
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25年5月24日 25‐1 書籍 裏社会の真相 ミリオン出版株式会社 978-4-81305-391-0

平成25年5月24日 25‐2 書籍 世界残虐処刑史 株式会社双葉社 978-4-57530-478-7

平成25年5月24日 25‐3 書籍 お尻でエッチしたいの❤ 三和出版株式会社 978-4-77690-984-2

平成25年5月24日 25‐4 書籍 裏モノJAPAN　６月号 株式会社鉄人社 4910018050637-00838

平成25年5月24日 25‐5 雑誌 実話ナックルズ　月刊６月号 ミリオン出版株式会社 4910048770635-00505

平成25年5月24日 25‐6 雑誌 実話BUNKAタブー　６月号 株式会社コアマガジン 4910053750639-00371

平成25年6月25日 25‐7 書籍 SCOPE　の・ぞ・き・あ・な 株式会社笠倉出版社 978-4-77308-653-9

平成25年6月25日 25‐8 書籍 裏モノJAPAN６月号別冊 ヤバい悪グッズ300 株式会社鉄人社 4910018060636-00648

平成25年6月25日 25‐9 書籍 裏モノJAPAN　７月号 株式会社鉄人社 4910018050736-00838

平成25年6月25日 25‐10 雑誌 実話ナックルズ増刊　レベル９　Vol.３ ミリオン出版株式会社 978-4-81306-779-5

平成25年6月25日 25‐11 雑誌 実話ナックルズ　月刊７月号 ミリオン出版株式会社 4910048770734-00505

平成25年6月25日 25‐12 雑誌 チャンプロード　７月号 株式会社笠倉出版社 4910062310732-00562

平成25年7月19日 25‐13 書籍 実録悪い人 株式会社コアマガジン 978-4-86436-480-5

平成25年7月19日 25‐14 書籍 裏モノJAPAN　８月号 株式会社鉄人社 4910018050835-00838

平成25年7月19日 25‐15 雑誌 実話裏歴史SPECIAL　Vol.19　あの事件の本当の真相 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-788-7

平成25年7月19日 25‐16 雑誌 実話ナックルズ　月刊８月号 ミリオン出版株式会社 4910048770833-00505

平成25年7月19日 25‐17 雑誌 週刊実話増刊　週刊実話ザ・タブー　8月10日号 株式会社日本ジャーナル出版 4910203270833-00371

平成25年8月16日 25‐18 書籍 野外Ｈの教科書 三和出版株式会社 978-4-77690-922-4

平成25年8月16日 25‐19 書籍 あなたの知らないニッポン絶望社会 希望なき下流の宴スペ
シャル

株式会社コアマガジン 978-4-86436-516-1

平成25年8月16日 25‐20 書籍 ～スペシャルプライス版～実録裏ワザファイル ミリオン出版株式会社 978-4-81305-365-1

平成25年8月16日 25‐21 書籍 裏モノJAPAN　９月号 株式会社鉄人社 4910018050934-00838

平成25年8月16日 25‐22 雑誌 週刊実話増刊　週刊実話ザ・タブー　9月6日号 株式会社日本ジャーナル出版 4910203270932-00371

平成25年8月16日 25‐23 雑誌 実話ナックルズ　月刊９月号 ミリオン出版株式会社 4910048770932-00505

平成25年8月16日 25‐24 雑誌 チャンプロード　９月号 株式会社笠倉出版社 4910062310930-00476

平成25年9月20日 25‐25 書籍 最新版　ググってはいけない禁断の言葉 株式会社鉄人社 978-4-90467-684-4

平成25年9月20日 25‐26 書籍 スペシャルプライス決定版　裏ワザDX ミリオン出版株式会社 978-4-81305-386-6

平成25年9月20日 25‐27 書籍 ～スペシャルプライス版～実録危ない話 ミリオン出版株式会社 978-4-81305-401-6

平成25年9月20日 25‐28 書籍 裏モノJAPAN　10月号 株式会社鉄人社 4910018051030-00838

平成25年9月20日 25‐29 雑誌 実話ナックルズ　月刊10月号 ミリオン出版株式会社 4910048771038-00505

平成25年9月20日 25‐30 雑誌 チャンプロード　10月号 株式会社笠倉出版社 4910062311036-00476

平成25年10月25日 25‐31 書籍 デス・パフォーマンス 株式会社第三書館 978-4-80740-009-6

平成25年10月25日 25‐32 書籍 ラジオライフ 2013　11月号 株式会社三才ブックス 4910091551137-00933

平成25年10月25日 25‐33 書籍 実録悪い人　世の中に潜む最凶なる極悪集団 株式会社コアマガジン 978-4-86436-536-9

平成25年10月25日 25‐34 書籍 裏モノJAPAN　11月号 株式会社鉄人社 4910018051139-00838

平成25年10月25日 25‐35 雑誌 実話ナックルズ　月刊11月号 ミリオン出版株式会社 4910048771137-00505

平成25年10月25日 25‐36 雑誌 チャンプロード　11月号 株式会社笠倉出版社 4910062311135-00476

平成25年12月20日 25‐37 書籍 検索禁止～ググるなキケン～ マイウェイ出版株式会社 978-4-86511-107-1

平成25年12月20日 25‐38 書籍 完全版　実録日本のタブー ミリオン出版株式会社 978-4-81305-376-7

平成25年12月20日 25‐39 書籍 身体も心もボクのもの　はじめてのSMガイド２ 株式会社一迅社 978-4-75801-352-9

平成25年12月20日 25‐40 書籍 裏モノJAPAN　2014 １月号 株式会社鉄人社 4910018050149-00838

平成25年12月20日 25‐41 雑誌 実話ナックルズ　月刊１月号 ミリオン出版株式会社 4910048770147-00505

平成25年12月20日 25‐42 雑誌 実話ナックルズ増刊　レベル９　VOL.５ ミリオン出版株式会社 978-4-81306-859-4

平成25年12月20日 25‐43 雑誌 ブラックニュース ミリオン出版株式会社 978-4-81306-860-0

平成26年1月24日 25‐44 書籍 やり放題！現役ふしだら娘の○痴図鑑 株式会社竹書房 978-4-81248-273-5

平成26年1月24日 25‐45 書籍 実話ブラック ザ・タブーSPECIAL VOL.3 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-869-3

平成26年1月24日 25‐46 書籍 裏ッ！ベスト  2014 株式会社三才ブックス 978-4-86199-659-7

平成26年1月24日 25‐47 雑誌 裏モノJAPAN　2014　2月号 株式会社鉄人社 4910018050248-00838

平成26年1月24日 25‐48 雑誌 黄金のGT　2月号 株式会社晋遊舎 4910122590241-00476

平成26年2月18日 25‐49 書籍 そうだったのか！　裏ワザの仕組み＋裏情報100 株式会社三才ブックス 978-4-86199-625-2

平成26年2月18日 25‐50 書籍 まんが2014年　解禁!!日本　悪の世界 株式会社コアマガジン 978-4-86436-577-2

平成26年2月18日 25‐51 書籍 実録裏稼業大事典　伝説の仕事師編 ミリオン出版株式会社 978-4-81305-406-1

平成26年2月18日 25‐52 書籍 実録悪い人　ホントに非道い人間、大公開!! 株式会社コアマガジン 978-4-86436-589-5

平成26年2月18日 25‐53 雑誌 裏モノJAPAN　2014　3月号 株式会社鉄人社 4910018050347-00838

平成26年2月18日 25‐54 雑誌 実話ナックルズ　月刊3月号 ミリオン出版株式会社 4910048770345-00505

平成26年3月14日 25‐55 書籍 本当はやってはいけない拷問マニュアル 三和出版株式会社 978-4-77691-140-1

平成26年3月14日 25‐56 書籍 ～スペシャルプライス版～　ヤバい病院 ミリオン出版株式会社 978-4-81305-407-8

平成26年3月14日 25‐57 書籍 裏モノJAPAN　2014　4月号 株式会社鉄人社 4910018050446-00838

平成26年3月14日 25‐58 雑誌 実話ナックルズ　月刊4月号 ミリオン出版株式会社 4910048770444-00505

平成26年3月14日 25‐59 雑誌 チャンプロード　2014　4月号 株式会社笠倉出版社 4910062310442-00562
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