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タイトル名（あいうえお順） タイトル名（あいうえお順） タイトル名(アルファベット順・その他）

ああっ女神さまっ 藍より青し ＡＤＡＭＡＳ

アイアムアヒーロー 青空エール ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～

アイシールド２１ 青の祓魔師 Ａｌｌ Ｙｏｕ Ｎｅｅｄ Ｉｓ Ｋｉｌｌ

アオハライド 赤ずきんチャチャ Ａｎｏｔｈｅｒ

アカギ 赤ちゃんと僕 ＡＲＩＡ

アゲイン！！ 暁のヨナ ＡＲＭＳ

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 悪魔とラブソング Ｂ．Ｏ．Ｄ．Ｙ．

あひるの空 亜人 ＢＡＭＢＯＯ ＢＬＡＤＥ

アライブ 最終進化的少年 荒川アンダーザ ブリッジ ＢＡＳＡＲＡ

アラタカンガタリ～革神語～ 暗殺教室 ＢＡＳＴＡＲＤ！！

あるいとう 行け！稲中卓球部 ＢＥＣＫ

アルスラーン戦記 犬夜叉 ＢＩＬＬＹ ＢＡＴ

いいひと。 医龍 ＢＬＡＣＫ ＣＡＴ

イキガミ 嘘喰い ＢＬＥＡＣＨ

ヴァンパイア騎士 海猿 ＢＬＯＯＤＹ ＭＯＮＤＡＹ

うえきの法則 海の闇，月の影 ＢＬＯＯＤＹ ＭＯＮＤＡＹ Ｓｅａｓｏｎ２ 絶望ノ匣

うしおととら 浦安鉄筋家族 ＢＬＯＯＤＹ ＭＯＮＤＡＹ ラストシーズン

うそつきリリィ 美味しんぼ ＢＯＲＵＴＯ－ＮＡＲＵＴＯ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ－

うちのポチの言うことには 王様ゲーム ＢＴＯＯＯＭ！

ウロボロス ―警察ヲ裁クハ我ニアリ― 王様ゲーム 起源 Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ

エア・ギア 王様ゲーム 終極 CAPETA

エクゾスカル零 王様ゲーム 臨場 ＣＩＴＹ ＨＵＮＴＥＲ

エデンの花 王様の仕立て屋～サルト・フィニート～ ＣＬＡＹＭＯＲＥ

エデンの檻 王子と魔女と姫君と ＣＯＰＰＥＬＩＯＮ

エマ 桜蘭高校ホスト部 Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ

エリアの騎士 娚の一生 ＤＡＹＳ

エルドライブ【ｅｌＤＬＩＶＥ】 主に泣いてます ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ

エンジェル・ハート 俺の妹がこんなに可愛いわけがない ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ ＡＣＴ２

エンバーミング －ＴＨＥ ＡＮＯＴＨＥＲ ＴＡＬＥ ＯＦ
ＦＲＡＮＫＥＮＳＴＥＩＮ－

俺物語！！ ＤＥＡＲ ＢＯＹＳ ＡＣＴ３

オオカミ少女と黒王子 海皇紀 ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ

おおきく振りかぶって 会長はメイド様！ Ｄ-ＬＩＶＥ！！

オールラウンダー廻 学園アリス ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ

オトメン（乙男） 学園王子 ＤＲＡＧＯＮ ＱＵＥＳＴ ダイの大冒険

オレンジチョコレート 岳－みんなの山－ ＥＤＥＮ

お伽もよう綾にしき 輝夜姫 ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ

お兄ちゃんと一緒 風光る Ｆａｔｅ／ｓｔａｙ ｎｉｇｈｔ

お嬢様はお嫁様。 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ ＧＡＮＴＺ

カードキャプターさくら 神風怪盗ジャンヌ Ｇｅｔ Ｂａｃｋｅｒｓ～奪還屋～

かくりよものがたり 神様ドォルズ ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ

カッコカワイイ宣言！ 神さまの言うとおり ＧＳ美神極楽大作戦！！
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かってに改蔵 神のみぞ知るセカイ ＧＴＯ

カバチタレ！ 仮面ティーチャー ＧＴＯ ＳＨＯＮＡＮ １４ＤＡＹＳ

からくりサーカス 仮面ライダーＳＰＩＲＩＴＳ ＧＵＮＳＬＩＮＧＥＲ ＧＩＲＬ

ガラスの仮面 仮スマ Ｈ２

きみはペット 喰霊 ＨＥＡＴ 灼熱

ギャグマンガ日和 華麗なる食卓 Ｈｏｎｅｙ Ｂｉｔｔｅｒ

キャットストリート 彼氏彼女の事情 ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ

きょうは会社休みます。 監獄学園 ＩＳ～男でも女でもない性～

キングダム 元祖！浦安鉄筋家族 ＬＩＡＲ ＧＡＭＥ

キン肉マン２世 義風堂々！！直江兼続 ＬＯＳＴ ＭＡＮ

キン肉マン２世 究極の超人タッグ編 機巧童子ＵＬＴＩＭＯ ＭＡＪＯＲ

クズ！！  ～アナザークローズ九頭神竜男～ 岸辺露伴は動かない ＭＡＪＯＲ ２ｎｄ（メジャーセカンド）

グッドモーニング・コール 機動戦士ガンダム サンダーボルト ＭＡＳＴＥＲキートン

クピドの悪戯 君じゃなきゃダメなんだ。 ＭＩＸ

グラップラー刃牙 君と僕。 ＭＯＮＳＴＥＲ

クローズＺＥＲＯ 君のいる町 ＭＯＯＮ ―昴 ソリチュード スタンディング―

クローズＺＥＲＯⅡ 鈴蘭×鳳仙 今日、恋をはじめます ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ ＭＩＬＥ

クローバー 境界のＲＩＮＮＥ Ｍｒ．ＦＵＬＬＳＷＩＮＧ

クローバー ｔｒｅｆｌｅ 潔く柔く ＮＡＮＡ

クロスゲーム 金田一少年の事件簿 ＮＡＲＵＴＯ

げんしけん 金田一少年の事件簿Ｒ ＮＡＲＵＴＯ外伝－七代目火影と緋色の花つ月

コイバナ！ 恋せよ花火 銀の匙 Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ ＮＡＴＵＲＡＬ

この音とまれ！ 國崎出雲の事情 ONE PIECE

こももコンフィズリー 海月姫 Ｏｖｅｒ Ｄｒｉｖｅ

コンシェルジュ 紅  ｋｕｒｅ－ｎａｉ ＰＥＡＣＥ ＭＡＫＥＲ

サイコメトラーＥＩＪＩ 黒子のバスケ Ｐｉｅｃｅ ～彼女の記憶～

サマーウォーズ 結界師 ＰＬＵＴＯ

さよなら絶望先生 血界戦線 ＰＳＹＲＥＮ－サイレン－

サラリーマン金太郎 月光条例 ＰとＪＫ

シグルイ 鋼 ＲＡＩＮＢＯＷ

シバトラ 交響詩篇エウレカセブン ＲＡＶＥ

ジパング 高校球児 ザワさん ＲＥＡＬ

シャーマンキング 高校鉄拳伝タフ Ｒｅａｌ Ｃｌｏｔｈｅｓ

シャーマンキング０－ｚｅｒｏ－ 高校デビュー ＲＯＯＫＩＥＳ

シャーマンキングＦＬＯＷＥＲＳ 紅茶王子 Ｓ・Ａ（スペシャル・エー）

しゃにむにＧＯ 鋼の錬金術師 ＳＡＭＵＲＡＩ ＤＥＥＰＥＲ ＫＹＯ

シュート！ 聲の形 Ｓｃｈｏｏｌ Ｒｕｍｂｌｅ

シュガシュガルーン 極黒のブリュンヒルデ ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ

ジョジョの奇妙な冒険 近キョリ恋愛 ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ

ジョジョの奇妙な冒険第六部ストーンオーシャン 金色のコルダ Ｓ―最後の警官―

ジョジョリオン 斉木楠雄のΨ難 Ｔｏ ＬＯＶＥる －とらぶる－
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スイッチガール！！ 最終兵器彼女 ＴｏＬＯＶＥる－とらぶる－ ダークネス

スキップ・ビート！ 最上の明医～ザ・キング・オブ・ニート～ ＵＬＴＲＡＭＡＮ

スティール・ボール・ラン 坂道のアポロン Ｗａｌｔｚ

ストロボ・エッジ 坂道のアポロン ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫ ＷＩＬＤ ＨＡＬＦ

スプラウト 坂本ですが？ ＷＯＲＫＩＮＧ！！

スプリガン 咲 －Ｓａｋｉ－ ＷＯＲＳＴ

すもももももも　～地上最強のヨメ～ 魁！！クロマティ高校 Ｗジュリエット

セキレイ 桜姫華伝 ＺＥＴＭＡＮ

セトウツミ 猿ロック ×××ＨＯＬｉＣ

センゴク 四月は君の嘘 ２０世紀少年

センゴク一統記 四月は君の嘘Ｃｏｄａ ２１世紀少年

センゴク天正記 屍姫 ５時から９時まで

ソウルイーター 屍鬼

そらのおとしもの 地獄先生ぬ～べ～

ダイヤのＡ 自殺島

ダイヤのＡ ａｃｔ２ 史上最強の弟子ケンイチ

ダブル・フェイス 執事様のお気に入り

ダンジョン飯 執事様のお気に入りＥｎｃｏｒｅ！

ちびまる子ちゃん 実は私は

ちょびっツ 失恋ショコラティエ

ツバサ 灼眼のシャナ

っポイ！ 遮那王 義経 源平の合戦

テガミバチ 遮那王義経

デッドマン・ワンダーランド 軍鶏

デトロイト・メタル・シティ 純愛特攻隊長！

テニスの王子様 常住戦陣！！ムシブギョー

テラフォーマーズ 食戟のソーマ

テンプリズム 地雷震

とある科学の超電磁砲 進撃！巨人中学校

とある魔術の禁書目録 真月譚 月姫

トッキュー！！ 新テニスの王子様

ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 侵略！イカ娘

ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章 ～紋章を継ぐ者達へ～ 砂時計

ドラゴンヘッド 砂の栄冠

トリコ 昴

ドロップ 聖痕のクェイサー

ナニワ金融道 声優かっ！

なみだうさぎ～制服の片思い～ 聖☆おにいさん

ニセコイ 絶園のテンペスト

ぬらりひょんの孫 絶対可憐チルドレン

ノ・ゾ・キ・ア・ナ 戦國ストレイズ
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ノラガミ 先生！

バーテンダー 蒼天の拳

バイオハザード～マルハワデザイア～ 大東京トイボックス

ハイキュー！！ 逮捕しちゃうぞ

ハカイジュウ 高杉さん家のおべんとう

バガボンド 多重人格探偵サイコ

バキ 男子高校生の日常

バクマン。 探偵学園Ｑ

はじめの一歩 超能力者斉木楠雄のΨ難０

ハチワンダイバー 沈黙の艦隊

パティスリーＭＯＮ 月影ベイベ

パティスリーＭＯＮ －完結編－ 罪に濡れたふたり

バトル・ロワイアル 哲也～雀聖と呼ばれた男～

パピヨン－花と蝶－ 鉄腕バーディー

パフェちっく！ 天使禁猟区

ハヤテのごとく！ 天使な小生意気

バンビ～ノ！ 天使なんかじゃない

バンビ～ノ！ＳＥＣＯＮＤＯ 天上天下

ピアノの森 天は赤い河のほとり

ピーチガール 東京アリス

ヒカルの碁 東京喰種トーキョーグール

ビッグオーダー 東京喰種トーキョーグール：ｒｅ

ピューと吹く！ジャガー 東京タラレバ娘

ぴんとこな 特上カバチ！！

ファンタジスタ 図書館戦争 ＬＯＶＥ＆ＷＡＲ

ファンタジスタ ステラ 隣のあたし

ふしぎ遊戯 賭博堕天録カイジ

プライド 賭博覇王伝 零

ブラック・ラグーン 賭博覇王伝 零 ギャン鬼編

ブラックジャックによろしく 賭博破戒録カイジ

フルーツバスケット 賭博黙示録カイジ

ブレイブストーリー～新説～ 都立水商！

ベイビーステップ 夏目友人帳

べるぜバブ 七つの大罪

ホイッスル！ 忍空－ＳＥＣＯＮＤ ＳＴＡＧＥ－

ホーリーランド 猫と私の金曜日

ボールルームへようこそ 脳内ポイズンベリー

ぼくの地球を守って 信長協奏曲

ホタルノヒカリ 刃牙道

ホムンクルス 花君と恋する私

マイルノビッチ 花君と恋する私
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マギ 花ざかりの君たちへ

マギ シンドバッドの冒険 花より男子

ましろのおと 遙かなる時空の中で

まほらば 範馬刃牙

ママレード・ボーイ 彼岸島

みなみけ 彼岸島 最後の４７日間

ムダヅモ無き改革 美少女戦士セーラームーン

メイちゃんの執事 聖闘士星矢 ＮＥＸＴ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ 冥王神話

めだかボックス 聖闘士星矢 ＴＨＥ ＬＯＳＴ ＣＡＮＶＡＳ 冥王神話

め組の大吾 聖闘士星矢 ＴＨＥ ＬＯＳＴ ＣＡＮＶＡＳ 冥王神話外伝

モテキ 聖闘士星矢ＥＰＩＳＯＤＥ．Ｇ

モンキーターン 火ノ丸相撲

モンタージュ 日々蝶々

ヤマトナデシコ七変化 貧乏神が！

ヤンキー君とメガネちゃん 武装錬金

ヤング ブラック・ジャック 紅色ＨＥＲＯ

ヨルムンガンド 冒険王ビィト

ライアー×ライアー 僕達は知ってしまった

ラブ★コン 僕等がいた

ラブひな 僕の初恋をキミに捧ぐ

らんま１／２ 僕のヒーローアカデミア

リーゼロッテと魔女の森 僕は妹に恋をする

ローゼンメイデン 星は歌う

ロザリオとバンパイア 毎度！浦安鉄筋家族

ロザリオとバンパイア ｓｅａｓｏｎⅡ 魔王 ＪＵＶＥＮＩＬＥ ＲＥＭＩＸ

ワイルドライフ 魔法陣グルグル

ワンパンマン 魔法先生ネギま！

ヱデンズボゥイ 魔法使いの嫁

未来日記

無限の住人

蟲師

名探偵コナン

女神の鬼

土竜（モグラ）の唄

焼きたて！！ジャぱん

八雲立つ

八潮と三雲

山田くんと７人の魔女

闇金ウシジマくん

有閑倶楽部

幽★遊★白書
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幽麗塔

妖狐×僕ＳＳ

夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～

好きっていいなよ。

好きって言わせる方法

弱虫ペダル

龍狼伝

龍狼伝 中原繚乱編

林檎と蜂蜜

菩提樹寮のアリア ～金色のコルダシリーズ～

恋愛カタログ


