②漫画・雑誌・アニメーター同人誌

CZ-001 少年画報社小史

CZ-002 0011ナポレオンソロ 全3
巻

2,160円

CZ-003 ミラクルＡ

CZ-004 名探偵ホームズ 全6巻

3,240円

1,080円

少年画報社 平成27年10月

さいとうたかを 秋田書店 昭42～43 サン
デーコミックス3巻初版 1巻口絵付き、」
カバー背上下イタミテープ補修、後ろ見
返し裁断不良 2，3巻並 サンデーコミッ
クス3巻初版 1巻口絵付き、」カバー背
上下イタミテープ補修、後ろ見返し裁断
不良 2，3巻並

貝塚ひろし 秋田書店 昭43 サン
デーコミックス 重版 小口少汚 並

池田憲章他 徳間書店 1984年 ア
ニメージュ文庫 全初版 並

CZ-005 三毛猫ホームズの青春
ノート

CZ-006 未来人へのメッセージ

CZ-007 ふぞろいの林檎たち

CZ-008 のらくろ喫茶店

540円

540円

432円

1,620円

2,160円

赤川次郎 岩波書店 30987 岩波
ブックレット38 少背ヤケ少汚

手塚治虫 岩波書店 31564 岩波
ブックレット63 少背ヤケ少汚

山田太一 岩波書店 31898 岩波
ブックレット63 少背ヤケ少汚

田川水泡 講談社 昭６０ のらくろカ
ラー文庫15 初版 並

CZ-009 時事新報 日曜付録 漫
画と読物

CZ-010 冒険王

CZ-011 小学館BOOK

CZ-012 別冊たのしい幼稚園

1,620円

21,600円

10,800円

時事新報社 11670 全１６ページ
サケ傷みシミ 巻末１０×１０ｃｍ欠
け

秋田書店 1973年12月号 V３・マジ
ンガーZ・桜田淳子 角折れ・目次
ページ貸出票

小学館 1973年1月号 アイアンキン
グのひみつ 怪獣かるた切取・ぬり
絵彩色

講談社 1972年9月号 仮面ライ
ダー・バロム1 クイズ欄書き込み

CZ-013 少年忍者風のフジ丸 １
月影の剣

CZ-014 テレビマガジン

CZ-015 テレビマガジン

CZ-016 テレビマガジン

1,944円

19,440円

19,440円

東映動画 １９６５年７月号 通巻１
号 東映コミックス 表紙汚れ・スレ・
折れ 裏表紙記名

講談社 １９７３年１月号 仮面ライ
ダー超デラックス特集 ライダートラ
ンプ切取・表紙折れ、つかれ

講談社 １９７３年６月号 ３人のライ
ダーひみつ大情報 懸賞ページ切
取り

16,200円

27,000円
講談社 １９７４年３月号 仮面ライ
ダーX特集号 表紙折れ

CZ-017 テレビマガジン

21,600円

CZ-018 テレビマガジン

21,600円

CZ-019 テレビマガジン

19,440円

CZ-020 テレビマガジン

21,600円

講談社 1974年4月号 仮面ライ
ダーX秘密大特集 応募券切取り

講談社 1974年5月号 5人ライダー
一番強いのは 背上部イタミ

講談社 1974年6月号 あしゅら男
爵が死んだ スタンド一部切り抜き

講談社 1974年7月号 仮面ライ
ダー博士テスト

CZ-021 増刊テレビマガジン

CZ-022 少年 昭和37年4月号復
刻版

CZ-023 少年サンデー＆少年マガ
ジン50周年記念創刊号復刻版

CZ-024 女学生の友 73年8月号

8,640円

2,700円

講談社 1974年8月増刊号 マジン
ガーZ大百科号 表紙少イタミ

27,000円

光文社 2005年10月発行 本体の
み 付録箱欠

小学館／講談社 2009年3月発行
非売品・ケース付き ケース少イタミ

小学館 1973年8月 ああすなひろし
他 背イタミ表紙少サケ

CZ-025 女学生の友 73年12月
号

CZ-026 女学生の友 74年5月号

CZ-027 女学生の友 74年6月号

CZ-028 女学生の友 75年6月号

2,700円

2,160円

2,700円

2,700円

2,700円

小学館 1973年12月 青池保子他
並

小学館 1974年5月 井出ちかえ他
並

小学館 1974年6月 牧美也子他 並

小学館 1975年6月 みつはしちか
こ並

CZ-029 女学生の友 75年7月号

CZ-030 女学生の友 76年1月号

CZ-031 女学生の友 76年2月号

CZ-032 女学生の友 76年3月号

2,700円
小学館 1975年7月 立原あゆみ 並

2,160円
小学館 1976年1月 市川みさこ他
並

2,160円

2,160円

小学館 1976年2月 鈴原研一郎他
並

小学館 1976年3月 大島弓子他 並

CZ-033 女学生の友 76年4月号

CZ-034 中学一年コース 74年夏
休み臨時増刊

2,160円

CZ-035 週刊マーガレット 63年
32号

CZ-036 りぼん春休み増刊号

2,160円

2,700円

小学館 1976年4月 南部ひろみ他
並

学習研究社 1974年8月 フジコフジ
オ「ブルー・HAWAII」 表紙折れ少
イタミ

集英社 1963年12月 わたなべまさ
こ他 表紙5cmサケ グラビア欠け

集英社 1964年4月 口絵切取り
小口ヤケ

CZ-037 月刊セブンティーン 74
年7月号

CZ-038 月刊セブンティーン 74
年9月号

CZ-039 月刊セブンティーン 74
年10月号

CZ-040 月刊セブンティーン 74
年11月号

1,620円

1,620円

2,160円

1,620円

1,620円

集英社 1974年7月 表紙少汚 小
口ヤケ

集英社 1974年9月 並

集英社 1974年10月 並

集英社 1974年1１月 並

CZ-041 月刊セブンティーン 74
年12月号

CZ-042 東映コミックス パトロー
ル・ホッパ 宇宙っ子ジュン

CZ-043 小松原一男アニメーショ
ン画集

CZ-044 仮面ノリダー MATELIAL

3,240円

10,800円

4,320円

集英社 1974年12月 並

1,620円

昭和出版 1865年10月 ジュン誕生
の巻 表紙折れツカレ

東急エージェンシー 2002年8月31
日第1刷 カバー上部ややイタミ、カ
バースレ汚れあり

夜盗組 1997年発行 仮面ノリダー
資料本 外スレ傷・汚れ少

CZ-045 おつかれさまでした！の
本

CZ-046 H.O.T.D MASAYOSHI
TANAKA'S DRAWINNG

CZ-047 OGI★STAR MEMORIES
荻★メモリーズ

CZ-048 SUSHIO 2

6,480円
田中将賀 他 弁慶堂 2009年発行
とらドラ！スタッフ本 田中将賀,長
井龍雪,錦織敦史 他 表紙若干ス
レキズあり

3,024円
田中将賀 弁慶堂 2010年発行 田
中将賀 学園黙示録HIGHSCHOOL
OF THE DEAD原画集 外若干スレ
キズあり

4,320円
錦織敦史,高雄統子,赤井俊文
2012年発行 TVアニメ『THE
IDOLM@STER 』スタッフ本

2,376円
すしお 弁慶堂 2006年第一刷 すし
お原画・スケッチ集 ONE PIECE劇
場版他 外若干スレキズあり

CZ-049 SUSHIO 3

CZ-050 SUSHIO 4

CZ-051 渡部圭祐 アニメーション
原画集 '05-'14

CZ-052 渡部圭祐原画集 Vol.8
1999-2002

3,240円

3,240円

2,160円

2,160円

すしお 弁慶堂 2007年発行 すしお
原画・スケッチ集 天元突破グレン
ラガン 他

すしお 2010年発行 すしお原画集
天元突破グレンラガン 他

渡部圭祐 武蔵関ボンバーズ 2014
年発行 ガイキング,ガンダムビルド
ファイターズトライ 他

渡部圭祐 武蔵関ボンバーズ 2002
年発行 星界の戦旗,フリクリ,エクセ
ル・サーガ 他 外ややスレキズあ
り

CZ-053 渡部圭祐らくがき本総集
編

CZ-054 スタジオへらくれす原画
集 学校の怪談

CZ-055 The Art Of PSG Vol.1

CZ-056 The ART Of KLK Vol.3

10,800円

2,376円

3,780円

3,024円

渡部圭祐 武蔵関ボンバーズ 2006
年発行 渡部圭祐 星界の戦旗関
連の画稿を集成 外ややスレ汚れ
あり

石野聡 他 TEAMいもずか 2001年
発行 学校の怪談 原画集,千葉道
徳・深澤学・石野聡・大塚健・加藤
やすひさ・斎藤久

錦織敦史,今石洋之 他 弁慶堂 2010年
発行 パンティ&ストッキングwithガーター
ベルトスタッフ本 錦織敦史・今石洋之・
吉成曜・コヤマシゲト 中扉ページ少スレ
汚れ

すしお,今石洋之,吉成曜 他 セメタリーヒ
ルズ青春白書 2015年発行 キルラキル
スタッフ本 すしお・今石洋之・吉成曜・コ
ヤマシゲト・雨宮哲,外端わずかなイタミ
あり

CZ-057 TALK LIVE ANIMATED

CZ-058 今石洋之鉛筆全集

CZ-059 今石洋之原画集 第2号

CZ-060 今石洋之原画集 第3号

2,160円

2,160円

すしお,今石洋之 他 弁慶堂 2009年発
行 キルラキルイベント会場ポスターイ
ラスト本 すしお・今石洋之・吉成曜・久
保田誓・雨宮哲 他,外若干スレキズあり

今石洋之 弁慶堂 2012年発行 今
石洋之イラスト・過去コピー本画稿
など集成 グレンラガン 他

今石洋之 インクボトル 2001年発
行 まほろまてぃっく・ルパン三世
1998年スペシャル原画,フリクリお
まけイラスト など

2,160円

今石洋之 インクボトル 2002年発
行 アニメ店長・TRAVA（トラヴァ）
原画 ,外スレ汚れあり

2,160円

CZ-061 今石洋之原画集 第5号

CZ-062 らくがきドリル・らくがきギ
ガドリル2・さらばらくがきギガドリ
ル3 3冊セット

CZ-063 電脳コイル COILS NOTE

CZ-064 久保田誓 ANIMATION
WORKS. 1・2 2冊セット

2,160円

3,240円

2,700円

2,700円

今石洋之 インクボトル 2003年発
行 DEAD LEAVES・鋼の錬金術
師・ポポロクロイス原画など,外スレ
汚れあり

今石洋之 他 インクボトル/弁慶堂
2006年・2007年・2009年発行,天元
突破グレンラガンスタッフ本 今石
洋之・雨宮哲・すしお・菊池大輔
他多数参加

板津匡覧,押山清高 他 MEGASHI屋(荻
窪店） 2009年発行 電脳コイルスタッフ
本 板津匡覧・野村和也・押山清高・吉
田健一・すしお・りょーちも 他,外端部わ
ずかにヤケ

久保田誓 弁慶堂 2008年・2009年
発行,グレンラガン・電脳コイル・時
をかける少女・屍姫 他原画

CZ-065 結城信輝 SPACE
PIRATE CAPTAIN HERLOCK
OUTSIDE LEGEND レイアウト画
集

2,700円

CZ-066 結城信輝X修正原画集

1,944円

CZ-067 ファイブスター物語 修正
原画集

3,780円

CZ-068 西の家賊全集1 佐々木
啓之 アニメ原画集

1,944円

結城信輝 高い城の男 2010年発
行,カバースレキズあり

結城信輝 高い城の男 1997年発
行 ページヤケあり

結城信輝 高い城の男 1993年発
行 カバー若干スレキズあり

佐々木啓之 西の家賊 2007年発行 な
がされて藍蘭島・ふしぎ星のふたご姫
GYU・ネギま!?・ぱにぽにだっしゅ！他原
画

CZ-069 怪盗セイント・テール 原
画集 Vol.3

CZ-070 プラスチックリトル修正原
画集

CZ-071 ISの何か 準備稿・ISの何
かCOMPLETE!・ISの何か
COMPLETE!! 3冊セット

CZ-072 山下将仁大爆走 アニ
メーター生活32周年記念50號！

2,160円

2,160円

3,780円

2,160円

石野聡 他 TEAMいもずか 1998年
発行 31話「正体がバレる！芽美
危機一髪」の原画集 石野聡・山下
将仁・木崎文智・斎藤久 背付近若
干ヤケ汚れあり

リトル資料保存委員会 1996年発
行 うるし原智志・よしもときんじ 他,
カバースレキズあり

倉嶋丈康 2011年8月・2011年12
月・2012年8月発行,インフィニット・
ストラトス 設定・総作監修正集,外
スレキズ,右下角少イタミあり

山下将仁 金井誠 2011年発行,山下将
仁氏の画業を振り返る。マジンカイ
ザー・うる星やつら・ダロス原画,松尾慎・
西村誠芳他のゲスト原稿など。外端部
分若干のイタミあり。

CZ-073 Reキューティーハニー原
画集

CZ-074 今石洋之原画集 第9号

CZ-075 今石洋之原画集 第10号

CZ-076 星界の戦旗
ILLUSTRATIONS VOLUME７

2,160円

1,620円

今石洋之平松禎史 インクボトル/
弁慶堂 Reキューティハニー1話と
OPレイアウト修正・原画修正集,平
松禎史・今石洋之

2,160円

今石洋之 インクボトル/弁慶堂
2008年発行 ハヤテのごとく！・ロ
ザリオとバンパイア・ヤッターマン
他原画

1,296円

今石洋之 インクボトル/弁慶堂
2008年発行 天元突破グレンラガ
ン特集

渡部圭祐 武蔵関ボンバーズ 渡部
圭祐 星界の戦旗IIイラスト集・星界
の戦旗IIキャラデザイン集・星界の
戦旗Iイラスト集

CZ-077 吉成鋼 使われなかった
人物デザイン集

CZ-078 まほろまてぃっく第4話原
画集

CZ-079 結城信輝 ヒートガイジェ
イ 修正原画集I～III 3冊セット

1,620円

1,080円

3,240円

吉成鋼 はちのこの里 2011年発行
角わずかにイタミあり

すしお 他 佐伯昭志 2001年発行
すしお,末冨慎治,吉成曜 他外やや
スレ

結城信輝 高い城の男 2003年～
2004年発行 端若干のイタミ・小口
少しキズあり

