
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21年4月17日 21‐1 コミック ガラスの女神　１ 株式会社竹書房 978-4-8124-6600-1

平成21年4月17日 21‐2 コミック ガラスの女神　２ 株式会社竹書房 978-4-8124-6804-3

平成21年4月17日 21‐3 コミック ガラスの女神　３ 株式会社竹書房 978-4-8124-7020-6

平成21年4月17日 21‐4 書籍 凶悪犯罪の歴史 株式会社ぶんか社 978-4-8211-8728-7

平成21年4月17日 21‐5 書籍 116人のレイプ体験 株式会社データハウス 978-4-8871-8820-4

平成21年5月15日 21‐6 コミック 黒鷺死体宅配便　11 株式会社角川書店 978-4-0471-5204-5

平成21年5月15日 21‐7 コミック 職業・殺し屋。　13 株式会社白泉社 978-4-5921-4503-5

平成21年5月15日 21‐8 書籍 世界殺人鬼ファイル殺人王 有限会社太陽出版 978-4-8846-9255-1

平成21年5月15日 21‐9 書籍 世界殺人鬼ファイル殺人王　リターンズ 有限会社太陽出版 978-4-8846-9293-4

平成21年5月15日 21‐10 書籍 楽しいＨ遊び50選 株式会社データハウス 978-4-7817-0006-9

平成21年6月12日 21‐11 書籍 恋の教科書《新装版》 株式会社データハウス 978-4-8871-8996-6

平成21年6月12日 21‐12 書籍 女の教科書《新装版》 株式会社データハウス

平成21年6月12日 21‐13 書籍 SEX大好きマニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8866-2

平成21年6月12日 21‐14 書籍 鍵開けマニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8891-4

平成21年6月12日 21‐15 書籍 マリファナ・ハイ 株式会社第三書館 978-4-8074-8615-1

平成21年7月17日 21‐16 書籍 フェラチオ＆クンニリングス絶頂マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8798-6

平成21年7月17日 21‐17 書籍 SEXマニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8804-4

平成21年7月17日 21‐18 書籍 145人の自殺者 株式会社データハウス 978-4-8871-8799-3

平成21年7月17日 21‐19 書籍 世界食人鬼ファイル殺人王　美食篇 有限会社太陽出版 978-4-8846-9350-7

平成21年7月17日 21‐20 書籍 ザ・必殺術 株式会社第三書館 978-4-8074-0212-0

平成21年8月14日 21‐21 書籍 世界殺人鬼ファイル殺人王　拷問篇 有限会社太陽出版 978-4-8846-9609-2

平成21年8月14日 21‐22 書籍 ラブ・レシピ 株式会社池田書店 978-4-2621-2271-7

平成21年8月14日 21‐23 書籍 性犯罪業カタログ 株式会社データハウス 978-4-8871-8819-8

平成21年8月14日 21‐24 書籍 悪い薬 株式会社データハウス 978-4-8871-8660-6

平成21年8月14日 21‐25 書籍 危ない悪の手口 株式会社データハウス 978-4-8871-8768-9

平成21年9月11日 21‐26 書籍 完全潮吹き入門 株式会社ロングセラーズ 978-4-8454-0821-4

平成21年9月11日 21‐27 書籍 完全愛撫入門 株式会社ロングセラーズ 978-4-8454-0822-1

平成21年9月11日 21‐28 書籍 ザ・暗殺術 株式会社第三書館 978-4-8074-0213-7

平成21年9月11日 21‐29 書籍 MDMA大全 株式会社データハウス 978-4-8871-8784-9

平成21年9月11日 21‐30 書籍 前科18犯　田岡源紹　盗み方の全て 株式会社データハウス 978-4-8871-8614-9

平成21年10月16日 21‐31 書籍 大人のラブグッズ入門 株式会社ロングセラーズ 978-4-8454-0823-8

平成21年10月16日 21‐32 書籍 完全挿入入門 株式会社ロングセラーズ 978-4-8454-0824-5

平成21年10月16日 21‐33 書籍 ますます　快楽プレイの裏技 株式会社実業之日本社 978-4-4085-9336-4

平成21年10月16日 21‐34 書籍 200人の女のクリトリス絶頂体験 株式会社データハウス 978-4-8871-8895-2

平成21年10月16日 21‐35 書籍 無修正版・新版写真集・デス・シーン－死体のある光景－ 株式会社第三書館 978-4-8074-0633-3

平成21年11月17日 21‐36 書籍 SEX中出し教本 株式会社データハウス 978-4-7817-0003-8

平成21年11月17日 21‐37 書籍 おっぱいの愛し方 株式会社データハウス 978-4-7817-0022-9

平成21年11月17日 21‐38 書籍 ドラッグの万華鏡 株式会社データハウス 978-4-8871-8892-1

平成21年11月17日 21‐39 書籍 詐欺師ハンドブック トランスワードジャパン株式会社 978-4-9251-1257-4

平成21年11月17日 21‐40 書籍 デス・アクシデント 株式会社第三書館 978-4-8074-0106-2

平成21年12月11日 21‐41 コミック 黒鷺死体宅配便　12 株式会社角川書店 978-4-0471-5336-3

平成21年12月11日 21‐42 書籍 世界殺人鬼ファイル殺人王　迷宮篇 有限会社太陽出版 978-4-8846-9514-9

平成21年12月11日 21‐43 書籍 SEX進行マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8821-1

平成21年12月11日 21‐44 書籍 裏ワザ大全 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9234-6

平成21年12月11日 21‐45 書籍 激裏情報＠大辞典　GEKIDAS　Vol.４ 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9167-7

平成22年1月15日 21‐46 書籍 実践イラスト版 スローセックス完全マニュアル 株式会社講談社 978-4-0621-4087-4

平成22年1月15日 21‐47 書籍 実践イラスト版 スローセックス完全マニュアルⅡ ふたりタッチ編 株式会社講談社 978-4-0621-5807-7

平成22年1月15日 21‐48 書籍 10倍気持ちイイSEX教本 株式会社データハウス 978-4-8871-8991-1

平成22年1月15日 21‐49 書籍 悪い金儲け 株式会社データハウス 978-4-8871-8823-5

平成22年1月15日 21‐50 書籍 悪知恵マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8717-7

平成22年2月12日 21‐51 書籍 なかよしHランド- ふたりのLOVEコミュケーション 株式会社池田書店 978-4-2621-2266-3

平成22年2月12日 21‐52 書籍 わくわく！Hルーム 株式会社池田書店 978-4-2621-2270-0

平成22年2月12日 21‐53 書籍 ふたりのLOVEマッサージ 株式会社池田書店 978-4-2621-2267-0

平成22年2月12日 21‐54 書籍 女性器詰め合わせビニールパック 株式会社データハウス 978-4-7817-0004-5

平成22年2月12日 21‐55 書籍 いいがかりマニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8697-2

平成22年3月12日 21‐56 書籍 アダム徳永の体位指導講座 株式会社データハウス 978-4-8871-8911-9

平成22年3月12日 21‐57 書籍 女同士のSEXマニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8837-2

平成22年3月12日 21‐58 書籍 10人の連続レイプ魔 株式会社データハウス 978-4-8871-8884-6

平成22年3月12日 21‐59 コミック 黒鷺死体宅配便　13 株式会社角川書店 978-4-0471-5380-6

平成22年3月12日 21‐60 書籍 ヤバイ植物の育て方 株式会社太田出版 978-4-7783-1168-1
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