
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26年4月18日 26‐1 雑誌 実話ナックルズ　月刊5月号 ミリオン出版株式会社 4910048770543-00505

〃 26‐2 〃 実話裏歴史SPECIALvol.7 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-920-1

〃 26‐3 書籍 裏モノJAPAN　2014　5月号 株式会社鉄人社 4910018050545-00838

〃 26‐4 〃 裏モノJAPAN　3月号別冊 株式会社鉄人社 4910018060346-00648

〃 26‐5 〃 裏ネタJACK  2014　4月号 株式会社ダイアプレス 4910019310440-00933

平成26年5月16日 26‐6 雑誌 実話裏歴史 SPECIAL vol.22 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-933-1

〃 26‐7 〃 チャンプロード 2014  6月号 株式会社笠倉出版社 4910062310640-00476

〃 26‐8 〃 実話ナックルズ 増刊レベル９ vol.7 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-938-6

〃 26‐9 書籍 裏モノJAPAN 2014 6月号 株式会社鉄人社 4910018050644-00838

〃 26‐10 雑誌 実話ナックルズ 月刊6月号 ミリオン出版株式会社 4910048770642-00509

平成26年6月20日 26‐11 雑誌 ＢＬＡＣＫ ザ・タブー VOL.12 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-930-0

〃 26‐12 〃 実話ナックルズ 月刊7月号 ミリオン出版株式会社 4910048770741-00509

〃 26‐13 〃 ブラックニュース vol.3 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-948-5

〃 26‐14 書籍 裏モノJAPAN　2014　7月号 株式会社鉄人社 4910018050743-00838

平成26年7月18日 26‐15 書籍 封印発禁ゴールド　大炎上スペシャル ミリオン出版株式会社 978-4-81306-954-6

〃 26‐16 雑誌 ナックルズ極ベストvol.8 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-969-0

〃 26‐17 〃 RED ZONE vol.1 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-953-9

〃 26‐18 書籍 裏モノJAPAN　2014　8月号 株式会社鉄人社 4910018050842-00838

〃 26‐19 雑誌 ブラックザ・タブー VOL.5 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-963-8

〃 26‐20 〃 実話ナックルズ 8月号 ミリオン出版株式会社 4910048770840-00509

平成26年8月15日 26‐21 書籍 裏ワザDX ヤバい現場編 ミリオン出版株式会社 978-4-81305-411-5

〃 26‐22 〃 決定版！悪用禁止！悪知恵 株式会社宝島社 978-4-80020-807-1

〃 26‐23 雑誌 裏モノJAPAN　2014　9月号 株式会社鉄人社 4910018050941-00838

〃 26‐24 〃 実話ナックルズ 月刊9月号 ミリオン出版株式会社 4910048770949-00509

〃 26‐25 〃 封印発禁Gfile Vol.3 ミリオン出版株式会社 978-4-81306-979-9

平成26年9月19日 26‐26 雑誌 実話裏歴史 SPECIAL vol.24 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-6999-7

〃 26‐27 〃 実話ナックルズ 月刊10月号 ミリオン出版株式会社 4910048771045-00509

〃 26‐28 〃 実話ナックルズ増刊レベル9 VOL.9 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7108-2

〃 26‐29 書籍 ヤバすぎ[検証]悪い手口124 株式会社三才ブックス 978-4-86199-716-7

平成26年10月17日 26‐30 雑誌 実話ナックルズSPECIAL 2014年夏のスクープ総決算号 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7105-1

〃 26‐31 〃 実話タブー！レッドゾーン VOL3JKの裏社会 株式会社大洋図書 978-4-8130-7125-9

〃 26‐32 〃 実話ナックルズ 月刊11月号 ミリオン出版株式会社 4910048771144-00509

〃 26‐33 〃 ふたりエッチ 気持ちイイ！クセになる！性生活テク 株式会社白泉社 978-4-8130-8423-0

〃 26‐34 〃 ふたりエッチ みんな知りたい！男と女の！性生活テク 株式会社白泉社 978-4-8130-8423-4

平成26年11月21日 26‐35 雑誌 裏モノジャパン11月号別冊iPhone6 すぐに使える便利ワザ裏ワザ 株式会社鉄人社 4910018061145-00713

〃 26‐36 〃 実話裏歴史 SPECIAL vol.25 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7140-2

〃 26‐37 〃 封印発禁DEATH FILE 黒歴史放送事故SP ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7127-3

〃 26‐38 〃 封印発禁 Gfile Vol.4 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7139-6

〃 26‐39 〃 実話ナックルズ増刊 レベル９ VOL.10 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7145-7

平成26年12月19日 26‐40 雑誌 これが最後の封印発禁スペシャル ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7163-1

〃 26‐41 〃 ナックルズ極ベストvol.9 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7143-3

〃 26‐42 コミック 裏社会の真相 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-5413-9

〃 26‐43 雑誌 実話ナックルズ1月号 ミリオン出版株式会社 4910048770154-00509

〃 26‐44 〃 裏モノJAPAN12月号別冊 中毒者続出！過激エロサイト200 株式会社鉄人社 4910018061244-00648

平成27年1月23日 26‐45 雑誌 実話裏歴史SPECIAL vol.26 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7180-8

〃 26‐46 〃 秘密の裏モノ大図鑑 株式会社メディアソフト 978-4-86425-630-8

〃 26‐47 〃 裏モノJAPAN 2月号 株式会社鉄人社 4910018050255-00838

〃 26‐48 〃 実話ナックルズ 2月号 ミリオン出版株式会社 4910048770253-00509

〃 26‐49 　 〃 実話裏歴史SPECIAL2015新春特大号 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-4012-5

平成27年2月20日 26‐50 雑誌 実話ナックルズ増刊レベル9 VOL.11 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7186-0

〃 26‐51 〃 実話ナックルズ3月号 ミリオン出版株式会社 4910048770352-00509

〃 26‐52 〃 実録悪い人 隣りにはびこる凶悪集団 株式会社コアマガジン 978-4-86436-735-6

〃 26‐53 〃 実話ナックルズ漫画ＢＡＤ VOL.2 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7204-1

〃 26‐54 書籍 ググってはいけない禁断の言葉2015 株式会社鉄人社 978-4-86537-022-5

平成27年3月20日 26‐55 雑誌 実話裏歴史SPECIAL vol.27 ミリオン出版株式会社 978-4-8130-7217-1

〃 26‐56 〃 実話ナックルズ4月号 ミリオン出版株式会社 4910048770451-00509

〃 26‐57 〃 実録山口組 暗殺の全貌 株式会社メディアックス 978-4-86201-925-7

〃 26‐58 〃 夢をかなえるクスリ200すべて合法・簡単ゲット！ 株式会社鉄人社 4910018060353-00741

〃 26‐59 書籍 男子のためのラブテクニック ピンク先生 株式会社池田書店 978-4-262-16545-5
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