
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22年4月16日 22‐1 書籍 裏ッ！ベスト2010　気になるサービス・モノをすべて体験 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9239-1

平成22年4月16日 22‐2 コミック 職業・殺し屋。　14 株式会社白泉社 978-4-5921-4504-2

平成22年4月16日 22‐3 コミック ウラノルマ　１ 株式会社Bbmfマガジン 978-4-7663-3370-1

平成22年4月16日 22‐4 コミック ウラノルマ　２ 株式会社Bbmfマガジン 978-4-7663-3425-8

平成22年4月16日 22‐5 コミック ウラノルマ　３ 株式会社Bbmfマガジン 978-4-7663-3484-5

平成22年5月22日 22‐6 書籍 人殺し大百科 株式会社データハウス 978-4-8871-8885-4

平成22年5月22日 22‐7 書籍 アダム徳永のスローセックス指導講座中級編 株式会社データハウス 978-4-7817-0041-0

平成22年5月22日 22‐8 書籍 辰見拓郎のオナニー講座 株式会社データハウス 978-4-7817-0046-5

平成22年5月22日 22‐9 書籍 SEX愛撫マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8705-4

平成22年5月22日 22‐10 コミック 少年少女は××する 株式会社実業之日本社 978-4-4081-7096-1

平成22年6月25日 22‐11 書籍 実録!!裏社会の教科書 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-2083-7

平成22年6月25日 22‐12 書籍 脳にくる危ない画像 株式会社コアマガジン 978-4-8625-2826-1

平成22年6月25日 22‐13 書籍 ペニス愛撫大図鑑 株式会社データハウス 978-4-8871-8977-5

平成22年6月25日 22‐14 コミック 秘書課ドロップミックス　１ 株式会社竹書房 978-4-8124-7195-1

平成22年6月25日 22‐15 コミック モーレツ！ボイン先生　５ 株式会社双葉社 978-4-5758-3552-6

平成22年7月16日 22‐16 書籍 私は風俗嬢講師 株式会社ぶんか社 978-4-8211-4251-4

平成22年7月16日 22‐17 書籍 防犯バイブル 2010－2011 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9262-9

平成22年7月16日 22‐18 書籍 18歳のセックス教科書 株式会社データハウス 978-4-7817-0040-3

平成22年7月16日 22‐19 書籍 銃器使用マニュアル―愛蔵版― 株式会社データハウス 978-4-8871-8745-0

平成22年7月16日 22‐20 コミック 自殺サークル 株式会社太田出版 978-4-7783-2071-3

平成22年8月27日 22‐21 書籍 女医が教える本当に気持ちのいいセックス 株式会社ブックマン社 978-4-8930-8738-6

平成22年8月27日 22‐22 書籍 ふたりのLOVEレッスン 株式会社池田書店 978-4-2621-2273-1

平成22年8月27日 22‐23 書籍 ふたりでできるもん ～オトコのコのための相互アナニー入門～ 株式会社オークス 978-4-8610-5984-1

平成22年8月27日 22‐24 書籍 裏ッ！ベスト Summer 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9275-9

平成22年8月27日 22‐25 書籍 裏モノJAPAN  ９月号 株式会社鉄人社 4910018050903-

平成22年9月24日 22‐26 書籍 SEXサービスマニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8750-4

平成22年9月24日 22‐27 書籍 ひとりでできるもん～オトコのコのためのアナニー入門～ 株式会社メディアックス 978-4-8620-1620-1

平成22年9月24日 22‐28 書籍 女の使用説明書《新装版》 株式会社データハウス 978-4-8871-8992-8

平成22年9月24日 22‐29 書籍 ちょっくら潜入＆体験してきました！ 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9221-6

平成22年9月24日 22‐30 コミック 食べごろおさわり娘 株式会社竹書房 978-4-8124-7427-3

平成22年10月15日 22‐31 書籍 SEX性運動マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8981-2

平成22年10月15日 22‐32 書籍 もっと知りたい！オンナのコのひとりえっち 株式会社コアマガジン 978-4-8643-6070-8

平成22年10月15日 22‐33 書籍 身体も心もボクのもの～はじめてのSMガイド～ 株式会社一迅社 978-4-7580-1138-9

平成22年10月15日 22‐34 書籍 裏モノJAPAN　2010　11月号 株式会社鉄人社 4910018051108-

平成22年10月15日 22‐35 コミック インモラル女教師 株式会社リイド社 978-4-8458-3794-6

平成22年11月16日 22‐36 書籍 女のSEX進行マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8863-1

平成22年11月16日 22‐37 書籍 図解裏社会のカラクリ 株式会社彩図社 978-4-8839-2617-6

平成22年11月16日 22‐38 書籍 実録！！裏稼業の教科書 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-2052-3

平成22年11月16日 22‐39 コミック 山崎大紀のマジH蜜壺めぐり 株式会社青空出版 4910183901109-

平成22年11月16日 22‐40 コミック 男と女の秘禁断の事件簿 株式会社宙出版 978-4-7767-3003-3

平成22年12月24日 22‐41 書籍 殺人王　黒魔術篇　狂神たちの覚醒 有限会社太陽出版 978-4-8846-9673-3

平成22年12月24日 22‐42 書籍 いちばんやさしい男と女のＨな教科書 株式会社新星出版社 978-4-4050-4571-2

平成22年12月24日 22‐43 書籍 クンニリングス教本 株式会社データハウス 978-4-7817-0045-8

平成22年12月24日 22‐44 書籍 裏モノJAPAN　１月号 株式会社鉄人社 4910018050118-

平成22年12月24日 22‐45 書籍 ふたりタッチ 株式会社青空出版 978-4-8727-6578-6

平成23年1月28日 22‐46 書籍 ナックルズ　ザ・タブー　Vol.2 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-6389-6

平成23年1月28日 22‐47 書籍 もっと知りたい！  オトコの娘の保健体育 株式会社コアマガジン 978-4-8625-2911-4

平成23年1月28日 22‐48 書籍 裏ッ！ベスト2011 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9318-3

平成23年1月28日 22‐49 書籍 ゴー！ゴー！Hじゃーなる 株式会社宙出版 978-4-7767-9407-3
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