
ア 蟻の王 ア アナグラアメリ
亜人 あるいとう
アゲイン 青空エール
暗殺教室 悪魔とラブソング
アイアムヒーロー アオハライド
悪の華 後にも先にも君だけ
あそびあそばせ イ 一礼して、キス
アサギロ いつかティファニーで朝食を
アルスラーン戦記 ウ 海街ｄｉａｒｙ
アオアシ うそつきリリィ
あさひなぐ エ ＬＤＫ
ＯＵＴ オ アシガール
アンデット・アンラック 思い、思われ、ふり、ふられ

イ いぬやしき オオカミ少女と黒王子
異世界おじさん 俺物語
いとなみ　いとなめず 溺れる吐息に甘いキス
違国日記 ｏｒａｎｇｅ
１１２２　いいふうふ
異世界居酒屋のぶ カ 累　かさね

ウ ウマ娘 シンデレラグレイ カノジョは嘘を愛しすぎてる
宇宙兄弟 キ きみはかわいい女の子
うる星やつら 潔く柔く

エ エルフさんは痩せられない 今日のキラ君
ＡＫＢ４９恋愛禁止条例 キミのとなりで青春中
炎炎ノ消防隊 今日は会社休みます
ＭＦゴースト 君に届け

オ 推しの子 ク 黒執事
王様達のヴァイキング 黒崎君の言いなりになんてならない
お前はまだグンマをしらない 海月姫（くらげひめ）
オキテネムル ケ ケダモノ彼氏
乙姫語り コ 午前0時キスしに来てよ
応天の門 コウノドリ
王様ゲーム 恋わずらいのエリー
王様ゲーム　終極 ５時～９時まで
王様ゲーム　起源 恋は雨上がりのように
王様ゲーム　臨場 恋とかキスとかカラダとか
おしえて！ギャル子ちゃん ココロ・ボタン
落ちてるふたり 高校デビュー
女の園の星

サ ３月のライオン
カ 怪獣8号 ㇱ ４月の君、スピカ

ガンニバル 失恋ショコラティエ
神無き世界のカミサマ活動 ス ストロボ　エッジ
からかい上手の高木さん ストレッチ
掛ケグルイ妄 好きっていいなよ
掛ケグルイ双 セ センセイ君主
かぐや様は告らせたい ７ＳＥＥＤＳ
カラダ探し ７ＳＥＥＤＳ外伝
カラダ探し解 ソ それでも僕は君が好き
掛ケグルイ
監獄学園 タ ダメな私に恋してくださいＲ
カイジ たいようのいえ
火葬場のない町に鐘が鳴る時 高台家の人々
神さまの言うとおり弐 ダメな私に恋してください
神の雫 チ ちはやふる

キ ギフト± ツ 椿町ロンリープラネット
今日からシティーハンター つばさとホタル
キリングバイツ テ 天に恋う
キングダム ト ドメスティックな彼女
君のいる町 東京タラレバ娘
鬼滅の刃 突然ですが、明日結婚します
銀魂 となりの怪物くん
君の名は。 どうせもう逃げられない
寄生獣
キン肉マン ナ 凪のお暇
銀の匙 七つ屋志のぶ宝石匣

ク 空挺ドラゴンズ 流れ星レンズ
クズの本懐 二 ２度目の恋は嘘つき

女性コミック男性コミック



群青戦記 逃げるは恥だが役にたつ
クダンノゴトシ 虹色デイズ
黒子のバスケ ノ のだめカンタービレ
黒子のバスケ　ReplacePLUS
ＣＲＯＷＳ（クローズ） ハ 薔薇王の葬列

ケ 健康で文化的な最低限度の生活 花より男子
げんしけん ハチミツにはつこい
ケンガンアシュラ はぴまり
ケンガンオメガ 花にけだもの

コ 恋のツキ 華の姫
極主夫道 ハツハル
ゴールデンゴールド ヒ ひるなかの流星
五等分の花嫁 ＰとＪＫ
ゴールデンカムイ ヒミツのアイちゃん
ゴロセウム ひよ恋

ヒロイン失格
サ SAKAMOTO　ＤＡＹＳ ビューティーバニィ

サ道 フ ふつつかな父娘ではありますが
坂本ですが？ ふらいんぐうぃっち
サンケンロック ホ 忘却のサチコ
ザ・ファブル 煩悩パズル
ザ・ファブル　Ｔｈｅ ｓecond contact ホタルノヒカリ
サムライソルジャー 僕達は知ってしまった

シ 少年のアビス 僕らがいた
呪術廻戦
地獄楽 マ 魔法使いの嫁
ジョジョリオン ママはキャバ嬢
週末のワルキューレ マイルノビッチ
週末のワルキューレ 呂布奉先 ミ ミステリと言う勿れ
進撃の巨人　Before　the　fall
食戟のソーマ ヤ 山田くんと7人の魔女
純愛ジャンキー
ジャガーン ラ ライアー×ライアー
正直不動産 ワ 私がモテてどうすんだ
新宿スワン ワ 私の少年
ジョジョの奇妙な冒険
しのびがたき
自殺島
食糧人類
ジンメン
進撃の巨人
シティーハンター

ス スレイブ
ストラヴァガンツァｰ異彩の姫ｰ
SPY×FAMILY
スラムダンク

セ 聖☆おにいさん
セクシー田中さん
青春　機関銃
センゴク権兵衛
センゴク天正記
センゴク一統記
セーラーエース
先生の白い嘘

ソ 園田の歌
その着せ替え人形は恋をする
葬送のフリーレン

タ ダイの大冒険
高嶺の花さん
ダンジョン飯
タフ　龍を継ぐ男
惰性６７パーセント
ダイヤのＡ
ダイヤのＡ actⅡ

チ 血の轍
チェンソ―マン
中間管理職トネガワ

ツ 妻、小学生になる。
TSUYOSHI誰も勝てないアイツには



テ テンカイチ　日本最強武芸者決定戦
転生したら第七王子魔術極めます
テラフォーマーズ
転生したらスライムだった件
デスノート

ト ドラゴンクエスト　ダイの大冒険
東京卍リベンジャーズ
どるから
Dr,STONE
トモダチゲーム
ドラゴンボールＺ
ドラゴンボール超
東京喰種　トーキョーグール
東京喰種：ｒｅ
ドクムシ

ナ 何度、時をくりかえしても本能寺がもえるんじゃが
波よ聞いてくれ
NARUTO
七つの大罪
ナナとカオル

二 ニーチェ先生
　 人形の国
ノ 信長のシェフ

信長を殺した男
信長協奏曲
ノゾキアナ

ハ パリピ孔明
バトゥーキ
バウンサー
ハコヅメ
ハイスコアガール
働かないふたり
ハリガネサービス
はじめの一歩
バキ道
バジリスク　桜花忍法帖
花の慶次
ハイポジ
ハピネス
ハンター×ハンター
ハイキュー
刃牙道
ハレ婚
バジリスク
バトル・ロワイアル
鋼の錬金術師
バンビーノ

ヒ 彼岸島
彼岸島　最後の47日間
彼岸島４８日後

フ ふたりソロキャンプ
ふしぎの国のバード
ブルーピリオド
不滅のあなたへ
腐女子のつづ井さん
ＢＬＥＡＣＨ
ファイアパンチ

ヘ ベイビーステップ
ホ 僕のヒーローアカデミア

北北西に雲と往け
ＢＯＲＵＴＯ　ナルトネクストジェネレーション

僕だけがいない街
僕は麻理のなか
ボクガール
北斗の拳

マ 魔女と野獣
魔女大戦



満州アヘンスクワッド
魔法少女　オブ・ジ・エンド
マイホームヒーロー
まかない君
毎度　浦安鉄筋家族

ミ 見える子ちゃん
メ 名探偵コナン

メイドインアビス
モ 土竜（モグラ）の唄

ヤ 約束のネバーランド
夜王
闇金ウシジマくん

ユ 雪花の虎
幽遊白書

ヨ 弱虫ペダル

ラ ラジエーションハウス
ランウェイで笑って

ル るろうに剣心
るろうに剣心　北海道編

ロ ロウヒーロー

ワ ワンナイトモーニング
ワンピース
ワールドトリガー
ワンパンマン
ワースト


