
よみ タイトル 冊数

かい 賭博黙示録カイジ (13)

かい 賭博破戒録カイジ (13)

かい 賭博堕天録カイジ (13)

かい 賭博堕天録カイジ  和也編 (10)

かい 賭博堕天録カイジ  ワン・ポーカー編 (11)

かい 外見が良いにも程がある。 (1)

かい 会長様がフィアンセで (5)

かい 会長はメイド様！ (18)

かく かくかくしかじか (5)

がく 学園アリス (31)

かげ 影野だって青春したい (9)

かげ 影武者  徳川家康 (6)

かぜ 風の大地 (68)

かぜ 風の谷のナウシカ (7)

かぜ 風光る (44)

かた ＫＡＴＡＮＡ (16)

かっ かってに改蔵 (26)

かつ KATSＵ！ (16)

かな 彼方から (7)

かぺ capeta (32)

かみ 神様はじめました (24)

かみ 神さまの言うとおり (5)

かみ 神さまの言うとおり  弐 (19)

かめ カメレオン (47)

かめ 仮面ライダーSPIRITS (16)

かめ 新仮面ライダーSPIRITS (14)

から からくりサーカス (43)

から 空手小公子  小日向海流 (50)

から 空手小公子物語 (6)

がら ガラスの仮面 (23)

かれ 彼氏彼女の事情 (21)

がん GANTZ (37)

がん がんばれ元気 (28)

がん 銃夢 (9)

がん 銃夢 LastOrder (19)

がん 銃夢外伝 (1)

きす KISS   （まつもととも） (3)

きす キスまで、あと一秒 (1)

きす キスよりも早く (12)

きせ 寄生獣 (10)

きど 機動警察パトレイバー (22)

きみ 君だけに輝く (3)
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きみ キミとだけは恋に墜ちない (2)

きみ 君に届け (27)

きみ 君の好きな子になりたい (1)

きみ 君のために弾くショパン (4)

きめ ハイスクール奇面組 (13)

きめ フラッシュ！奇面組 (2)

きめ 鬼滅の刃 (19)

きゃ キャプテン翼 (37)

きゃ キャプテン翼  ワールドユース編 (18)

きゃ キャプテン翼  ROAD TO 2002 (15)

きゃ キャプテン翼  GOLDEN-23 (12)

きゃ キャプテン翼  海外激闘編IN CALCIO (2)

きゃ キャプテン翼  海外激闘編EN LA LIGA (6)

きゃ キャプテン翼   ライジングサン (4)

きゃ キャッツ・アイ (18)

きゃ キャプテン (26)

ぎゃ ギャラリーフェイク (32)

きゃ んキャンディキャンディ (9)

きゅ 究極超人あ～る (9)

きょ 境界のＲＩＮＮＥ (31)

きょ 今日、恋をはじめます (15)

きょ 今日から俺は!! (38)

きょ きょうのキラ君 (9)

きょ きょうは会社休みます (11)

きん キン肉マン (24)

きん キン肉マンⅡ世  第1部 (29)

きん キン肉マンⅡ世  第2部 (28)

きん キングダム (40)

きん 金色のコルダ (17)

きん 近キョリ恋愛 (10)

きん 金田一少年の事件簿 (27)

きん 金田一少年の事件簿  20周年記念シリーズ (5)

きん 金田一少年の事件簿  Caseシリーズ (10)

きん 金田一少年の事件簿  第Ⅱ期新シリーズ (14)

きん 金田一少年の事件簿R (10)

ぎん 銀魂 (75)

ぎん 銀河～THE LAST WARS～ (13)

ぎん 銀河伝説WEED (60)

ぎん 銀河伝説WEEDオリオン (30)

ぎん 銀河－流れ星銀－ (18)

ぎん 銀の匙 (13)

くい 喰いしん坊！ (24)

くだ クダンノゴトシ (4)

くに クニミツの政 (27)



くら 海月姫 (16)

ぐら グラップラー刃牙 (42)

くれ クレヨンしんちゃん (50)

くれ 新クレヨンしんちゃん (6)

くろ 黒崎君の言いなりになんてならない (5)

くろ クロサギ (20)

くろ 黒子のバスケ (28)

くろ 黒子のバスケ  EXTRA GAME (2)

くろ クローズ (26)

くろ クローズ  外伝 (3)

くろ 黒執事 (28)

くろ クロスゲーム (17)

けだ ケダモノ彼氏 (13)

げっ 月光条例 (29)

けん 喧嘩稼業 (7)

けん 喧嘩商売 (24)

こい 恋するハリネズミ (5)

こい 恋するみつば (1)

こい 恋だの愛だの (11)

こい 恋と怪モノと生徒会 (4)

こい 恋わずらいのエリー (3)

こう 項羽と劉邦 (21)

こう 項羽と劉邦 (19)

こう 高校デビュー (15)

こう コウノドリ (25)

こう 光路郎 (7)

こー コータローまかりとおる！ (59)

こー コータローまかりとおる！L (8)

こー コーヒーバニラ (3)

こー 新・コータローまかりとおる！柔道編 (27)

ごー GS美神  極楽大作戦!! (39)

ごき ご近所物語 (7)

こく 黒耀のシークは愛を囁く (9)

ごく ごくせん (15)

ここ ココロ・ボタン (12)

ごじ 5時から9時まで (12)

ごぜ 午前0時、キスしに来てよ (4)

ごぜ 午前3時の危険地帯 (4)

ごぜ 午前3時の無法地帯 (3)

こち こちら葛飾区亀有公園前派出所 (199)

ごつ ゴッドハンド輝 (8)

こっ ちこっちにおいでよ (7)

こど 孤独のグルメ (2)

こど こどものおもちゃ (10)



ごと 五等分の花嫁 (10)

この この音とまれ！ (12)

こば 小早川信木の恋 (5)

ごり ゴリラーマン (12)

ごる ゴルゴ13 (148)

これ これが恋というならば (2)

これ コレットは死ぬことにした (5)

こん 金色のガッジュ (33)

こん 婚約生 (1)


