
■無料で閲覧できるタイトル一覧（著者名五十音順） 

 

書名 著者名 巻数 

恋は三十路をすぎてから [著]甘詰留太 1巻 

ハッピーネガティブマリッジ [著]甘詰留太 1巻 

鉄板少女アカネ！！ [著]ありがひとし : 青木健生 1～3巻 

ペリカンロード [著]五十嵐浩一 1～8巻 

それでも町は廻っている [著]石黒正数 1～6巻 

おとめ恋々 [著]石田敦子 1巻 

愛気 [著]ISUTOSHI 1～10巻 

ジオブリーダーズ [著]伊藤明弘 1～15巻 

ジライ [著]乾良彦 1～3巻 

恋愛ディストーション [著]犬上すくね 1～5巻 

大歓迎！未亡人横丁 [著]えむあ 1巻 

水惑星年代記 [著]大石まさる 1巻 

巫女っす！ [著]大橋薫 1～3巻 

かなづちマーメイド [著]大橋薫 1～2巻 

ネコネコパンチ！ [著]大見武士 1巻 

月刊哀川編集長 [著]大見武士 1～2巻 

江の島ワイキキ食堂 [著]岡井ハルコ 1～2巻 

恋人 8号 [著]オジロマコト 1巻 

妄想戦士ヤマモト [著]小野寺浩二 1～5巻 

DADDY☆バージン [著]克・亜樹 1巻 

真犯人！！ [著]門尾勇治 1～3巻 

チカ×チカ [著]上月まんまる 1巻 

太夫 [著]きくち正太 1～6巻 

若葉マリッジ [著]北河トウタ 1巻 

快盗ブルマー [著]北河トウタ 1巻 

ケダモノの唄 上下巻 [著]楠桂 各 1巻 

無敵道 [著]楠本哲 [原作]玄秀盛 1～9巻 

交渉人 堂本零時 [著]楠本哲 [原作・監修]玄秀盛 1～6巻 

姫剣（ヒメハバキ） [著]桑原真也 1～2巻 

聖☆高校生 [著]小池田マヤ 1～11巻 

ナエガユル [著]琴義弓介 1～2巻 

犬嶋高校行進曲 [著]小松大幹 1～3巻 



 

書名 著者名 巻数 

GCU [著]才谷ウメタロウ 1～7巻 

WE NEED KISS [著]才谷ウメタロウ 1～3巻 

黒幕お姉さん [著]才谷ウメタロウ 1～4巻 

ギジポコ [著]才谷ウメタロウ 1巻 

迷彩君 [著]竿尾悟 1～5巻 

渚 [著]竿尾悟 1～3巻 

イケてる２人 [著]佐野タカシ 1～33巻 

イケてる刑事 [著]佐野タカシ 1～9巻 

かてきょ！ [著]佐野タカシ 1巻 

団地妻さんのしあわせ [著]ジェームスほたて 1巻 

バトルクラブ [著]塩崎雄二 1～6巻 

ブロッケンブラッド [著]塩野干支郎次 1巻 

クラダルマ 斎女伝説 [著]柴田昌弘 1～18巻 

サライ [著]柴田昌弘 1～19巻 

ラヴ・バズ [著]志村貴子 1～3巻 

はなさか！ [著]宗我部としのり 1～2巻 

ごてんばチアリーダーズ [著]宗我部としのり 1～7巻 

QP [著]高橋ヒロシ 1～8巻 

QP外伝 [著]高橋ヒロシ 1巻 

BAD BOYS [著]田中宏 1～22巻 

BAD BOYS グレアー [著]田中宏 1～16巻 

くらしのいずみ [著]谷川史子 1巻 

フールオンザロック [著]たまきちひろ 1～4巻 

喧嘩代行屋 青井龍之介 [著]溜池ゴロー : 門間剛 1巻 

マイフレンド動物病院 note 上下巻 [著]たらさわみち 各 1巻 

由良 COLORS [著]藤堂裕 1～4巻 

トライガン [著]内藤泰弘 1～2巻 

トライガン・マキシマム [著]内藤泰弘 1～14巻 

猫絵十兵衛 ～御伽草紙～ [著]永尾まる 1～3巻 

ランディーズ [著]永田晃一 1巻 

Hey！リキ [著]永田晃一 [原作]高橋ヒロシ 1～16巻 

はやく起きてヨ！ [著]中西やすひろ 1～6巻 

 



書名 著者名 巻数 

幸せレストラン [著]中西やすひろ 1～5巻 

おでん [著]中西やすひろ 1巻 

愛 DON’T恋 [著]中西やすひろ 1～12巻 

神無日の巫女 [著]中村卯月 1～2巻 

おもいで 二宮ひかる短編集 [著]二宮ひかる 1巻 

ベイビーリーフ [著]二宮ひかる 1巻 

シュガーはお年頃 [著]二宮ひかる 1～3巻 

月の海のるあ [著]野上武志 1～4巻 

ナポレオン ―獅子の時代― [著]長谷川哲也 1～12巻 

ちまちまはいすくーる [著]花見沢Ｑ太郎 1巻 

痛快すずらん通り [著]花見沢Ｑ太郎 1巻 

ももいろさんご [著]花見沢 Q太郎 1～3巻 

キリン [著]東本昌平 1～37巻 

召しませ♪ハニー [著]bee 1巻 

こまタン [著]ポン貴花田 1～2巻 

天使のマシュマロ [著]ポン貴花田 1～4巻 

カットビビジュアル系 舞 [著]松浦聡彦 1～2巻 

惑星のさみだれ [著]水上悟志 1～3巻 

並木橋通りアオバ自転車店 [著]宮尾岳 1～20巻 

GO！GO！ ガール [著]ムサシマル 1巻 

餓狼（エキゾーストウルフ） [著]森左智 1～2巻 

HASEGAWA長治 上下巻 [著]柳内大樹 各 1巻 

ギャングキング [著]柳内大樹 1～7巻 

Mon！ もん！！ 悶！！！ [著]山口かつみ 1巻 

カムナガラ [著]やまむらはじめ 1～10巻 

カムナガラ ０（ゼロ）～外伝～ [著]やまむらはじめ 1巻 

GOLD [著]山本隆一郎 1～16巻 

恋星 [著]夕凪薫 1巻 

ラブスマ [著]夕凪薫 1～3巻 

デビューマン [著]吉本蜂矢 1～2巻 

ワケあり 幽良物件あります～ [著]RAYMON 1巻 

青春ビンタ！ [著]私屋カヲル 1～6巻 

 

 


