
平成21年度　有害指定一覧表(図書)

番号 指定年月日 指定図書名答 種　　類 発行所等

1 4月24日 BOY'ｓ　LOVE　4月号 隔月誌 (株)ｼﾞｭﾈｯﾄ
2 4月24日 青春恋愛ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 秘密の恋愛事情 単行本 株式会社 竹書房
3 4月24日 ｹﾝ月影の大奥物語ｽﾍﾟｼｬﾙ 単行本 株式会社 宙出版
4 4月24日 SPCOMICS 春情おんな色香舟 単行本 株式会社 リイド社
5 4月24日 ｺﾐｯｸｱﾑｰﾙ2009 5月号 月刊誌 (株)サン出版
6 4月24日 危険な愛体験Special5月号 月刊誌 ﾊﾞﾅｼﾞｰ出版
7 4月24日 無敵恋愛　Ｓ＊ｇｉｒｌ　5月号 月刊誌 ぶんか社
8 5月25日 BAMBOO COMIC　ひみつの救急箱 単行本 株式会社 竹書房
9 5月25日 BOY'ｓ　LOVE　6月号 隔月誌 (株)ｼﾞｭﾈｯﾄ
10 5月25日 Sweetﾌﾟﾁ 5月号 隔月誌 笠倉出版社
11 5月25日 DVD QL(ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾌﾞ) vol.1 その他 株式会社 ﾒﾃﾞｨｱｯｸｽ
12 5月25日 35歳からの恋愛 その他 株式会社 ﾒﾃﾞｨｱｯｸｽ
13 6月29日 ＢＯＹ’Ｓピアス7月号 隔月誌 (株)ｼﾞｭﾈｯﾄ
14 6月29日 YoungLoveComic aya 7月号 月刊誌 株式会社 宙出版
15 6月29日 恋愛熱情ラブパッション７月号 隔月誌 株式会社 一水社
16 6月29日 マイルドムック58 DVDサクラ VOL.2 その他 株式会社 東京三世社
17 8月10日 ｍｉｎｉシュガーVOL．４ その他 株式会社 秋水社
18 8月10日 ﾐｯｼｨｺﾐｯｸﾗｳﾞｧｰｽﾞ　禁断ｴﾃﾞﾝ玩具 単行本 株式会社 宙出版
19 8月10日 BAMBOOCOMIC　制服でイこう。 単行本 株式会社 竹書房
20 8月10日 ｶﾞｰﾙｽﾞﾎﾟｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ　ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾗﾌﾞ　vol.31 単行本 株式会社 松文館
21 9月18日 罪に落ちた主婦たち 秘 女の事件簿 22 単行本 株式会社芳文社
22 9月18日 男と女の交差点　翻弄される人妻編 単行本 株式会社日本文芸社
23 9月18日 禁じられた男女　開放的な人妻編 単行本 株式会社日本文芸社
24 9月18日 恋愛天国（ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ）　10月号 月刊誌 株式会社竹書房
25 10月30日 絶対恋愛Ｓｗｅｅｔ１１月号 月刊誌 笠倉出版社
26 10月30日 誘惑白書８　秘密の恋日記 単行本 株式会社芳文社
27 10月30日 Gコミックス　禁じられた男と女　魅力的な人妻編 単行本 株式会社日本文芸社
28 10月30日 処女の時間割　VOL.1 その他 株式会社一水社
29 12月14日 山崎大紀のマジＨスピリッツ 単行本 株式会社ｵﾃﾞｯｾｳｽ出版

30 12月14日 Gコミックス　禁じられた男と女　刺激的な人妻編 単行本 株式会社日本文芸社
31 12月14日 35歳からの恋愛　大人の選択・編 その他 株式会社ﾒﾃﾞｨｱｯｸｽ
32 12月14日 ＢＯＹ’ｓ　ＬＯＶＥ　12月号 隔月誌 (株)ｼﾞｭﾈｯﾄ
33 12月14日 綾音ちゃんで遊ぼう！ 単行本 株式会社東京三世社
34 12月14日 濃縮美乳 単行本 ヒット出版社

35 2月24日 ドラッグの教科書 その他 株式会社データハウス

36 2月24日 Gコミックス　禁じられた男と女　満足しない人妻編 単行本 株式会社日本文芸社
37 2月24日 微熱　ＳＵＰＥＲデラックス　２月号 隔月誌 セブン新社
38 2月24日 コミックＪｕｎｅ(ジュネ)　２月号 隔月誌 (株)ジュネット
39 2月24日 愛の体験スペシャルＤＸ２０１０　２月号 隔月誌 株式会社竹書房
40 2月24日 恋愛熱情　ラブパッション　３月号 隔月誌 株式会社一水社

41 3月17日
山崎大紀のフーゾク大王　三行広告
流出真昼のＯＬ妻・ふしだらSEX

単行本 株式会社オデッセウス出版

42 3月17日 特選恋愛ファイル③　裏 年下の恋人－秘密の年の差恋愛－ 単行本 株式会社芳文社
43 3月17日 ＢＡＭＢＯＯＣＯＭＩＣＳ　シカクのセンセ！ 単行本 株式会社竹書房
44 3月17日 35歳からの恋愛　性の奈落・編 その他 株式会社メディアックス
45 3月17日 ＪＵＮＫ！ＢＯＹ　2010　ふゆやすみ号 別冊 リブレ出版株式会社

・その他については増刊号等

指定理由

著しく青少年の性的感
情を刺激し、または粗
暴性、残虐性を助長す
るなど、その健全な育
成を阻害するおそれが
ある。

著しく青少年の犯罪ま
たは自殺を誘発するお
それがある。

著しく青少年の性的感
情を刺激し、または粗
暴性、残虐性を助長す
るなど、その健全な育
成を阻害するおそれが
ある。



平成22年度　有害指定一覧表(図書)

番号 指定年月日 指定図書名答 種　　類 発行所等

1 5月19日 ３５歳からの恋愛　セックス・フレンド編 その他 株式会社メディアックス

2 5月19日 恋愛熱情ラブパッション　２０１０年５月号 隔月誌 株式会社一水社

3 5月19日 ＢＯＹ｀Ｓピアス　５月号 隔月誌 株式会社ジュネット

4 5月19日 恋愛美人ｉｆ〔イフ〕　２０１０年５月号 隔月誌 セブン新社

5 6月16日 恋愛白書スペシャリテ その他 宙出版

6 6月16日 恋せよ少年～たとえ大人でも～VOL2 単行本 株式会社ブライト出版

7 6月16日 めるてぃｃａｎｄｙ 単行本 株式会社竹書房

8 6月16日 ｍｉｎｉパラ　６月号 隔月誌 株式会社竹書房

9 6月16日 ボーイズキャピ！’１０春 その他 株式会社芳文社

10 7月21日 透明社員　極上モロ見えハーレム編 単行本 株式会社少年画報社

11 7月21日 恋愛宣言ＰＩＮＫＹ　Ｖｏｌ．１ 隔月誌 株式会社秋水社

12 7月21日 恋愛チェリーピンク　７月号 隔月誌 秋田書店

13 7月21日 ＤＶＤＪＵＮＥ　Ｖｏｌ．１０ 隔月誌 株式会社ジュネット

14 8月11日 S女様とM嬢の調教グッズコレクション 単行本 株式会社イーグルパブリシング

15 8月11日 パステルCute 隔月誌 宙出版

16 8月11日
特選恋愛ファイル 裏 社内恋愛裏
－OL達の秘密の恋－

隔月誌 株式会社芳文社

17 8月11日
流出!!女子アナ２４時
ギリギリショットOA編

単行本 株式会社少年画報社

18 8月11日 エロ忍者桃尻忍法帳 単行本 株式会社ジュネット

19 8月11日 Boy'sLOVE　８月号 隔月誌 株式会社ジュネット

20 8月11日 BE・BOYGOLD　２０１０　８月号 隔月誌 リブレ出版株式会社

21 9月17日 ＳＷＥＥＴﾌﾟﾁ　９月号 隔月誌 笠倉出版社

22 9月17日 JUNK!BOY　なつやすみ号 その他 リブレ出版株式会社

23 9月17日
特選恋愛ファイル 裏 ひと夏の体験
－夏に花咲く危険な愛－

隔月誌 株式会社芳文社

24 9月17日 ＤＶＤラブ　９月号 隔月誌 ﾊﾞﾅｼﾞｰ出版株式会社

25 9月17日 35歳からの恋愛　危険すぎる不倫編 その他 株式会社ﾒﾃﾞｨｱｯｸｽ

26 9月17日 百花繚乱おんな道 単行本 株式会社小池書院

27 9月17日 山崎大紀のマジH　万国美女もうで 単行本 株式会社青空出版

28 9月17日 透明社員　絶景!! 秘 スポット攻略編 単行本 株式会社少年画報社

29 9月17日  秘 人妻ざかり満貝づくし 単行本 株式会社竹書房

30 10月20日 ホテルで抱きしめて 単行本 辰巳出版株式会社

31 10月20日 実録　私を抱いた芸能人 単行本 宙出版

32 10月20日 ラブキス　２０１０年９月号 その他 笠倉出版社

33 10月20日 麗人Ｂｒａｖｏ！　２０１０年秋号 その他 株式会社竹書房

34 10月20日 山崎大紀のフーゾク大王　濡らせ上手！ 単行本 株式会社竹書房

35 11月19日 身体も心もボクのもの　はじめてのSMガイド その他 株式会社一迅社

36 11月19日 ふたりでできるもん～オトコのコのための相互アナニー入門～ その他 株式会社オークス

指定理由

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、
その健全な育成を阻害す
るおそれがある。



平成22年度　有害指定一覧表(図書)

37 11月19日 同棲同盟 単行本 実業之日本社

38 11月19日 ＤＶＤＪＵＮＥ　Ｖｏｌ．１１ その他 株式会社ジュネット

39 11月19日 ３５歳からの恋愛　不倫のきっかけ編 隔月誌 株式会社メディアックス

40 11月19日 恋愛チェリーピンク　２０１０．１１月号 隔月誌 株式会社秋田書店

41 12月3日 ふたりエッチ　ファーストラブ編 単行本 株式会社白泉社

42 12月3日 透明社員　桃色スケスケ祭り編 単行本 株式会社少年画報社

43 12月3日 山崎大紀のマジH　蜜壺めぐり 単行本 株式会社青空出版

44 12月3日 青春恋愛ライブラリー 旬選 秘密の恋愛事情 単行本 株式会社竹書房

45 12月3日 ｍｉｎｉパラ　１２月号 隔月誌 株式会社竹書房

46 12月3日 男と女の交差点　慕われる人妻編 単行本 株式会社日本文芸社

47 12月3日 ラブキス　２０１０年１２月号 その他 笠倉出版社

48 12月3日 櫻田さんと僕の事① 単行本 株式会社双葉社

49 12月3日 罠を仕掛ける女たち 秘 女の事件簿 30 単行本 株式会社芳文社

50 12月3日 おもちゃピアス　vol.2 その他 株式会社ｼﾞｭﾈｯﾄ

51 2月4日 素人ＡＶ女優 単行本 株式会社白泉社

52 2月4日 山崎大紀のドドぴゅんコ！ 単行本 株式会社青空出版

53 2月4日 ちょこぱッ！０２ 単行本 株式会社双葉社

54 2月4日 おまかせナースフォース 単行本 株式会社双葉社

55 2月4日 ドリームガール 単行本 株式会社双葉社

56 2月4日
ゆっくりしていってね　スローオナニー入門
〔快感の拡張と持続〕

その他 株式会社コアマガジン

57 2月4日 チャンピオンＲＥＤいちごｖｏｌ．２３ 隔月誌 秋田書店

58 3月9日 殺人王　実践編　鬼畜たちの残虐レッスン その他 太陽出版

59 3月9日 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１１年３月号 隔月誌 株式会社ジュネット

60 3月9日 ラブキス　２０１１年３月号 その他 笠倉出版社

61 3月9日 百武さんちの静さん 単行本 株式会社少年画報社

62 3月9日 あなたを惑わす男と女の事件ファイル 単行本 株式会社双葉社

・「その他」については増刊号等

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、
その健全な育成を阻害す
るおそれがある。

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、
その健全な育成を阻害す
るおそれがある。

著しく青少年の粗暴性、
残虐性を助長し、その健
全な育成を阻害するおそ
れがあり、また、著しく青
少年の犯罪または自殺を
誘発するおそれがある。



平成23年度　有害指定一覧表(図書)

番号 指定年月日 指定図書名答 種　　類 発行所等

1 5月16日 恋愛チェリーピンク　２０１１年５月号 隔月誌 株式会社秋田書店

2 5月16日 薔薇色恋愛ラブキュート　ＮＯ．１ その他 株式会社コスミック出版

3 5月16日 ＪＵＮＫ！ＢＯＹ　２０１１年はるやすみ号 その他 リブレ出版株式会社

4 5月16日 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１１年５月号 隔月誌 株式会社ジュネット

5 5月16日 チャンピオンＲＥＤいちご　ＶＯＬ．２５ 隔月誌 株式会社秋田書店

6 5月16日 もっと知りたい！オトコの娘の保健体育 その他 株式会社コアマガジン

7 6月24日 快感スイーツ（萌） 単行本 実業之日本社

8 6月24日 姉姉妹 単行本 株式会社双葉社

9 6月24日 恋愛ＬｏｖｅＭＡＸ　２０１１年６月号 隔月誌 株式会社秋田書店

10 6月24日 ｍｉｎｉパラ　２０１１年６月号 隔月誌 株式会社竹書房

11 6月24日 限界人妻熟れ専白書 単行本 株式会社宙出版

12 6月24日 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１１年７月号 隔月誌 株式会社ジュネット

13 8月29日 ＤＥＳＩＲＥ 美しき獲物たち 藤井貴史編 単行本 株式会社集英社

14 8月29日
ＤＥＳＩＲＥ いただきます！魅惑のマドンナ
 藤井一樹編

単行本 株式会社集英社

15 8月29日 ＯＬ解放区 単行本 株式会社竹書房

16 8月29日 女装子女 １ 単行本 株式会社少年画報社

17 8月29日 派遣社員はおねだりする 単行本 株式会社竹書房

18 8月29日 恋愛熱情ラブパッション ２０１１年９月号 隔月誌 株式会社一水社

19 8月29日
オンナのコのひとりえっち
ホントに気持ちいいオナニー編

その他 株式会社コアマガジン

20 8月29日 ｍｉｎｉパラ　２０１１年８月号 隔月誌 株式会社竹書房

21 8月29日 Ｂｏｙ’ｓ ＬＯＶＥ　２０１１年８月号 隔月誌 株式会社ジュネット

22 8月29日
特選恋愛ファイル⑨ 裏 制服美女図鑑
－いつもと違う秘密の恋－

単行本 株式会社芳文社

23 9月30日 いじめられっこ少女コレクション その他 株式会社一迅社

24 9月30日
３０歳の保健体育
ピュアぴゅあストーリーズＶＯＬ．１

単行本 株式会社一迅社

25 9月30日
３０歳の保健体育
ピュアぴゅあストーリーズＶＯＬ．２

単行本 株式会社一迅社

26 9月30日 ボクの番台さん花乃湯へようこそ！編 単行本 実業之日本社

27 9月30日 童貞の魔法 単行本 株式会社ジュネット

28 9月30日 ビンカンおねえさんは感じちゃう 単行本 株式会社笠倉出版社

29 9月30日 吸愛彼氏 単行本 株式会社ジュネット

30 9月30日 コミックＪＵＮＥ　２０１１年１０月号 隔月誌 株式会社ジュネット

31 9月30日 恋愛Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎラブレボ　2011年１０月号 隔月誌 株式会社宙出版

指定理由

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、そ
の健全な育成を阻害する
おそれがある。



平成23年度　有害指定一覧表(図書)

番号 指定年月日 指定図書名答 種　　類 発行所等

32 11月24日 図解アリエナイ理科ノ教科書　改訂版 その他 株式会社三才ブックス

33 11月24日 図解アリエナイ理科ノ教科書ⅡＢ その他 株式会社三才ブックス

34 11月24日 図解アリエナイ理科ノ教科書ⅢＣ その他 株式会社三才ブックス

35 11月24日 図解アリエナイ理科の工作 その他 株式会社三才ブックス

36 11月24日 図解アリエナイ理科の実験室 その他 株式会社三才ブックス

37 11月24日 愛が深まるセックス体位３６５ その他 株式会社ブックマン社

38 11月24日 ｍｉｎｉＳＵＧＡＲ　２０１１年１１月号 隔月誌 株式会社秋水社

39 12月26日 PCAngelneoINDiES　Ｖｏｌ．４ その他 株式会社ＧＭＳパブリッシング

40 12月26日 鬼畜ドクターの性欲実験室 単行本 株式会社ジュネット

41 12月26日 桃色男子　檸檬編 単行本 株式会社ジュネット

42 12月26日 ヒミツの関係 単行本 株式会社竹書房

43 12月26日 クラスめいと 単行本 実業之日本社

44 12月26日 発情シロップ 単行本 株式会社双葉社

45 12月26日 背徳クラブ 単行本 株式会社秋田書店

46 12月26日 恋愛熱情ラブパッション　２０１２年１月号 隔月誌 株式会社一水社

47 12月26日 ｍｉｎｉＳＵＧＡＲ　２０１２年１月号 隔月誌 株式会社秋水社

48 12月26日 Ｓｗｅｅｔプチ　２０１２年１月号 隔月誌 株式会社笠倉出版社

49 12月26日 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１２年１月号 隔月誌 株式会社ジュネット

50 3月14日 おもちゃピアス　ｖｏｌ．４ 隔月誌 株式会社ジュネット

51 3月14日 Ｓｗｅｅｔプチ　２０１２年３月号 隔月誌 株式会社笠倉出版社

52 3月14日 チャンピオンＲＥＤいちご　ＶＯＬ．３０ 隔月誌 株式会社秋田書店

53 3月14日 筆むすめ 単行本 実業之日本社

54 3月14日 スイーツスイーツ① 単行本 株式会社日本文芸社

55 3月14日 素人ＡＶ女優　人妻編 単行本 株式会社白泉社

56 3月14日
ふたりで感じ合う
究極のＬＯＶＥマッサージ＆セックス

その他 株式会社日本文芸社

・「その他」については増刊号等

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、そ
の健全な育成を阻害する
おそれがある。

著しく青少年の粗暴性・
残虐性を助長し、その健
全な育成を阻害するおそ
れがあり、また、著しく青少
年の犯罪または自殺を誘
発するおそれがある。

指定理由



平成24年度 有害指定一覧表(図書)

番号 指定年月日 指定図書名答 種 類 発行所等

1 5月28日 恋愛LOVEMAX ２０１２年６月号 隔月誌 株式会社秋田書店

2 5月28日 BE・BOY GOLD ２０１２年６月号 隔月誌 リブレ出版株式会社

3 5月28日 愛の体験スペシャルDX ２０１２年６月号 隔月誌 株式会社竹書房

4 5月28日 ｍｉｎｉﾊﾟﾗ ２０１２年６月号 隔月誌 株式会社竹書房

5 5月28日 恋するカラダ 単行本 株式会社大洋図書

6 5月28日 ご主人様 調教計画 単行本 株式会社ジュネット

7 5月28日 スイートボディを召しあがれ 単行本 株式会社オークラ出版

8 6月27日 ｍｉｎｉＳＵＧＡＲ ２０１２年７月号 隔月誌 株式会社秋水社

9 6月27日 恋愛熱情ラブパッション ２０１２年７月号 隔月誌 株式会社一水社

10 6月27日 ＢＯＹ’Ｓピアス ２０１２年７月号 隔月誌 株式会社ジュネット

11 6月27日 快感トリップ凛① 単行本 株式会社日本文芸社

12 6月27日 ＯＬ欲情バトル（上） 単行本 株式会社日本文芸社

13 6月27日 ＯＬ欲情バトル（下） 単行本 株式会社日本文芸社

14 6月27日 つつじ荘の■■なヒトビト 単行本 株式会社竹書房

15 6月27日 ヒミツの告白 ラブＨ体験談 単行本 株式会社宙出版

16 6月27日 委員長のおもちゃ性教育 単行本 株式会社ジュネット

17 7月25日 恋愛宣言ＰＩＮＫＹ ＶＯＬ．１３ その他 株式会社秋水社

18 7月25日 ｍｉｎｉパラ ２０１２年８月号 隔月誌 株式会社竹書房

19 7月25日 ふたりのマッサージ Ｒｅｌａｘ＆Ｌｏｖｅ island その他 株式会社池田書店

20 7月25日 ももいろほすぴたる 単行本 株式会社竹書房

21 7月25日 エロとろ 単行本 リブレ出版株式会社

22 7月25日 ネトリ×ネトラレ 単行本 株式会社少年画報社

23 7月25日 ナース小雪 単行本 株式会社少年画報社

24 7月25日 ＢＬＴ４８ 単行本 株式会社ふゅーじょんぷろだくと

25 8月29日 ＢＯＹ’Ｓピアス ２０１２年９月号 隔月誌 株式会社ジュネット

26 8月29日 ｍｉｎｉSUGAR ２０１２年９月号 隔月誌 株式会社秋水社

27 8月29日 制服ダーリン ７人のキケンな男たち 単行本 株式会社ぶんか社

28 8月29日 ミルクティー スキャンダル 単行本 株式会社少年画報社

29 8月29日 放課後コスプレッスン 単行本 株式会社一迅社

30 9月26日 ｍｉｎｉパラ ２０１２年１０月号 隔月誌 株式会社竹書房

31 9月26日 恋愛LOVEMAX ２０１２年１０月号 隔月誌 株式会社秋田書店

32 9月26日 アンサーノート 単行本 株式会社竹書房

33 9月26日 夢見る派遣 苺ちゃん 単行本 株式会社エンジェル出版

34 9月26日 赤いヤツが出る！！ １日８回ヤる男 単行本 株式会社ジュネット

35 9月26日 甘えてエロして恋をして 単行本 株式会社芳文社

36 11月14日 裏ワザ大全2012 その他 株式会社三才ブックス

37 11月14日 ＢOY’Sピアス 2012年11月号 隔月誌 株式会社ジュネット

38 11月14日 ｍｉｎｉＢｅｒｒｙ vｏｌ．5 その他 株式会社秋水社

39 11月14日 極選20連発！！おねだり素人娘の発情コレクション 単行本 株式会社竹書房

40 11月14日 素人ＡＶ女優－職業編－ 単行本 株式会社白泉社

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、
その健全な育成を阻害す
るおそれがある。

指定理由

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、
その健全な育成を阻害す
るおそれがある。

著しく青少年の犯罪また
は自殺を誘発するおそれ
がある。



平成24年度 有害指定一覧表(図書)

41 12月12日 ｍｉｎｉパラ ２０１２年１２月号 隔月誌 株式会社竹書房

42 12月12日 ｐｅｔｉｔＲｏｓｅ ２０１２年 ｖｏｌ．１ その他 株式会社秋水社

43 12月12日 恋愛熱情ラブパッション ２０１３年１月号 隔月誌 株式会社一水社

44 12月12日 コミックＪｕｎｅ ２０１２年１２月号 隔月誌 株式会社ジュネット

45 12月12日 もえるお兄様 単行本 有限会社光彩書房

46 12月12日 発情オンライン 単行本 株式会社竹書房

47 12月12日 発情ペット調教中！ 単行本 株式会社ジュネット

48 12月12日 奥様ちゃれんじ 単行本 株式会社竹書房

49 12月12日 禁じられた男と女 素直な人妻編 単行本 株式会社日本文芸社

50 1月25日 ｍｉｎｉパラ 2013年2月号 隔月誌 株式会社竹書房

51 1月25日 恋愛宣言ＰＩＮＫＹ ＶＯＬ．16 その他 株式会社秋水社

52 1月25日 男と女の交差点 気ままな人妻編 単行本 株式会社日本文芸社

53 1月25日 開放！解禁！フェチガール大全 単行本 株式会社竹書房

54 1月25日 ヌギカケ 単行本 株式会社エンジェル出版

55 3月4日 最新版 世界の処刑と拷問 その他 株式会社笠倉出版社

56 3月4日 世界残虐処刑史 その他 株式会社双葉社

57 3月4日
人間を狂気に導いた悪魔のような犯罪
者たち！！

単行本 株式会社コアマガジン

・「その他」については増刊号等

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、
その健全な育成を阻害す
るおそれがある。



平成25年度　有害指定一覧表(図書)

番号 指定年月日 指定図書名答 種　　類 発行所等

1 4月26日 ｍｉｎｉＳＵＧＡＲ　２０１３年５月号 隔月誌 株式会社秋水社

2 4月26日 ＢＯＹ’Ｓピアス　２０１３年５月号 隔月誌 株式会社ジュネット

3 4月26日 Ｓｗｅｅｔロマンス　２０１３年５月号 隔月誌 株式会社笠倉出版社

4 4月26日 一棒五穴～私を選んでね～ 単行本 株式会社竹書房

5 4月26日 ＬＯＶＥＭＡＳＴＥＲぴ～ち 単行本 株式会社竹書房

6 6月5日 ｍｉｎｉパラ　２０１３年６月号 隔月誌 株式会社竹書房

7 6月5日 ｐｅｔｉｔＲｏｓｅ　２０１３年ｖｏｌ．２ その他 株式会社秋水社

8 6月5日 微熱ＳＵＰＥＲデラックス　２０１３年６月号 隔月誌 株式会社セブン新社

9 6月5日 愛の体験ｓｐｅｃｉａｌデラックス　２０１３年６月号 隔月誌 株式会社竹書房

10 6月5日 悶々娘の淫れ咲きハレンチロード 単行本 株式会社竹書房

11 6月5日 制服フェティシズム～制服の裏側～ 単行本 株式会社竹書房

12 6月5日 秘　人妻ざかり魅惑づくし 単行本 株式会社竹書房

13 7月12日 つぼみ解禁！素人娘の生本番リクエスト 単行本 株式会社竹書房

14 7月12日 BOY'Sピアス　2013年７月号 隔月誌 株式会社ジュネット

15 7月12日 禁断ＬｏｖｅｒｓＭＡＸ　vol.２ その他 株式会社ぶんか社

16 7月12日 恋愛宣言ＰＩＮＫＹ　VOL.19 その他 株式会社秋水社

17 8月7日 恋愛ＬｏｖｅＭＡＸ　2013年８月号 隔月誌 株式会社秋田書店

18 8月7日 ＢＯＹ’Ｓピアス禁断　2013年８月号 その他 株式会社マガジン・マガジン

19 8月7日 ｍｉｎｉパラ　2013年８月号 隔月誌 株式会社竹書房

20 8月7日 ｍｉｎｉＳＵＧＡＲ　2013年９月号 隔月誌 株式会社秋水社

21 8月7日 ｐｅｔｉｔＲｏｓｅ　2013年ｖｏｌ．３ その他 株式会社秋水社

22 9月27日 メルティ・リップ 単行本 株式会社竹書房

23 9月27日 よめ贄 単行本 株式会社ジーウォーク

24 9月27日 がちんこハーレム 単行本 株式会社竹書房

25 9月27日 姫乃のジェラシー 単行本 株式会社エンジェル出版

26 9月27日 素人ＡＶ女優－現役女子大生編－ 単行本 株式会社白泉社

27 9月27日 秘　人妻ざかり濡汗づくし 単行本 株式会社竹書房

28 9月27日 ＪＵＮＫ！Ｂｏｙ　2013年なつやすみ号 その他 リブレ出版株式会社

29 9月27日 禁断ＬｏｖｅｒｓＭＡＸ　ｖｏｌ．３ その他 株式会社ぶんか社

30 9月27日 すえぜん その他 株式会社日本ジャーナル出版

31 11月29日 家庭内ハーレム天国 単行本 株式会社竹書房

32 11月29日 世界が認めた㊙行為！！海で山ですっぽんぽーん 単行本 株式会社竹書房

33 11月29日 現役女子大生のふしだら純愛事情～ガラスの女神～ 単行本 株式会社竹書房

34 11月29日 激写！誰にも言えない痴態勤務 単行本 株式会社竹書房

35 11月29日 チャンピオンREDいちご　　ＶＯＬ．４０ その他 株式会社秋田書店

36 11月29日 禁断ＬｏｖｅｒｓＭＡＸ　ｖｏｌ．４ その他 株式会社ぶんか社

37 12月20日 漂流ネットカフェ3　さよなら…キミといた日々 単行本 株式会社双葉社

38 12月20日 山崎大紀の本当にあったＨな話　美女百景！おとこの秘湯巡り 単行本 株式会社ぶんか社

39 12月20日 敏感スポット網羅！　痴的おねえさん大百科 単行本 株式会社竹書房

40 12月20日 微熱ＳＵＰＥＲデラックス　2013年12月号 隔月誌 株式会社セブン新社

41 12月20日 大人の関係　Vol.1 　夫以外の男性とのSEX その他 株式会社メディアックス

指定理由

著しく青少年の性的感情
を刺激し、または粗暴性、
残虐性を助長するなど、そ
の健全な育成を阻害する
おそれがある。



平成25年度　有害指定一覧表(図書)

42 2月12日 四代目山口組竹中正久組長の生涯～花と散った悲運の闘将～ 単行本 株式会社メディアックス

43 2月12日 五代目山口組宅見勝若頭の生涯～暗殺までの１５３２８日～ 単行本 株式会社メディアックス

44 2月12日 極道狩り　悪の理想郷編 単行本 株式会社少年画報社

45 2月12日 マンガ暴力団 その他 株式会社竹書房

46 2月12日 検索禁止～ググるなキケン～ その他 マイウェイ出版株式会社

・「その他」については増刊号等

著しく青少年の粗暴性、
残虐性を助長し、その健
全な育成を阻害するおそ
れがある。また、著しく青
少年の犯罪または自殺を
誘発するおそれがある。



番 指定年月日 指定図書名 種　類 発行所等 指定理由
1 6月13日 ネコ耳激エッチ！！ その他 ロングランドジェイ有限会社
2 6月13日 ドSお兄ちゃんの禁断お注射 その他 株式会社秋水社

3 6月13日
山崎大紀の本当にあったHな話
美熟女大紀行

その他 株式会社ぶんか社

4 6月13日
無敵恋愛S*girl６月号増刊
禁断Lovers ジュリエッタvol４

その他 株式会社ぶんか社

5 6月13日 ｍｉｎｉＳＵＧＡＲ　2014年７月号 隔月誌 株式会社秋水社
6 6月13日 ｍｉｎｉパラ　2014年6月号 隔月誌 株式会社竹書房

7 7月30日
愉快で笑える本当の話
人には言えないＨな話

単行本 株式会社ぶんか社

8 7月30日 ｍｉｎｉパラ　2014年8月号 隔月誌 株式会社竹書房
9 7月30日 江戸百景おんな梅雨葵 単行本 株式會社小池書院

10 7月30日
無敵恋愛S*girl7月号増刊
禁断LoversMAX　vol.8

その他 株式会社ぶんか社

11 7月30日 恋愛チェリーピンク 2014年7月号 隔月誌 株式会社秋田書店

12 10月10日
実録血の山口組抗争史
山口組vs道仁会　壮絶過激山道戦争

単行本 株式会社笠倉出版社

13 10月10日
実録血の山口組抗争史
山口組vs関東ヤクザ　首都圏侵出！！

単行本 株式会社笠倉出版社

14 10月10日 新装版　世界の処刑と拷問 その他 株式会社笠倉出版社
15 10月10日 ヤバすぎ裏グッズ３３３ その他 株式会社三才ブックス
16 12月22日 裏モノJAPAN　2014年12月号 月刊誌 株式会社鉄人社
17 12月22日 スペシャルプライス版　実録裏ワザファイル その他 ミリオン出版株式会社
18 12月22日 封印発禁デスファイル 単行本 株式会社大洋図書

19 12月22日
裏モノJAPAN　12月号別冊
中毒者続出！過激エロサイト200

月刊誌
別冊

株式会社鉄人社

20 12月22日 miniパラ　2014年12月号 隔月誌 株式会社竹書房
21 2月12日 あなたのとなりの闇世界 その他 株式会社コアマガジン
22 2月12日 裏モノJAPAN　2015年1月号 月刊誌 株式会社鉄人社

23 2月12日
まんが実録残酷世界
アイドルを貪る闇勢力の正体

その他 株式会社コアマガジン

24 2月12日 裏モノJAPAN　2015年2月号 月刊誌 株式会社鉄人社
25 2月12日 まんが2015年業界最初の悪特盛 その他 株式会社コアマガジン

著しく青少年の性的感情を
刺激し、または粗暴性、残
虐性を助長するなど、その
健全な育成を阻害するおそ
れがある。

著しく青少年の粗暴性、残
虐性を助長し、その健全な
育成を阻害するおそれがあ
る。また、著しく青少年の犯
罪または自殺を誘発するお
それがある。

著しく青少年の性的感情を
刺激し、または粗暴性、残
虐性を助長するなど、その
健全な育成を阻害するおそ
れがある。

平成26年度　有害指定一覧表（図書）



番号 指定年月日 指定図書名 種　類 発行所等 指定理由

1 5月27日 まんが悲惨な人　衝撃の実話 単行本 株式会社コアマガジン

2 5月27日 封印写真究極ベスト！ 単行本 株式会社秋水社

3 5月27日
裏モノJAPAN　3月号別冊
夢をかなえるクスリ200

月刊誌 株式会社鉄人社

4 5月27日 裏モノJAPAN　2015年5月号 月刊誌 株式会社鉄人社

5 11月13日
裏め・き・らDVD5月号増刊
地元の人しか知らないフーゾクの遊び方

その他 株式会社ブレインハウス

6 11月13日
あなたのとなりの闇世界
良識国家ニッポンのイビツな現実

その他 株式会社コアマガジン

7 11月13日 夜のビジネス秘密の実話DX その他 株式会社コアマガジン

8 11月13日
あなたの知らないニッポン絶望社会
気がつけば抜け出せない無限ループの貧乏地獄

その他 株式会社コアマガジン

9 11月13日 まんが実録ヤバい噂　裏伝説DX その他 株式会社コアマガジン

10 11月13日 ちび　本当にあった笑える話122 その他 株式会社ぶんか社

11 11月13日 裏ネタJACK　2015年12月号 隔月誌 株式会社ダイアプレス

12 11月13日
まんが恐怖のお仕事体験DX
もの凄く儲かる！でも死と隣り合わせ！！

その他 株式会社コアマガジン

13 11月13日 裏モノJAPAN　2015年12月号 月刊誌 株式会社鉄人社

14 12月21日
実録！体験　談刑務所の中
規則だらけの悪人天国

その他 株式会社コアマガジン

15 12月21日 まんが実録THE復讐業界 その他 株式会社コアマガジン

16 12月21日
愉快で笑える本当の話
エッチにまつわるエトセトラ

その他 株式会社ぶんか社

17 12月21日 裏モノＪＡＰＡＮ　2016年1月号 月刊誌 株式会社鉄人社

18 2月8日
実録血の山口組抗争史
ボンノ北陸大戦争

単行本 株式会社笠倉出版社

19 2月8日
実録血の山口組抗争史
山口組六代目襲名　司忍

単行本 株式会社笠倉出版社

20 2月8日
実録血の山口組抗争史
最強ヤクザ軍団山口組vs凶悪愚連隊明友会

単行本 株式会社笠倉出版社

21 2月8日
女体化猟奇犯罪者これくしょん
りょなこれ！

その他 三和出版株式会社

22 2月8日 鍵開けマニュアル　第５版 その他 株式会社データハウス

23 2月8日 ヤバすぎ激裏情報 その他 株式会社三才ブックス

24 2月8日 永久保存版　裏ワザ大百科 その他 株式会社三才ブックス

25 2月8日 大人の凄ワザ大全 その他 株式会社三才ブックス

著しく青少年の性的感情を刺激
し、または粗暴性、残虐性を助長
するなど、その健全な育成を阻害
するおそれがある。

著しく青少年の性的感情を刺激
し、または粗暴性、残虐性を助長
するなど、その健全な育成を阻害
するおそれがある。
また、著しく青少年の犯罪または
自殺を誘発するおそれがある。

平成27年度　有害指定一覧表(図書)



番号 指定年月日 指定図書名 種　類 発行所等 指定理由

1 12月16日 地デジ裏録画究極マニュアル2016最新版 その他 株式会社三才ブックス

2 12月16日 裏モノJAPAN 2016年12月号 なるほど納得！SEXテクニック 月刊誌 株式会社鉄人社

3 12月16日 実録 安藤組 餓狼の系譜 愚連隊結成編 単行本 株式会社徳間書店

4 12月16日 チャンプロード 2016年11月号 月刊誌 株式会社笹倉出版社

5 12月16日 ググってはいけない禁断の言葉2016 その他 株式会社鉄人社

6 12月16日 ピンクの裏ワザ大全集 その他 株式会社三才ブックス

7 12月16日 今すぐ使えるワル知識200 その他 株式会社鉄人社

8 12月16日 ヤバすぎる検証悪手口 その他 株式会社三才ブックス

9 12月16日 危ない裏ワザ大辞典 その他 株式会社三才ブックス

10 12月16日 裏モノJAPAN 2016年11月号 悪い小遣い稼ぎ 月刊誌 株式会社鉄人社

11 12月16日 IP!2016年12月号 悪用厳禁ダウンロード 月刊誌 株式会社晋遊舎

12 12月16日 ラジオライフ2016年12月号 付録犯罪研究白書 月刊誌 株式会社三才ブックス

13 12月16日 裏グッズ350＋α その他 株式会社三才ブックス

14 12月16日 裏グッズカタログ2017 その他 株式会社三才ブックス

15 12月16日 裏マニアックス極太裏辞典２ その他 株式会社三才ブックス

16 12月16日 悪魔が教える願いが叶う毒と薬 その他 株式会社三才ブックス

著しく青少年の性的感情を刺激
し、または粗暴性、残虐性を助
長するなど、その健全な育成を
阻害するおそれがある。
また、著しく青少年の犯罪また
は自殺を誘発するおそれがあ
る。

平成28年度　有害指定一覧表(図書)



番号 指定年月日 名　　　　　　　　　　　　称 種類 発行所等 指定理由

1 3月23日 全国版あの日のエロ本自販機探訪記 書籍 株式会社双葉社

2 3月23日 ハッカーの学校　ハッカー育成講座 書籍 株式会社データハウス

3 3月23日 ハッカーの学校　鍵開けの教科書 書籍 株式会社データハウス

4 3月23日 ハッカーの学校　個人情報調査の教科書 書籍 株式会社データハウス

5 3月23日 ググってはいけない禁断の言葉2018 書籍 株式会社鉄人社

6 3月23日 ググるな危険！絶対に検索してはいけないワード156 書籍 株式会社ダイヤプレス

7 3月23日 電子工作超ガイド（付録秋月電子組み立てキットオールカタログ2017） 書籍 株式会社三才ブックス

8 3月23日 裏モノグッズ大全2017－2018ザ・ベスト 書籍 株式会社メディアソフト

9 3月23日 裏グッズカタログ2018（付録スパイグッズカタログ2008～2017） 書籍 株式会社三才ブックス

10 3月23日 悪用厳禁！激ヤバグッズコレクション 書籍 マイウェイ出版株式会社

11 3月23日 大人の裏ワザ大辞典（付録スマホの裏ワザ大辞典付） 書籍 株式会社三才ブックス

12 3月23日 裏テレビ活用テクニック13（付録裏テレビ活用テクニック1-10傑作選） 書籍 株式会社三才ブックス

13 3月23日 日本の裏社会　闇の職業図鑑 書籍 株式会社宝島社

14 3月23日 ラジオライフ2018年３月号　 月刊誌 株式会社三才ブックス

15 3月23日 裏モノJAPAN2018年２月号 月刊誌 株式会社鉄人社

16 3月23日 裏モノJAPAN2018年３月号 月刊誌 株式会社鉄人社

17 3月23日 ＩＰ！2018年２月号ＷＩＮＴＥＲ 季刊誌 株式会社晋遊舎

　著しく青少年の性
的感情を刺激し、ま
たは粗暴性、残虐性
を助長するなど、そ
の健全な育成を阻害
するおそれがある。
　また、著しく青少
年の犯罪または自殺
を誘発するおそれが
ある。

平成29年度　有害指定一覧表(図書)



番号 指定年月日 名　　　　　　　　　　　　称 種類 発行所等 指定理由

１ 2月5日 臨増ナックルズＤＸ　vol.14 雑誌 ミリオン出版株式会社

２ 2月5日 裏テレビ活用テクニック14（付録　裏テレビグッズカタログ2005～2018） 雑誌 株式会社三才ブックス

３ 2月5日 地デジ裏録画究極マニュアル2018最新版（付録　プロテクト突破大全） 雑誌 株式会社三才ブックス

４ 2月5日 最新コピー＆ダウンロードバイブル2018 雑誌 株式会社晋遊舎

５ 2月5日 まんが実話　マッドマックスＺ 雑誌 株式会社コアマガジン

６ 2月5日 ＤＥＡＴＨペディア 図書 株式会社宝島社

７ 2月5日 自殺の歴史 図書 国書刊行会

８ 2月5日 アリエナイ理科ノ大事典 図書 株式会社三才ブックス

９ 2月5日 マンガ　正しい拳銃の撃ち方つかい方 図書 株式会社宝島社

10 2月5日 思わず使いたくなるグレーゾーンな手口500 図書 株式会社宝島社

　著しく青少年の性
的感情を刺激し、ま
たは粗暴性、残虐性
を助長するなど、そ
の健全な育成を阻害
するおそれがある。
　また、著しく青少
年の犯罪または自殺
を誘発するおそれが
ある。

平成30年度　有害指定一覧表（図書）


