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雑　　誌 ＣｈｕッＳＰＥＣＩＡＬ   　５月号 16151-5 ㈱ワニマガジン社

雑　　誌 エロカッコｅ　ＭＡＸ 　ｖｏｌ．９ 16496-05 ㈱メディアボーイ

雑　　誌 ＤＶＤ　ＤＥＬＵＸ         ５月号 06345-05 ㈱ＭＣプレス

雑　　誌 ゴクウ                 ｖｏｌ．１ 3797-05 メディア･クライス㈱

雑　　誌 アクションピザッツＤＸ 　　５月号 11463-5 ㈱双葉社

雑　　誌 ザ･ベストスペシャル 　　　 ５月号 14077-5 ＫＫベストセラーズ

雑　　誌 ビデオボーイ　　　　　  　№２９０ 07851-06 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 ＳＰＥＶＯＤＶＤ  　  ｖｏｌ．２０ 17940-06 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 月刊メルフレボンバー　　　　６月号 08513-06 ＫＫベストセラーズ

雑　　誌 ムクッ！ラジカル 　　 ｖｏｌ．１９ 03300-6 ワイレア出版㈱

雑　　誌 衝撃の体験告白              ６月号 04723-06 ㈲つり案内社

雑　　誌 レディースコミックタブー　　６月号 19673-06 三和出版㈱

雑　　誌 パパラッチ　　　　　　　　６／１号 20437-6/1 ㈱双葉社

書　　籍 写真集｢デス・シーン｣死体のある光景 4-8074-0633-7 第三書館

雑　　誌 ＣＨｕッスペシャル 　　　　　７月号 16151-7 ㈱ワニマガジン社

雑　　誌 ＢＯＭＢＥＲ ＳＵＰＥＲ ＬＡＤＹ ｖｏｌ．１０ 08514-07 ＫＫベストセラーズ

雑　　誌 海賊ＮＯ．１　　　　　　 　　７月号 02461-7 ㈱竹書房

雑　　誌 Ｓｐｅｃｉａｌ　ＡＹＡ　 　　７月号 09671-07 ㈱宙出版

雑　　誌 レディースコミックタブー 　　７月号 19673-07 三和出版㈱

雑　　誌 コミックちょいエス！   ｖｏｌ．１０ 03872-06 ㈱茜新社

雑　　誌 本当にいたよ！こんなにやさしいお姉さん  ８月号 08019-08 ㈱ダイアプレス

雑　　誌 ザ･ベスト　ＭＡＧＡＺＩＮＥ　　８月号 14003-08 ＫＫベストセラーズ

雑　　誌 月間メルフレボンバー　　　　　 ８月号 08513-08 ＫＫベストセラーズ

雑　　誌 Ｔｈａｔ’ｓＤＡＮ　　　　　　 ８月号 04117-08 メディア・クライス㈱

雑　　誌 ビデオボーイ　　　　　　　　　 ８月号 07851-08 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 メンズヤング　　　　　　　　９月号 08597-9 ㈱双葉社

雑　　誌 別冊本当にあったＨな話　　　９月号 18135-9 ㈱ぶんか社

雑　　誌 ＺＵＢＡ！　　　　　　　　　９月号 15529-9 インフォレスト㈱

雑　　誌 増刊大衆　　　　　　　８月２６日号 20436-8/26 ㈱双葉社

雑　　誌 ＣＯＭＩＣ快楽天　　　　　　９月号 13877-9 ワニマガジン社

雑　　誌 漫画ばんがいち　　　　　　　　１０月号 18295-10 ㈱コアマガジン

雑　　誌 ＶｉＤＥＯ　ＢＯＹ　　　　　　１０月号 07851-10 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 ＺＵＢＡ！　　　　　　　　　　１０月号 15529-10 インフォレスト㈱

雑　　誌 ＤＯＰＥ　　　　　　　　　　　１０月号 16639-10 ＫＫベストセラーズ

雑　　誌 Ｏｈ！ Ｃｕｔｅ Ｋ Ｇｉｒｌｓ　2008年10月1日発行 66073-15 ㈱ダイアプレス

雑　　誌 アクション　ピザッツ　　　　　１１月号 11419-11 ㈱双葉社

雑　　誌 コミック　アムール　　　　　　１１月号 03801-11 ㈱サン出版

雑　　誌 ＫＩＳＳＵＩ　　　　　　　　　１１月号 12955-11 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 メンズヤング　　　　　　　　　１１月号 08597-11 ㈱双葉社

雑　　誌 タブー　　　　　　　　　　　　１１月号 19673-11 三和出版㈱

雑　　誌 月刊パシャ！　　　　　　　　１２月号 17471-12 若生出版㈱

雑　　誌 ヒメコレＰＲＥＳＴＩＧＥ　 ｖｏｌ.４ 68361-09 ㈱東京三世社

雑　　誌 ＣＯＭＩＣペンギンクラブ　　１２月号 17999-12 辰巳出版㈱

雑　　誌 チャンピオンレッド　　　　　１２月号 16127-12 ㈱秋田書店

雑　　誌 ＢＯＹ’Ｓピアス　　　　　　１１月号 08177-11 ㈱マガジン･マガジン

雑　　誌 微熱ＳＵＰＥＲデラック　　　１２月号 07689-12 ㈱セブン新社

雑　　誌 シティへブン東北版　　　　　１２月号 04265-12
㈱ダブリュエイチコーポ
レーション仙台営業所

雑　　誌 東北Ｐｌｅｓｅｎ　　　　　　１１月号 80149-11 ㈱ＮＪＣ

平成20年度中の有害図書類指定一覧　　

H20.4.18 第467号

H20.5.23 第585号

第845号

H20.9.19 第915号

第656号

H20.7.15 第753号

H20.6.13

H20.8.19

H20.10.14 第986号

H20.11.18 第1058号



雑　　誌 月刊クリーム　　　 　　　１月号 03299-1 ワイレア出版㈱

雑　　誌 コミックキャー！　 　ｖｏｌ．１ 03862-1 ㈱松文館

雑　　誌 ＤＶＤルージュ　　　 ｖｏｌ．１ 01746-01 サニー出版㈱

雑　　誌 アクションピザッツＤＸ 　１月号 11463-１ ㈱双葉社

雑　　誌 Ｈｉｐ＆Ｌｉｐ　　　　　　　　２月号 08877-2 ㈱ワニマガジン社

雑　　誌 コミックホットミルク          ２月号 13941-02 ㈱コアマガジン

雑　　誌 愛の体験Ｓｐｅｃｉａｌデラックス   ２月号 11585-2 ㈱竹書房

雑　　誌 レディースコミックスペシャルアヤ   ２月号 09671-02 ㈱宙出版

雑　　誌 月刊桃色ＢＵＮＢＵＮ　　ｖｏｌ．１３ 87403-1 ㈲国分堂

雑　　誌 漫画ナックルズ撃　　　　ｖｏｌ．０９ 51115-24 ミリオン出版㈱

書　　籍 ドラッグの教科書 4-88718-836-6 ㈱データハウス

雑　　誌 特選恋愛ファイル④裏ナイショ恋愛 50524-43 ㈱芳文社

雑　　誌 ＢＯＹ’Ｓピアス　　　　　　　３月号 18161-03 ㈱ジュネット

雑　　誌 危険な愛体験Ｓｐｅｃｉａｌ　　３月号 02971-03 バナジー出版㈱

雑　　誌 コミックアムール　　　　　　　３月号 03801-03 ㈱サン出版

雑　　誌 ラブキス　　　　　　　　　　　３月号 19147-03 ㈱笠倉出版

雑　　誌 ＣＯＭＡＣＨＩ　　　　　　ｖｏｌ．５ 12956-02 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 べっぴんＤＭＭ　　　　　　　Ｎｏ．２ 17939-10 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 ＣＯＭＩＣ快楽天              ３月号 13877-3 ㈱ワニマガジン社

雑　　誌 エロカッコｅ　ＭａＸ　　ｖｏｌ．１４ 16496-03 ㈱メディアボーイ

雑　　誌 ガチ生素人１０００人斬り２００９春の陣 64193-16 三和出版㈱

雑　　誌 ＫＩＳＳＵＩ                    ４月号 12955-04 ㈱ジーオーティー

雑　　誌 ヤングコミック                  ３月号 08893-03 少年画報社

雑　　誌 コミックポプリクラブ            ４月号 13759-04 ㈱マックス

雑　　誌 ＺＵＢＡ！                      ４月号 15529-4 インフォレスト㈱

雑　　誌 レディースコミックスペシャルアヤ４月号 09671-04 ㈱宙出版

雑　　誌 微熱ＳＵＰＥＲデラックス      　４月号 07689-04 セブン新社

雑　　誌 無敵恋愛エスガール              ４月号 08577-4 ㈱ぶんか社

雑　　誌 チャンピオンＲＥＤ　　　　　　　３月号 16127-3 ㈱秋田書店
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