 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 塔のある家 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ セーラー・ヒルの聖夜 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ この娘うります！ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ とってもしあわせモトちゃん 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ モザイク・ラセン 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ A-A’ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ メッシュ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ ウは宇宙船のウ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ エッグ・スタンド 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ マージナル 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ スター・レッド 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 危ない丘の家 角川書店

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ Marginal　マージナル 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ トーマの心臓 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 海のアリア 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ ビアンカ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ ケーキケーキケーキ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 3月ウサギが集団で 小学館



萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ キャベツ畑の遺産相続人 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 続・11人いる！東の地平　西の永遠 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ この娘うります！ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ とってもしあわせモトちゃん 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ アメリカン・パイ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ イグアナの娘 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ キャベツ畑の遺産相続人 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 11人いる！ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ アメリカン・パイ 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ ばらの花びん 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 恐るべき子どもたち 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 訪問者 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 銀の三月 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 残酷な神が支配する 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 百億の昼と千億の夜 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 訪問者 小学館

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ 銀の三角 早川書房

萩尾望都 ﾊｷﾞｵﾓﾄ ばらの花びん 小学館

朴姫貞 ﾊﾟｸﾋｼﾞｮﾝ Hotel AFRICA タイガーブックス

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

長谷川法世 ﾊｾｶﾞﾜﾎｳｾｲ がんがらがん 小学館

長谷川町子 ﾊｾｶﾞﾜﾏﾁｺ いじわるばあさん 姉妹舎

長谷川町子 ﾊｾｶﾞﾜﾏﾁｺ 新やじきた道中記 姉妹舎

長谷川町子 ﾊｾｶﾞﾜﾏﾁｺ サザエさん 姉妹舎

長谷川町子 ﾊｾｶﾞﾜﾏﾁｺ 別冊サザエさん 姉妹舎

長谷川町子 ﾊｾｶﾞﾜﾏﾁｺ 似たもの一家 姉妹舎

波津彬子 ﾊﾂｱｷｺ 雨柳堂夢咄 朝日ソノラマ

ｂａｓｓｏ ﾊﾞｯｿ ＯＰＥＲＡ 茜新社

ｂａｓｓｏ ﾊﾞｯｿ ａｍａｔｏ　ａｍａｒｏ 茜新社

葉鳥ビスコ ﾊﾄﾘﾋﾞｽｺ 桜蘭高校ホスト部 白泉社

花沢健吾 ﾊﾅｻﾞﾜｹﾝｺﾞ アイアムアヒーロー 小学館

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

花村ヤソ ﾊﾅﾑﾗﾔﾂ アニメタ！ 講談社

葉乃はるか ﾊﾉﾊﾙｶ ＲＩＮＧ ＲＩＮＧ ＢＵＳＴＥＲＳ！ 一迅社

林田球 ﾊﾔｼﾀﾞｷｭｳ ドロヘドロ 小学館

林晃 ﾊﾔｼﾋｶﾙ マンガの基礎デッサン　女の子のコスチューム ホビージャパン

原田久仁信 ﾊﾗﾀﾞｸﾆﾁｶ プロレススーパースター列伝 小学館

原ちえこ ﾊﾗﾁｴｺ フォスティーヌ 講談社

原百合子 ﾊﾗﾕﾘｺ 熱海の宇宙人 角川書店

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

春野まこと ﾊﾙﾉﾏｺﾄ キツネノ木ノ葉 白泉社

春馬良 ﾊﾙﾏﾘｮｳ グリコリ 講談社

ハロルド作石 ﾊﾛﾙﾄﾞｻｸｲｼ ストッパー毒島 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

東村アキコ ﾋｶﾞｼﾑﾗｱｷｺ かくかくしかじか 集英社

東村アキコ ﾋｶﾞｼﾑﾗｱｷｺ 雪花の虎 小学館

比嘉慂 ﾋｶﾞｽｽﾑ カジムヌガタイ-風が語る沖縄戦 講談社

ひかわきょうこ ﾋｶﾜｷｮｳｺ 彼方から 白泉社

ひぐちアサ ﾋｸﾞﾁｱｻ おおきく振りかぶって 講談社

ひぐちきみこ ﾋｸﾞﾁｷﾐｺ もっとがんばれ！プリンセスちゃん メディアワークス　主婦の友社

樋口橘 ﾋｸﾞﾁﾀﾁﾊﾞﾅ 学園アリス 白泉社

土方茂 ﾋｼﾞｶﾀｼｹﾞﾙ CYBORGじいちゃんG 集英社

聖千秋 ﾋｼﾞﾘﾁｱｷ イキにやろうぜイキによ 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

聖鈴子 ﾋｼﾞﾘﾘﾝｺﾞ 名探偵　江戸川乱子 小学館

日高万里 ﾋﾀﾞｶﾊﾞﾝﾘ 世界でいちばん大嫌い 白泉社

日野杏寿 ﾋﾉｱﾝｼﾞｭ バチカン奇跡調査官 角川書店

樋野まつり ﾋﾉﾏﾂﾘ ヴァンパイア騎士 白泉社

ひびのこやし ﾋﾋﾞﾉｺﾔｼ かみしゃーまっ！ 一迅社

日丸屋秀和 ﾋﾏﾙﾔﾋﾃﾞｶｽﾞ 大正浪漫　鬼さんやめてぇっ!! 集英社

ひゅーが ﾋｭｰｶﾞ すずめのなみだ 講談社

平野耕太 ﾋﾗﾉｺｳﾀ ヘルシング 少年画報社

広江礼威 ﾋﾛｴﾚｲ BLACK LAGOON 小学館

弘兼憲史 ﾋﾛｶﾈｹﾝｼ 課長島耕作 講談社

弘兼憲史 ﾋﾛｶﾈｹﾝｼ 部長島耕作 講談社



弘兼憲史 ﾋﾛｶﾈｹﾝｼ ヤング島耕作　主任編 講談社

弘兼憲史 ﾋﾛｶﾈｹﾝｼ 島耕作の優雅な１日 講談社

日渡早紀 ﾋﾜﾀﾘｻｷ 無限軌道 白泉社

日渡早紀 ﾋﾜﾀﾘｻｷ ぼくの地球を守って 白泉社

日渡早紀 ﾋﾜﾀﾘｻｷ ぼくの地球を守って　トリビュート 白泉社

福島聡 ﾌｸｼﾏｻﾄｼ 機動旅団八福神 エンターブレイン

福満しげゆき ﾌｸﾐﾂｼｹﾞﾕｷ 僕の小規模な生活 講談社

福満しげゆき ﾌｸﾐﾂｼｹﾞﾕｷ うちの妻でどうでしょう？ 双葉社

福本伸行 ﾌｸﾓﾄﾉﾌﾞﾕｷ アカギ 竹書房

ふくやまけいこ ﾌｸﾔﾏｹｲｺ 東京物語 早川書房

福山庸治 ﾌｸﾔﾏﾖｳｼﾞ F氏的日常 河出書房新社

藤生 ﾌｼﾞｵ えりちゃんちはふつう 白泉社

藤生 ﾌｼﾞｵ マザーファッカーズ コアマガジン

藤子F不二雄 ﾌｼﾞｺｴﾌﾌｼﾞｵ ドラえもん カラー作品集 小学館

藤子F不二雄 ﾌｼﾞｺｴﾌﾌｼﾞｵ SF・異色短編 小学館

藤子F不二雄 ﾌｼﾞｺｴﾌﾌｼﾞｵ 初期SF作品 小学館

藤子不二雄 ﾌｼﾞｺﾌｼﾞｵ 魔太郎くる!! 秋田書店

藤子不二雄A ﾌｼﾞｺﾌｼﾞｵｴｰ 笑ウせぇるすまん 中央公論新社

藤子不二雄ランド ﾌｼﾞｺﾌｼﾞｵﾗﾝﾄﾞ まんが道 中央公論社

藤崎竜 ﾌｼﾞｻｷﾘｭｳ 封神演義 集英社

平澤枝里子 ﾌｼﾞｻﾜ ポジティブなゆり子さん 新書館

藤島康介 ﾌｼﾞｼﾏｺｳｽｹ ああっ女神さま 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

藤田和日郎 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞﾋﾛ うしおととら 小学館

ふじもとゆうき ﾌｼﾞﾓﾄﾕｳｷ シェアハウス金平糖北千住 白泉社

ふじもとゆうき ﾌｼﾞﾓﾄﾕｳｷ コンビニ天使 白泉社

文月今日子 ﾌﾐﾂﾞｷｷｮｳｺ フリージアの恋 講談社

文月今日子 ﾌﾐﾂﾞｷｷｮｳｺ アダムの楽園 主婦と生活社

ふみふみこ ﾌﾐﾌﾐｺ さきくさの咲く頃 太田出版

古舘春一 ﾌﾙﾀﾞﾃﾊﾙｲﾁ ハイキュー‼ 集英社

ブルボン小林 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝｺﾊﾞﾔｼ ザ・マンガホニャララ クラーケン

古屋兎丸 ﾌﾙﾔｳｻﾏﾙ 幻覚ピカソ 集英社

古屋兎丸 ﾌﾙﾔｳｻﾏﾙ 人間失格 新潮社

古谷三敏 ﾌﾙﾔﾐﾂﾄｼ 寄席芸人伝 中央文庫コミック

古谷実 ﾌﾙﾔﾐﾉﾙ ヒミズ 講談社

塀内真人 ﾍｲｳﾁﾏｻﾄ おれたちの頂 講談社

Boichi ﾎﾞｳｲﾁ HOTEL 講談社

北条司 ﾎｳｼﾞｮｳﾂｶｻ キャッツアイ 集英社

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 宗像教授伝奇考 潮出版社

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 星を継ぐもの 小学館

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 2001夜物語 双葉社

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 妖女伝説 小学館

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 宗像教授伝奇考　特別版 潮出版社

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ エル・アラメインの神殿 幻冬舎

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 2001+5 双葉社

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 大いなる回帰 新書館

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ 未来からのホットライン 小学館

星野之宣 ﾎｼﾉﾕｷﾉﾌﾞ ヤマトの火 潮出版社

細野不二彦 ﾎｿﾉﾌｼﾞﾋｺ ギャラリーフェイク 小学館

ほりのぶゆき ﾎﾘﾉﾌﾞﾕｷ もののふの記 竹書房

本田恵子 ﾎﾝﾀﾞｹｲｺ 月の夜 星の朝 集英社

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

前谷惟光 ﾏｴﾀﾆｺﾚﾐﾂ ロボット三等兵 虫プロ商事

魔神ぐりこ ﾏｶﾞﾐｸﾞﾘｺ 楽屋裏 一迅社

牧野和子 ﾏｷﾉｶｽﾞｺ ハイティーン・ブギ 小学館

牧野和子 ﾏｷﾉｶｽﾞｺ ハイティーン・ブギ 小学館

マキヒロチ ﾏｷﾋﾛﾁ 吉祥寺だけが住みたい街ですか？ 講談社

牧 美也子 ﾏｷﾐﾔｺ 源氏物語 小学館

槇村さとる ﾏｷﾑﾗｻﾄﾙ 愛のアランフェス 集英社

槇村さとる ﾏｷﾑﾗｻﾄﾙ 白のファルーカ 集英社

真柴ひろみ ﾏｼﾊﾞﾋﾛﾐ アイツ 講談社

真柴ひろみ ﾏｼﾊﾞﾋﾛﾐ 卒業記念 講談社

ますむらひろし ﾏｽﾑﾗﾋﾛｼ アタゴオルは猫の森 メディアファクトリー

ますむらひろし ﾏｽﾑﾗﾋﾛｼ アタゴオル スコラ

ますむらひろし ﾏｽﾑﾗﾋﾛｼ アタゴオル玉手箱 スコラ

ますむらひろし ﾏｽﾑﾗﾋﾛｼ 円棺惑星 朝日ソノラマ

ますむらひろし ﾏｽﾑﾗﾋﾛｼ ギルドマ 朝日ソノラマ

ますむらひろし ﾏｽﾑﾗﾋﾛｼ JARIA 偕成社

松井優征 ﾏﾂｲﾕｳｾｲ 暗殺教室 集英社

松下容子 ﾏﾂｼﾀﾖｳｺ 闇の末裔 白泉社

松苗あけみ ﾏﾂﾅｴｱｹﾐ ロマンスの王国 集英社

松永豊和 ﾏﾂﾅｶﾞﾄﾖｶｽﾞ 龍宮殿 小学館

松野美鳥 ﾏﾂﾉﾐﾄﾞﾘ 花 小学館

まつむらまきお ﾏﾂﾑﾗﾏｷｵ ルナパーク 青心社

松本大洋 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾖｳ 花男 小学館

松本大洋 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾖｳ ピンポン 小学館



松本大洋 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾖｳ 鉄コン筋クリート 小学館

松本大洋 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾖｳ 日本の兄弟 マガジンハウス

松本大洋 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾖｳ 青い春 小学館

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

松本洋子 ﾏﾂﾓﾄﾖｳｺ すくらんぶる同盟 講談社

松本洋子 ﾏﾂﾓﾄﾖｳｺ 黒の迷宮 講談社

松本洋子 ﾏﾂﾓﾄﾖｳｺ 黒の組曲 講談社

松本洋子 ﾏﾂﾓﾄﾖｳｺ ばらの葬列 講談社

松本零士 ﾏﾂﾓﾄﾚｲｼﾞ 宇宙戦艦ヤマト 秋田書店

松本零士 ﾏﾂﾓﾄﾚｲｼﾞ ワダチ 講談社

的場健 ﾏﾄﾊﾞｹﾝ まっすぐ天へ 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

万里村奈加 ﾏﾘﾑﾗﾅｶ 白の条件 講談社

丸尾末広 ﾏﾙｵｽｴﾋﾛ 瓶詰の地獄 エンターブレイン

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

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

漫☆画太郎 ﾏﾝｶﾞﾀﾛｳ まんゆうき 集英社

漫☆画太郎 ﾏﾝｶﾞﾀﾛｳ 地獄大甲子園 集英社



満田拓也 ﾏﾝﾀﾞﾀｸﾔ MAJOR 小学館

美内すずえ ﾐｳﾁｽｽﾞｴ ガラスの仮面 白泉社

三浦健太郎 ﾐｳﾗｹﾝﾀﾛｳ ベルセルク 白泉社

三木有 ﾐｷﾕｳ 改造人間ロギイ 集英社

ミサト ﾐｻﾄ 佐渡島ときどきラジオガール 秋田書店

水木しげる ﾐｽﾞｷｼｹﾞﾙ 妖怪大百科 小学館

水木しげる ﾐｽﾞｷｼｹﾞﾙ 鬼太郎大百科 小学館

水樹和佳 ﾐｽﾞｷﾜｶ イティハーサ第弐部神名を持つ者 集英社

水樹和佳 ﾐｽﾞｷﾜｶ イティハーサ 集英社

水口尚樹 ﾐｽﾞｸﾞﾁﾅｵｷ 明日にはあがります 小学館

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

水島ライカ ﾐｽﾞｼﾏﾗｲｶ シオンの庭 駒草出版

水谷フーカ ﾐｽﾞﾀﾆﾌｰｶ 菜園モノクローム 星雲社

水玉螢之丞 ﾐｽﾞﾀﾏｹｲﾉｼﾞｮｳ SFまで100０0光年 早川書房

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

水薙竜 ﾐｽﾞﾅｷﾞﾘｭｳ ウィッチクラフトワークス 講談社

水野英子 ﾐｽﾞﾉﾋﾃﾞｺ ファイヤー！ 小学館

水元ローラ ﾐｽﾞﾓﾄﾛｰﾗ 近づいたり離れたり 幻冬舎

道原かつみ ﾐﾁﾊﾗｶﾂﾐ 銀河英雄伝説 徳間書店

道原かつみ ﾐﾁﾊﾗｶﾂﾐ 銀河英雄伝説外伝　黄金の翼 徳間書店

水月博士 ﾐﾂﾞｷﾊｶｾ ばく 新書館

三堂マツリ ﾐﾄﾞｳﾏﾂﾘ ブラック・テラー 竹書房

緑川ユキ ﾐﾄﾞﾘｶﾜﾕｷ 夏目友人帳 白泉社

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



みなもと太郎 ﾐﾅﾓﾄﾀﾛｳ 風雲児たち　幕末編 リイド社

みなもと太郎 ﾐﾅﾓﾄﾀﾛｳ 風雲児たち リイド社

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

峰倉かずや ﾐﾈｸﾗｶｽﾞﾔ 最遊記 エニックス

峰倉かずや ﾐﾈｸﾗｶｽﾞﾔ 最遊記外伝 エニックス/一迅社

三原順 ﾐﾊﾗｼﾞｭﾝ はみだしっ子 白泉社

美村あきの ﾐﾑﾗｱｷﾉ マリエ館37号室 講談社

美村あきの ﾐﾑﾗｱｷﾉ チョコクッキーの贈り物 講談社

宮川匡代 ﾐﾔｶﾜﾏｻﾖ ONE-愛になりたい- 集英社

宮城理子 ﾐﾔｷﾞﾘｺ メイちゃんの執事 集英社

宮崎駿 ﾐﾔｻﾞｷﾊﾔｵ 風の谷のナウシカ 徳間書店

宮崎駿 ﾐﾔｻﾞｷﾊﾔｵ シュナの旅 徳間書店

宮下英樹 ﾐﾔｼﾀﾋﾃﾞｷ センゴク 講談社

宮島礼史 ﾐﾔｼﾞﾏﾚｲｼﾞ ＡＫＢ49 講談社

三山のぼる ﾐﾔﾏﾉﾎﾞﾙ メフィスト 講談社

三山のぼる ﾐﾔﾏﾉﾎﾞﾙ ブリキ細工のトタン屋根 講談社

三山のぼる ﾐﾔﾏﾉﾎﾞﾙ 骨董屋優子 講談社

深山フギン ﾐﾔﾏﾌｷﾞﾝ 未来デリバリー－ちいさなアシモフと緑の忘れ物－ 角川書店

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

陸奥A子 ﾑﾂｴｰｺ おしゃべりな瞳 集英社

陸奥A子 ﾑﾂｴｰｺ 花かご便 集英社

村上もとか ﾑﾗｶﾐﾓﾄｶ ＪＩＮ-仁- 集英社

むらかわみちお ﾑﾗｶﾜﾐﾁｵ 宇宙戦艦ヤマト2199 角川書店

むらかわみちお ﾑﾗｶﾜﾐﾁｵ 虚数霊 メディアファクトリー

村田雄介 ﾑﾗﾀﾕｳｽｹ 曇天・プリズム・ソーラーカー 集英社

村田蓮爾 ﾑﾗﾀﾚﾝｼﾞ robot ワニマガジン

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

室山まゆみ ﾑﾛﾔﾏﾏﾕﾐ あさりちゃん 小学館

室山まゆみ ﾑﾛﾔﾏﾏﾕﾐ あさりちゃん 小学館

めるへんめーかー ﾒﾙﾍﾝﾒｰｶｰ 星降る森のリトル魔女 MOE出版

めるへんめーかー ﾒﾙﾍﾝﾒｰｶｰ ドリーム・ランド 主婦と生活社

めるへんめーかー ﾒﾙﾍﾝﾒｰｶｰ わんだりんぐWONDERLAND アスキー　

めるへんめーかー ﾒﾙﾍﾝﾒｰｶｰ 魔法の鍵 白泉社

めるへんめーかー ﾒﾙﾍﾝﾒｰｶｰ ONCE UPON A TIME 夢色冒険譚 早川書房

もぐす ﾓｸﾞｽ 黒き者への詩 一迅社

望月三起也 ﾓﾁﾂﾞｷﾐｷﾔ ワイルド７ 少年画報社

望月峯太郎 ﾓﾁﾂﾞｷﾐﾈﾀﾛｳ ドラゴンヘッド 講談社

望月峯太郎 ﾓﾁﾂﾞｷﾐﾈﾀﾛｳ 鮫肌男と桃尻女 講談社

モチメ子 ﾓﾁﾒｺ 豊潤なごほうび 幻冬舎

本宮ひろ志 ﾓﾄﾐﾔﾋﾛｼ 大と大 講談社

本宮ひろ志 ﾓﾄﾐﾔﾋﾛｼ サラリーマン金太郎 集英社

本宮ひろ志 ﾓﾄﾐﾔﾋﾛｼ 大いなる完 講談社

本宮ひろ志 ﾓﾄﾐﾔﾋﾛｼ 大飢饉 集英社

ももち麗子 ﾓﾓﾁﾚｲｺ いたみ 講談社

モリエサトシ ﾓﾘｴｻﾄｼ 親愛なるＡ嬢へのミステリー 講談社

森生まさみ ﾓﾘｵﾏｻﾐ おまけの小林君 白泉社

森薫 ﾓﾘｶｵﾙ 乙嫁語り エンターブレイン

森川久美 ﾓﾘｶﾜｸﾐ Shang～ｈａｉ１９４５ 小学館

森川久美 ﾓﾘｶﾜｸﾐ 南京路に花吹雪 白泉社

森下裕美 ﾓﾘｼﾀﾋﾛﾐ 大阪ハムレット 双葉社

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

森田まさのり ﾓﾘﾀﾏｻﾉﾘ ROOKIES 集英社

もりもと崇 ﾓﾘﾓﾄﾀｶｼ 難波鉦異本 エンターブレイン

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 完全版マッドメン ちくま文庫

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 徐福伝説 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ アダムの肋骨 SF怪奇短偏集 奇想天外社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 暗黒神話 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 孔子暗黒伝 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 天孫降臨-妖怪ハンター－ 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 黄泉からの声-妖怪ハンター－ 集英社



諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 海竜祭りの夜-妖怪ハンター－ 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 六福伸-妖怪ハンター－ 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 魔障ヶ岳-妖怪ハンター－ 講談社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 無面目　太公望伝 潮出版社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 夢みる機械 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 不安の立像 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 私家版魚類図譜 講談社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 私家版鳥類図譜 講談社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 諸怪志異一　異界録 双葉社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 諸怪志異二　壺中天 双葉社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 諸怪志異三　鬼市 双葉社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 諸怪志異四　燕見鬼 双葉社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 夢見村にて-妖怪ハンター－ 集英社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 闇の鶯 講談社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ぼくとフリオと校庭で 双葉社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ コンプレックス・シティ 双葉社

諸星大二郎 ﾓﾛﾎｼﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 瓜子姫の夜・シンデレラの朝 朝日新聞出版

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

八神ひろき ﾔｶﾞﾐﾋﾛｷ G-taste 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

八木ちあき ﾔｷﾞﾁｱｷ おもちゃ箱革命 講談社

矢沢あい ﾔｻﾞﾜｱｲ ＮＡＮＡ 集英社

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

安永航一郎 ﾔｽﾅｶﾞｺｳｲﾁﾛｳ 県立地球防衛軍 小学館

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 角川書店

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ イエスJESUS NHK出版

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ 王道の狗 講談社

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ ナムジ-大國王-古事記巻之一 徳間書店

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ 神威 古事記巻之二 角川書店

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ ヤマトタケル 角川書店

安彦良和 ﾔｽﾋｺﾖｼｶｽﾞ 蚤の王 講談社

八ツ目青児他 ﾔﾂﾒｾｲｼﾞﾎｶ HAKOBUNE　アンソロジー 芳文社

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 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

矢薙 じょう 他 ﾔﾅｷﾞｼﾞｮｳ ﾎｶ 漫画の教科書　ロボットの上手な描き方 誠文堂新光社

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

山内ジョージ ﾔﾏｳﾁｼﾞｮｰｼﾞ トキワ荘最後の住人の記録 東京書籍

山内直実 ﾔﾏｳﾁﾅｵﾐ ざ・ちぇんじ！ 白泉社

山内直実 ﾔﾏｳﾁﾅｵﾐ なんて素敵にジャパネスク 白泉社

山上たつひこ ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾂﾋｺ がきデカ 秋田書店

山上たつひこ ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾂﾋｺ 続・喜劇新思想大系 青林堂

山上たつひこ他 ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾂﾋｺ 熱狂短編まんが傑作集’83 小学館

山川直人 ﾔﾏｶﾜﾅｵﾄ シアワセ行進曲 エンターブレイン

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 日出処の天子 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 妖精王 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 馬屋古女王 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 海の魚鱗宮 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ ゆうれい談 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 黒のヘレネー 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ ひいなの埋葬 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ グリーンカーネーション 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 天人唐草 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ クリスマス 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ ダフネー 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 愛天使 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ メタモルフォシス伝 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ ドリーム 角川書店

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 黒鳥 白泉社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ アラベスク　第1部 白泉社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ アラベスク　第2部 白泉社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 私の人形は良い人形 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 汐の声 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 神かくし 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 甕のぞきの色 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 天人唐草 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 夏の寓話 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 常世長鳴鳥 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 二日月 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ 鬼子母神 潮出版社

山岸涼子 ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳｺ ヤマトタケル 潮出版社

山口貴由 ﾔﾏｸﾞﾁﾀｶﾕｷ 覚悟のススメ 秋田書店

山口ツトム ﾔﾏｸﾞﾁﾂﾄﾑ 手巻き寿司課長と覆面男 ふゅーじょんぷろだくと

ヤマザキマリ ﾔﾏｻﾞｷﾏﾘ テルマエ・ロマエ エンターブレイン

山下和美 ﾔﾏｼﾀｶｽﾞﾐ 天才柳沢教授の生活 講談社

ヤマシタトモコ ﾔﾏｼﾀﾄﾓｺ ジュテーム・カフェ・ノワール フロンティアワークス

ヤマシタトモコ ﾔﾏｼﾀﾄﾓｺ タッチ・ミー・アゲイン リブレ出版

ヤマシタトモコ他 ﾔﾏｼﾀﾄﾓｺ ﾎｶ Baby 制服特集 ふゅーじょんぷろだくと

山田可南 ﾔﾏﾀﾞｶﾅﾝ われなべにとじぶた 集英社

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 草原の狼 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 冬の円盤 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 緑の少女 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 最終戦争 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 笛吹伝説 メディアファクトリー



山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 影―シャドウ― メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ ドクターレイクの休診日 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 風の迷路 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 秋津島大和 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 黄泉の向こう岸 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 逢魔街道 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 敦煌 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 神聖都市伝説 メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 友達に似ている メディアファクトリー

山田ミネコ ﾔﾏﾀﾞﾐﾈｺ 猿神の迷宮 メディアファクトリー

やまだ紫 ﾔﾏﾀﾞﾑﾗｻｷ 御伽草子 中央公論新社

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

やまと虹一 ﾔﾏﾄｺｳｲﾁ プラモ狂四郎 講談社

大和正樹 ﾔﾏﾄﾏｻｷ パパは大モノ！ 日本文芸社

大和和紀 ﾔﾏﾄﾜｷ レディーミツコ 講談社

大和和紀 ﾔﾏﾄﾜｷ 天の果て地の限り 講談社

大和和紀 ﾔﾏﾄﾜｷ はいからさんが通る 講談社

大和和紀 ﾔﾏﾄﾜｷ あさきゆめみし 講談社

大和和紀 ﾔﾏﾄﾜｷ ヨコハマ物語 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

山本晃 ﾔﾏﾓﾄｱｷﾗ 疾風伝説 彦佐 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

山本鈴美香 ﾔﾏﾓﾄｽﾐｶ エースをねらえ！ 集英社

山本英夫 ﾔﾏﾓﾄﾋﾃﾞｵ ホムンクルス 小学館

山本ルンルン ﾔﾏﾓﾄﾙﾝﾙﾝ ないしょの話 小学館

ユーマ ﾕｰﾏ チェンジング・ナウ 講談社

YUI ﾕｲ ねぎほ 講談社

ゆうきまさみ ﾕｳｷﾏｻﾐ じゃじゃ馬グルーミンＵＰ！ 小学館

ゆうきまさみ ﾕｳｷﾏｻﾐ 機動警察パトレイバー 小学館

ゆうきまさみ ﾕｳｷﾏｻﾐ 究極超人あーる 小学館

ゆうきまさみ ﾕｳｷﾏｻﾐ ゆうきまさみのはてしない物語 角川書店

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ 天使禁猟区 白泉社

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ ゴッドチャイルド 白泉社

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ 人形宮廷楽団 白泉社

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ 赤い羊の刻印 白泉社

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ 少年の孵化する音 白泉社

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ 忘れられたジュリエット 白泉社

由貴香織里 ﾕｷｶｵﾘ カフカ 白泉社

湯木のじん ﾕｷﾉｼﾞﾝ 藤代さん系。 集英社

弓月光 ﾕﾂﾞｷﾋｶﾙ エリート狂走曲 集英社

弓月光 ﾕﾂﾞｷﾋｶﾙ ボクの初体験 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

横山光輝 ﾖｺﾔﾏﾐﾂﾃﾙ 片目猿 集英社

横山光輝 ﾖｺﾔﾏﾐﾂﾃﾙ 三国志 潮出版社

横山光輝 ﾖｺﾔﾏﾐﾂﾃﾙ 水滸伝 潮出版社

横山光輝 ﾖｺﾔﾏﾐﾂﾃﾙ 狼の星座 講談社

横山光輝 ﾖｺﾔﾏﾐﾂﾃﾙ マーズ 秋田書店

横山光輝 ﾖｺﾔﾏﾐﾂﾃﾙ 水滸伝 外伝 潮出版社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 金魚屋古書店 小学館



芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 金魚屋古書店出納帳 小学館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ デカガール 講談社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 永田町一丁目七番地 芳文社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ うごかし屋 小学館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 山手テレビキネマ室 テレキネシス 小学館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 地球の楽園 オークラ出版

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ SELEEPING BEAUTY 小学館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ うさぎ探偵物語 講談社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 鞄図書館 東京創元社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ エレベーター完全版 オークラ出版

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 風のゆくえ　天のめぐり 小学館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ AQUAの季節 講談社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ 僕のライディーン 芳文社

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ アブラカダブラ 小学館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ STRANGER ON THE TRAIN 新書館

芳崎せいむ ﾖｼｻﾞｷｾｲﾑ Tシャツ日和 太田出版

吉沢やすみ ﾖｼｻﾞﾜﾔｽﾐ ど根性ガエル 徳間書店

吉田秋生 ﾖｼﾀﾞｱｷﾐ 吉祥天女 小学館

吉田秋生 ﾖｼﾀﾞｱｷﾐ BANANA FISH 小学館

吉田秋生 ﾖｼﾀﾞｱｷﾐ きつねのよめいり 小学館

吉田秋生 ﾖｼﾀﾞｱｷﾐ ハナコ月記 筑摩書房

吉田秋生 ﾖｼﾀﾞｱｷﾐ BANANA FISH　ANOTHER STORY 小学館

吉田戦車 ﾖｼﾀﾞｾﾝｼｬ 伝染るんです。 小学館

吉田竜夫/九里一平 ﾖｼﾀﾞﾀﾂｵ/ｸﾘｲｯﾍﾟｲ 紅三四郎 完全版 マンガショップ

吉田まゆみ ﾖｼﾀﾞﾏﾕﾐ アイドルを探せ 講談社

よしながふみ ﾖｼﾅｶﾞﾌﾐ 大奥 白泉社

吉野朔実 ﾖｼﾉｻｸﾐ いたいけな瞳 集英社

吉野朔実 ﾖｼﾉｻｸﾐ 少年は荒野をめざす 集英社

吉野朔実 ﾖｼﾉｻｸﾐ ＥＣＣＥＮＴＲＩＣＳ 集英社

吉野朔実 ﾖｼﾉｻｸﾐ 少年は荒野をめざす 集英社

ヨシノサツキ ﾖｼﾉｻﾂｷ ばらかもん スクウェアエニックス

よしまさこ ﾖｼﾏｻｺ 星へ行く船 白泉社

吉村明美 ﾖｼﾑﾗｱｹﾐ 麒麟館グラフィティー 小学館

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

よしもとよしとも ﾖｼﾓﾄﾖｼﾄﾓ GreatestHits+３ 双葉社

よしもとよしとも ﾖｼﾓﾄﾖｼﾄﾓ コレクターズアイテム KKベストセラーズ

よしもとよしとも ﾖｼﾓﾄﾖｼﾄﾓ 青い車 イースト・プレス

雷句誠 ﾗｲｸﾏｺﾄ 金色のガッシュ !! 小学館

羅川真里茂 ﾗｶﾞﾜﾏﾘﾓ 赤ちゃんと僕 白泉社

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

六田登 ﾛｸﾀﾞﾉﾎﾞﾙ F 小学館

ろびこ ﾛﾋﾞｺ となりの怪物くん 講談社

若木民喜 ﾜｶｷﾀﾐｷ キング・オブ・アイドル 小学館

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



脇田茜 ﾜｷﾀｱｶﾈ ライアーバード 徳間書店

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

和田慎二 ﾜﾀﾞ 明日香ふたたび 集英社

和田慎二 ﾜﾀﾞ ふたりの明日香 集英社

和田慎二 ﾜﾀﾞｼﾝｼﾞ スケバン刑事 白泉社

和田慎二 ﾜﾀﾞｼﾝｼﾞ 銀色の髪の亜里沙 白泉社

和田慎二 ﾜﾀﾞｼﾝｼﾞ ピグマリオ 白泉社

和田慎二 ﾜﾀﾞｼﾝｼﾞ スケバン刑事 白泉社

和田慎二 ﾜﾀﾞｼﾝｼﾞ クマさんの四季 白泉社

和田慎二 ﾜﾀﾞｼﾝｼﾞ 超少女明日香 集英社

和田隆志 ﾜﾀﾞﾀｶｼ ヴィーヴル洋裁店 小学館

渡辺多恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｴｺ ファミリー！ 小学館

渡辺多恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｴｺ はじめちゃんが一番！ 小学館

わたなべまさこ ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻｺ ガラスの城 集英社

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

わちさんぺい ﾜﾁｻﾝﾍﾟｲ ナガシマくん 虫プロ商事

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


