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電話(03)6367-8095

ISBN

Vol.30 2008/10/23 64842-25 1,857\ 9784-86336-027-3

炎神戦隊ゴーオンジャー
仮面ライダー電王
仮面ライダーキバ　ほか

Vol.31 2009/1/23 64842-36 1,857\ 9784-86336-038-9

仮面ライダーディケイド
仮面ライダーキバ
ミュージカル テニスの王子様 ほか

Vol.32 × × 2009/4/23 64842-46 1,857\ 9784-86336-049-5

侍戦隊シンケンジャー
仮面ライダーディケイド　ほか

Vol.33 × 2009/7/23 64842-54 1,857\ 9784-86336-057-0

仮面ライダーディケイド
仮面ライダーW　ほか

Vol.34 × × × 2009/10/23 64842-66 1,857\ 9784-86336-069-3

侍戦隊シンケンジャー
仮面ライダーW　ほか

Vol.35   2010/1/22 64842-74 1,857\ 9784-86336-079-2

仮面ライダーW
侍戦隊シンケンジャー　ほか

Vol.36 × × 2010/4/23 64842-80 1,857\ 9784-86336-087-7

天装戦隊ゴセイジャー
仮面ライダーW　ほか

Vol.37 × 2010/8/23 64842-96 1,857\ 9784-86336-108-9

仮面ライダーオーズ/OOO
仮面ライダーW
天装戦隊ゴセイジャー　ほか

Vol.38 × ×

 × ×
2010/11/22 64843-09 1,857\ 9784-86336-120-1

天装戦隊ゴセイジャー
仮面ライダーオーズ／ＯＯＯ
ほか

Vol.39 × 2011/2/23 64843-20 1,857\ 9784-86336-133-1

海賊戦隊ゴーカイジャー
天装戦隊ゴセイジャー
仮面ライダーオーズ/OOO ほか

中村優一　桜田通　相葉弘樹　松坂桃李　井上正大ほか
ピンナップ：桐山漣×菅田将暉×木ノ本嶺浩/戸谷公人×古川雄大

高岩成二 桜田通 テディ 金田進一　窪田正孝 斎藤工 加藤和樹
野久保直樹 井上正大 桐山漣 ほか
ピンナップ：佐藤健／モモタロス

武田航平　井上正大　遠藤雄弥×五十嵐隼士　ほか
ピンナップ：瀬戸康史／松田賢二

井上正大　桐山漣×八神蓮　松尾スズキ×大根仁　ほか
ピンナップ：桜田通、中村優一／高岩成二×伊藤慎

相葉弘樹×押川善文　加藤和樹　瀬戸康史　斎藤工　ほか
ピンナップ：桐山漣×菅田将暉／松坂桃季×伊吹五郎

白倉伸一郎 D-BOYS 高橋龍輝 増田俊樹 古川雄大ほか
ピンナップ：桐山漣×菅田将暉／松坂桃李×相葉弘樹×鈴木勝吾×相馬圭祐

藤重政孝×佐藤弘道　D-BOYS　古川雄大　加藤和樹ほか
ピンナップ：君沢ユウキ／松坂桃李、相葉弘樹、鈴木勝吾、相馬圭祐

千葉雄大　小西遼生　中村優一　鈴木勝吾　佐藤永典ほか
ピンナップ：桐山漣×菅田将暉×木ノ本嶺浩／松坂桃李

桐山漣×菅田将暉　木ノ本嶺浩　加藤和樹　松坂桃李ほか
ピンナップ：表紙と同じメンバー／松坂桃李×相葉弘樹×鈴木勝吾×相馬圭祐

渡部秀×三浦涼介×岩永洋昭×君嶋麻耶　ほか
ピンナップ：渡部秀×三浦涼介×岩永洋昭×君嶋麻耶／高岩成二×福沢博文
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Vol.40 × × × 2011/5/23 64843-31 1,857\ 9784-86336-148-5

仮面ライダーオーズ/OOO
海賊戦隊ゴーカイジャー ほか

Vol.41 × 2011/8/23 64843-43 1,857\ 9784-86336-163-8

仮面ライダーフォーゼ
仮面ライダーオーズ/OOO ほか

Vol.42 ×

× × ×
2011/11/21 64843-62 1,857\ 9784-86336-182-9

海賊戦隊ゴーカイジャー
仮面ライダーフォーゼ ほか

Vol.43 × 2012/2/23 64843-75 1,857\ 9784-86336-197-3

特命戦隊ゴーバスターズ
海賊戦隊ゴーカイジャー ほか

Vol.44 × × × 2012/6/1 64844-02 1,857\ 9784-86336-233-8

仮面ライダーフォーゼ
特命戦隊ゴーバスターズ ほか

Vol.45 × 2012/8/23 64844-17 1,857\ 9784-86336-263-5

仮面ライダーウィザード
仮面ライダーフォーゼ ほか

Vol.46 × × × 2012/11/22 64844-25 1,857\ 9784-86336-274-1

特命戦隊ゴーバスターズ
仮面ライダーウィザード ほか

Vol.47 × 2013/2/22 64844-38 1,857\ 9784-86336-288-8

獣電戦隊キョウリュウジャー
特命戦隊ゴーバスターズ
仮面ライダーウィザード ほか

Vol.48 × 2013/5/23 64844-66 1,857\ 9784-86336-321-2

仮面ライダーウィザード
特命戦隊ゴーバスターズ ほか

Vol.49 × ×

× × ×
2013/8/22 64844-79 1,857\ 9784-86336-336-6

獣電戦隊キョウリュウジャー
仮面ライダーウィザード
仮面ライダー鎧武/ガイム ほか

小澤亮太　山田裕貴　清水一希　進藤学　細貝圭ほか
ピンナップ：小澤亮太×山田裕貴×清水一希×池田純矢／渡部秀×三浦涼介×君嶋麻耶
×岩永洋昭

鈴木勝大　馬場良馬　小宮有紗　陳内将ほか
ピンナップ：鈴木勝大×馬場良馬×小宮有紗／渡部秀×三浦涼介

和田正人　相葉裕樹　三浦涼介　渡部秀　山田裕貴　ほか
ピンナップ：福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮×土屋シオン／鈴木勝大×馬場良馬×松本寛
也

白石隼也　鈴木勝大　渡部秀×三浦涼介　小澤亮太ほか
ピンナップ：福士蒼汰×白石隼也／福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮

白石隼也×戸塚純貴　渡部秀×三浦涼介　福士蒼汰　ほか
ピンナップ：鈴木勝大×馬場良馬×松本寛也　白石隼也×奥仲麻琴×戸塚純貴×永瀬匡.
／白石隼也×戸塚純貴

白石隼也×永瀬匡　福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮　ほか
ピンナップ：福士蒼汰×高橋龍輝×吉沢亮／小西遼生×久保田悠来

和田正人×和田三四郎 相葉裕樹 三浦涼介 山田裕貴 ほか
ピンナップ：『特命戦隊ゴーバスターズ』／山田裕貴

白石隼也×永瀬匡×戸塚純貴　栗山航×青木玄徳　ほか
ピンナップ：『仮面ライダーウィザード』／『獣電戦隊キョウリュウジャー』

福士蒼汰　高橋龍輝　渡部秀　小澤亮太　清水一希ほか
ピンナップ：渡部秀×三浦涼介×岩永洋昭×君嶋麻耶／小澤亮太×山田裕貴×細貝圭

松岡充　小澤亮太　千葉雄大　D-BOYS　和田琢磨ほか
ピンナップ：渡部秀×三浦涼介／小澤亮太×山田裕貴
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Vol.50 2013/11/21 64844-96 1,905\ 9784-86336-356-4

仮面ライダー鎧武/ガイム
獣電戦隊キョウリュウジャー
ほか

Vol.51 × 2014/2/21 64845-13 1,857\ 9784-86336-382-3

烈車戦隊トッキウジャー
獣電戦隊キョウリュウジャー
仮面ライダー鎧武/ガイム ほか

Vol.52  2014/5/22 64845-30 1,833\ 9784-86336-406-6

仮面ライダー鎧武/ガイム
烈車戦隊トッキウジャー
獣電戦隊キョウリュウジャー ほか

Vol.53 2014/8/22 64845-44 1,833\ 9784-86336-422-6

烈車戦隊トッキュウジャー
仮面ライダー鎧武／ガイム ほか

Vol.54 2014/11/21 64845-60 1,833\ 9784-86336-442-4

仮面ライダードライブ
烈車戦隊トッキュウジャー ほか

Vol.55 × 2015/2/23 64845-74 1,833\ 9784-86336-458-5

手裏剣戦隊ニンニンジャー
烈車戦隊トッキュウジャー
仮面ライダードライブ ほか

Vol.56 2015/5/22 64845-89 1,833\ 9784-86336-475-2

仮面ライダードライブ
手裏剣戦隊ニンニンジャー
烈車戦隊トッキュウジャー ほか

Vol.57 ×  × × 2015/8/22 64845-98 1,833\ 9784-86336-484-4

仮面ライダードライブ
手裏剣戦隊ニンニンジャー
ウルトラマンＸ　ほか

Vol.58  ×

× × ×
2015/11/20 64846-19 2,037\ 9784-86336-513-1

仮面ライダーゴースト
手裏剣戦隊ニンニンジャー
仮面ライダードライブ　ほか

Vol.59 2016/2/23 64846-30 2,037\ 9784-86336-538-4

動物戦隊ジュウオウジャー
手裏剣戦隊ニンニンジャー
仮面ライダーゴースト　ほか

佐野岳×高杉真宙×久保田悠来 小林豊×青木玄徳
志尊淳×大口兼悟　平牧仁×梨里杏×横浜流星×森高愛
ピンナップ：『仮面ライダー鎧武／ガイム』　／　竜星涼×斉藤秀翼

志尊淳×平牧仁×梨里杏×横浜流星×森高愛
竜星涼×斉藤秀翼×金城大和×塩野瑛久×今野鮎莉×丸山敦史ほか
ピンナップ：『獣電戦隊キョウリュウジャー』　／　竜星涼

中尾暢樹×柳美稀×南羽翔平×渡邉剣×立石晴香
西川俊介×松本岳×中村嘉惟人×矢野優花×山谷花純×多和田秀弥
ピンナップ：『手裏剣戦隊ニンニンジャー』／小林豊×松田岳×百瀬朔

佐野岳×竜星涼 佐野岳×白石隼也 田崎竜太×弓削智久 唐橋充×丸山敦史 GACKT×斉藤
秀翼 高岩成二×福沢博文
ピンナップ：『ガイム』佐野岳ほか／『キョウリュウジャー』竜星涼ほか

大沢ひかる×柳喬之×溝口琢矢×勧修寺玲旺
西川俊介×松本岳×中村嘉惟人×矢野優花×山谷花純×多和田秀弥
ピンナップ：小林豊／松本岳

竹内涼真×上遠野太洸×稲葉友×松島庄汰×蕨野友也
西川俊介×多和田秀弥 松本岳 西川俊介×中村嘉惟人 松田賢二
ピンナップ：『仮面ライダードライブ』 ／『特捜戦隊デカレンジャー10YEARS AFTER』

志尊淳×平牧仁×横浜流星×長濱慎
佐野岳×青木玄徳　小林豊×高杉真宙×久保田悠来
ピンナップ：『仮面ライダー鎧武／ガイム』佐野岳×小林豊／竜星涼

竹内涼真×上遠野太洸　松島庄汰×蕨野友也
志尊淳×大口兼悟　平牧仁×横浜流星×長濱慎
ピンナップ：『トッキュウジャー』 VS 『キョウリュウジャー』 ／ 山田裕貴

西川俊介×松本岳×中村嘉惟人×矢野優花×山谷花純
志尊淳×大口兼悟　平牧仁×梨里杏×横浜流星×森高愛
ピンナップ：『ドライブ』竹内涼真ほか／『ブレイド』椿隆之ほか

竹内涼真×上遠野太洸×稲葉友×松島庄汰×蕨野友也
西川俊介×多和田秀弥 松本岳 西川俊介×中村嘉惟人 松田賢二
ピンナップ：『トッキュウジャー』志尊淳×横浜流星×ほか ／ 中村優一
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Vol.60 × × 2016/5/23 64846-48 2,037\ 9784-86336-559-9

仮面ライダーゴースト
動物戦隊ジュウオウジャー
仮面ライダーアマゾンズ　ほか

Vol.61 × ×

× × ×
2016/8/23 64846-64 2,100\ 9784-86336-576-6

動物戦隊ジュウオウジャー
仮面ライダーゴースト
仮面ライダーアマゾンズ　ほか

Vol.62 

 /
2016/11/22 64846-89 2,100\ 978-4-86336-608-4

動物戦隊ジュウオウジャー
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダースペクター　ほか

Vol.63 

×
2017/2/23 64846-99 2,100\ 978-4-86336-619-0

動物戦隊ジュウオウジャー
宇宙戦隊キュウレンジャー
仮面ライダーエグゼイド　ほか

中尾暢樹×國島直希  柳 美稀×南羽翔平×渡邉 剣×立石晴香  山本涼介×磯村勇斗　ほ
か
ピンナップ：山本涼介×磯村勇斗／渡邉 剣

岐洲 匠×岸 洋佑×山崎大輝×大久保桜子×榊原徹士
中尾暢樹×柳 美稀×南羽翔平×渡邉 剣×立石晴香×國島直希　ほか
ピンナップ：飯島寛騎×小野塚勇人　渡邉 剣

大沢ひかる×柳喬之　山本涼介×工藤美桜　中尾暢樹×南羽翔平×渡邉剣
西川俊介×松本岳×中村嘉惟人×多和田秀弥　藤田富×谷口賢志
ピンナップ：稲葉友／小林豊×本田剛文

西銘 駿×山本涼介×磯村勇斗×真山明大　柳喬之×聡太郎
俊藤光利×小林亮太×宮原華音×勝也×田邊和也×朝日奈寛
ピンナップ：小林豊／塩野瑛久


