
No. 有害図書指定日 図　書　類　の　名　称 発行・発売日 発行所、制作所、受審会社等

1 限界人妻熟れ専白書 平成23年５月７日発行 株式会社宙出版
2 男と女の事件ファイル　昼下がりのダイヤル　平成23年５月６日発行 株式会社双葉社
3 漫画　ローレンス　SPECIAL　vol.53 平成23年６月１日発行 辰巳出版株式会社
4 ザッツダン　６月号 平成23年６月１日発行 株式会社ブレインハウス
5 ザ・ベスト MAGAZINE ORIGINAL　７月号 平成23年５月16日発行 株式会社ハローケイエンターテインメント
6 ズバ王　Vol.100 平成23年５月10日発行 株式会社ジーオーティー
7 俺の旅　６月号 平成23年５月10日発売 ミリオン出版株式会社
8 ストリート・シュガー・リンダ　６月号 平成23年６月１日発行 株式会社サン出版
9 メガベッピン　６月号 平成23年５月７日発行 株式会社ジーオーティー
10 ニャン２倶楽部　７月号 平成23年７月15日発行 株式会社コアマガジン　
11 ビージーン　６月号 平成23年４月22日発行 株式会社ジーオーティー
12 ザ・ベスト MAGAZINE Special　６月号 平成23年５月５日発行 株式会社ベストセラーズ
13 COMIC天魔　６月号 平成23年６月13日発行 株式会社茜新社
14 働く美女の誘惑下着 平成23年６月１日発行 株式会社サン出版
15 マガジン・バン　６月号 平成23年６月１日発行 株式会社サン出版
16 べっぴんディーエムエム　６月号 平成23年５月７日発行 株式会社ジーオーティー
17 コミック　メガミルク　vol.12 平成23年６月15日発行 株式会社コアマガジン
18 COMIC　MUJIN　６月号 平成23年６月１日発行 株式会社ティーアイネット
19 愛の体験スペシャルDX　６月号 平成23年４月28日発行 株式会社竹書房
20 微熱　SUPER　デラックス　６月号 平成23年５月２日発売 株式会社セブン新社
21 危険な愛体験　Special　６月号 平成23年６月１日発行 バナジー出版株式会社
22 Boy's LOVE　６月号 平成23年６月１日発行 株式会社ジュネット
23 コミックアムール　６月号 平成23年６月１日発行 株式会社サン出版
24 別冊ローレンス　９月号 平成23年9月1日発行 富士美出版株式会社
25 アジアン王　８月号 平成23年8月1日発行 マイウェイ出版株式会社
26 キャノプリ　ｃｏｍｉｃ　９月号 平成23年7月29日発行 株式会社ジーオーティー
27 漫画プラザ　９月号 平成23年9月1日発行 株式会社蒼竜社
28 BoY'Sピアス　９月号 平成23年9月1日発行 株式会社ジュネット
29 Boy's　LOVE　８月号 平成23年8月1日発行 株式会社ジュネット
30 メンズヤング　９月号 平成23年7月30日発売 株式会社双葉社
31 COMIC 快楽天　９月号 平成23年7月29日発行 株式会社ワニマガジン社
32 COMIC ポプリクラブ ９月号 平成23年8月1日発行 株式会社マックス
33 COMIC ペンギンクラブ　９月号 平成23年9月1日発行 辰巳出版株式会社
34 COMIC 阿呍　９月号 平成23年7月28日発行 株式会社ヒット出版社
35 ザ・ベスト MAGAZINE ORIGINAL　９月号 平成23年7月16日発行 株式会社ハローケイエンターテインメント
36 Ｂｅｊｅａｎ　９月号 平成23年7月22日発行 株式会社ジーオーティー
37 ＤＶＤヨロシク！　９月号 平成23年9月１日発行 株式会社デジスタ
38 ビデオＴＨＥワールド　９月号 平成23年9月1日発行 株式会社コアマガジン
39 ＳＯＦＴ　ＤＥＭＡＮＤ　９月号 平成23年8月10日発行 ソフト・オン・デマンド株式会社
40 ＴＥＮＧＵ　９月号 平成23年7月16日発行 株式会社ジーオーティー
41 ＤＭＭ　９月号 平成23年7月22日発行 株式会社ジーオーティー
42 別冊ローレンス　１１月号 平成23年11月1日発行 富士美出版株式会社
43 アジアン王　11月号 平成23年11月1日発行 マイウェイ出版株式会社
44 犯され未亡人の吐息　VOL.06 平成23年9月26日発売 株式会社メディアックス
45 キャノプリ　ｃｏｍｉｃ　11月号 平成23年9月29日発行 株式会社ジーオーティー
46 ＤＶＤ　June 平成23年10月25日発行 株式会社ジュネット
47 微熱SUPERデラックス　10月号 平成23年9月5日発売 株式会社セブン新社
48 魅惑の人妻ランジェリー 平成23年11月20日発行 富士美出版株式会社
49 メガベッピン　11月号 平成23年10月8日発行 株式会社ジーオーティー
50 ＳＯＦＴ　ＤＥＭＡＮＤ　2011　vol.6　11月号 平成23年10月8日発行 ソフト・オン・デマンド株式会社
51 ＴＥＮＧＵ　11月号 平成23年9月17日発行 株式会社ジーオーティー
52 ＤＭＭ　11月号 平成23年9月22日発行 株式会社ジーオーティー
53 COMIC ペンギンクラブ　11月号 平成23年11月1日発行 辰巳出版株式会社
54 ANGEL倶楽部　エンジェルクラブ　11月号　平成23年9月30日発売 株式会社エンジェル出版
55 COMICエルオー　ＬＯ　 平成23年１１月２１日発行 株式会社茜新社
56 漫画　ロマンス 平成23年11月10日発行 株式会社サン出版
57 Raizo　ライゾー　11月号 平成23年10月5日発売 株式会社大洋図書
58 ザ・ベスト MAGAZINE Special　11月号 平成23年10月5日発行 株式会社ベストセラーズ
59 Ｂｅｊｅａｎ　11月号 平成23年9月22日発行 株式会社ジーオーティー
60 アジアン王　12月号 平成23年12月1日発行 マイウェイ出版株式会社
61 隣りの背徳妻　湯けむり温泉不倫69景 平成23年12月20日発行 富士美出版株式会社
62 ゴッツ　1月号 平成23年11月17日発売 ワイレア出版株式会社
63 ニャン２倶楽部　１月号 平成24年1月15日発行 株式会社コアマガジン
64 ＳＯＦＴ　ＤＥＭＡＮＤ　1月号 平成23年11月18日発行 ソフト・オン・デマンド株式会社
65 ＴＥＮＧＵ　1月号 平成23年11月18日発行 株式会社ジーオーティー
66 ＤＭＭ　1月号 平成23年11月22日発行 株式会社ジーオーティー
67 COMIC ペンギンクラブ　1月号 平成24年1月1日発行 辰巳出版株式会社
68 COMIC ポプリクラブ 1月号 平成23年12月1日発行 株式会社マックス
69 メンズヤング　1月号 平成23年11月30日発売 株式会社双葉社
70 COMIC 快楽天　1月号 平成23年11月29日発行 株式会社ワニマガジン社
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71 ANGEL倶楽部　エンジェルクラブ　1月号　 平成23年11月30日発売 株式会社エンジェル出版
72 COMICエルオー　ＬＯ　１月号 平成24年１月２１日発行 株式会社茜新社
73 ザ・ベスト MAGAZINE ＯＲＩＧＩＮＡＬ　1月号 平成23年11月16日発行 株式会社ハローケイエンターテイメント
74 Ｂｅｊｅａｎ　1月号 平成23年11月22日発行 株式会社ジーオーティー
75 That’ｓ　DAN　12月号　五十路妻 平成23年12月1日発行 株式会社ブレインハウス
76 漫画ローレンス　新年1月号 平成24年1月1日発行 株式会社綜合図書
77 Ｐｉｎｋｙ　ピンキー　2012　VOL.10 平成23年12月15日発売 株式会社秋水社
78 ｍｉｎｉ　Ｂｅｒｒｙ　ミニベリー　　ｖｏｌ.１ 平成23年12月2日発売 株式会社秋水社
79 Boy's　LOVE　２月号 平成24年2月1日発行 株式会社ジュネット
80 楽しい三十路体験　２月号 平成24年2月1日発行 マイウェイ出版株式会社
81 本当にいたよ！こんなにやさしいお姉さん　３月号平成2４年1月27発売 株式会社ダイアプレス
82 特選ＤＶＤ　マンキツ！　２月号 平成24年2月5日発行 株式会社サン出版
83 Ｂｅｊｅａｎ　３月号 平成24年1月21日発行 株式会社ジーオーティー
84 ＤＶＤヨロシク！　３月号 平成24年3月1日発行 三和出版株式会社
85 ザ・ベスト MAGAZINE ＯＲＩＧＩＮＡＬ　3月号 平成24年1月16日発行 株式会社ベストセラーズ
86 アジアン王　2月号 平成24年2月1日発行 マイウェイ出版株式会社
87 犯され未亡人の吐息　VOL.08 平成24年1月25日発売 株式会社メディアックス
88 別冊ローレンス　3月号 平成24年3月1日発行 富士美出版株式会社
89 キャノプリ　ｃｏｍｉｃ　3月号 平成24年1月28日発行 株式会社ジーオーティー
90 コミック　メガストア　３月号 平成24年3月15日発行 株式会社コアマガジン
91 COMIC　ＭＵＪＩＮ　２月号 平成24年2月1日発行 株式会社ティーアイネット
92 ＳＯＦＴ　ＤＥＭＡＮＤ　3月号 平成24年1月18日発行 ソフト・オン・デマンド株式会社
93 ＴＥＮＧＵ　3月号 平成24年1月18日発行 株式会社ジーオーティー
94 ＤＭＭ　3月号 平成24年1月21日発行 株式会社ジーオーティー
95 Ｐｉｎｋｙ　ピンキー　2012　VOL.11 平成24年2月16日発売 株式会社秋水社
96 BOY,S　ピアス　３月号 平成24年3月1日発行 株式会社ジュネット
97 Boy's　LOVE　４月号 平成24年４月1日発行 株式会社ジュネット
98 危険な愛体験　Special　４月号 平成24年４月1日発行 バナジー出版株式会社
99 ズバ王　Vol.110　４月号 平成24年3月10発行 株式会社ジーオーティー
100 楽しい三十路体験　４月号 平成24年4月1日発行 マイウェイ出版株式会社
101 本当にいたよ！こんなにやさしいお姉さん　4月号平成24年2月27日発売 株式会社ダイアプレス
102 Ｒａｉｚｏ　ライゾー　４月号 平成24年3月5日発売 株式会社大洋図書
103 STREET　SUGAR　RINDA　４月号 平成24年4月1日発行 株式会社サン出版
104 ビデオ　THE　ワールド　４月号 平成24年4月1日発行 株式会社コアマガジン
105 ザ・ベスト MAGAZINE 
ＯＲＩＧＩＮＡＬ　５月号平成24年3月16日発行 株式会社ベストセラーズ
106 ＴＥＮＧＵ　５月号 平成24年3月17日発行 株式会社ジーオーティー
107 ＳＯＦＴ　ＤＥＭＡＮＤ　
５月号 平成24年3月17日発行 ソフト・オン・デマンド株式会社
108 COMIC　失楽天　Vol.10　４月号増刊 平成24年3月17日発行 株式会社ワニマガジン社
109 COMIC　快楽天　４月号 平成24年2月29日発行 株式会社ワニマガジン社
110 コミック　メガストア　５月号 平成24年5月15日発行 株式会社コアマガジン
111 花と蜜　ＤＸ　和装婦人 平成24年4月1日発行 ワイレア出版株式会社
112 ＤＩＡ　Collection　
部活帰りの美少女 平成24年4月1日発行 株式会社ダイアプレス
113 メガベッピン　VOL.30　
DMM４月号増刊 平成24年3月8日発行 株式会社ジーオーティー
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