
コミック・アニメ

作者名 作品名 発行社・販売社・巻数・その他

遠崎史郎

中島徳博
アストロ球団 集英社オリジナル全２０巻

山田隆・桜井康雄

田丸ようすけ
劇画力道山 東京スポーツ新聞社出版部

小林まこと １・２の三四郎 講談社オリジナル全２０巻

小林まこと 柔道部物語 講談社オリジナル全１１巻

浦澤直樹 柔
小学館bIG COMIC SPIRITS全２９巻

浦澤直樹 JIGORO（柔のおじいちゃん） 小学館オリジナル全１巻×２

小山ゆう 風の三郎 小学館MANGAKUN COMICS全５巻

小山ゆう がんばれ元気 小学館オリジナル全２８巻

車田正美 リングにかけろ 集英社オリジナルＪＣ全２５巻

村上もとか 六三四の剣 小学館オリジナル全２４巻

武論尊

原哲夫
北斗の拳 集英社オリジナルＪＣ全２７巻

やまさき十三

北見けんいち
釣りバカ日誌 小学館オリジナル１ー４２

やまさき十三

北見けんいち
釣りバカ日誌番外編 小学館オリジナル①②

古谷三敏 寄席芸人伝 小学館オリジナル全１１巻

山上たつひこ がきデカ 秋田書店オリジナル全２６巻

山上たつひこ がきデカファイナル 秋田書店オリジナル全１巻

どおくまん 嗚呼！！花の応援団 双葉社オリジナル全１５巻

松本零士 男おいどん 講談社オリジナルＫＣ全９巻

松本零士 キャプテンハーロック 秋田書店オリジナル版全５巻

松本零士 エメラルダス 講談社オリジナル全４巻

松本零士 銀河鉄道９９９愛蔵版 小学館全１０巻（連載時のカラー復刻）

松本零士 銀河鉄道９９９ 小学館全１０巻

松本零士 銀河鉄道９９９ 少年画報社限定愛蔵版１－３巻

松本零士

東映動画資料提供

銀河鉄道９９９劇場映画設定

資料集
少年画報社週刊少年キング増刊

松本零士 宇宙戦艦ヤマト 秋田書店オリジナル全３巻



コミック・アニメ

西崎義展　松本零士

藤川圭介　ひおあき

ら

宇宙戦艦ヤマト サンコミックスオリジナル全３巻

楳図かずお 漂流教室 小学館オリジナル全１１巻

楳図かずお 紅グモ
朝日ソノラマこわい本１３

（講談社少女フレンド連載）

楳図かずお まだらの恐怖 秋田書店オリジナル全１巻

楳図かずお 恐怖 秋田書店オリジナル全３巻

楳図かずお 洗礼 小学館フラワーコミックス全６巻

楳図かずお ウルトラマン 少年マガジンオリジナル版上下

楳図かずお ウルトラマン完全版 復刊ドットコム全２巻中Ⅱ

一峰大二 ウルトラマン 秋田書店オリジナル全２巻

一峰大二 ウルトラマン 翔泳社完全版全２巻

桑田次郎 ウルトラセブン 少年マガジン連載MSS復刻版上中

一峰大二 ウルトラセブン ぼくら連載、MSS復刻版下

さいとうたかお ゴルゴ１３ リイド社１－１００巻

さいとうたかお ザシャドーマン 秋田書店オリジナル全３巻

西岸良平 蜃気楼 双葉社オリジナル全２巻

西岸良平 タイムスクーター 双葉社オリジナル全１巻

西岸良平 たんぽぽさんの詩 祥伝社オリジナル全３巻

西岸良平 ポーラーレフィ 双葉社オリジナル全１巻

西岸良平 ヒッパルコスの海 双葉社オリジナル全１巻

西岸良平 地球最後の日 双葉社オリジナル全１巻

西岸良平 赤い雲 双葉社オリジナル全１巻

西岸良平 三丁目の夕日夕焼けの詩 小学館オリジナル１－２８巻

西岸良平 三丁目の夕日映画化特別編 双葉社オリジナル全２巻（本編・続編）

赤塚不二夫

和田誠編集
赤塚不二夫１０００P 扶桑社

赤塚不二夫 おそ松くん 竹書房文庫全２２巻

赤塚不二夫 もーれつア太郎 竹書房文庫全９巻

赤塚不二夫 天才バカボンTHE BEST 講談社誕生４０周年記念

赤塚不二夫 天才バカボン 竹書房文庫

赤塚不二夫
ひみつのアッコちゃんオリジ

ナル版（2009年完全版改題）
河出書房新社全４巻

望月あきら ゆうひが丘の総理大臣
秋田書店オリジナル全１７巻＋１，２，

３，６

望月あきら ローティーンブルース 秋田書店オリジナル全８巻

柳沢きみお 翔んだカップル 講談社オリジナル全１５巻



コミック・アニメ

柳沢きみお
翔んだカップルピンナップ集

映画化記念
講談社少年マガジンデラックス

柳沢きみお 新翔んだカップル 講談社オリジナル全４巻

柳沢きみお スーパーレディ 秋田書店全２巻

原秀則 さよなら三角 小学館オリジナル全１７巻

高橋陽一 キャプテン翼 集英社ＪＣオリジナル全

じゃりン子チエ はるき悦巳
双葉社アクションコミックス１－４９巻、

５１－６６巻（全６７巻中）

みやすのんき 冒険してもいいころ
小学館BigComicsオリジナル

全１１巻

みやすのんき ＡＶあぶない奴ら 復刊ドットコム決定版上巻

須磨ヨシヒロ イケナイBOY 集英社ＢＪＣオリジナル全５巻（未完）

須磨ヨシヒロ イケナイBOY 集英社HOME COMICS全５巻（完結）

史村翔

小野新二
OHタカラズカ 講談社ＫＣオリジナル全７巻

小野新二 桃色学園 講談社オリジナル全４巻

片山まさゆき ぎゃんぶらあ自己中心派 講談社ヤンマガＫＣスペシャル全８巻

片山まさゆき スーパーヅガン 竹書房全９巻

片山まさゆき 麻雀教室 講談社

阿佐田哲也　井上康

北野英明
ギャンブラーの詩 双葉社ACTION　COMOICS全3巻＋1巻

阿佐田哲也

北野英明
雀ごろブルース 秋田書店

梶川良

北野英明
大陸博徒 日本文芸社全３巻＋１，２

山田克郎

北野英明
いかさま雀鬼 実業之日本社マンサンコミックス

須賀五郎

北野英明
ロックの雀風 日本文芸社上下２巻

阿部牧夫

北野英明
金曜日の寝室 実業之日本社マンサンコミックス全５巻

阿部牧夫

北野英明
キャリアガールズ 実業之日本社マンサンコミックス③

阿部牧夫

北野英明
誘惑コネクション 実業之日本社マンサンコミックス全３巻

上村一夫 同棲時代 中央公論社愛蔵版全２巻

寺沢大介 ミスター味っ子 講談社少年マガジンコミック全１９巻

ビッグ錠 包丁人味兵 講談社文庫版全１２巻

ビッグ錠 ちゃんこ包丁１０番勝負 日本文芸社全２巻
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ビッグ錠 ごくらく王 徳間出版オリジナル全２巻

ビッグ錠 仕事塾 集英社オリジナル全１巻

秋本治
こちら葛飾区亀有公園前派出

所
集英社オリジナル１～６３巻

うえやまとち クッキングパパ 講談社モーニングＫＣ１－２７巻

雁屋哲

花咲アキラ
美味しんぼ 小学館オリジナル１－４７巻

尾瀬あきら 夏子の酒

大林悠一郎

たがわ靖之
鉄火の巻平 芳文社コミックス全８巻

魚乃目三太 戦争めし 秋田書店

弘兼憲史 課長島耕作 講談社モーニングＫＣ全１７巻

諸星大二郎 西遊妖猿伝 双葉社アクションコミックス全９巻

光瀬龍

萩尾望都
百億の昼と千億の夜 秋田書店オリジナル全２巻

みなもと太郎 風雲児たち 潮出版全３０巻

みなもと太郎 風雲児たち外伝風雲戦国伝 ＰＨＰ研究会

西村寿行

田辺節雄
滅びの笛 秋田書店ＡＣセレクト全２巻

西村寿行

田辺節雄
蒼茫の大地、滅ぶ 秋田漫画文庫全４巻

半村良

田辺節雄
戦国自衛隊 秋田漫画文庫全２巻

北条司 キャッツアイ 集英社ＪＣコミックス全１８巻

武論尊

平松伸二
ドーベルマン刑事 集英社ＪＣコミックス全２９巻

平松伸二 ブラックエンジェル 集英社ＪＣコミックス全２０巻

平松伸二 ブラックエンジェル 集英社ＪＣコミックス１-14巻

平松伸二 ブラックエンジェル 集英社ＪＣセレクション全１２巻

鳥山明 Dr.スランプ 集英社オリジナル全１８巻

鳥山明 ドラゴンボール 集英社オリジナル全４２巻

あだち充

初期傑作集

がむしゃらはやまさき十三原

作

こだま出版全３巻

やまさき十三

あだち充
ああ！青春の甲子園 小学館

あだち充 陽当り良好！ 小学館

あだち充 タッチ 小学館SSW（ワイド版）全１１巻

高橋留美子 うる星やつら 小学館オリジナル全３４巻
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少年サンデーグラフィック

うる星やつら
小学館全１５巻＋別２巻

高橋留美子 めぞん一刻 小学館オリジナル全１５巻

高橋留美子 めぞん一刻 小学館ビッグスピリッツ全１０巻

高橋留美子 傑作短編集１・２ 小学館保存版

高橋留美子 人魚の森 小学館

さくらももこ ちびまる子ちゃん 集英社Ribon Mascot comics１－７巻

さくらももこ
ちびまる子ちゃん

大野君と杉山君
ホーム社発行集英社販売

池田理代子 ベルサイユの薔薇 中央公論新社愛蔵版全2巻

池田理代子 ベルサイユの薔薇外伝 中央公論新社愛蔵版全１巻

池田理代子 ベルサイユのばら 集英社完全版（外伝含む）全９巻

池田理代子 ベルサイユのばら大辞典 集英社連載開始３０周年記念

池田理代子
ベルサイユのばら　オールカ

ラーイラスト全集
集英社週刊マーガレット特別編集

アンリー・トロワイヤ

池田理代子
女帝エカテリーナ 中央公論社中公コミックス全５巻

池田理代子 オルフェウスの窓 集英社オリジナル全１８巻

池田理代子 桜京 集英社オリジナル全２巻

池田理代子 おにいさまへ 集英社オリジナル全３巻

池田理代子 私漫画 角川書店

和田慎二 スケバン刑事 白泉社オリジナル全２２巻

和田慎二 スケバン刑事 白泉社スペシャル版全６巻

和田慎二 神恭一郎事件簿 メディアファクトリー全３巻

和田慎二 ピグマリオ 白泉社オリジナル版全２７巻

和田慎二 超少女明日香 メディアファクトリー全７巻

和田慎二 超少女明日香 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 明日香ふたたび 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 銀色の髪の亜里沙
集英社オリジナル全１巻

集英社漫画文庫全１巻

和田慎二 大逃亡 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 炎の剣 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 緑色の砂時計 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 愛と死の砂時計 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 わが友フランケンシュタイン 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 呪われた孤島 集英社オリジナル全１巻

和田慎二 恵子とパパと洋子の海 秋田書店まぼろしのコミック未収録作品

魔夜峰央 パタリロ 白泉社オリジナル１－５０巻

魔夜峰央 ラシャーヌ 白泉社オリジナル全７巻
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魔夜峰央
翔んで埼玉（2019年映画化の

原作で1982-83年に初出）
宝島社（カバーの異なる二冊配備）

津雲むつみ おれは男だ 集英社セブンティーンコミックス全３巻

いがらしゆみこ

水木杏子
キャンディキャンディ 講談社オリジナル全９巻×３セット

いがらしゆみこ

水木杏子

キャンディキャンディイラス

ト集
講談社なかよしデラックスアルバム

いがらしゆみこ 夏まつり

神保史郎

望月あきら
サインはＶ 日本文芸社

浦野千賀子 アタックＮｏ．１ 集英社MARGARETCOMICS全１２巻

山本鈴美香 エースをねらえ 集英社オリジナル全１８巻

山本鈴美香 エースをねらえ 集英社ＳＨＲ全７巻

山本鈴美香 エースをねらえ ホーム社復古版全１０巻

山本鈴美香 エースをねらえ 中央公論社愛蔵版全４巻

山本鈴美香 ７つの黄金郷 集英社第一部①②第二部①②⓷第三部①②

弓月光 ボクの初体験 講談社オリジナル全３巻

弓月光 白い変人たち 講談社オリジナル全１巻

弓月光 奇人クラブ 講談社オリジナル全２巻

里中満智子 レディーアン 講談社オリジナル全５巻

里中満智子 無縁坂 講談社オリジナル全１巻

里中満智子 季節風 講談社オリジナル全２巻

里中満智子 あすなろ坂 講談社オリジナル全９巻

里中満智子 アリエスの乙女たち 講談社オリジナル全７巻

里中満智子 愛の時代 講談社オリジナル全５巻

里中満智子 クレオパトラ 講談社オリジナル全１巻

里中満智子 イザベル 講談社オリジナル全１巻

里中満智子 恋愛教講座 講談社オリジナル全１巻

里中満智子 ミニミニガール 講談社オリジナル全２巻

里中満智子 里中満智子の世界 講談社

美内すずえ ガラスの仮面 白泉社オリジナル１－４９巻

美内すずえ 王女アレキサンドラ 集英社オリジナル全１巻

美内すずえ 白い影法師 講談社オリジナル全１巻

美内すずえ 孔雀色のカナリア 集英社ＳＣ

美内すずえ 妖鬼紀伝 講談社

美内すずえ 魔女メディア 集英社オリジナル全１巻

美内すずえ 金色の闇が見ている 集英社オリジナル全１巻

大和和紀
はいからさんが通る　特選カ

ラーイラスト集
講談社フレンドDELUXE
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わたなべまさこ ガラスの城 集英社オリジナル全８巻

有吉京子 ＳＷＡＮ白鳥
集英社オリジナル全２１巻

1,2,3,4,14抜け

庄司陽子 虹の航路 講談社オリジナル全５巻

庄司陽子 ヘ～イ！キャシー 講談社オリジナル全３巻

庄司陽子 愛のあらし 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ はいすく～る 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ 緑の風を走りぬけ 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ からふるＳＴＯＲＹ 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ センチメンタル 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ 年下のあンちくしょう 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ 雨にぬれてホットミルク 講談社オリジナル全１巻

吉田まゆみ ぐりーんかれんだあ 講談社オリジナル全１巻

湯沢直子 翔んでるルーキー！ 集英社オリジナル全１２巻

長谷川町子 サザエさん 朝日新聞社長谷川町子全集１－２３巻

長谷川町子 エプロンおばさん 姉妹社全１１巻

いしいひさいち がんばれ！！タブチくん！！ 双葉社

いしいひさいち おじゃまんが 奇想天外社

植田まさし かりあげクン 双葉社1-33

植田まさし おとぼけ課長 芳文社1-8

堀田かつひこ オバタリアン 竹書房１巻

手塚治虫
ヴィンテージアートワークス

（アニメ編）
立東舎

浅野智明

長谷川三生子

僕たちの好きなガンダム

TV版全エピソード解析
宝島社別冊宝島

浅野智明

島袋尚也

僕たちの好きなガンダム

永遠の名作全43話を徹底解析
宝島社別冊宝島

宮崎駿 風の谷のナウシカ 徳間書店ANIMAGE COMICワイド版全７巻

アニメージュ１９７８年９月

号
徳間書店

アニメージュ１９８０年２月

号
徳間書店

アニメージュ１９８０年４月

号
徳間書店

アニメージュ１９８０年１０

月号
徳間書店

機動戦士ガンダム記録全集３ 日本サンライズ



コミック・アニメ

マンガ少年編集部

竜の子プロダクショ

ン

科学忍者隊ガッチャマン

朝日ソノラマ

ファンタスティックＴＶコレクション１，

３

宇宙戦艦ヤマト 徳間書店ロマンアルバム

さらば宇宙戦艦ヤマト

愛の戦士たち

ケイブンシャの大百科別冊

パネルブック(パネル１１枚）

双葉社 ルパン三世PART１ 100てんランド・アニメコレクション

双葉社 ルパン三世PART２ 100てんランド・アニメコレクション

マイアニメ1081年7月増大号 秋田書店

あしたのジョー公開記念号 近代映画社スクリーン臨時増刊

松本零士 松本零士幻想イラスト集 日本文芸社週刊漫画娯楽大増刊号

赤星政尚

高橋和光

早川優

懐かしのＴＶアニメ９９の謎 二見書房

銀河鉄道９９９劇場アニメ大

特集

少年画報社週刊少年キング大増刊

Ｐａｒｔ６，７

杉山卓 テレビアニメ全集 秋元文庫全３巻

仮面ライダー怪人大全集 講談社テレビマガジン特別編集

円谷一
円谷英二

日本映画界に残した遺産
小学館

ウルトラＱ＆怪奇大作戦
朝日ソノラマファンタスティックコレク

ションＮｏ.３１

円谷一監督他 ウルトラＱ 小学館文庫フィルムブックス全７巻

ウルトラマン特撮ヒーローの

すばらしい世界

朝日ソノラマファンタスティックコレク

ションＮｏ.３２

ULTRMAN URTRASEVEN

スーパーマシン・ファイル
朝日ソノラマ

ウルトラマン大全集 講談社テレビマガジン特別編集

ウルトラマン大全集Ⅱ 講談社テレビマガジン特別編集

ウルトラマン特撮研究 勒文社

大友昌司 怪獣ウルトラ図鑑 秋田書店復刻版

ウルトラ怪獣大全集 小学館てれびくん大全集

竹内博 ウルトラ怪獣大事典 小学館入門百科シリーズ

円谷英二監修 怪獣画報 秋田書店復刻版

ウルトラマン特撮の秘密百科 ケイブンシャ

スターウォーズオリジナル

イラスト集
バンダイ出版事業部

僕たちの好きなウルトラマン 別冊宝島ストーリー解説



コミック・アニメ

僕たちの好きなウルトラセブ

ン
別冊宝島ストーリー解説

僕たちの好きなウルトラセブ

ン
別冊宝島怪獣・星人・メカ解説

実相寺昭雄 夜ごとの円盤怪獣夢幻館 大和書房

THUNDERBIRDSスーパーマ

リオネーション・グラフィ

ティ

朝日ソノラマ

CAPTaINSCARLETスーパー

マリオネーション・グラフィ

ティ

朝日ソノラマ

キャプテンスカーレット超百

科
立風書房


