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集英社 めだかボックス 暁月あきら 小学館 MAJOR 満田拓也
集英社 家庭教師ヒットマンREBORN！ 天野明 小学館 機動警察パトレイバー ゆうきまさみ
集英社 ジョジョの奇妙な冒険 荒木飛呂彦 小学館 金色のガッシュ！！ 雷句誠
集英社 ジョジョリオン 荒木飛呂彦 講談社 魔法先生ネギま！ 赤松健
集英社 STEEL BALL RUN 荒木飛呂彦 講談社 サイコメトラーEIJI 朝基まさし
集英社 ストーンオーシャン ジョジョの奇妙な冒険第6部 荒木飛呂彦 講談社 進撃の巨人 諫山創
集英社 SLAM DUNK 井上雄彦 講談社 エア・ギア 大暮維人
集英社 ピューと吹く！ジャガー うすた京介 講談社 海皇紀 川原正敏
集英社 まじかる☆タルるートくん 江川達也 講談社 探偵学園Q さとうふみや
集英社 ONE PIECE 尾田栄一郎 講談社 完全復刻版　あしたのジョー ちばてつや
集英社 DEATH NOTE 小畑健 講談社 エリアの騎士 月山可也
集英社 バクマン。 小畑健 講談社 ダイヤのA 寺嶋裕二
集英社 I'S〈アイズ〉 桂正和 講談社 魁！！クロマティ高校 野中英次
集英社 電影少女 桂正和 講談社 あひるの空 日向武史
集英社 NARUTO－ナルト－ 岸本斉史 講談社 GTO 藤沢とおる
集英社 BLEACH－ブリーチ－ 久保帯人 講談社 GTO SHONAN 14DAYS 藤沢とおる
集英社 聖闘士星矢 車田正美 講談社 アイドルマスター ブレイク！ 藤真拓哉
集英社 リングにかけろ 車田正美 講談社 哲也－雀聖と呼ばれた男－ 星野泰視
集英社 新テニスの王子様 許斐剛 講談社 ベイビーステップ 勝木光
集英社 テニスの王子様 許斐剛 講談社 FAIRY TAIL 真島ヒロ
集英社 ぬらりひょんの孫 椎橋寛 講談社 モンスターハンター オラージュ 真島ヒロ
集英社 SKET DANCE 篠原健太 講談社 RAVE 真島ヒロ
集英社 トリコ 島袋光年 講談社 BLOODY MONDAY 恵広史
集英社 銀魂－ぎんたま－ 空知英秋 講談社 BLOODY MONDAY Season2 絶望ノ匣 恵広史
集英社 遊戯王 高橋和希 講談社 はじめの一歩 森川ジョージ
集英社 べるぜバブ 田村隆平 秋田書店 侵略！イカ娘 安部真弘
集英社 みどりのマキバオー つの丸 秋田書店 グラップラー刃牙 板垣恵介
集英社 COBRA－コブラ－ 寺沢武一 秋田書店 バキ 板垣恵介
集英社 HUNTER×HUNTER 冨樫義博 秋田書店 範馬刃牙 板垣恵介
集英社 幽遊白書 冨樫義博 秋田書店 みつどもえ 桜井のりお
集英社 花の慶次－雲のかなたに－ 原哲夫 秋田書店 ドロップOG 品川ヒロシ
集英社 北斗の拳 原哲夫 秋田書店 ドロップ 鈴木大
集英社 黒子のバスケ 藤巻忠俊 秋田書店 WORST 高橋ヒロシ
集英社 キャッツ・アイ 北条司 秋田書店 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 手代木史織
集英社 CITY　HUNTER 北条司 秋田書店 浦安鉄筋家族 浜岡賢次
集英社 D．Gray－man 星野桂 秋田書店 元祖！浦安鉄筋家族 浜岡賢次
集英社 ギャグマンガ日和ー増田こうすけ劇場 増田こうすけ 秋田書店 クローバー 平川哲弘
集英社 魁！！男塾 宮下あきら 秋田書店 ドカベン 水島新司
集英社 俺の空 本宮ひろ志 秋田書店 ドカベン スーパースターズ編 水島新司
集英社 Rookies（ルーキーズ） 森田まさのり 秋田書店 明日のよいち！ みなもと悠
集英社 ろくでなしBLUES 森田まさのり 秋田書店 弱虫ペダル 渡辺航
集英社 To LOVEる－とらぶる－ 矢吹健太朗 潮出版 三国志 横山光輝
集英社 キン肉マン ゆでたまご 少年画報社 湘南爆走族 吉田聡
小学館 名探偵コナン 青山剛昌 スクウェア・エニックス 鋼の錬金術師 荒川弘
小学館 クロスゲーム あだち充 集英社 リアル 井上雄彦
小学館 タッチ あだち充 集英社 夜王 井上紀良
小学館 信長協奏曲 石井あゆみ 集英社 GANTZ－ガンツ－ 奥浩哉
小学館 マギ 大高忍 集英社 LIAR GAME 甲斐谷忍
小学館 モンキーターン 河合克敏 集英社 嬢王 紅林直
小学館 GS美神 極楽大作戦！！ 椎名高志 集英社 嬢王Virgin 紅林直
小学館 絶対可憐チルドレン 椎名高志 集英社 嘘喰い 迫稔雄
小学館 め組の大吾 曽田正人 集英社 高校鉄拳伝タフ 猿渡哲也
小学館 うる星やつら 高橋留美子 集英社 TOUGH－タフ－ 猿渡哲也
小学館 らんま1／2 高橋留美子 集英社 ハチワンダイバー 柴田ヨクサル
小学館 結界師 田辺イエロウ 集英社 キャプテン翼 GOLDEN－23 高橋陽一
小学館 今日から俺は！！ 西森博之 集英社 キャプテン翼 ROAD TO 2002 高橋陽一
小学館 うしおととら 藤田和日郎 集英社 KINGDOM－キングダム－ 原泰久
小学館 からくりサーカス 藤田和日郎 集英社 JIN－仁－ 村上もとか
小学館 月光条例 藤田和日郎 集英社 サラリーマン金太郎 本宮ひろ志
小学館 史上最強の弟子ケンイチ 松江名俊 集英社 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編 本宮ひろ志

パラッツォ 　マンガリスト
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集英社 新サラリーマン金太郎 本宮ひろ志 講談社 神の雫 オキモトシュウ

集英社 べしゃり暮らし 森田まさのり 講談社 ジパング かわぐちかいじ

集英社 サムライソルジャー 山本隆一郎 講談社 BE－BOP　HIGHSCHOOL きうちかずひろ

集英社 キン肉マン2世 ゆでたまご 講談社 喧嘩商売 木多康昭
集英社 キン肉マン2世 究極の超人タッグ編 ゆでたまご 講談社 赤灯えれじい きらたかし
小学館 おやすみプンプン 浅野いにお 講談社 蒼天航路 王欣太
小学館 ソラニン 浅野いにお 講談社 カバチタレ！ 東風孝広
小学館 サンクチュアリ 池上遼一 講談社 極悪がんぼ 東風孝広
小学館 strain 池上遼一 講談社 特上カバチ！！－カバチタレ！2－ 東風孝広
小学館 HEAT－灼熱－ 池上遼一 講談社 激昂がんぼ 東風孝広
小学館 格闘美神武龍 石川優吾 講談社 宇宙兄弟 小山宙哉
小学館 岳 石塚真一 講談社 バジリスク～甲賀忍法帖～ せがわまさき
小学館 都立水商！ 猪熊しのぶ 講談社 Y十M～柳生忍法帖 せがわまさき
小学館 20世紀少年 浦沢直樹 講談社 ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰
小学館 21世紀少年 浦沢直樹 講談社 頭文字D しげの秀一
小学館 PLUTO 浦沢直樹 講談社 SAMURAI 7 周防瑞孝
小学館 MASTERキートン 浦沢直樹 講談社 猿ロック 芹沢直樹
小学館 MONSTER 浦沢直樹 講談社 capeta 曽田正人
小学館 YAWARA！ 浦沢直樹 講談社 GIANT KILLING ツジトモ
小学館 とめはねっ！ 河合克敏 講談社 アベノ橋魔法☆商店街 出口竜正
小学館 クロサギ 黒丸 講談社 聖☆おにいさん 中村光
小学館 新クロサギ 黒丸 講談社 空手小公子 小日向海流 馬場康誌
小学館 AZUMI－あずみ－ 小山ゆう 講談社 BECK ハロルド作石
小学館 あずみ 小山ゆう 講談社 おおきく振りかぶって ひぐちアサ
小学館 おーい！竜馬 小山ゆう 講談社 課長 島耕作 弘兼憲史
小学館 海猿 佐藤秀峰 講談社 社長 島耕作 弘兼憲史
小学館 新ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰 講談社 常務島耕作 弘兼憲史
小学館 バンビ～ノ！ せきやてつじ 講談社 専務 島耕作 弘兼憲史
小学館 バンビ～ノ！SECONDO せきやてつじ 講談社 取締役 島耕作 弘兼憲史
小学館 昴 曽田正人 講談社 部長 島耕作 弘兼憲史
小学館 MOON－昴ソリチュードスタンディング－ 曽田正人 講談社 ヤング島耕作 弘兼憲史
小学館 最終兵器彼女 高橋しん 講談社 ヤング島耕作 主任編 弘兼憲史
小学館 土竜の唄 高橋のぼる 講談社 賭博堕天録 カイジ 福本伸行
小学館 1ポンドの福音 高橋留美子 講談社 賭博堕天録カイジ 和也編 福本伸行
小学館 めぞん一刻 高橋留美子 講談社 賭博覇王伝 零 福本伸行
小学館 ラストイニング 中原裕 講談社 賭博覇王伝 零 ギャン鬼編 福本伸行
小学館 医龍 乃木坂太郎 講談社 賭博破戒録 カイジ 福本伸行
小学館 高校アフロ田中 のりつけ雅春 講談社 賭博黙示録 カイジ 福本伸行
小学館 さすらいアフロ田中 のりつけ雅春 講談社 ああっ女神さまっ 藤島康介
小学館 上京アフロ田中 のりつけ雅春 講談社 グリーンヒル 古谷実
小学館 中退アフロ田中 のりつけ雅春 講談社 シガテラ 古谷実
小学館 美味しんぼ 花咲アキラ 講談社 ヒミズ 古谷実
小学館 アイアムアヒーロー 花沢健吾 講談社 僕といっしょ 古谷実
小学館 BLACK　LAGOON 広江礼威 講談社 行け！稲中卓球部 古谷実
小学館 最強伝説黒沢 福本伸行 講談社 漫画版 サクラ大戦 政一九
小学館 ギャラリーフェイク 細野不二彦 講談社 彼岸島 松本光司
小学館 イキガミ 間瀬元朗 講談社 彼岸島 最後の47日間 松本光司
小学館 闇金ウシジマくん 真鍋昌平 講談社 エンゼルバンク ドラゴン桜外伝 三田紀房
小学館 ARMS 皆川亮二 講談社 なにわ友あれ 南勝久
小学館 スプリガン 皆川亮二 講談社 ナニワトモアレ 南勝久
小学館 ラーゼフォン 百瀬武昭 講談社 センゴク 宮下英樹
小学館 Dr．コトー診療所 山田貴敏 講談社 センゴク外伝 桶狭間戦記 宮下英樹
小学館 殺し屋1（イチ） 山本英夫 講談社 センゴク天正記 宮下英樹
小学館 新・のぞき屋 山本英夫 講談社 新宿スワン 和久井健
小学館 ホムンクルス 山本英夫 秋田書店 バキ外伝 疵面－スカーフェイス－ 板垣恵介
講談社 ナニワ金融道 青木雄二 エンターブレイン テルマエ・ロマエ ヤマザキマリ
講談社 お天気お姉さん 安達哲 角川書店 マクロスF 青木ハヤト
講談社 働きマン 安野モヨコ 角川書店 交響詩篇エウレカセブン 片岡人生
講談社 もやしもん 石川雅之 角川書店 デッドマン・ワンダーランド 片岡人生
講談社 バガボンド 井上雄彦 角川書店 BLOOD＋ 桂明日香
講談社 寄生獣 岩明均 角川書店 機動戦士ガンダム C．D．A．若き彗星の肖像 北爪宏幸
講談社 機動戦士ガンダムSEED 岩瀬昌嗣 角川書店 ひぐらしのなく頃に 鬼曝し編 鬼頭えん
講談社 BILLY BAT 浦沢直樹 角川書店 機動戦士ガンダムSEED DESTINY THE EDGE 久織ちまき
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角川書店 サムライチャンプルー ゴツボ★マサル 小学館 坂道のアポロン 小玉ユキ
角川書店 新世紀エヴァンゲリオン 貞本義行 小学館 BLACK BIRD 桜小路かのこ
角川書店 怪盗天使ツインエンジェル 瀬菜モナコ 小学館 天は赤い河のほとり 篠原千絵
角川書店 多重人格探偵サイコ 田島昭宇 小学館 7SEEDS 田村由美
角川書店 涼宮ハルヒの憂鬱 ツガノガク 小学館 今日、恋をはじめます 水波風南
角川書店 クイーンズブレイド Hide＆Seek 南崎いく 講談社 地獄少女 永遠幸
角川書店 マクロス7トラッシュ 美樹本晴彦 講談社 きみはペット 小川彌生
角川書店 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 安彦良和 講談社 ちはやふる 末次由紀
実業之日本社 静かなるドン 新田たつお 講談社 ライフ すえのぶけいこ

少年画報社 Hey！リキ 永田晃一 講談社 のだめカンタービレ 二ノ宮知子
少年画報社 ギャングキング 柳内大樹 講談社 ヤマトナデシコ七変化 はやかわともこ

新潮社 蒼天の拳 原哲夫 講談社 ホタルノヒカリ ひうらさとる
新潮社 エンジェル・ハート 北条司 白泉社 オトメン（乙男） 菅野文
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 崇殺し編 鈴木次郎 白泉社 フルーツバスケット 高屋奈月
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 解 祭囃し編 鈴羅木かりん 白泉社 星は歌う 高屋奈月
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編 鈴羅木かりん 白泉社 彼氏彼女の事情 津田雅美
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に解 罪滅し編 鈴羅木かりん 白泉社 花ざかりの君たちへ 中条比紗也
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 暇潰し編 外海良基 白泉社 スキップ・ビート！ 仲村佳樹
スクウェア・エニックス 荒川アンダーザブリッジ 中村光 白泉社 桜蘭高校ホスト部 葉鳥ビスコ
スクウェア・エニックス 黒執事 枢やな 白泉社 夏目友人帳 緑川ゆき
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 綿流し編 方條ゆとり 白泉社 S・A 南マキ
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に解 目明し編 方條ゆとり 白泉社 大奥 よしながふみ
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 宵越し編 みもり 集英社 完全版 DRAGON BALL 鳥山明
スクウェア・エニックス ひぐらしのなく頃に 解 皆殺し編 桃山ひなせ 集英社 ごくせん 森本梢子
ゼスト出版事業 まいっちんぐマチコ先生 えびはら武司 集英社 完全版 るろうに剣心 和月伸宏
竹書房 兎 －野性の闘牌－ 伊藤誠 秋田書店 完全版 CROWS 高橋ヒロシ
竹書房 アカギ 福本伸行 角川書店 フルメタル・パニック！ 館尾洌
竹書房 天 福本伸行 ワニブックス 一騎当千 塩崎雄二
日本文芸社 天牌－麻雀飛龍伝説－ 嶺岸信明 講談社 巨人の星 梶原一騎
白泉社 3月のライオン 羽海野チカ 幻冬舎 おぼっちゃまくん 小林よしのり
白泉社 ベルセルク 三浦建太郎 中央公論社 プロゴルファー猿 藤子不二雄A
白泉社 デトロイト・メタル・シティ 若杉公徳 中央公論新社 笑ゥせぇるすまん 藤子不二雄A
双葉社 軍鶏 たなか亜希夫

双葉社 銀と金 福本伸行
芳文社 魔法少女まどか☆マギカ ハノカゲ
メディアワークス トップをねらえ！NeXT GENERATION そうま竜也
メディアワークス To　Heart 高雄右京
集英社 スイッチガール！！ あいだ夏波
集英社 潔く柔く いくえみ綾
集英社 ベルサイユのばら 池田理代子
集英社 プライド 一条ゆかり
集英社 ハチミツとクローバー 羽海野チカ
集英社 斉藤さん 小田ゆうあ
集英社 花より男子 神尾葉子
集英社 高校デビュー 河原和音
集英社 ちびまる子ちゃん さくらももこ
集英社 君に届け 椎名軽穂
集英社 学校のおじかん 田島みみ
集英社 イタズラなKiss 多田かおる
集英社 CLOVER－クローバー－ 稚野鳥子
集英社 ハツカレ 桃森ミヨシ
集英社 恋愛カタログ 永田正実
集英社 ラブ★コン 中原アヤ
集英社 スイート☆ミッション 藤井明美
集英社 ファイブ ふるかわしおり

集英社 B．O．D．Y． 美森青
集英社 メイちゃんの執事 宮城理子
集英社 ご近所物語 矢沢あい
集英社 NANA－ナナ－ 矢沢あい
小学館 僕の初恋をキミに捧ぐ 青木琴美
小学館 僕は妹に恋をする 青木琴美
小学館 砂時計 芦原妃名子
小学館 僕等がいた 小畑友紀


