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H25.4.23 第３８５号 雑　  誌 ｍｉｎｉシュガー　２０１３　５月号 18425-05 ㈱秋水社

雑　  誌 週刊実話ザ・タブー　５月１１日号 20327-5/11 ㈱日本ジャーナル出版

雑　  誌 エキサイタータブー！　２０１３　ＳＰＲＩＮＧ 60532-08 ㈱サン出版

コミック Ｓの本能Ｍの恋情 47651-49 ㈱ジュネット

コミック 一棒五穴～私を選んでね～ 57627-04 ㈱竹書房

雑　  誌 世界の拷問・処刑事典
ISBN978-4-05-
404955-0

㈱学研パブリッシング

雑　  誌 まんが告発！非道いお仕事　暴利を貪る悪の錬金術 53453-40 ㈱コアマガジン

H25.5.28 第４７６号 雑　  誌 黄金のＧＴ　６月号 12259-06 ㈱晋遊舎

雑　  誌 増刊大衆　５月２６日号 20436-5/26 ㈱双葉社

雑　  誌 愛の体験スペシャルＤＸ　２０１３　６月号 11585-6 ㈱竹書房

雑　  誌 禁断Ｌｏｖｅｒｓ　ＭＡＸ　ｖｏｌ．１ 08578-5 ㈱ぶんか社

雑　  誌 ｐｅｔｉｔ　Ｒｏｓｅ　２０１３　ｖｏｌ．２ 18328-06 ㈱秋水社

コミック 感じるカラダ―Ｈなラブトイ調教編♥― 53736-99 ㈲光彩書房

雑　  誌 裏モノＪＡＰＡＮ　２０１３　６月号 01805-06 ㈱鉄人社

書　　籍 図解アリエナイ理科ノ実験室 64180-63 ㈱三才ブックス

書　　籍 図解アリエナイ理科ノ工作 64178-67 ㈱三才ブックス

H25.6.18 第５３５号 コミック スイッチドール 50526-63 ㈱芳文社

コミック 元ヤン娘だけど恋をしたっていいじゃない！ 50040-80 ㈱少年画報社

コミック からふるはーべすと 57621-63 ㈱竹書房

雑　  誌 エキサイター　ｖｏｌ．８５　６月号 01977-06 ㈱サン出版

雑　  誌 裏モノＪＡＰＡＮ　２０１３　７月号 01805-07 ㈱鉄人社

雑　  誌 ヤバい悪グッズ３００ 01806-06 ㈱鉄人社

雑　  誌 ラジオライフ　２０１３　７月号 09155-07 ㈱三才ブックス

H25.7.19 第６７８号 雑　  誌 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ﾃﾞﾗｯｸｽ 特別総集編 ２０１３夏 67982-50 ㈱ぶんか社

雑　  誌 週刊実話ザ・タブー　８月１０日号 20327-8/10 ㈱日本ジャーナル出版

雑　  誌 禁断Ｌｏｖｅｒｓ　ＭＡＸ　ｖｏｌ．２ 08578-7 ㈱ぶんか社

雑　  誌 ｐｅｔｉｔ　Ｒｏｓｅ　２０１３　ｖｏｌ．３　 18328-08 ㈱秋水社

コミック ユーフォリアジュース 50526-06 ㈱芳文社

雑　  誌 裏モノＪＡＰＡＮ　２０１３　８月号 01805-08 ㈱鉄人社

書　　籍 図解アリエナイ理科ノ教科書ⅡＢ 64178-29 ㈱三才ブックス

書　　籍 図解アリエナイ理科ノ教科書改訂版 64177-87 ㈱三才ブックス

H25.8.13 第７２０号 雑　  誌 ａｙａ　２０１３　８月号 18815-08 ㈱宙出版

雑　  誌 微熱ＳＵＰＥＲデラックス　２０１３　８月号 07689-08 ㈱セブン新社

雑　  誌 別冊週漫スペシャル　２０１３　９月号 17929-09 ㈱芳文社

雑　  誌 月刊劇漫スペシャル　２０１３　９月号 13545-9 ㈱竹書房

コミック 不完全な彼女 58812-08 ㈱ジーウォーク

コミック むらむす～むらむらむらむらむら娘！～ 57627-88 ㈱竹書房

コミック 愛撫 57627-71 ㈱竹書房

H25.9.20 第８１３号 雑　  誌 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ｽﾍﾟｼｬﾙ　2013　Vol.65 02092-9 ㈱ぶんか社

雑　  誌 禁断Ｌｏｖｅｒｓ　ＭＡＸ　ｖｏｌ．３ 08578-9 ㈱ぶんか社

雑　  誌 愛の体験スペシャルＤＸ　２０１３　１０月号 11585-10 ㈱竹書房

雑　  誌 別冊週漫スペシャル　２０１３　１０月号 17929-10 ㈱芳文社

雑　  誌 裏モノＪＡＰＡＮ　２０１３　１０月号 01805-10 ㈱鉄人社

書　　籍 図解アリエナイ理科ノ教科書ⅢＣ 64179-47 ㈱三才ブックス

書　　籍 新版アリエナイ理科 64241-87 ㈱三才ブックス
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H25.10.8 第８４６号 雑　  誌 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ｽﾍﾟｼｬﾙ　2013　Vol.66 02092-10 ㈱ぶんか社

雑　  誌 みこすり半劇場　２０１３　１０月号 08473-10 ㈱ぶんか社

コミック 王子様の疑惑と姫君の秘密 53737-01 ㈲光彩書房

コミック 野獣彼氏カタログ　７人のドＳ男子 57965-91 ㈱ぶんか社

コミック 蜜辱ハニー 58812-18 ㈱ジーウォーク

書　　籍 変態ＳＥＸ図鑑〈愛蔵版〉
ISBN978-4-
7817-0149-3

㈱データハウス

雑　  誌 裏モノＪＡＰＡＮ　２０１３　１１月号 01805-11 ㈱鉄人社

H25.11.19 第９５７号 雑　  誌 禁断Ｌｏｖｅｒｓ　ＭＡＸ　ｖｏｌ．４ 08578-11 ㈱ぶんか社

雑　  誌 増刊大衆　１１月２６日号 20436-11/26 ㈱双葉社

雑　  誌 月刊劇漫スペシャル　２０１３　１２月号 13545-12 ㈱竹書房

コミック とつおん！～突然女の子になったので、俺のおっぱい揉んでみませんか？～ 57627-70 ㈱竹書房

コミック Ｍ恋中毒 54930-61 ㈱祥伝社

書　　籍 殺人王　実践篇～鬼畜たちの残虐レッスン～
ISBN4-88469-
449-X

㈲太陽出版

書　　籍 殺人王　拷問篇　凶鬼たちの悶絶遊戯
ISBN978-4-
88469-609-2

㈲太陽出版

H25.12.17 第1039号 雑　  誌 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！　２０１４　１月号 02091-1 ㈱ぶんか社

雑　  誌 黄金のＧＴ　２０１４　１月号 12259-01 ㈱晋遊舎

雑　  誌 ａｙａ　２０１３　１２月号 18815-12 ㈱宙出版

雑　  誌 微熱ＳＵＰＥＲデラックス　２０１３　１２月号 07689-12 ㈱セブン新社

雑　  誌 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１４　１月号 18161-01 ㈱マガジン・マガジン

雑　  誌 禁断Ｌｏｖｅｒｓジュリエッタ　ｖｏｌ．１ 08578-12 ㈱ぶんか社

雑　  誌 別冊週漫スペシャル　２０１４　１月号 17929-01 ㈱芳文社

コミック アイドルｔｏハーレム 57630-13 ㈱竹書房

H26.1.28 第６２号 雑　  誌 黄金のＧＴ　２０１４　２月号 12259-02 ㈱晋遊舎

雑　  誌 山崎大紀の本当にあったＨな話　美女堪能！おとこの観光案内 57966-44 ㈱ぶんか社

雑　  誌 ａｙａ　２０１４　２月号 18815-02 ㈱宙出版

雑　  誌 Ｙｈａ！Ｈｉｐ＆Ｌｉｐ　２０１４　２月号 08877-2 ㈱ワニマガジン社

雑　  誌 山崎大紀のアジアン美女めぐり 54680-97 マイウェイ出版㈱

コミック あまあま＊パフュメ 50042-16 ㈱少年画報社

コミック 男子飼育♂動物園 52891-92 ㈱コスミック出版

コミック 人妻静子のどうしようもない疼き 52974-90 ㈱日本文芸社

雑　  誌 世界残虐処刑史
ISBN978-4-575-
30478-7

㈱双葉社

書　　籍 殺人王　美食篇　～地獄の晩餐会～
ISBN4-88469-
350-7

㈲太陽出版

H26.2.12 第１０４号 雑　  誌 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１４　３月号 18161-03 ㈱マガジン・マガジン

雑　  誌 微熱ＳＵＰＥＲデラックス ２０１４ ２月号 07689-02 ㈱セブン新社

雑　  誌 月刊劇漫スペシャル　２０１４　３月号 13545-3 ㈱竹書房

雑　  誌 別冊週漫スペシャル　２０１４　３月号 17929-03 ㈱芳文社

雑　  誌 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！　２０１４　３月号 02091-3 ㈱ぶんか社

雑　  誌 芸能裏ＮＩＮＪＡ　ＶＯＬ．０１ 64266-45 ㈱オークス

H26.3.18 第１９８号 雑　  誌 黄金のＧＴ　２０１４　４月号 12259-04 ㈱晋遊舎

雑　  誌 月刊劇漫スペシャル　２０１４　４月号 13545-4 ㈱竹書房

コミック 純白オトメ　初体験アンソロジー 57630-46 ㈱竹書房

コミック しっとりレディと甘い蜜 57630-24 ㈱竹書房

コミック ＭＭ２号 52255-61 ㈱エンジェル出版

コミック 誘惑玩具 57627-59 ㈱竹書房

コミック ぜったい最胸☆おっぱい戦争！！
ISBN978-4-04-
729454-7

㈱KADOKAWA

コミック 熱帯魚のはらわた
ISBN978-4-
8124-9706-7

㈱竹書房

雑　  誌 中国残酷物語
ISBN978-4-575-
30514-2

㈱双葉社

書　　籍 殺人王　迷宮篇～悪魔の野放しモンスター～
ISBN978-4-
88469-514-9

㈲太陽出版


