
よみ タイトル 冊数

ぱー パーフェクトワールド (10)

はい ハイキュー (26)

はい はいからさんが通る (8)

はが 鋼の錬金術師 (27)

ばが バガボンド (37)

ばき バキ (31)

ばき 範馬刃牙 (37)

ばき 刃牙道 (12)

はく 白竜 (21)

ばく バクマン。 (20)

はこ ハコイリのムスメ (3)

ばさ BASARA (16)

はじ はじめの一歩 (114)

はじ はじめてのケダモノ (4)

バジ バジリスク  甲賀忍法帖 (3)

ばす Bastard!!   暗黒の破壊神 (27)

はた はたらく細胞 (5)

ばち 鮫島、最後の十五日 (8)

ばち バチバチ (16)

ばち バチバチ  BURST (12)

はつ ハツカレ (10)

はつ 初恋ダブルエッジ (4)

はな 花より男子 (20)

はな 花君と恋する私 (10)

はな 花ざかりの君たちへ (12)

はな 花と悪魔 (10)

はな 花と遺伝子  15歳の嫁入り (4)

はな 花にけだもの (10)

はな 花の慶次  －雲のかなたに－ (18)

ばな BANANA FISH (19)

はぴ ハピマリ (10)

はや はやく大人になりなさい。 (1)

ぱら パラダイス  キス (5)

ばり バリバリ伝説 (38)

はる ハル×キヨ (9)

はる 春待つ僕ら (5)

はれ ハレルヤオーバードライブ (12)

はん HUNTER×HUNTER (36)

はん ハンサムな彼女 (9)

ひあ 陽あたり良好！ (7)

ぴあ ピアノの森 (26)

ひい 日出処の天子 (7)
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びー BE-BOP HIGH SCHOOL (48)

ぴー P.A (8)

ぴー Piece (10)

ぴー ＰとＪＫ (10)

ぴー ピーチガール (18)

ひか ヒカルの碁 (23)

ひか 光の伝説 (8)

ひが 彼岸島 (33)

ひが 彼岸島  48日後… (8)

ひが 彼岸島  最後の47日間 (16)

びし 美少女戦士セーラームーン (10)

びじ ょ美女が野獣 (3)

ひす ヒストリエ (9)

ひと 瞳いっぱいの涙 (3)

ひの ヒノコ (7)

ひの 火の鳥 (13)

ひび 響け！ユーフォニアム (4)

ひみ ヒミツのアイちゃん (8)

ひみ 秘密 THE TOP SECRET (12)

ひめ ヒメアノ～ル (6)

ひめ 姫ちゃんのリボン (10)

ぴゅ ピューと吹く！ジャガー (20)

ひょ 漂流教室 (11)

ひる ひるなかの流星 (12)

ひろ ヒロイン失格 (10)

ぴん ピンポンドライブ (3)

ふぁ ファミリー・コンポ (14)

ふぇ FAIRY TAIL (63)

ふし ふしぎ遊戯 (10)

ぶっ ぶっこん  明治不可視議モノ語り (1)

ぶっ ブッダ (14)

ふゆ 冬物語 (7)

ぶら ブラックジャック (17)

ぶら ブラックジャックによろしく (13)

ぶら 新ブラックジャックによろしく (9)

ぶら ブラックジャックによろしく (11)

ぶら BLACK BIRD (18)

ぷら プライド (12)

ぶり ブリーチ (74)

ふる フルーツバスケット (23)

ぷれ プレイボール (22)

ぶん 文豪ストレイドッグス (15)

べい ベイビーラブ (9)

へう へうげもの (22)



べし べしゃり暮らし (19)

べっ BECK (34)

べに 紅色HERO (20)

へる HELLSING (10)

へる ヘルタースケルター (1)

へる ヘルプマン (23)

べる ベルサイユのばら (11)

べる ベルセルク (38)

ほう 封神演義 (23)

ぼお ボールルームにようこそ (9)

ぼー ボーイフレンド（惣領冬実） (10)

ぽー ポーの一族 (3)

ほく 北斗の拳 (15)

ぼく 僕のヒーローアカデミア (14)

ぼく 僕等がいた (12)

ぼく 僕の家においで (9)

ぼく ぼくの地球を守って (12)

ぼく 僕の初恋をキミに捧ぐ (12)

ぼく 僕は妹に恋をする (10)

ぼく 僕らに恋は早すぎる (1)

ぼく 僕らはいつも (10)

ぼく 僕んちの家政婦さん (3)

ぼく 僕だけがいない街 (9)

ぽけ ポケットモンスター (34)

ほし ほしとくず (2)

ほし 星の瞳のシルエット (10)

ほた ホタルノヒカリ (15)

ぽち ぽちゃまに (6)

ほつ ホットロード (1)

ほて HATAGO[旅籠] (2)

ほて HOTEL (37)

ほの 炎の転校生 (12)

ほり ホリミヤ (9)

ほわ Whats Michael (9)


