
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24年4月20日 24‐1 書籍 裏稼業大事典 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-5202-9

平成24年4月20日 24‐2 書籍 変態SEX図鑑 株式会社データハウス 978-4-8871-8923-2

平成24年4月20日 24‐3 書籍 禁　マネしちゃだめっ！タブーな実験全部やってみた!! ミリオン出版株式会社 978-4-8130-2080-6

平成24年4月20日 24‐4 書籍 裏モノJAPAN　５月号 株式会社鉄人社 4910018050521-00838

平成24年4月20日 24‐5 書籍 女性器愛撫マニュアル 株式会社データハウス 978-4-8871-8790-0

平成24年4月20日 24‐6 コミック の・ぞ・く保健教師 株式会社日本文芸社 978-4-5371-2869-7

平成24年5月18日 24‐7 雑誌 実話ナックルズ　６月号 ミリオン出版株式会社 4910048770628-00505

平成24年5月18日 24‐8 書籍 オトナの禁テク辞典 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-6581-4

平成24年5月18日 24‐9 書籍 裏モノJAPAN　６月号 株式会社鉄人社 4910018050620-00838

平成24年5月18日 24‐10 書籍 裏ネタJACK　６月号 株式会社ダイアプレス 4910019310624-00933

平成24年5月18日 24‐11 コミック トッピングHONEY 株式会社芳文社 978-4-8322-3295-2

平成24年5月18日 24‐12 コミック 桃色兄妹 株式会社日本文芸社 978-4-5371-2878-9

平成24年6月15日 24‐13 書籍 乱用薬物密造の科学 完全版 株式会社データハウス 978-4-8871-8912-6

平成24年6月15日 24‐14 書籍 薬を飲むだけで賢く強くなれる本 株式会社データハウス 978-4-7817-0091-5

平成24年6月15日 24‐15 書籍 コンピュータウィルス製造入門 株式会社データハウス 978-4-7817-0058-8

平成24年6月15日 24‐16 書籍 裏モノJAPAN　７月号 株式会社鉄人社 4910018050729-00838

平成24年6月15日 24‐17 書籍 本当に正しいセックス 覚醒編 三和出版株式会社 978-4-7769-0818-0

平成24年7月27日 24‐18 雑誌 実話裏歴史SPECIAL　Vol.15 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-6622-4

平成24年7月27日 24‐19 書籍 最新版　世界の処刑と拷問 株式会社笠倉出版社 978-4-7730-8614-0

平成24年7月27日 24‐20 書籍 風俗開業経営マニュアル 株式会社データハウス 978-4-7817-0103-5

平成24年7月27日 24‐21 書籍 裏モノJAPAN　８月号 株式会社鉄人社 4910018050828-00838

平成24年7月27日 24‐22 コミック OL通勤カイカン快速 株式会社日本文芸社 978-4-5371-2903-8

平成24年9月28日 24‐23 書籍 世界の拷問・処刑事典 株式会社学研パブリッシング 978-4-0540-4955-0

平成24年9月28日 24‐24 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24年9月28日 24‐25 書籍 タトゥー・セレクション 富士美出版株式会社 978-4-7995-0113-9

平成24年9月28日 24‐26 書籍 小児検定 株式会社ジーウォーク 978-4-8629-7170-8

平成24年9月28日 24‐27 書籍 FOR BEGINNERS ドラッグ 株式会社現代書館 978-4-7684-0070-8

平成24年9月28日 24‐28 書籍 裏モノJAPAN 10月号 株式会社鉄人社 4910018051023-00838

平成24年9月28日 24‐29 雑誌 実話ナックルズ　10月号 ミリオン出版株式会社 4910048771021-00505

平成24年9月28日 24‐30 コミック 欲望のサイン 株式会社芳文社 978-4-8322-3316-4

平成24年10月19日 24‐31 書籍 チャンプロード 11月号 株式会社笠倉出版社 4910062311128-00648

平成24年10月19日 24‐32 書籍 くすぐり少女絵巻 株式会社一迅社 978-4-7580-1275-1

平成24年10月19日 24‐33 書籍 裏モノJAPAN　11月号 株式会社鉄人社 4910018051122-00838

平成24年10月19日 24‐34 書籍 TATOO TRIBAL vol.52 富士美出版株式会社 978-4-7995-0140-5

平成24年10月19日 24‐35 雑誌 実話ナックルズ 月刊11月号 ミリオン出版株式会社 4910048771120-00505

平成24年10月19日 24‐36 コミック ラブ＆とい 株式会社竹書房 978-4-8124-7998-8

平成24年11月16日 24‐37 書籍 少女ページへようこそ 株式会社ジーウォーク 978-4-8629-7175-3

平成24年11月16日 24‐38 書籍 裏モノJAPAN　12月号 株式会社鉄人社 4910018051221-00838

平成24年11月16日 24‐39 雑誌 チャンプロード　12月号 株式会社笠倉出版社 4910062311227-00476

平成24年11月16日 24‐40 雑誌 実話ナックルズ　月刊12月号 ミリオン出版株式会社 4910048771229-00505

平成24年11月16日 24‐41 雑誌 劇画マッドマックス　12月号 株式会社コアマガジン 4910033691228-00571

平成24年11月16日 24‐42 雑誌 実話BUNKAタブー　12月号 株式会社コアマガジン 4910053751223-00371

平成24年11月16日 24‐43 コミック の・ぞ・く保健教師　２ 株式会社日本文芸社 978-4-5371-2944-1

平成24年12月21日 24‐44 書籍 ラジオライフ　１月号 株式会社三才ブックス 4910091550130-00657

平成24年12月21日 24‐45 書籍 裏ワザ　the Best ミリオン出版株式会社 978-4-8130-2186-5

平成24年12月21日 24‐46 書籍 裏モノJAPAN　１月号 株式会社鉄人社 4910018050132-00838

平成24年12月21日 24‐47 雑誌 実話ナックルズ増刊　レベル９ ミリオン出版株式会社 978-4-8130-6696-5

平成24年12月21日 24‐48 雑誌 劇画マッドマックス　１月号 株式会社コアマガジン 4910033690139-00571

平成24年12月21日 24‐49 雑誌 チャンプロード　１月号 株式会社笠倉出版社 4910062310138-00476

平成25年1月18日 24‐50 書籍 裏ッ！ベスト2013 株式会社三才ブックス 978-4-8619-9562-0

平成25年1月18日 24‐51 書籍 2013年業界最初の悪特盛 株式会社コアマガジン 978-4-8643-6435-5

平成25年1月18日 24‐52 書籍 実録 最悪の大量殺人事件簿 株式会社コアマガジン 978-4-8643-6432-4

平成25年1月18日 24‐53 書籍 裏モノJAPAN　２月号 株式会社鉄人社 4910018050231-00838

平成25年1月18日 24‐54 雑誌 実話ナックルズSPECIAL  新春特別号2013 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-6709-2

平成25年1月18日 24‐55 雑誌 実話ナックルズ 月刊２月号 ミリオン出版株式会社 4910048770239-00505

平成25年1月18日 24‐56 雑誌 チャンプロード　２月号 株式会社笠倉出版社 4910062310237-00476

平成25年2月15日 24‐57 雑誌 実話ナックルズ 月刊３月号 ミリオン出版株式会社 4910048770338-00505

平成25年2月15日 24‐58 雑誌 実話BUNKAタブー　３月号 株式会社コアマガジン 4910053750332-00371

平成25年2月15日 24‐59 雑誌 実話裏歴史SPECIAL　Vol.18 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-723-8

平成25年2月15日 24‐60 雑誌 決定版！　TVタブー暴露SP ミリオン出版株式会社 978-4-81306-720-7

平成25年2月15日 24‐61 書籍 画像でみる噂の恐怖ファイル!! 株式会社コアマガジン 978-4-86436-347-1

平成25年2月15日 24‐62 書籍 裏モノJAPAN　３月号 株式会社鉄人社 4910018050330-00838

平成25年2月15日 24‐63 雑誌 チャンプロード　３月号 株式会社笠倉出版社 4910062310336-00476

平成25年3月29日 24‐64 雑誌 チャンプロード　４月号 株式会社笠倉出版社 4910062310435-00476

平成25年3月29日 24‐65 雑誌 実話BUNKAタブー　４月号 株式会社コアマガジン 4910053750431-00371

平成25年3月29日 24‐66 雑誌 実話ナックルズ　月刊４月号 ミリオン出版株式会社 4910048770437-00505

平成25年3月29日 24‐67 雑誌 ナックルズ極ベスト　Vol.３ ミリオン出版株式会社 978-4-81306-737-5

平成25年3月29日 24‐68 雑誌 ナックルズ・ザ・タブーUP！ ミリオン出版株式会社 978-4-81306-733-7

平成25年3月29日 24‐69 書籍 闇に潜む違法集団の凶悪犯罪　実録悪い人 株式会社コアマガジン 978-4-86436-437-9

平成25年3月29日 24‐70 書籍 裏モノJAPAN　４月号 株式会社鉄人社 4910018050439-00838
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