
個別指定図書類一覧表

指定年月日 指定番号 種　類 名称等 発行所名 図書(雑誌）コード

平成20年4月18日 20‐1 コミック 黒鷺死体宅配便　１ 株式会社角川書店 978-4-0471-3527-7

平成20年4月18日 20‐2 コミック 黒鷺死体宅配便　２ 株式会社角川書店 978-4-0471-3528-4

平成20年4月18日 20‐3 コミック 黒鷺死体宅配便　３ 株式会社角川書店 978-4-0471-3600-7

平成20年4月18日 20‐4 コミック 黒鷺死体宅配便　４ 株式会社角川書店 978-4-0471-3676-2

平成20年4月18日 20‐5 コミック 黒鷺死体宅配便　５ 株式会社角川書店 978-4-0471-3749-3

平成20年5月16日 20‐6 コミック 黒鷺死体宅配便　６ 株式会社角川書店 978-4-0471-3895-7

平成20年5月16日 20‐7 コミック 黒鷺死体宅配便　７ 株式会社角川書店 978-4-0471-3961-9

平成20年5月16日 20‐8 コミック 黒鷺死体宅配便　８ 株式会社角川書店 978-4-0471-5052-2

平成20年6月17日 20‐9 コミック レイプ　１ 株式会社芳文社 978-4-8322-2982-2

平成20年6月17日 20‐10 コミック レイプ　２ 株式会社芳文社 978-4-8322-2995-2

平成20年6月17日 20‐11 コミック レイプ　３ 株式会社芳文社 978-4-8322-3012-5

平成20年6月17日 20‐12 書籍 ザ・殺人術 株式会社第三書館 978-4-8074-0211-3

平成20年7月18日 20‐13 コミック 秘書課ドロップ　１ 株式会社竹書房 978-4-8124-6473-1

平成20年7月18日 20‐14 コミック 秘書課ドロップ　２ 株式会社竹書房 978-4-8124-6590-5

平成20年7月18日 20‐15 コミック 秘書課ドロップ　３ 株式会社竹書房 978-4-8124-6775-6

平成20年7月18日 20‐16 書籍 性犯罪防止マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8838-9

平成20年7月18日 20‐17 書籍 人の殺され方 株式会社データハウス 978-4-8871-8858-7

平成20年8月19日 20‐18 コミック 快感温度n℃　　　　　　　１ 株式会社双葉社 978-4-5758-3290-7

平成20年8月19日 20‐19 コミック 快感温度n℃　　　　　　　２ 株式会社双葉社 978-4-5758-3388-1

平成20年8月19日 20‐20 書籍 偽造の手口〈増補版〉 株式会社データハウス 978-4-8871-8810-5

平成20年9月12日 20‐21 コミック モーレツボイン先生　Vol.01 株式会社双葉社 978-4-5758-3121-4

平成20年9月12日 20‐22 コミック モーレツボイン先生　Vol.02 株式会社双葉社 978-4-5758-3240-2

平成20年9月12日 20‐23 コミック モーレツボイン先生　Vol.03 株式会社双葉社 978-4-5758-3354-6

平成20年9月12日 20‐24 コミック モーレツボイン先生　Vol.04 株式会社双葉社 978-4-5758-3465-9

平成20年9月12日 20‐25 書籍 ドラックの教科書 株式会社データハウス 978-4-8871-8836-5

平成20年10月17日 20‐26 コミック 職業・殺し屋。　７ 株式会社白泉社 978-4-5921-3890-7

平成20年10月17日 20‐27 コミック 職業・殺し屋。　８ 株式会社白泉社 978-4-5921-4458-8

平成20年10月17日 20‐28 コミック 職業・殺し屋。　９ 株式会社白泉社 978-4-5921-4459-5

平成20年10月17日 20‐29 コミック 職業・殺し屋。　10 株式会社白泉社 978-4-5921-4460-1

平成20年10月17日 20‐30 コミック 職業・殺し屋。　11 株式会社白泉社 978-4-5921-4501-1

平成20年10月17日 20‐31 コミック 職業・殺し屋。　12 株式会社白泉社 978-4-5921-4502-8

平成20年11月21日 20‐32 コミック 黒鷺死体宅配便　９ 株式会社角川書店 978-4-0471-5093-5

平成20年11月21日 20‐33 コミック 黒鷺死体宅配便　10 株式会社角川書店 978-4-0471-5128-4

平成20年11月21日 20‐34 コミック 不純異性交遊　１ 株式会社少年画報社 978-4-7859-2820-9

平成20年11月21日 20‐35 コミック 不純異性交遊　２ 株式会社少年画報社 978-4-7859-2965-7

平成20年11月21日 20‐36 書籍 非合法ドラック教本 株式会社データハウス 978-4-8871-8757-3

平成20年12月12日 20‐37 コミック ひとみのカルテ　１ 株式会社双葉社 978-4-5758-3055-2

平成20年12月12日 20‐38 コミック ひとみのカルテ　２ 株式会社双葉社 978-4-5758-3148-1

平成20年12月12日 20‐39 コミック ひとみのカルテ　３ 株式会社双葉社 978-4-5758-3211-2

平成20年12月12日 20‐40 コミック ひとみのカルテ　４ 株式会社双葉社 978-4-5758-3335-5

平成20年12月12日 20‐41 書籍 今どきの拷問術・増補版 株式会社データハウス 978-4-8871-8618-7

平成21年1月16日 20‐42 コミック たとえば母が　１ 株式会社双葉社 978-4-5758-2986-0

平成21年1月16日 20‐43 コミック たとえば母が　２ 株式会社双葉社 978-4-5758-3073-6

平成21年1月16日 20‐44 コミック たとえば母が　３ 株式会社双葉社 978-4-5758-3176-4

平成21年1月16日 20‐45 コミック たとえば母が　４ 株式会社双葉社 978-4-5758-3291-4

平成21年1月16日 20‐46 コミック たとえば母が　５ 株式会社双葉社 978-4-5758-3397-3

平成21年1月16日 20‐47 コミック たとえば母が　６ 株式会社双葉社 978-4-5758-3471-0

平成21年1月16日 20‐48 コミック AVなドールRIO　１ 株式会社双葉社 978-4-5758-3391-1

平成21年1月16日 20‐49 コミック AVなドールRIO　２ 株式会社双葉社 978-4-5758-3499-4

平成21年2月20日 20‐50 コミック 実録レイプ裁判　１ 株式会社双葉社 978-4-5758-2588-6

平成21年2月20日 20‐51 コミック 実録レイプ裁判　２ 株式会社双葉社 978-4-5758-2649-4

平成21年2月20日 20‐52 コミック 実録レイプ裁判　３ 株式会社双葉社 978-4-5758-2762-0

平成21年2月20日 20‐53 コミック 実録レイプ裁判　４ 株式会社双葉社 978-4-5758-2840-5

平成21年2月20日 20‐54 書籍 世界殺人鬼ファイル殺人王　実践篇 有限会社太陽出版 978-4-8846-9449-4

平成21年3月13日 20‐55 コミック 実録レイプ裁判　５ 株式会社双葉社 978-4-5758-2951-8

平成21年3月13日 20‐56 コミック 実録レイプ裁判　６ 株式会社双葉社 978-4-5758-2994-5

平成21年3月13日 20‐57 コミック 実録レイプ裁判　７ 株式会社双葉社 978-4-5758-3308-9

平成21年3月13日 20‐58 コミック 実録レイプ裁判　８ 株式会社双葉社 978-4-5758-3321-8

平成21年3月13日 20‐59 書籍 続・危ない薬 株式会社データハウス 978-4-8871-8822-8
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