
都道府県名指定･告示日 出版社 図書名 発行日

㈱竹書房 バカにつける薬がない　 令和元年11月29日

㈱笠倉出版社 やましい恋のはじめかた 令和元年12月25日

㈱鉄人社 裏モノJAPAN３月号 令和2年3月1日

㈱英和出版社 ごちそうさま、ヴァージンチェリー 令和元年6月30日

㈱大洋図書 fill　the　cream　donut 令和元年8月15日

㈱鉄人社 裏モノJAPAN１１月号 令和元年11月1日

青森県 ㈱日本文芸社 果て戻る異世界転生①

㈱集英社 私のＨな履歴書みてください⑦

㈱ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 特ﾀﾞﾈ TABOO! ㊷

㈱ﾌﾞﾚｲﾝﾊｳｽ 芸能美女激ﾔﾊﾞSEXYﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ＆黒歴史DX

㈱集英社 終末のﾊｰﾚﾑ ⑭

㈱ﾏｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ 侯爵嫡男好色物語～異世界ﾊｰﾚﾑ英雄戦記～②

㈱ﾘｲﾄﾞ社 ﾏｷﾞｰ’S犬Jr.

芸能お宝最新情報BUZOOOOON!!!VOL.7

芸能S級お宝特ﾎｳVIIIIIP!!!VOL.3

㈱幻冬舎ｺﾐｯｸｽ ｾｲｸﾘｯﾄﾞ・ｼｭｳﾞｧﾘｴ③

㈱少年画報社 ｲｹﾅｲ菜々子さん⑦

㈱リイド社 うわさの女

㈱ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 特ダネTABOO!㊳GWｽﾍﾟｼｬﾙ号

（株）インテルフィン 特ダネTABOO！㊱　2022年新年発信号

（株）プレインハウス 芸能美女ハプニング衝撃SEXY全放出！

LINE Digital Frontier(株)鬼畜島　⑱

（株）少年画報社 かみくじむら～ぬめりロワイヤル～

（株）インテルフィン 特ダネTABOO！収穫秋号

（株）プレインハウス ありえない芸能界激レアお宝大開放SP

（株）少年画報社 いいわけも出来ない～姉彼～　第1巻

（株）楽楽出版 まんが大激闘　Vol.13

㈱コアマガジン 実話BUNKAタブー2021年9月号

㈱大都社 愛欲調教

㈱日本文芸社 換金婚　第4巻

㈱コアマガジン 実話BUNKAタブー2021年5月号

㈱一水社 50代からの男のゴラク2021年6月号

㈱少年画報社 きりしま絵美の新人教育

株インテルフィン 特ダネTABOO!（30）

神の手違いで死んだらチートガン積みで異世界に放
り込まれました　第3巻

（株）少年画報社
令和4年3月2日

令和3年9月29日

令和3年6月7日

令和5年2月22日

令和3年3月3日

有害図書指定リスト （更新日：2023/04/27）

令和2年3月13日 実話コミックセレクション本当にあった
美味しい体験教えます

㈱リイド社 令和2年1月9日

令和元年10月14日
令和元年11月1日 別冊メンズゴールドセレクション６もっとたまらな

いＨな体験教えます
㈱リイド社

北海道

令和4年9月21日

令和4年6月13日

㈱ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ

令和3年12月27日
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株インテルフィン メコ喰い馬鹿一代（30号記念号）

㈱宙出版 恋愛白書パステル　2021年3月号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN2021年３月号

別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ vol.11

臨時増刊ﾗﾌﾞｧｰｽﾞ vol.29

実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD VOL.28

実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 月刊12・1月合併号

実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ VOL.22

株式会社日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話ｻﾞ･ﾀﾌﾞｰ 週刊実話増刊12月9日号

株式会社ダイアプレス 実録joker 7月号

実話ﾅｯｸﾙｽﾞGOLD vol.26

実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ　vol.20

株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 8月号

令和4年5月10日 株式会社大洋図書 実話ナックルズ 月刊４・５月合併号

令和4年5月10日 株式会社大洋図書 昭和の謎99　2022年春号

株式会社大洋図書 実話ナックルズウルトラVOL.19

株式会社三才ブックス ヤバすぎる裏ワザベストカタログ2022

実話ナックルズGOLD　Vol.23

実話ナックルズ月刊２・３月合併号

株式会社大洋図書 別冊ラヴァーズ VOL.８

三才ブックス ラジオライフ２月号

株式会社コスミック出版 激ヤバ！裏グッズ㊙カタログ

株式会社大洋図書 実話ナックルズGOLD　Vol.22

昭和の不思議101　2021年 秋の男祭号

実話ナックルズ極ベスト　Vol.32

実話ナックルズ　月刊10月・11月合併号

実話ナックルズウルトラ　Vol.16

三才ブックス ラジオライフ10月号

コアマガジン 実話BUNKAタブー10月号

株式会社鉄人社 裏モノＪＡＰＡＮ５月号

株式会社ブレインハウス 衝撃!陰謀G-File怖　身の毛もよだつ怪奇譚

ラヴァーズＤＸ　Vol.2

実話ナックルズウルトラVOL.14

実話ナックルズ　８月号 平成30年6月30日

ナックルズ極ベスト 平成30年7月25日

（株）コアマガジン 異常な国ニッポン 平成30年7月25日

（株）鉄人社 月刊裏モノJAPAN２０１８　８ 平成30年8月1日

（株）ジュネット 禁断ピアス８月号ＳＰ 平成30年8月1日

株式会社宙出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ 2023 4月号

株式会社秋水社 恋愛宣言PINKY 4月号 2023

株式会社ぶんか社 COMIC お杏 Vol.4

令和4年1月14日

令和3年5月11日

令和3年3月3日青森県

宮城県 令和5年3月22日

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書

秋田県

株式会社大洋図書

（株）ミリオン出版

令和3年9月10日

平成30年7月31日

令和4年5月10日

令和5年1月20日

株式会社大洋図書
令和4年11月22日

株式会社大洋図書

岩手県

令和3年9月10日

令和4年7月8日

令和4年1月14日 株式会社大洋図書

令和3年11月9日
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株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ Vol.24

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞGOLD Vol.30

株式会社ｺｱﾏｶﾞｼﾞﾝ 実話BUNKAﾀﾌﾞｰ 4月号 2023

株式会社一水社 50代からの男のｺﾞﾗｸ 4月号 2023

株式会社鉄人社 裏ﾓﾉJAPAN 4月号 2023

株式会社大洋図書 臨時増刊ﾗﾌﾞｧｰｽﾞ　VOL．30

株式会社ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 芸能S級お宝特ﾎｳ VIIIIIP!!! VOL.6

株式会社秋水社 petit Rose Vol.59

株式会社秋水社 miniSUGER 2023年1月号

株式会社大洋図書 臨時増刊ﾗﾌﾞｧｰｽﾞ　VOL．28

株式会社ﾘｲﾄﾞ社 ｺﾐｯｸ艶 vol.23

株式会社ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ EX特ﾀﾞﾈ NG SHOT31

株式会社ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 芸能お宝最新情報 BOZOOOOON!!! VOL.9

辰巳出版株式会社 実話ﾛｰﾚﾝｽ 1月号

株式会社鉄人社 裏ﾓﾉJAPAN 2023 1

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞGOLD Vol.29

株式会社大洋図書 別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ VOL.11

株式会社秋田書店 恋愛ﾁｪﾘｰﾋﾟﾝｸ 2022 9月号

株式会社ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ ﾄﾞSおばけが寝かせてくれない

株式会社大洋図書 別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞVOL.10

株式会社一迅社 gateau 2022 10

株式会社ぶんか社 無敵恋愛 S※girl 2022 10

株式会社ｺｱﾏｶﾞｼﾞﾝ 実話BUNKAﾀﾌﾞｰ 10月号 2022

COMIC お杏

漫画大激闘 Vol.19

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ VOL.21

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞGOLD ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ VOL.6

㈱秋水社 恋愛宣言PINKY6月号2022

㈱宙出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ 2022 7月号

㈱ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 特ダネTABOO！38GWｽﾍﾟｼｬﾙ号

㈱ぶんか社 月刊ほんとうに怖い童話 2022 7月号

㈱鉄人社 裏ﾓﾉJAPAN 2022 7

臨時増刊ラヴァーズVOL.25

実話ﾅｯｸﾙｽﾞ月刊 6・7月合併号 

実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ vol.5

実話BUNKAﾀﾌﾞｰ7月号 2022

まんが悲惨な現実貧しい日本DX

(株)秋水社 minisugar　2022年3月号

(株)竹書房 麗人　3月号　2022

芸能お宝最新特報BUZOOOOON!!!　VOL.4

EX特ダネNG　SHOT　第26号

(株)コアマガジン まんが2022年業界最初の悪特盛

令和5年3月22日

宮城県

令和4年3月11日

株式会社ぶんか社

(株)インテルフィン

(株)大洋図書

令和4年6月17日

令和4年6月17日

臨時増刊ラヴァーズ　VOL．24

㈱大洋図書

㈱ｺｱﾏｶﾞｼﾞﾝ

令和4年12月16日

令和4年12月16日

令和4年9月16日
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(株)鉄人社 裏モノＪＡＰＡＮ　2022　4

(株)データハウス 人殺し大百科第3版

(株)リフレ 月刊マガジンビーボーイ2021　12が散号

無敵恋愛S*girl2022 1月号

月間ほんとうに怖い童話　2022年1月号

(株)インテルフィン 特ダネＴＡＢＯＯ！収穫の秋号　35

(株)インテルフィン 芸能お宝最新特報BUZOOOOON！！！ＶＯＬ.３

(株)ブレインハウス 芸能スキャンダル特ダネ大放出スペシャル

(株)コアマガジン まんがあなたの知らないニッポン絶望社会DX

別冊ラヴァーズＶＯＬ.８

実話ナックルズＳＰＥＣＩＡＬ　2021　冬

(株)鉄人社 裏モノＪＡＰＡＮ　2022　1

（株）プレインハウス 有名美女＆アイドル封印したい黒歴史発掘

㈱ダイアプレス 実録JOKER　2021年9月号

㈱ダイアプレス 芸能美女ヤバすぎ黒歴史　全部見せSP

臨増ナックルズGOLD　VOI.21

臨時増刊ラヴァーズ　VOL.21

㈱コアマガジン まんが水商売後の残酷実話裏社会に最も近い業界

宙出版 ＹｏｕｎｇＬｏｖｅＣｏｍｉｃaya　２０２1年９月号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　2021.10

㈱竹書房 麗人　９月号　２０２1　

ぶんか社 ほんとうに怖い童話　2021年10月号

㈱宙出版 恋愛白書パステル　2021　7

㈱楽楽出版 女子アナスクランブル!!!VOL.6

㈱竹書房 おすわり、よくできました

実話BUNKA超タブー6月号2021

㈱ダイアプレス 実録JOKER　2021年7月号

（株）鉄人社 裏モノJAPAN2021　7

ラヴァーズDX　VOL.2

臨増ナックルズDX　VOI　25

ナックルズ極ベストVol.31

㈱コアマガジン こんなに酷い芸能界暴露大全

㈱笠倉出版社 絶対恋愛sweet　2021　3

アリエナイ理科ノ大事典Ⅱ

裏ﾏﾆｱｯｸｽ‐極太裏事典‐EX

ラジオライフ７月号

株式会社鉄人社 映画になった恐怖の実話

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 月刊6・7月合併号

株式会社ﾃﾞｰﾀﾊｳｽ 人殺し大百科 第3版

令和2年8月21日 （株）三才ブックス 裏マニアックス　極太裏事典 SUPER

宮城県

令和4年3月11日

令和3年6月18日

（株）三才ブックス

令和4年8月9日

漫画誰もが知りたい衝撃実話のウラDX
どうかしてる人格崩壊話㈱コアマガジン

株大洋図書

令和3年12月17日

令和3年12月17日

令和3年9月17日

令和3年9月17日

株大洋図書

ぶんか社

(株)大洋図書

栃木県
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アリエナイ理科ノ大事典「改正版」

裏グッズカタログ２０２０

　㈱　GB 近現代　スパイの作法

裏マニアックス　極太裏事典MAX

ラジオライフ　７月号

裏グッズカタログ２０１９

㈱鉄人社 裏モノJAPAN７月号

宙出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ 2023年1月号

ぶんか社 無敵恋愛 S*girl 2023年1月号

笠倉出版 絶対恋愛 Sweet 2022年10月号

鉄人社 裏ﾓﾉ JAPAN 2023年1月号

大洋図書 臨時増刊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ Vol.28

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ Vol.22

ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 特ﾀﾞﾈ TABOO! 41

大洋図書 別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ Vol.11

ＹｏｕｎｇＬｏｖｅＣｏｍｉｃaya　２０２1年７月号

恋愛白書パステル　２０２1年８月号

㈱笠倉出版社 絶対恋愛　Sweet　２０２1年7月号

ぶんか社 無敵恋愛S*girl　２０２1年８月号

臨時増刊ラヴァーズ　Vol．２０

劇画エマニエル　2021年8月号

日本ジャーナル出版 週刊実話ザ・タブー２０２１年８/６号

㈱笠倉出版社 絶対恋愛　Sweet　２０２1年３月号

秋水社 恋愛宣言PINKY　2021年4月号

秋水社 ｍｉｎｉＢｅｒｒｙ　VOL.55

金のEX　NEXT　VOL.18

劇画エマニエル　Vol．7

㈱楽楽出版 エキサイティングマックス！　2021年3月号

インテルフィン EX特ダネ　NG　SHOT　14

竹書房 劇漫スペシャル　2021年3月号

㈱一水社 官能告白小説6

裏マニアックス極太裏事典ーSUPER

ラジオライフ2021年1月号

宙出版 恋愛白書パステル　２０２０年７月号

ぶんか社 無敵恋愛S*girl　２０２０年７月号

フロンティアワークス Daria　２０２０年６月号

鉄人社 裏モノJAPAN　２０２０年６・７月合併号

日本ジャーナル出版 週刊実話ザ・タブー２０２０年７月号

大洋図書 臨時増刊ラヴァーズ　Vol．１３

栃木県

（株）三才ブックス

みなし指定

宙出版

大洋図書

令和2年9月15日
宙出版

みなし指定

ＹｏｕｎｇＬｏｖｅＣｏｍｉｃaya
２０２０年７月号

茨城県

茨城県

令和2年9月15日

ググるな危険！
絶対に検索してはいけないワード156

㈱ダイアプレス

令和3年2月22日 ㈱三才ブックス

（株）三才ブックス

令和3年3月11日

令和元年7月25日

㈱大洋図書

みなし指定

栃木県 令和2年8月21日
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竹書房 劇漫デラックス　Vol．２０

コアマガジン 実話BUNKA超タブー　２０２０年７月号

アリエナイ理科ノ大辞典［改訂版〕

裏マニアックス-極太裏事典ーSUPER

裏マニアックス-極太裏事典ーSPECIAL

（株）G.B. 近現代　スパイの作法

令和4年12月16日 株式会社秋水社 DAITO COMICS BLｼﾘｰｽﾞ 愛重執心 令和4年12月5日

令和4年11月18日 株式会社竹書房
BAMBOO CMIC [Qpa collection] もっと！えっちは週
7希望です！

令和4年10月31日

令和4年9月16日 株式会社竹書房 BAMBOO COMICS REIJIN uno!ﾒｽｲｷ☆ﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ 令和4年8月19日

令和4年8月10日 ㈱ふゅーじょんぷろだくとPOE BACKS BABY COMICS いいなり催眠ﾗﾌﾞﾊﾒ3P 令和4年7月10日

令和4年7月15日 株式会社一迅社 gateau comics ちょっと聞いてよおにいさん 令和4年6月20日

令和4年6月17日 株式会社海王社 GUSH COMICS ｴﾘｰﾄﾓﾃﾞﾙは発情した 令和4年5月20日

令和4年6月17日 ㈱ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ Charles Comics No.211ﾄﾛける快感ｿｸ堕ち悪魔 令和4年6月15日

令和4年5月20日 株式会社英和出版社 DAISY COMICS こんなS彼に抱かせたいBL 令和4年4月30日

令和4年4月15日 株式会社ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ Charles Comics No.205主任のｴﾛさ、ｺﾝﾌﾟﾗ違反です 令和4年4月15日

令和4年3月16日 株式会社新書館 DEAR＋ COMICS 青葉くんのシークレット・バージン 令和4年2月15日

令和4年2月18日 株式会社コアマガジン drap COMICS DX No.179 双子×征服 令和4年2月8日

株式会社オークラ出版 アクアコミックス オイおじ‼ 令和3年12月10日

株式会社竹書房 BAMBOO COMICS REIJIN uno! 連勤明けのごほうびは 令和3年12月21日

株式会社海王社 GUSH mania COMICS きもちいい穴シェアハウス 令和3年10月20日

株式会社秋水社 DAITO COMICS BLシリーズ入った銭湯で口説かれています 令和3年10月5日

道玄坂書房 株式会社CLAPコミックス 令和3年7月31日

令和3年6月18日 道玄坂書房 ミケプラスコミックス こんなことするとは聞いてない！ 令和3年6月7日

株式会社少年画報社 【YKコミックス】 Ｋ keiko 令和3年2月24日発行 令和3年2月24日

株式会社ＭＵＧＥＮＵＰ エクレアコミック センパイ、いっかいだけ！ 令和3年2月1日

㈱大洋図書 劇画　ｴﾏﾆｴﾙ vol.20 令和5年4月5日

㈱大都社 漫画　ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙ 2023 4月号 令和5年2月25日

辰巳出版㈱ 実話　ﾛｰﾚﾝｽ　4月号 令和5年4月1日

㈱ﾘｲﾄﾞ社 今でも忘れないｱﾉ体験談、話します Vol.2 令和5年3月1日

㈱ぶんか社 RK MOOK COMIC 必剣　VOL.21 令和4年12月10日

㈱大洋図書 劇画 ｼｰｸﾚｯﾄ vol.13 令和4年11月15日

㈱一水社 いずみムック276　漫画ロマン Vol.14 令和4年11月30日

㈱竹書房 月刊　劇漫ｽﾍﾟｼｬﾙ　2023 1月号 令和4年11月18日

包括指定

令和4年11月

岐阜県

株式会社竹書房

ｼﾞｭﾈｯﾄ㈱

令和3年3月12日

ジュネットコミックス392　ピアスシリーズ588
ゆとりとアラフォー恋はＡＶ現場で起きている

株式会社リイド社

令和3年9月17日

令和4年1月14日

令和3年4月16日

BAMBOO COMICS REIJIN uno!
クソアンチ❤ラブデストロイ

令和3年3月17日

令和3年4月21日

東京都

東京都

BAMBOO COMICS REIJIN uno! クソアンチ❤ラブデストロ
イ

令和2年9月15日茨城県

令和3年6月18日

令和3年11月12日

群馬県

令和3年4月16日

株式会社新書館 令和3年8月15日

令和3年3月30日
㈱三才ブックス

令和3年4月5日

SPコミックス 本当にあった
思わずザワつく とっておきの話
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令和4年11月 ㈱竹書房 ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾑｯｸ　劇漫ﾃﾞﾗｯｸｽ　vol.35 令和4年11月14日

㈱大洋図書 劇画シークレット　vol.12 令和4年9月20日

㈱竹書房 ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾑｯｸ劇漫ﾃﾞﾗｯｸｽ　Vol.34 令和4年9月13日

㈱ぶんか社 RK COMICS 闇花お銀影始末 令和4年9月10日

㈱楽楽出版 暴れ武蔵 令和4年5月10日

㈱竹書房 月刊劇漫スペシャル　2022　8月号 令和4年6月18日

㈱大洋図書 劇画シークレット　vol.11 令和4年7月20日

(株)一水社 いずみムック249　漫画ロマンVol.10 2022年3月1日

RK　MOOK　漫画大激闘VOL.10 2022年3月10日

RK　MOOK　COMIC 必剣　VOL.17 2022年4月10日

令和3年12月調査 （株）大洋図書 劇画エマニエル　Vol..　12 2021年12月10日

（株）楽楽出版 RK　COMICS　大江戸競艶伝　でっかい奴 2021年12月11日

（株）楽楽出版 RK　MOOK　COMIC　必剣　VOL.　15 2021年12月12日

（株）竹書房　 バンブームック劇漫デラックス　Vol..　29 2021年11月11日

令和3年6月調査 大洋図書 劇画エマニエル　Vol．9 令和3年6月10日

（株）一水社 いずみムック214　漫画ロマン　Vo1.5 令和3年5月31日

㈱リイド社 真相ロマンスセレクション4　天然淑女リアル体験 令和2年9月14日

㈱リイド社

㈱リイド社

㈱楽楽出版 RK　MOOK　漫画　大激闘　Vo1.12 令和3年7月10日

㈱竹書房 月刊劇漫スペシャル　2021　8月号 令和3年6月18日

令和3年3月 （株）一水社 いずみムック　漫画ロマン　Vo1.4 令和3年2月28日

令和5年4月25日 株式会社鉄人社 裏ﾓﾉJAPAN 5月号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 4月号

株式会社鉄人社 裏ﾓﾉJAPAN 4月号

令和5年2月10日 株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 3月号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 2・3月合併号

株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 2月号

令和4年12月13日 株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 1月号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 12・1月合併号

株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 12月号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 12・1月合併号

株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 12月号

令和4年10月18日 株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 11月号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 10・11月合併号

株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 10月号

令和4年8月26日 株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 9月号

株式会社ﾃﾞｰﾀﾊｳｽ 人殺し大百科 第3版

株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 8月号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽ　8・9月合併号

㈱大洋図書 実話ナックルズ　6・7月合併号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN 6月号

令和4年4月19日 株式会社鉄人社 裏モノJAPAN 5月号

岐阜県

令和4年6月29日

(株)楽楽出版
令和4年3月調査

令和4年6月3日

令和4年9月

実話コミックセレクション5
本当にあった美味しい体験教えます

令和3年12月調査

令和3年6月調査

令和2年10月14日

令和4年7月29日

令和4年11月18日

令和4年11月18日

令和4年9月27日

令和3年6月調査

令和5年1月27日

愛知県

令和5年3月17日
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令和4年3月25日 ㈱大洋図書 実話ナックルズ 4・5月合併号

令和4年3月25日 ㈱鉄人社 裏モノJAPAN　4月号

㈱大洋図書 実話ナックルズ 2・3月合併号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　2月号

令和3年12月17日 ㈱鉄人社 裏モノJAPAN　1月号

令和3年10月15日 ㈱鉄人社 裏モノJAPAN　11月号

㈱大洋図書 実話ナックルズ 10-11月号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　10月号

㈱大洋図書 実話ナックルズ　9月号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　9月号

㈱大洋図書 実話ナックルズ　8月号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　8月号

令和3年6月11日 ㈱鉄人社 裏モノJAPAN　7月号

㈱大洋図書 実話ナックルズ　6/7月合併号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　6月号

㈱大洋図書 実話ナックルズ　5月号

㈱鉄人社 裏モノJAPAN　5月号

もっとたまらないＨな体験教えます

たまらないＨな体験教えます

㈱三才ブックス アリエナイ理科ノ大事典「改正版」

㈱三才ブックス 裏グッズコレクション２０２０

㈱メディアックス 美人妻　夫とは違う部分を突いて！

株式会社竹書房 淫魔くんﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ 令和5年3月30日

株式会社ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ 熟れおじXｵﾒｶﾞﾊﾞｰｽBL 令和4年5月15日

株式会社宙出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ4月号 令和5年2月24日

株式会社竹書房 恋心にとろける一滴 令和5年3月30日

株式会社ぶんか社 ちび本当にあった笑える話210 令和5年2月10日

株式会社秋田書店 恋愛LoveMAX4月号 令和5年3月6日

株式会社ｺｱﾏｶﾞｼﾞﾝ まんが超有名裁判傍聴ﾌｧｲﾙ 令和4年12月28日

株式会社宙出版 ﾊﾆｨﾛﾏﾝｽ2023年1月号 令和4年11月21日

株式会社大都社 絶対ｾｯｸｽしたい淫魔落ちこぼれ淫魔と千人目の虜 令和4年6月6日

株式会社大都社 もふもふ化かし愛日記 令和5年1月6日

ｼﾞｭﾈｯﾄ株式会社 XLｻｲｽﾞですが、結婚させてくれますか？2 令和5年1月5日

株式会社ふゅーじょんぷろだくと嘘とﾎﾝﾈと 令和5年1月10日

令和4年9月調査 株式会社白泉社 転生魔王とポンコツ勇者１ 令和3年12月5日

株式会社白泉社 じょふう１ 令和4年6月5日

せふれ４ 令和4年4月25日

ｿﾞﾝﾋﾞだらけのこの世界ではｾｯｸｽしないと生き残れない１ 令和2年7月23日

かみくじむら３ 令和2年3月30日

ツボネノツバメ 令和4年5月24日

株式会社一迅社 絶倫自衛官、繋がれイカされ守られて２ 令和4年8月5日

株式会社高陵社書店 縛って、結ぶ～奥さんの性癖知ってますか～１ 令和4年6月5日

令和4年2月1日

令和3年5月25日

令和3年8月20日

㈱リイド社

令和3年9月21日

株式会社少年画報社

令和3年7月20日

令和3年4月16日

令和4年12月調査

令和2年1月17日京都府

京都府 令和2年1月17日

愛知県

包括指定

奈良県

令和4年9月調査
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株式会社ｵｰｸﾗ出版 ５秒でお前をイかせてやるよ～ｾｸｼｰ男優と絶頂ﾍﾌﾞﾝ２ 令和4年9月12日

株式会社KADOKAWA 田部さんは食べられたい３ 令和4年9月16日

ラブきゅんcomicギラつき上司と偽装結婚！４ 令和4年9月30日

ラブきゅんcomic元ヤン農家のHがヤバい！２ 令和4年9月30日

(株)秋水社 恋愛宣言　PINKY　2月号　2022 令和3年12月16日

ぶんか社　 無敵恋愛　S*girl January 1, 2022 令和3年11月29日

(株)大洋図書 Ihr HertZ 2022 1月号 令和3年11月30日

リイド社 コミック艶　VOL.18 令和3年12月21日

大日本印刷株式会社 本当にあった笑える話　Pinky 2022.2 令和3年12月21日

（株）竹書房 月刊　劇場スペシャル　2022.2月号 令和3年12月18日

楽楽出版 おとなの劇画夜の残酷実話193絶対秘密の内緒話

まんが　水商売夜の残酷実話　コアミックス613

まんが衝撃の実話悲惨な人DX　コアミックス612

リイド社 BROTHERS　キラーロボット・アイザック

一迅社 その警察官、ときどき野獣！④

宙あおぞら出版 恋愛白書パステル　2021.7 令和3年5月24日

宙あおぞら出版 aya　7 2021号 令和3年6月8日

笹倉出版社 絶対恋愛Sweet2021.7 令和3年6月10日

㈱秋田書店 恋愛　チェリーピンク2021.7月号 令和3年6月7日

宙あおぞら出版 恋愛白書パステル　2021.4 令和3年2月24日

ぶんか社 無敵恋愛　S＊girl2021.4 令和3年2月27日

（株）リイド社 コミック　艶VOL.13 令和3年2月18日

令和3年3月調査 （株）楽楽出版 ＣＯＭＩＣ陣vol.24 令和3年4月8日

大洋図書 ｳﾙﾄﾗ 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ vol.24

日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話 ｻﾞ･ﾀﾌﾞｰ 4月7日号

大洋図書 臨時増刊 ﾗｳﾞｧｰｽﾞ VOL.30

文友舎 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ vol.5

秋田書店 恋愛ﾁｪﾘｰﾋﾟﾝｸ 2023年3月号

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD Vol.30

日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話　ｻﾞ・ﾀﾌﾞｰ 2月4日号

文友舎 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ｽﾍﾟｼｬﾙ 2月号

大洋図書 別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ VOL.11

秋田書店 ﾗﾌﾞﾏｯｸｽ 2023年2月号

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ　GOLD Vol.29

日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話 ｻﾞ･ﾀﾌﾞｰ 12月9日号

文友舎 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞvol.4

ﾌﾞﾚｲﾝﾊｳｽ 芸能界ﾔﾊﾞ過ぎる衝撃の黒歴史完全解禁

宙おおぞら出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ　2022年12月号

令和4年10月7日 大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD VOL.28

令和4年12月調査

令和4年12月調査

奈良県

令和3年9月調査

本当にあった　ちび笑える話
193ぜったい秘密の内緒話

㈱コアマガジン

令和3年3月調査

衝撃実話裏のウラOXどうかしてる人格崩壊話
コアミックス609

令和3年9月調査

（株）コアマガジン

ぶんか社

日販ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴｽ株式会社

令和4年12月6日

奈良県

令和5年3月31日

岡山県

令和3年5月26日

令和3年6月調査

令和3年6月調査

令和5年2月7日

令和4年9月調査
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日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話 ｻﾞ･ﾀﾌﾞｰ 10月8日号

文友舎 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ﾃﾞﾗｯｸｽ 2022夏

大洋図書 別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ VOL.10

秋田書店 ﾗﾌﾞﾏｯｸｽ 2022年10月号

日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話　ｻﾞ・ﾀﾌﾞｰ 8月5日号

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ　GOLD Vol.26

インテルフィン 芸能お宝最新特報　BUZOOOOON!!!　VOL.6

楽楽出版 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！2022年8月号

宙おおぞら出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ　2022年8月号

日本ジャーナル出版 週刊実話ザ・タブー　6月11日号

大洋図書 ラヴァーズ　Vol．24

双葉社 週刊大衆　五月九・十六日号

楽楽出版 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞVOL.3

宙おおぞら出版 恋愛白書パステル　2022年6月号

令和3年11月2日 大洋図書 実話ナックルズ　ＧＯＬＤ　Vol.22

大洋図書 ラヴァーズ　Vol．21

日本ジャーナル出版 週刊実話　ザー・タブー　11月6日号

インテルフィン 芸能お宝最新特報　BUZOOOOON!!!　VOL.2

宙おおぞら出版 恋愛白書パステル　2021年11月号

マイウェイ出版 封印お宝スキャンダル　2021年8月号Vol．022

大洋図書 実話ナックルズ　8月号

インテルフィン EX特ダネ　TABOO! 33 初夏のいいオンナ号

日本ジャーナル出版 週刊実話　ザー・タブー　8月6日号

秋田書店 恋愛MAX　ラブマックス　2021年8月号

マイウェイ出版 封印お宝スキャンダル　2021年2月号Vol．19

大洋図書 実話ナックルズ　2月号

秋水社 恋愛宣言PINKY　2021年2月号

日本ジャーナル出版 週刊実話　ザー・タブー　2月6日号

インテルフィン EX特ダネ　NG　SHOT　第12号

福岡県 令和3年4月8日 ㈱三才ブックス 裏マニアックス極太裏事典‐SPECIAL

令和2年6月4日 ㈱三才ブックス 裏マニアックス極太裏事典‐SUPER

令和元年10月3日 ㈱三才ブックス アリエナイ理科ノ大事典「改訂版」

令和元年8月8日 三和出版㈱ 実話時代９月号

令和元年7月4日 三和出版㈱ 実話時代８月号

令和元年6月4日 三和出版㈱ 実話時代７月号

文友舎 EX MAX! 2023 3月号

文友舎 EX MAX! DELUXE 2023早春特大号

大洋図書 金のEX DVD DX

実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD Vol.27

実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ Vol.20

実話ﾅｯｸﾙｽﾞ SPECIAL 2022夏

令和4年5月24日

令和3年8月6日

令和3年11月2日

岡山県

令和4年5月24日

福岡県

包括指定

令和4年7月29日

令和4年10月7日

岡山県

長崎県

令和4年8月19日 大洋図書

令和3年2月5日
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大洋図書 臨時増刊ﾗﾌﾞｧｰｽﾞ Vol．26

ﾌﾞﾚｲﾝﾊｳｽ まさかの芸能界SEXYﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ総決算！

EX 特ダネ　NG　SHOT　㉙

芸能お宝最新速報 BUZOOOOON!!!Vol.6

特ダネTABOO! ㊴ 夏直前ﾎﾟﾛﾘ号

秋田書店 恋愛 Love　MAX　2022.８月号

㈱スコラマガジン 実話ローレンス８月号

実話ナックルズ　GOLD　VOL．21

実話ナックルズ　ウルトラ　ＶＯＬ．15

金のＥＸ　ＮＥＸＴ　ＶＯＬ．20

臨時増刊ラヴァーズ　Vol．20

楽楽出版 EX　MAX!SPECIAL　VOL.160

EX特ダネ　NG　SHOT　⑲

特ダネ　TABOO！33　初夏のいいオンナ号

プレインハウス 芸能美女激ヤバ　Shot

令和3年8月21日 プレインハウス

芸能スクープ　ポロチラ衝撃の瞬間

マイウェイ出版 封印お宝スキャンダル　2021年８月号Vol．022

宙出版 Young　Love　Comic　aya　８月号

秋田書店　 恋愛Love　MAX　2021.８月号

株式会社鉄人社 裏ﾓﾉJAPAN 2月号

株式会社日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話ｻﾞ･ﾀﾌﾞｰ 週刊実話増刊2月4日号

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ　VOL.23

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 月刊2・3月合併号

株式会社三才ﾌﾞｯｸｽ 裏ﾏﾆｱｯｸｽ‐極太裏事典‐ULTIMATE

大洋図書

インテルフィン

インテルフィン

長崎県

プレインハウス

令和4年8月19日

芸能アイドル丸見えハレンチな現場３００連発
お宝ハプニング満載編

熊本県 令和5年2月10日

令和3年8月21日

令和3年8月21日

長崎県

令和3年8月21日
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