
※委託 ※取次さま順次搬入

※調整が入る可能性がございます

※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8095

ISBN

Vol.9 2008/12/2 64842-32 1,857\ 9784-86336-034-1

Vol.10 2009/3/2 64842-40 1,857\ 9784-86336-043-3

Vol.11 2009/6/2 64842-51 1,857\ 9784-86336-054-9

Vol.13 2009/12/2 64842-69 1,857\ 9784-86336-074-7

Vol.16 D-BOYS x 2010/7/23 64842-89 1,857\ 9784-86336-100-3

Vol.17 2010/10/22 64843-03 1,857\ 9784-86336-114-0

Vol.21 x 2011/10/21 64843-55 1,857\ 9784-86336-175-1

Vol.23 2012/4/23 64843-97 1,857\ 9784-86336-229-1

Vol.24 2012/7/23 64844-14 1,857\ 9784-86336-246-8

Vol.25 2012/10/23 64844-22 1,857\ 9784-86336-269-7

城田優 佐藤健 上地雄輔 三浦翔平 瀬戸康史＆加藤慶祐 中村優一＆荒木宏文 中村蒼 鍵本輝　大東俊介 本郷奏多 井上正大
相葉弘樹 桐山漣 馬場徹･中河内雅貴 南圭介VS崎本大海 古川雄大＆渡辺大輔 大河元気 加藤和樹 ほか
ピンナップ：佐藤健 中村優一×荒木宏文 三浦翔平 南圭介×桜田通

岡田将生 山本裕典 溝端淳平 三浦翔平 加藤和樹 瀬戸康史＆高橋龍輝 中村優一＆五十嵐隼士 馬場徹 桐山漣 真山明大×南
圭介×加藤慶祐 渡辺大輔×古川雄大×牧田哲也×平田裕一郎 ほか
ピンナップ：山本裕典 瀬戸康史＆高橋龍輝 久保田悠来×秋山真太郎

城田優 三浦翔平 瀬戸康史 鈴木裕樹 和田正人 遠藤雄弥 入江甚儀 中村優一×大東俊介 加藤和樹 真山明大 井上正大 松坂
桃李×鈴木勝吾 相葉弘樹×桐山漣 ほか
ピンナップ：成宮寛貴、城田優、瀬戸康史×鈴木裕樹、渡辺大輔×古川雄大×平田裕一郎

城田優 山本裕典×茅野イサム 本郷奏多 中村優一 桐山漣×菅田将暉 井上正大 松坂桃李×鈴木勝吾 中土居宏宜×鍵本輝
（Lead） 南圭介×八神蓮×佐藤雄一×永岡卓也×絲木建太×三浦涼介×安藤龍 加藤和樹 ほか
SPポスター：水嶋ヒロ/中村優一 植原卓也　佐藤永典/鎌苅健太

菅田将暉 大東俊介・菅田将暉・中河内雅貴 相馬圭祐×細貝圭 阪本奨悟木ノ本嶺浩 山本裕典 溝端淳平×五十嵐隼士 三浦
翔平 鎌苅健太×鈴木勝吾  松坂桃李 千葉雄大×浜尾京介 ほか
SPポスター：三浦翔平／菅田将暉×木ノ本嶺浩松坂桃李／佐々木喜英

松坂桃李 崎本大海 中河内雅貴 D-BOYS 三浦翔平 新選組リアン 菅田将暉 相馬圭祐 細貝圭 市川知宏×松坂桃李×山崎賢
人×菊田大輔×稲葉友 鎌苅健太×八神蓮 ほか
SPポスター：松坂桃李×崎本大海×中河内雅貴／三浦翔平、新選組リアン／兼崎健太郎×増田俊樹

＜史上最大!!　桃李フェス開幕＞松坂桃李特集　岡田将生×松坂桃李  松坂桃李×チャンソン（２PM）ほか
SPポスター：松坂桃李×相葉裕樹×鈴木勝吾×相馬圭祐/松坂桃李×菅田将暉×千葉雄大/渡部秀×三浦涼介/小澤亮太×
細貝圭

菅田将暉×千葉雄大×渡部秀 千葉雄大×渡部秀×三津谷亮 相葉裕樹×相馬圭祐 小澤亮太×山田裕貴 福士蒼汰×高橋龍
輝×吉沢亮　ほか
SPポスター：掲載キャスト集合/鈴木福×松坂桃李/福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮/桜田通×植原卓也

菅田将暉×松坂桃李×相葉裕樹 菅田将暉×小澤亮太 福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮×土屋シオン 渡部秀 福士蒼汰×鈴木
勝大 阿久津愼太郎×廣瀬大介 ほか
SPポスター：掲載キャスト集合/松坂桃李/福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮×土屋シオン/吉沢亮

松坂桃李 千葉雄大 吉沢亮　松坂桃李×山崎賢人 菅田将暉 加藤和樹 福士蒼汰 山田裕貴×志尊淳 ミュージカル『テニス
の王子様』青学VS立海　ゲネプロレポート 斎藤工 三浦涼介　ほか
SPポスター：掲載キャスト集合/松坂桃李/吉沢亮/福士蒼汰×吉沢亮



※委託 ※取次さま順次搬入

※調整が入る可能性がございます

※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8095

ISBN

Vol.26 2013/1/23 64844-31 1,857\ 9784-86336-280-2

Vol.27 2013/4/23 64844-63 1,857\ 9784-86336-317-5

Vol.28 2013/7/23 64844-70 1,857\ 9784-86336-326-7

Vol.29 2013/10/23 64844-89 1,857\ 9784-86336-347-2

Vol.30 2014/1/23 64845-07 1,857\ 9784-86336-367-0

Vol.31 2014/4/23 64845-24 1,833\ 9784-86336-394-6

Vol.32 2014/7/23 64845-38 1,833\ 9784-86336-415-8

Vol.33 2014/10/23 64845-53 1,833\ 9784-86336-433-2

志尊淳×平牧仁×横浜流星　宮崎秋人×東啓介　青木玄徳　矢田悠祐×上田悠介×伊勢大貴×神永圭佑×松岡広大　小林
豊　荒井敦史×高杉真宙×丸山敦史　野村周平　ほか
SPポスター：竹内涼真/掲載キャスト集合/佐野岳×上遠野太洸/小林豊

和田正人×陳内将 山田悠介×前山剛久×土屋シオン 鈴木裕樹×荒木宏文 池岡亮介×近江陽一郎×根岸拓哉 堀井新太×
荒井敦史 白又敦 横浜流星 高杉真宙 登坂広臣 菅田将暉 福士蒼汰×竜星涼×永瀬匡×山本涼介 ほか
SPポスター：志尊淳/三津谷亮/山田裕貴/掲載キャスト集合ポスター

志尊淳×伊勢大貴 斉藤秀翼×塩野瑛久 小越勇輝×多和田秀弥×山本一慶×黒羽麻璃央×石渡真修 鈴木勝吾×廣瀬大介×
高崎翔太 山田裕貴 池岡亮介×阿久津愼太郎 間宮祥太朗 楡木直也 古原靖久×碓井将大 ほか
SPポスター：テニミュ青学メンバー/掲載キャスト集合/福士蒼汰/志尊淳×伊勢大貴

吉沢亮 福士蒼汰 高橋龍輝 渡部秀 三浦涼介 千葉雄大 菅田将暉 小澤亮太 Ｄ２メンバー総登場 テニミュ「青学ｖｓ比嘉」
ほか
SPポスター：吉沢亮/渡部秀/キャスト総勢/千葉雄大

佐野岳 吉沢亮　白石隼也　山﨑賢人　間宮祥太朗　青木玄徳　小野健斗×佐藤永典　福士蒼汰　竜星涼　永瀬匡　市川
知宏　入江甚儀　山本涼介 山崎賢人　ほか
SPポスター：MEN ON STYLE / 掲載キャスト集合 / 佐野岳 / 間宮祥太朗

鈴木勝大×馬場良馬 菅田将暉×相葉裕樹 福士蒼汰×市川知宏 松坂桃李 山田裕貴　西井幸人　陳内将　近江陽一郎 千葉
雄大×入江甚儀　ほか
SPポスター：鈴木勝大/福士蒼汰/掲載キャスト集合/山田裕貴

吉沢亮 白石隼也 竜星涼 根岸拓哉 山田裕貴 武田航平 戸谷公人 佐野岳 聖也 池岡亮介×安川淳平 永瀬匠 要潤　ほか
SPポスター：白石隼也/竜星涼/吉沢亮/掲載キャスト集合

竜星涼 白石隼也×戸塚純貴 多和田秀弥×安西慎太郎×君沢ユウキ 瀬戸康史 山田裕貴 西井幸人×土屋シオン 前山剛久×
白又敦 阿久津愼太郎×志尊淳×根岸拓哉×池岡亮介 崎本大海 間宮祥太朗 ほか
SPポスター：竜星涼/白石隼也×戸塚純貴/浜尾京介/掲載キャスト集合


