
1冊200円セット一覧

A-1セット：少年300冊（200円/冊）【60,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 尾田栄一郎 ONE PIECE 1～74
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 小畑健 バクマン。 1～20 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 岸本斉史 NARUTO－ナルト－ 1～69
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 久保帯人 BLEACH－ブリーチ－ 1～63
少年 講談社 週刊少年マガジン 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO 1～38 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 藤沢とおる GTO SHONAN 14DAYS 1～9 完結
少年 スクウェア・エニックス 月刊少年ガンガン 荒川弘 鋼の錬金術師 1～27 完結

300冊

A-2セット：少年600冊（200円/冊）【120,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 天野明 家庭教師ヒットマンREBORN！ 1～42 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 尾田栄一郎 ONE PIECE 1～74
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 小畑健 バクマン。 1～20 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 岸本斉史 NARUTO－ナルト－ 1～69
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 久保帯人 BLEACH－ブリーチ－ 1～63
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 椎橋寛 ぬらりひょんの孫 1～25 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 島袋光年 トリコ 1～30
少年 小学館 週刊少年サンデー 畑健二郎 ハヤテのごとく！ 1～41
少年 小学館 週刊少年サンデー 満田拓也 BUYUDEN 1～13 完結
少年 講談社 別冊少年マガジン 諫山創 進撃の巨人 1～13
少年 講談社 週刊少年マガジン 大暮維人 エア・ギア 1～37 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO 1～38 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 久米田康治 さよなら絶望先生 1～30 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 藤沢とおる GTO SHONAN 14DAYS 1～9 完結
少年 講談社 月刊少年マガジン 山原義人 龍狼伝 1～37 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 吉河美希 ヤンキー君とメガネちゃん 1～23 完結
少年 スクウェア・エニックス 月刊少年ガンガン 荒川弘 鋼の錬金術師 1～27 完結
少年 スクウェア・エニックス 月刊少年ガンガン 彩崎廉 絶園のテンペスト 1～10 完結

601冊

A-3セット：少年1,000冊（200円/冊）【200,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 暁月あきら めだかボックス 1～22 完結
少年 集英社 ジャンプスクエア 浅田弘幸 テガミバチ 1～17
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 天野明 家庭教師ヒットマンREBORN！ 1～42 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 尾田栄一郎 ONE PIECE 1～74
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 小畑健 バクマン。 1～20 完結
少年 集英社 ジャンプスクエア 加藤和恵 青の祓魔師 1～13
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 岸本斉史 NARUTO－ナルト－ 1～69
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 久保帯人 BLEACH－ブリーチ－ 1～63
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 椎橋寛 ぬらりひょんの孫 1～25 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 篠原健太 SKET DANCE 1～32 完結
少年 集英社 週刊少年ジャンプ 島袋光年 トリコ 1～30
少年 集英社 ウルトラジャンプ 萩原一至 BASTARD！！暗黒の破壊神 1～27
少年 小学館 週刊少年サンデー 飯沼ゆうき いつわりびと・空・ 1～23 完結
少年 小学館 週刊少年サンデー 椎名高志 絶対可憐チルドレン 1～39
少年 小学館 週刊少年サンデー 畑健二郎 ハヤテのごとく！ 1～41
少年 小学館 週刊少年サンデー 満田拓也 BUYUDEN 1～13 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 赤松健 魔法先生ネギま！ 1～38 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 朝基まさし シバトラ 1～15 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 綾峰欄人 Get Backers 奪還屋 1～39 完結
少年 講談社 別冊少年マガジン 諫山創 進撃の巨人 1～13
少年 講談社 週刊少年マガジン 大暮維人 エア・ギア 1～37 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 上条明峰 C0DE：BREAKER 1～26 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO 1～38 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 久米田康治 さよなら絶望先生 1～30 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン CLAMP ツバサ－RESERVoir CHRoNiCLE－ 1～28 完結



少年 講談社 週刊少年マガジン 小林尽 School Rumble 1～22 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 中丸洋介 我間乱 ～GAMARAN～ 1～22 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 藤沢とおる GTO SHONAN 14DAYS 1～9 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 山田恵庸 エデンの檻 1～21 完結
少年 講談社 月刊少年マガジン 山原義人 龍狼伝 1～37 完結
少年 講談社 週刊少年マガジン 吉河美希 ヤンキー君とメガネちゃん 1～23 完結
少年 スクウェア・エニックス 月刊少年ガンガン 赤人義一 屍姫 1～21
少年 スクウェア・エニックス 月刊少年ガンガン 荒川弘 鋼の錬金術師 1～27 完結
少年 スクウェア・エニックス 月刊少年ガンガン 彩崎廉 絶園のテンペスト 1～10 完結

1,006冊

B-1セット：男性300冊（200円/冊）【60,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 井上雄彦 リアル 1～13
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 奥浩哉 GANTZ－ガンツ－ 1～37 完結
男性 集英社 ジャンプスクエア 地獄のミサワ カッコカワイイ宣言！ 1～5 完結
男性 集英社 スーパージャンプ 村上もとか JIN－仁－ 1～20 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 1～30 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編 1～4 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編プロローグ 1 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 浦沢直樹 21世紀少年 1～2 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 浦沢直樹 20世紀少年 1～22 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 朔ユキ蔵 セルフ 1～4 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 朔ユキ蔵 ハクバノ王子サマ 1～10 完結
男性 小学館 ビッグコミック 細野不二彦 ダブル・フェイス 1～24 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 山本英夫 ホムンクルス 1～15 完結
男性 講談社 ヤングマガジン 朝基まさし サイコメトラー 1～14
男性 講談社 イブニング 石川雅之 もやしもん 1～13 完結
男性 講談社 ヤングマガジン しげの秀一 頭文字〈イニシャル〉D 1～48 完結
男性 講談社 モーニング 東村アキコ 主に泣いてます 1～10 完結
男性 講談社 アフタヌーン ひぐちアサ おおきく振りかぶって 1～23
男性 講談社 ヤングマガジン 藤沢とおる 井の頭ガーゴイル 1～5

300冊
B-2セット：男性600冊（200円/冊）【120,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 井上雄彦 リアル 1～13
男性 集英社 ウルトラジャンプ 今井神 NEEDLESS 1～16 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 奥浩哉 GANTZ－ガンツ－ 1～37 完結
男性 集英社 ジャンプスクエア 地獄のミサワ カッコカワイイ宣言！ 1～5 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 柴田ヨクサル ハチワンダイバー 1～33
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 高橋ツトム ヒトヒトリフタリ 1～8 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ ふなつ一輝 華麗なる食卓 1～49 完結
男性 集英社 ウルトラジャンプ 皆川亮二 PEACE MAKER 1～12
男性 集英社 スーパージャンプ 村上もとか JIN－仁－ 1～20 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 1～30 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編 1～4 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編プロローグ 1～1 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 森田まさのり べしゃり暮らし 1～17
男性 小学館 ヤングサンデー 浅野いにお ソラニン 1～2 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 浦沢直樹 21世紀少年 1～2 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 浦沢直樹 20世紀少年 1～22 完結
男性 小学館 ビッグコミックオリジナル 浦沢直樹 PLUTO 1～8 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 黒丸 クロサギ 1～20 完結
男性 小学館 ビッグコミック 小山ゆう あずみ 1～48 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 朔ユキ蔵 セルフ 1～4 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 朔ユキ蔵 ハクバノ王子サマ 1～10 完結
男性 小学館 ビッグコミック 乃木坂太郎 医龍 1～25 完結
男性 小学館 ビッグコミック 細野不二彦 ダブル・フェイス 1～24 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 間瀬元朗 イキガミ 1～10 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 山田貴敏 Dr．コトー診療所 1～25



男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 山本英夫 ホムンクルス 1～15 完結
男性 講談社 ヤングマガジン 朝基まさし サイコメトラー 1～14
男性 講談社 イブニング 石川雅之 もやしもん 1～13 完結
男性 講談社 ヤングマガジン しげの秀一 頭文字〈イニシャル〉D 1～48 完結
男性 講談社 モーニング・ツー 中村光 聖☆おにいさん 1～10
男性 講談社 モーニング 東村アキコ 主に泣いてます 1～10 完結
男性 講談社 アフタヌーン ひぐちアサ おおきく振りかぶって 1～23
男性 講談社 ヤングマガジン 藤沢とおる 井の頭ガーゴイル 1～5
男性 講談社 月刊少年シリウス 光永康則 怪物王女 1～20 完結

603冊
B-3セット：男性1,000冊（200円/冊）【200,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 井上雄彦 リアル 1～13
男性 集英社 ウルトラジャンプ 今井神 NEEDLESS 1～16 完結
男性 集英社 スーパージャンプ 緒方てい キメラ 1～16 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 奥浩哉 GANTZ－ガンツ－ 1～37 完結
男性 集英社 グランドジャンプPUREMIUM 小手川ゆあ 君のナイフ 1～10 完結
男性 集英社 ジャンプスクエア 地獄のミサワ カッコカワイイ宣言！ 1～5 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 柴田ヨクサル ハチワンダイバー 1～33
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 高橋ツトム SIDOOH－士道－ 1～25 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 高橋ツトム ヒトヒトリフタリ 1～8 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 中野純子 ヘタコイ 1～10 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 林佑樹 カイチュー 1～12 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ ふなつ一輝 華麗なる食卓 1～49 完結
男性 集英社 ウルトラジャンプ 皆川亮二 PEACE MAKER 1～12
男性 集英社 スーパージャンプ 村上もとか JIN－仁－ 1～20 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 1～30 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編 1～4 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎マネーウォーズ編プロローグ 1～1 完結
男性 集英社 週刊ヤングジャンプ 森田まさのり べしゃり暮らし 1～17
男性 小学館 ヤングサンデー 浅野いにお ソラニン 1～2 完結
男性 小学館 ビッグコミック 池上遼一 覇－LORD－ 1～22 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 浦沢直樹 21世紀少年 1～2 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 浦沢直樹 20世紀少年 1～22 完結
男性 小学館 ビッグコミックオリジナル 浦沢直樹 PLUTO 1～8 完結
男性 小学館 ビッグコミック 太田垣康男 MOONLIGHT MILE 1～23
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 河合克敏 とめはねっ！ 鈴里高校書道部 1～12
男性 小学館 ビッグコミック かわぐちかいじ 太陽の黙示録 1～17 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 北崎拓 このSを、見よ！ 1～15 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 北崎拓 さくらんぼシンドローム～クピドの悪戯II～ 1～11 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 黒丸 クロサギ 1～20 完結
男性 小学館 ビッグコミックスペリオール こやす珠世 相棒－たった二人の特命係－ 1～12 完結
男性 小学館 ビッグコミック 小山ゆう あずみ 1～48 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 朔ユキ蔵 セルフ 1～4 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 朔ユキ蔵 ハクバノ王子サマ 1～10 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 関口太郎 帝王 1～8 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 曽田正人 MOON－昴ソリチュードスタンディング － 1～9 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 武村勇治 我が名は海師－Master Of Sea 1～15 完結
男性 小学館 ビッグコミック 乃木坂太郎 医龍 1～25 完結
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 花沢健吾 ボーイズ・オン・ザ・ラン 1～10 完結
男性 小学館 サンデーGX 花見沢Q太郎 REC 1～16 完結
男性 小学館 ビッグコミック 細野不二彦 ダブル・フェイス 1～24 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 間瀬元朗 イキガミ 1～10 完結
男性 小学館 週刊少年サンデー 皆川亮二 D－LIVE！！ 1～15 完結
男性 小学館 ヤングサンデー 山田貴敏 Dr．コトー診療所 1～25
男性 小学館 ビッグコミックスピリッツ 山本英夫 ホムンクルス 1～15 完結
男性 小学館 サンデーGX 梁慶一 新暗行御史 1～17 完結
男性 小学館 サンデーGX 梁慶一 MARCH STORY 1～5
男性 小学館 ヤングサンデー ゆうきまさみ 鉄腕バーディー 1～20 完結
男性 講談社 ヤングマガジン 朝基まさし サイコメトラー 1～14



男性 講談社 イブニング 石川雅之 もやしもん 1～13 完結
男性 講談社 ヤングマガジン CLAMP ×××HOLiC 1～19 完結
男性 講談社 アフタヌーン 沙村広明 無限の住人 1～30 完結
男性 講談社 ヤングマガジン しげの秀一 頭文字〈イニシャル〉D 1～48 完結
男性 講談社 モーニング・ツー 中村光 聖☆おにいさん 1～10
男性 講談社 ヤングマガジン 馬場康誌 空手小公子 小日向海流 1～50 完結
男性 講談社 モーニング 東村アキコ 主に泣いてます 1～10 完結
男性 講談社 アフタヌーン ひぐちアサ おおきく振りかぶって 1～23
男性 講談社 ヤングマガジン 藤沢とおる 井の頭ガーゴイル 1～5
男性 講談社 月刊少年シリウス 光永康則 怪物王女 1～20 完結

1,002冊
C-1セット：少女300冊（200円/冊）【60,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
少女 集英社 マーガレット あいだ夏波 スイッチガール！！ 1～25 完結
少女 集英社 月刊コーラス 羽海野チカ ハチミツとクローバー 1～10 完結
少女 集英社 マーガレット 神尾葉子 花より男子 1～37 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 椎名軽穂 君に届け 1～21
少女 集英社 YOU 槇村さとる Real Clothes 1～13 完結
少女 小学館 sho－comi 青木琴美 僕の初恋をキミに捧ぐ 1～12 完結
少女 小学館 sho－comi 青木琴美 僕は妹に恋をする 1～10 完結
少女 小学館 sho－comi 池山田剛 好きです鈴木くん！！ 1～18 完結
少女 小学館 月刊flowers 岩本ナオ 町でうわさの天狗の子 1～12 完結
少女 講談社 別冊フレンド すえのぶけいこ ライフ 1～20 完結
少女 講談社 KISS 二ノ宮知子 のだめカンタービレ 1～25 完結
少女 講談社 KISS ひうらさとる ホタルノヒカリ 1～15 完結
少女 白泉社 別冊花とゆめ 菅野文 オトメン（乙男） 1～18 完結
少女 白泉社 花とゆめ 高屋奈月 フルーツバスケット 1～23 完結
少女 白泉社 花とゆめ 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 1～23 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 1～18 完結

300冊
C-2セット：少女600冊（200円/冊）【120,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
少女 集英社 マーガレット あいだ夏波 スイッチガール！！ 1～25 完結
少女 集英社 月刊コーラス 羽海野チカ ハチミツとクローバー 1～10 完結
少女 集英社 マーガレット 神尾葉子 花より男子 1～37 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 河原和音 高校デビュー 1～15
少女 集英社 別冊マーガレット 椎名軽穂 君に届け 1～21
少女 集英社 マーガレット 桃森ミヨシ 悪魔とラブソング 1～13 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 永田正実 恋愛カタログ 1～34 完結
少女 集英社 マーガレット 葉月めぐみ お嬢様はお嫁様。 1～18 完結
少女 集英社 別冊マーガレット ふるかわしおり ファイブ 1～15 完結
少女 集英社 YOU 槇村さとる Real Clothes 1～13 完結
少女 小学館 sho－comi 青木琴美 僕の初恋をキミに捧ぐ 1～12 完結
少女 小学館 sho－comi 青木琴美 僕は妹に恋をする 1～10 完結
少女 小学館 sho－comi 池山田剛 好きです鈴木くん！！ 1～18 完結
少女 小学館 月刊flowers 岩本ナオ 町でうわさの天狗の子 1～12 完結
少女 小学館 Cheese！ 嶋木あこ ぴんとこな 1～12
少女 小学館 月刊flowers 穂積 さよならソルシエ 1～2 完結
少女 小学館 月刊flowers 渡辺多恵子 風光る 1～35
少女 講談社 別冊フレンド 末次由紀 エデンの花 1～12 完結
少女 講談社 別冊フレンド すえのぶけいこ ライフ 1～20 完結
少女 講談社 別冊フレンド すえのぶけいこ リミット 1～6 完結
少女 講談社 KISS 二ノ宮知子 GREEN 1～4 完結
少女 講談社 KISS 二ノ宮知子 のだめカンタービレ 1～25 完結
少女 講談社 KISS ひうらさとる ホタルノヒカリ 1～15 完結
少女 白泉社 別冊花とゆめ 菅野文 オトメン（乙男） 1～18 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 呉由姫 金色のコルダ 1～17 完結
少女 白泉社 花とゆめ 高屋奈月 フルーツバスケット 1～23 完結
少女 白泉社 花とゆめ 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 1～23 完結
少女 白泉社 花とゆめ 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 1～34



少女 白泉社 LaLa（ララ） 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 1～18 完結
少女 白泉社 花とゆめ 日高万里 V・B・ローズ 1～14 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 樋野まつり ヴァンパイア騎士 1～19 完結
少女 白泉社 花とゆめ 福山リョウコ 悩殺ジャンキー 1～16 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 水野十子 遙かなる時空の中で 1～17 完結
少女 白泉社 花とゆめ 南マキ S・Aスペシャル・エー 1～17 完結

600冊
C-3セット：少女1,000冊（200円/冊）【200,000円】
サイズ 出版社 掲載誌 作者 商品名 巻数 完結
少女 集英社 マーガレット あいだ夏波 スイッチガール！！ 1～25 完結
少女 集英社 月刊コーラス 羽海野チカ ハチミツとクローバー 1～10 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 神尾葉子 キャットストリート 1～8 完結
少女 集英社 マーガレット 神尾葉子 花より男子 1～37 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 河原和音 高校デビュー 1～15
少女 集英社 りぼん 酒井まゆ MOMO 1～7 完結
少女 集英社 マーガレット 櫻井リヤ 仮スマ 1～8 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 椎名軽穂 君に届け 1～21
少女 集英社 マーガレット 竹内文香 友達ごっこ 1～12 完結
少女 集英社 マーガレット 田島みみ 学校のおじかん 1～17 完結
少女 集英社 マーガレット 桃森ミヨシ 悪魔とラブソング 1～13 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 永田正実 恋愛カタログ 1～34 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 中原アヤ ラブ★コン 1～17 完結
少女 集英社 マーガレット ななじ眺 パフェちっく！ 1～22 完結
少女 集英社 マーガレット 葉月めぐみ お嬢様はお嫁様。 1～18 完結
少女 集英社 Cookie 藤末さくら あのコと一緒 1～13 完結
少女 集英社 別冊マーガレット ふるかわしおり ファイブ 1～15 完結
少女 集英社 YOU 槇村さとる Real Clothes 1～13 完結
少女 集英社 別冊マーガレット 美森青 B．O．D．Y． 1～15 完結
少女 集英社 マーガレット 宮城理子 メイちゃんの執事 1～20 完結
少女 集英社 Cookie 矢沢あい NANA－ナナ－ 1～21
少女 集英社 Cookie 遊知やよみ これは恋です 1～9 完結
少女 小学館 sho－comi 青木琴美 僕の初恋をキミに捧ぐ 1～12 完結
少女 小学館 sho－comi 青木琴美 僕は妹に恋をする 1～10 完結
少女 小学館 月刊flowers 赤石路代 暁のARIA 1～14 完結
少女 小学館 Betsucomi 芦原妃名子 Piece 1～10 完結
少女 小学館 sho－comi 池山田剛 好きです鈴木くん！！ 1～18 完結
少女 小学館 月刊flowers 岩本ナオ 町でうわさの天狗の子 1～12 完結
少女 小学館 Cheese！ 嶋木あこ ぴんとこな 1～12
少女 小学館 Cheese！ 藤間麗 黎明のアルカナ 1～13 完結
少女 小学館 月刊flowers 穂積 さよならソルシエ 1～2 完結
少女 小学館 sho－comi 渡瀬悠宇 絶対彼氏。 1～6 完結
少女 小学館 月刊flowers 渡辺多恵子 風光る 1～35
少女 講談社 別冊フレンド 上田美和 裏ピーチガール 1～3 完結
少女 講談社 別冊フレンド 上田美和 ピーチガール 1～18 完結
少女 講談社 別冊フレンド 末次由紀 エデンの花 1～12 完結
少女 講談社 別冊フレンド すえのぶけいこ ライフ 1～20 完結
少女 講談社 別冊フレンド すえのぶけいこ リミット 1～6 完結
少女 講談社 別冊フレンド 清野静流 純愛特攻隊長！ 1～13 完結
少女 講談社 KISS 二ノ宮知子 GREEN 1～4 完結
少女 講談社 KISS 二ノ宮知子 のだめカンタービレ 1～25 完結
少女 講談社 KISS ひうらさとる ホタルノヒカリ 1～15 完結
少女 講談社 別冊フレンド 柚月純 学園王子 1～12 完結
少女 白泉社 花とゆめ イチハ 女子妄想症候群 1～10 完結
少女 白泉社 花とゆめ 音久無 花と悪魔 1～10 完結
少女 白泉社 別冊花とゆめ 菅野文 オトメン（乙男） 1～18 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 呉由姫 金色のコルダ 1～17 完結
少女 白泉社 花とゆめ 高尾滋 ゴールデン・デイズ 1～8 完結
少女 白泉社 花とゆめ 高屋奈月 フルーツバスケット 1～23 完結
少女 白泉社 花とゆめ 高屋奈月 星は歌う 1～11 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 田中メカ キスよりも早く 1～12 完結



少女 白泉社 LaLa（ララ） 時計野はり 学園ベビーシッターズ 1～9
少女 白泉社 花とゆめ 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 1～23 完結
少女 白泉社 花とゆめ 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 1～34
少女 白泉社 LaLa（ララ） 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 1～18 完結
少女 白泉社 花とゆめ 樋口橘 学園アリス 1～31 完結
少女 白泉社 花とゆめ 日高万里 V・B・ローズ 1～14 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 樋野まつり ヴァンパイア騎士 1～19 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 響ワタル おいらんガール 1～5 完結
少女 白泉社 花とゆめ 福山リョウコ 悩殺ジャンキー 1～16 完結
少女 白泉社 花とゆめ 福山リョウコ モノクロ少年少女 1～12 完結
少女 白泉社 花とゆめ 藤原規代 アラクレ 1～10 完結
少女 白泉社 花とゆめ 松月滉 王子と魔女と姫君と 1～12 完結
少女 白泉社 花とゆめ 松月滉 幸福喫茶3丁目 1～15 完結
少女 白泉社 LaLa（ララ） 水野十子 遙かなる時空の中で 1～17 完結
少女 白泉社 花とゆめ 南マキ S・Aスペシャル・エー 1～17 完結

1,003冊


