
漫画 
著者 初版発行 

名探偵コナン推理ファイル 昆虫の謎 青山剛昌 学習まんがシリーズ 小学館 2004/5/10 
少年忍法帖 明智　抄 ホラーMコミック文庫 ぶんか社 2006/1/20 
忍ブ 亜麻木　硅 富士美コミックス 富士美出版 2002/3/15 
甲賀忍法帖・改 1 浅田寅ヲ カドカワコミックス 角川書店 2005/2/26 
甲賀忍法帖・改 2 浅田寅ヲ カドカワコミックス 角川書店 2005/9/28 
忍びの奥様 1 飛鳥弓樹 MDコミックス ユース社 1997/4/25 
伊賀野カバ丸 1 亜月 裕 集英社文庫 集英社 1997/7/23 
伊賀野カバ丸 2 亜月 裕 集英社文庫 集英社 1997/7/23 
伊賀野カバ丸 2 亜月 裕 集英社文庫 集英社 1997/9/23 
伊賀野カバ丸 3 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1980/11/30 
伊賀野カバ丸 4 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1981/7/30 
伊賀野カバ丸 5 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1981/8/30 
伊賀野カバ丸 6 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1982/4/30 
伊賀野カバ丸 7 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1982/5/30 
伊賀野カバ丸 8 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1982/6/30 
伊賀野カバ丸 9 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1984/2/29 
伊賀野カバ丸 10 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1984/3/30 
伊賀野カバ丸 11 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1984/9/30 
伊賀野カバ丸 12 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1984/10/30 
カバ丸外伝 じゃぱにーずひーろー 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1983/10/30 
カバ丸外伝 出逢い 亜月 裕 マーガレット・コミックス 集英社 1983/1/30 
伊賀野カバ丸外伝 1 亜月 裕 集英社文庫 集英社 1998/10/21 
伊賀野カバ丸外伝 2 亜月 裕 集英社文庫 集英社 
伊賀野こカバ丸 1 亜月 裕 YOU COMICS 集英社 
伊賀野こカバ丸 2 亜月 裕 YOU COMICS 集英社 
伊賀野こカバ丸 3 亜月 裕 YOU COMICS 集英社 1998/11/24 
伊賀野こカバ丸 4 亜月 裕 YOU COMICS 集英社 
伊賀野こカバ丸 5 亜月 裕 YOU COMICS 集英社 2005/2/23 
落第忍者 乱太郎 1 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/5/5 
落第忍者 乱太郎 2 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/6/5 
落第忍者 乱太郎 3 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/7/5 
落第忍者 乱太郎 4 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/8/5 
落第忍者 乱太郎 5 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/9/5 
落第忍者 乱太郎 6 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/10/5 
落第忍者 乱太郎 7 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/11/5 
落第忍者 乱太郎 8 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1993/12/5 
落第忍者 乱太郎 9 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/1/5 
落第忍者 乱太郎 10 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/2/5 
落第忍者 乱太郎 11 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/3/5 
落第忍者 乱太郎 12 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/4/5 
落第忍者 乱太郎 13 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/5/5 
落第忍者 乱太郎 14 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/6/5 
落第忍者 乱太郎 15 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1994/10/5 
落第忍者 乱太郎 16 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1995/1/5 
落第忍者 乱太郎 17 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1995/5/5 
落第忍者 乱太郎 18 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1995/10/5 
落第忍者 乱太郎 19 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1996/4/25 
落第忍者 乱太郎 20 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1996/9/25 
落第忍者 乱太郎 21 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1997/4/25 
落第忍者 乱太郎 22 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1997/11/10 
落第忍者 乱太郎 23 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1998/5/20 
落第忍者 乱太郎 24 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1998/10/20 
落第忍者 乱太郎 25 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1999/5/20 
落第忍者 乱太郎 26 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 1999/11/5 
落第忍者 乱太郎 27 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2000/5/1 
落第忍者 乱太郎 28 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2000/11/1 
落第忍者 乱太郎 29 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2001/5/1 
落第忍者 乱太郎 30 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2001/11/1 
落第忍者 乱太郎 31 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2002/5/1 
落第忍者 乱太郎 32 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2002/11/1 
落第忍者 乱太郎 33 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2003/4/30 
落第忍者 乱太郎 34 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2003/10/30 
落第忍者 乱太郎 35 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2004/4/30 
落第忍者 乱太郎 36 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2004/10/30 
落第忍者 乱太郎 37 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2005/5/30 
落第忍者 乱太郎 38 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2005/11/30 
落第忍者 乱太郎 39 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2006/5/30 
落第忍者 乱太郎 40 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2006/11/30 
落第忍者 乱太郎 41 尼子騒兵衛 あさひコミックス 朝日新聞社 2007/4/30 
烈火の炎 1 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1995/10/15 
烈火の炎 2 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1995/12/15 
烈火の炎 3 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1996/2/15 
烈火の炎 4 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1996/6/15 
烈火の炎 5 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1996/7/15 
烈火の炎 6 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1996/10/15 
烈火の炎 7 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1996/12/15 
烈火の炎 8 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1997/2/15 
烈火の炎 9 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1997/5/15 
烈火の炎 10 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1997/8/15 
烈火の炎 11 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1997/9/15 
烈火の炎 12 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1998/1/15 
烈火の炎 13 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1998/4/15 
烈火の炎 14 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1998/6/15 
烈火の炎 15 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1998/9/15 
烈火の炎 16 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1998/11/15 
烈火の炎 17 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1999/2/15 
烈火の炎 18 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1999/5/15 
烈火の炎 19 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1999/7/15 
烈火の炎 20 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1999/10/15 
烈火の炎 21 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 1999/12/15 

書籍名 出版社



著者 初版発行 書籍名 出版社 
烈火の炎 22 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2000/2/15 
烈火の炎 23 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2000/5/15 
烈火の炎 24 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 
烈火の炎 25 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2000/9/15 
烈火の炎 26 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2000/11/15 
烈火の炎 27 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2001/2/15 
烈火の炎 28 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2001/4/15 
烈火の炎 29 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2001/7/15 
烈火の炎 30 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2001/10/15 
烈火の炎 31 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2001/12/15 
烈火の炎 32 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2002/4/15 
烈火の炎 33 安西信行 少年サンデーコミックス 小学館 2002/5/15 
忍ペンまん丸 1 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1996/2/22 
忍ペンまん丸 2 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1996/10/22 
忍ペンまん丸 3 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1997/3/22 
忍ペンまん丸 4 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1997/3/22 
忍ペンまん丸 5 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1997/8/22 
忍ペンまん丸 6 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1997/10/22 
忍ペンまん丸 7 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1998/2/22 
忍ペンまん丸 8 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1998/4/22 
忍ペンまん丸 9 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1998/10/22 
忍ペンまん丸 10 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1999/4/22 
忍ペンまん丸 11 いがらしみきお ガンガンコミックス エニックス 1999/7/22 
新忍者無芸帳 いしいひさいち 文藝春秋 1998/5/15 
忍者無芸帳 いしいひさいち アクションコミックス 双葉社 1985/2/10 
忍者無芸帳 無芸の巻 いしいひさいち 文春文庫 文藝春秋 1993/12/10 
忍者無芸帳 大食の巻 いしいひさいち 文春文庫 文藝春秋 1993/12/10 
忍者無芸帳 眠れる森の忍者 いしいひさいち ひさいち文庫 双葉社 2003/12/20 
にんにん物語 忍者無芸帳 いしいひさいち ひさいち文庫 双葉社 2005/12/20 
忍法十番勝負 石ノ森章太郎 秋田文庫 秋田書店 2003/6/10 
くノ一捕物帖 恋縄緋鳥愛地獄 石ノ森章太郎 
新・くノ一捕物帖 大江戸緋鳥808 石ノ森章太郎 
猿飛佐助 石ノ森章太郎 ビッグゴールド・コミックス 小学館 1995/6/20 
変身忍者嵐外伝 1 石ノ森章太郎 STコミックス 大都社 1999/12/8 
変身忍者嵐外伝 2 石ノ森章太郎 STコミックス 大都社 1999/12/8 
覇王大系リューナイト SIDE A 伊藤岳彦 YOUNG JUNP 愛蔵版 集英社 2001/6/25 
覇王大系リューナイト SIDE B 伊藤岳彦 YOUNG JUNP 愛蔵版 集英社 2001/9/25 
奥様は女忍者 1 井上恵美子 Judy Comics 小学館 2001/10/20 
奥様は女忍者 2 井上恵美子 Judy Comics 小学館 2002/10/20 
くノ一探偵局 美人ニンジャ姉妹の「処女捨て」奮戦記 伊万里すみ子 BISHO COMICS 祥伝社 1987/9/10 
くノ一探偵局 伊万里すみ子 フィールコミックス 祥伝社 1987/9/10 
月のしっぽ 1 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2003/3/30 
月のしっぽ 2 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2003/7/30 
月のしっぽ 3 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2003/11/30 
月のしっぽ 4 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2004/3/30 
月のしっぽ 5 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2004/6/30 
月のしっぽ 6 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2004/10/30 
月のしっぽ 7 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2005/2/28 
月のしっぽ 8 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2005/6/29 
月のしっぽ 9 上田倫子 マーガレットコミックス 集英社 2007/2/28 
姫忍舞影淫法帖恥辱伝 上藤政樹 ブラックキャッツコミックス 虹の旅出版 2004/11/20 
忍ビバップ エロティカヘヴン ジェーシー出版 2004/2/23 
おぱんちゅ忍法帖 おおつやすたか 
幻想世界英雄烈伝 忍ザード 第一巻 岡田芽武＆てんま乱丸 バンブーコミックス 竹書房 1995/5/17 
妖艶技忍召喚師 魔姫 壱 御祗島千明 角川コミックス・エース 角川書店 1997/12/6 
やわらか忍法SOS 1 帯　ひろ志 講談社コミックス ボンボン 講談社 
やわらか忍法SOS 2 帯　ひろ志 講談社コミックス ボンボン 講談社 2005/6/6 
やわらか忍法SOS 3 帯　ひろ志 講談社コミックス ボンボン 講談社 2005/12/6 
隠の王 1 鎌谷悠希 Gファンタジーコミックス スクウェア・エニックス 2004/12/27 
隠の王 2 鎌谷悠希 Gファンタジーコミックス スクウェア・エニックス 2005/5/27 
隠の王 3 鎌谷悠希 Gファンタジーコミックス スクウェア・エニックス 2005/11/18 
忍びの女 香代乃 フラワーコミックス 小学館 2003/3/20 
シノビノサクラ かるま龍狼 WANI MAGAZINE COMICS ワニマガジン社 1998/10/1 
隠密剣士 1　甲賀五忍衆の章 かわのいちろう 時代劇ファンコミックス 集英社 2004/6/9 
隠密剣士 2　甲賀五忍衆の章 かわのいちろう 時代劇ファンコミックス 集英社 2004/10/9 
隠密剣士 3　風魔一族の章 かわのいちろう 時代劇ファンコミックス 集英社 2004/12/8 
隠密剣士 4　風魔一族の章 かわのいちろう 時代劇ファンコミックス 集英社 2005/3/9 
隠密剣士 5　風魔一族の章 かわのいちろう 時代劇ファンコミックス 集英社 2005/4/9 
隠密剣士 6　風魔一族の章 かわのいちろう 時代劇ファンコミックス 集英社 2005/10/9 
真田くノ一忍法伝かすみ 1 神林洋司 
鬼哭忍伝霊牙 巻来功士 ジャンプ･コミックス デラックス 集英社 2004/4/7 
あばれ!忍丸 1 菊池モモタロー てんとう虫コミックス 小学館 1991/11/25 
妖魔 楠　桂 集英社文庫 集英社 1998/2/23 
変幻戦忍 アスカ 上 黒岩よしひろ ジャンプ・コミックス 集英社 1989/2/15 
変幻戦忍 アスカ 下 黒岩よしひろ ジャンプ・コミックス 集英社 1989/5/15 
サスケ忍伝 黒岩よしひろ ジャンプ・コミックス 集英社 1987/6/15 
お騒がせくノ一若葉ちゃん 黒河　澪 デルタコミックス キルタイムコミュニケーション 2004/12/10 
ＮＡＲＵＴＯ 1　うずまきナルト 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2000/3/8 
ＮＡＲＵＴＯ 2　最悪の依頼人 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2000/6/7 
ＮＡＲＵＴＯ 3　夢の為に･･･!? 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2000/8/9 
ＮＡＲＵＴＯ 4　英雄の橋!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2000/10/9 
ＮＡＲＵＴＯ 5　挑戦者たち!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2000/12/9 
ＮＡＲＵＴＯ 6　サクラの決意!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2001/3/7 
ＮＡＲＵＴＯ 7　進むべき道･･･!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2001/5/6 
ＮＡＲＵＴＯ 8　命懸けの戦い!!　 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2001/8/8 
ＮＡＲＵＴＯ 9　ネジとヒナタ 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2001/10/9 
ＮＡＲＵＴＯ 10　立派な忍者･･･!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2001/12/9 
ＮＡＲＵＴＯ 11　弟子入り志願!? 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/3/9 
ＮＡＲＵＴＯ 12　大いなる飛翔!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/5/6 
ＮＡＲＵＴＯ 13　中忍試験、終了･･･!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/8/7 
ＮＡＲＵＴＯ 14　火影ｖｓ火影!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/11/6



著者 初版発行 書籍名 出版社 
ＮＡＲＵＴＯ 15　ナルト忍法帖!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/12/25 
ＮＡＲＵＴＯ 16　木ノ葉崩し、終結!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2003/3/9 
ＮＡＲＵＴＯ 17　イタチの能力!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/5/6 
ＮＡＲＵＴＯ 18　網手の決意!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2003/8/9 
ＮＡＲＵＴＯ 19　受け継ぐ者 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2003/11/9 
ＮＡＲＵＴＯ 20　ナルトｖｓサスケ!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2003/12/24 
ＮＡＲＵＴＯ 21　許せない!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2004/3/9 
ＮＡＲＵＴＯ 22　転生･･･!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2004/5/5 
ＮＡＲＵＴＯ 23　苦境･･･!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2004/8/9 
ＮＡＲＵＴＯ 24　ピンチ・ピンチ・ピンチ!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2004/10/9 
ＮＡＲＵＴＯ 25　兄と弟 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2004/12/8 
ＮＡＲＵＴＯ 26　別れの日!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2005/2/9 
ＮＡＲＵＴＯ 27　旅立ちの日!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2005/4/9 
ＮＡＲＵＴＯ 28　ナルトの故郷 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2005/6/8 
ＮＡＲＵＴＯ 29　カカシｖｓイタチ!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2005/8/9 
ＮＡＲＵＴＯ 30　チヨバアとサクラ 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2005/11/9 
ＮＡＲＵＴＯ 31　託された想い!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2005/12/31 
ＮＡＲＵＴＯ 32　サスケへの道!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2006/4/9 
ＮＡＲＵＴＯ 33　極秘任務…!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2006/6/7 
ＮＡＲＵＴＯ 34　再会の時…!! 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2006/8/9 
ＮＡＲＵＴＯ 35　新たなる二人組！！ 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2006/11/7 
ＮＡＲＵＴＯ 36　第十班 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2006/12/31 
ＮＡＲＵＴＯ 秘伝 兵の書 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/10/9 
ＮＡＲＵＴＯ 白の童子、血風の鬼人 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2002/12/21 
NARUTO ナルト 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ 岸本斉史 
劇場版NARUTO 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ　上 岸本斉史 
劇場版NARUTO 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ　下 岸本斉史 ＪＵＮＰ ＣＯＭＩＣＳ 集英社 2004/12/8 
かん忍!!茜 1 樹原ちさと りぼんマスコットコミックス 集英社 1983/5/18 
かん忍!!茜 2 樹原ちさと りぼんマスコットコミックス 集英社 1984/1/18 
かん忍!!茜 3 樹原ちさと りぼんマスコットコミックス 集英社 1984/5/20 
かん忍!!茜 4 樹原ちさと りぼんマスコットコミックス 集英社 1984/7/18 
忍空 子 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1994/1/16 
忍空 丑 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1994/3/9 
忍空 寅 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1994/5/7 
忍空 卯 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1994/8/9 
忍空 辰 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1994/11/9 
忍空 巳 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1995/2/8 
忍空 午 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1995/4/9 
忍空 未 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1995/8/9 
忍空 申 桐山光侍 ジャンプ・コミックス 集英社 1995/11/7 
ニニンがシノブ伝 1 古賀亮一 Dengeki Comics 角川書店 2002/2/25 
ニニンがシノブ伝 2 古賀亮一 Dengeki Comics 角川書店 2003/4/25 
ニニンがシノブ伝 3 古賀亮一 Dengeki Comics 角川書店 2004/9/25 
ウルトラ忍法帖超 2 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 2000/1/7 
ウルトラ忍法帖輝 1 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 2004/6/23 
ウルトラ忍法帖輝 2 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 2004/6/23 
ウルトラ忍法帖寿 2 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 1997/11/6 
ウルトラ忍法帖寿 5 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 1998/12/4 
疾風ウルトラ忍法帖 1 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 1993/4/6 
疾風ウルトラ忍法帖 2 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 1997/11/6 
疾風ウルトラ忍法帖 3 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 
疾風ウルトラ忍法帖 4 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 
疾風ウルトラ忍法帖 5 御童カズヒコ 講談社コミックス ボンボン 講談社 1998/12/4 
ナルト忍法帖 1　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 2000/6/10 
ナルト忍法帖 2　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 2000/7/10 
ナルト忍法帖 3　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 4　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 5　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 6　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 2001/1/10 
ナルト忍法帖 7　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 2001/2/10 
ナルト忍法帖 8　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 9　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 2001/4/10 
ナルト忍法帖 10　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 11　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 12　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 13　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 14　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 15　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 16　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 17　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 18　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 19　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 20　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 21　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
ナルト忍法帖 22　NARUTOアンソロジー 小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 
あずみ 1 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1995/3/1 
あずみ 2 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1995/7/1 
あずみ 3 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1995/12/1 
あずみ 4 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1996/5/1 
あずみ 5 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1996/11/1 
あずみ 6 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1997/1/1 
あずみ 7 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1997/6/1 
あずみ 8 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1997/9/1 
あずみ 9 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1998/1/1 
あずみ 10 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1998/3/1 
あずみ 11 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1998/7/1 
あずみ 12 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1998/10/1 
あずみ 13 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1999/2/1 
あずみ 14 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1999/6/1 
あずみ 15 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 1999/10/1 
あずみ 16 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2000/2/1
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あずみ 17 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2000/5/1 
あずみ 18 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2000/7/1 
あずみ 19 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2000/9/1 
あずみ 20 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2001/2/1 
あずみ 21 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2001/4/1 
あずみ 22 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2001/7/1 
あずみ 23 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2001/11/1 
あずみ 24 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2002/2/1 
あずみ 25 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2002/6/1 
あずみ 26 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2002/9/1 
あずみ 27 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2002/12/1 
あずみ 28 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2003/5/1 
あずみ 29 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 
あずみ 30 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2003/11/1 
あずみ 31 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2004/1/1 
あずみ 32 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2004/6/1 
あずみ 33 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2004/10/1 
あずみ 34 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2005/4/1 
あずみ 35 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2005/5/1 
あずみ 36 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2005/10/1 
あずみ 37 小山ゆう ビッグコミックス 小学館 2005/12/1 
少年忍者 KUMARI 碧也ぴんく 大都社 2004/6/20 
忍者KIDS 1 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 2 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 3 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 4 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 5 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 6 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 7 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 
忍者KIDS 8　闇の継承 斉藤栄美 冒険＆ミステリー文庫 ポプラ社 2005/5/1 
姫様忍法帳 天下☆無双 上 佐々木あかね エニックス 2002/9/27 
姫様忍法帳 天下☆無双 下 佐々木あかね エニックス 2003/3/27 
忍者がなんじゃ!! サトウ・ユウ 白夜書房 1986/12/1 
天空忍伝 バトルボイジャー 1 史村　翔 ガンガンコミックス エニックス 1996/3/22 
天空忍伝 バトルボイジャー 2 史村　翔 ガンガンコミックス エニックス 1996/8/22 
天空忍伝 バトルボイジャー 3 史村　翔 ガンガンコミックス エニックス 1996/11/22 
おーえど娘忍者 1 私屋カヲル フラワーコミックス 小学館 1997/11/20 
おーえど娘忍者 2 私屋カヲル フラワーコミックス 小学館 1998/3/20 
おーえど娘忍者 3 私屋カヲル フラワーコミックス 小学館 1998/7/20 
顔の忍者 サンスケ しらいしあい セブンティーンコミックス 集英社 1985/12/8 
サスケ 1　猿飛の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/12/10 
サスケ 2 白土三平 小学館文庫 小学館 1990/6/10 
サスケ 3 白土三平 小学館文庫 小学館 1990/7/10 
サスケ 4 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/1/10 
サスケ 5 白土三平 小学館文庫 小学館 1990/9/10 
サスケ 6 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/2/10 
サスケ 7 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/3/10 
サスケ 8 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/3/10 
サスケ 9 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/4/10 
サスケ 10 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/4/10 
サスケ 1 白土三平 小学館叢書 小学館 1990/5/10 
サスケ 2 白土三平 小学館叢書 小学館 1990/6/10 
サスケ 3 白土三平 小学館叢書 小学館 1990/7/10 
サスケ 4 白土三平 小学館叢書 小学館 1990/8/10 
サスケ 5 白土三平 小学館叢書 小学館 1990/9/10 
サスケ 6 白土三平 小学館叢書 小学館 1990/10/10 
カムイ伝 第一部 1　誕生の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/4/10 
カムイ伝 第一部 2　斬首の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/4/10 
カムイ伝 第一部 3　玉手騒動の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/4/10 
カムイ伝 第一部 4　谷地湯の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/5/10 
カムイ伝 第一部 5　夢の男の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/5/10 
カムイ伝 第一部 6　八方変現の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/5/10 
カムイ伝 第一部 7　雪どけの巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/6/10 
カムイ伝 第一部 8　蔵六屋敷の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1979/7/20 
カムイ伝 第一部 9　銀札くずれの巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/6/10 
カムイ伝 第一部 10　木の間党の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1979/9/20 
カムイ伝 第一部 11　クズレの巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/7/10 
カムイ伝 第一部 12 山盗りの巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/7/10 
カムイ伝 第一部 13 朝霧の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/8/10 
カムイ伝 第一部 14　号びの巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/8/10 
カムイ伝 第一部 15 海原の巻 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/8/10 
カムイ伝 第一部 1　誕生の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1988/7/1 
カムイ伝 第一部 2　斬首の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1988/8/10 
カムイ伝 第一部 3　玉手騒動の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1988/9/10 
カムイ伝 第一部 4　谷地湯の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1988/10/10 
カムイ伝 第一部 5　夢の男の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1988/11/10 
カムイ伝 第一部 6　八方変現の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1988/12/10 
カムイ伝 第一部 7　雪どけの巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/3/10 
カムイ伝 第一部 8　蔵六屋敷の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/2/10 
カムイ伝 第一部 9　銀札くずれの巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/3/10 
カムイ伝 第一部 10　木の間党の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/3/31 
カムイ伝 第一部 11　クズレの巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/5/10 
カムイ伝 第一部 12　山盗りの巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/6/10 
カムイ伝 第一部 13　朝霧の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/7/10 
カムイ伝 第一部 14　号びの巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/8/10 
カムイ伝 第一部 15　海原の巻 白土三平 小学館叢書 小学館 1989/9/10 
カムイ伝 第一部 1 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 
カムイ伝 第一部 2　暗流の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1967/5/10 
カムイ伝 第一部 3　変移の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/7/10 
カムイ伝 第一部 4　乱雲の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1967/7/10 
カムイ伝 第一部 5　転生の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1967/7/10



著者 初版発行 書籍名 出版社 
カムイ伝 第一部 6　青嵐の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1967/10/10 
カムイ伝 第一部 7　比翼の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1967/11/10 
カムイ伝 第一部 8　火炎の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1967/11/10 
カムイ伝 第一部 9　鬼相の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/1/10 
カムイ伝 第一部 10　激潮の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/1/10 
カムイ伝 第一部 11　焦渇の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/3/31 
カムイ伝 第一部 12　震天の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/3/31 
カムイ伝 第一部 13　旋渦の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/11/10 
カムイ伝 第一部 14　蒼惶の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1969/4/10 
カムイ伝 第一部 15　狂濤の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1968/3/31 
カムイ伝 第一部 16　混淪の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1970/1/1 
カムイ伝 第一部 17　移調の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1970/11/10 
カムイ伝 第一部 18　荒魂の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1970/1/1 
カムイ伝 第一部 19　霧会の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1971/5/10 
カムイ伝 第一部 20 
カムイ伝 第一部 21　滄海の巻 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1971/5/10 
決定版カムイ伝 第一部 全集 1　誕生の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2005/11/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 2　斬首の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2005/11/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 3　玉手騒動の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2005/12/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 4　谷地湯の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2005/12/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 5　夢の男の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/1/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 6　八方変現の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/1/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 7　雪どけの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/2/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 8　蔵六屋敷の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/2/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 9　銀札くずれの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/3/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 10　木の間党の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/3/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 11　クズレの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/4/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 12 山盗りの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/4/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 13 朝霧の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/5/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 14　号びの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/5/1 
決定版カムイ伝 第一部 全集 15 海原の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/6/1 
カムイ伝 第二部 1　猿山1 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1989/10/1 
カムイ伝 第二部 2　猿山2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1989/11/1 
カムイ伝 第二部 3 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 
カムイ伝 第二部 4　佐渡守2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1990/7/1 
カムイ伝 第二部 5　念者2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1991/4/1 
カムイ伝 第二部 6　念者3 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1991/5/1 
カムイ伝 第二部 7　無宿溜2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1992/1/1 
カムイ伝 第二部 8　無宿溜3 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1992/2/1 
カムイ伝 第二部 9　野望1 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1994/5/1 
カムイ伝 第二部 10　野望2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1994/6/1 
カムイ伝 第二部 11 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 2006/11/1 
カムイ伝 第二部 12　野望4 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 2006/12/1 
カムイ伝 第二部 13 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 
カムイ伝 第二部 14　佐倉十一万石3 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1995/12/1 
カムイ伝 第二部 15　不知火2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1996/10/1 
カムイ伝 第二部 16 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 
カムイ伝 第二部 17 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 
カムイ伝 第二部 18　丹波崩し2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1997/12/1 
カムイ伝 第二部 19 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 
カムイ伝 第二部 20　歯ッ欠け2 白土三平 ゴールデン・コミックス 小学館 1998/11/1 
カムイ伝 第二部 壱　猿山 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 1999/8/1 
カムイ伝 第二部 弐　佐渡守 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 1999/8/1 
カムイ伝 第二部 三　念者 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 1999/8/1 
カムイ伝 第二部 四 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 
カムイ伝 第二部 五 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 
カムイ伝 第二部 六　野望 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 1999/8/1 
カムイ伝 第二部 七　佐倉十一万石 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 1999/8/1 
カムイ伝 第二部 八 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 
カムイ伝 第二部 九　不知火 白土三平 ビッグ コミック ワイド 小学館 1999/8/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 1　猿山の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/6/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 2　佐渡守の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/7/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 3　念者の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/7/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 4　無宿溜の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/8/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 5　野望の巻・上 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/8/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 6　野望の巻・下 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/9/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 7　佐倉十一万石の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/9/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 8　不知火の巻・上 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/10/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 9　不知火の巻・下 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/10/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 10　丹波崩しの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/11/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 11　歯ッ欠けの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/11/1 
決定版カムイ伝 第二部 全集 12　犬戯けの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/12/1 
カムイ外伝 1　九の一 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1983/8/1 
カムイ外伝 2　下人 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1983/8/1 
カムイ外伝 3　抜け忍 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1983/9/1 
カムイ外伝 4　スガルの島1 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1983/6/1 
カムイ外伝 5　スガルの島2 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1983/7/1 
カムイ外伝 6　黒塚の風1 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1983/9/1 
カムイ外伝 7　黒塚の風2 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1984/3/1 
カムイ外伝 8　変身の色1 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1984/6/1 
カムイ外伝 9　変身の色2 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1985/3/1 
カムイ外伝 10　剣風1 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1985/4/1 
カムイ外伝 11　剣風2 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1985/8/1 
カムイ外伝 10　剣風3 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1985/11/1 
カムイ外伝 13　心旅 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1986/2/1 
カムイ外伝 14　盗人宿 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1986/5/1 
カムイ外伝 15　掛け捕り 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1986/8/1 
カムイ外伝 16　遠州 白土三平 ビッグ コミック 小学館 1987/2/1 
カムイ外伝 19　伊児奈 白土三平 ビッグ コミック 小学館 19897/6/1 
カムイ外伝 壱　雀落とし 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/5/20 
カムイ外伝 弐　雀落とし 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/6/20



著者 初版発行 書籍名 出版社 
カムイ外伝 参　スガルの島 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/7/20 
カムイ外伝 四　はんざき 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/8/20 
カムイ外伝 五　黒塚の風 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/9/20 
カムイ外伝 六　変身の色 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/10/20 
カムイ外伝 七　剣風 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/11/20 
カムイ外伝 八　剣風 白土三平 小学館叢書 小学館 1994/12/20 
カムイ外伝 九　盗人宿 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/1/20 
カムイ外伝 拾　妖怪 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/2/20 
カムイ外伝 拾壱　仕掛け崩れ 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/3/20 
カムイ外伝 拾弐　伊児奈 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/4/20 
カムイ外伝 壱　雀落とし 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/12/10 
カムイ外伝 弐　雀落とし 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/1/10 
カムイ外伝 参　スガルの島 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/2/10 
カムイ外伝 四　はんざき 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/3/10 
カムイ外伝 五　黒塚の風 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/3/10 
カムイ外伝 六　変身の色 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/4/10 
カムイ外伝 七　剣風 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/4/10 
カムイ外伝 八　剣風 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/5/10 
カムイ外伝 九　盗人宿 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/5/10 
カムイ外伝 拾　妖怪 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/6/10 
カムイ外伝 拾壱　仕掛け崩れ 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/6/10 
カムイ外伝 拾弐　伊児奈 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/7/10 
決定版カムイ伝 外伝 全集 1　雀落としの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2006/12/1 
決定版カムイ伝 外伝 全集 2　はんざきの巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2007/1/1 
決定版カムイ伝 外伝 全集 3　スガルの島の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2007/1/1 
決定版カムイ伝 外伝 全集 4　黒塚の風の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2007/2/1 
決定版カムイ伝 外伝 全集 5　変身の色の巻 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2007/2/1 
決定版カムイ伝 外伝 全集 6　剣風の巻・上 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2007/3/1 
決定版カムイ伝 外伝 全集 7　剣風の巻・下 白土三平 ビッグコミック スペシャル 小学館 2007/3/1 
忍者武芸帳 影丸伝1 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/6/10 
忍者武芸帳 影丸伝2 白土三平 小学館文庫 小学館 1993/7/20 
忍者武芸帳 影丸伝3 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/7/10 
忍者武芸帳 影丸伝4 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/7/10 
忍者武芸帳 影丸伝5 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/8/10 
忍者武芸帳 影丸伝6 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/9/1 
忍者武芸帳 影丸伝7 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/10/10 
忍者武芸帳 影丸伝8 白土三平 小学館文庫 小学館 1997/10/10 
忍者武芸帳 影丸伝　壱 白土三平 小学館叢書 小学館 1993/6/20 
忍者武芸帳 影丸伝　弐 白土三平 小学館叢書 小学館 1993/7/20 
忍者武芸帳 影丸伝　参 白土三平 小学館叢書 小学館 1993/9/1 
忍者武芸帳 影丸伝　四 白土三平 小学館叢書 小学館 1993/10/1 
忍者武芸帳 影丸伝　五 白土三平 小学館叢書 小学館 1993/10/20 
忍者武芸帳 影丸伝　六 白土三平 小学館叢書 小学館 1993/11/20 
忍者旋風1 風魔忍風伝 白土三平 小学館文庫 小学館 1995/11/20 
忍者旋風2 白土三平 小学館文庫 小学館 1999/5/10 
ワタリ 第2集 白土三平 講談社コミックス 講談社 1988/5/6 
ワタリ 第3集 白土三平 講談社コミックス 講談社 1988/6/6 
ワタリ 第4集 白土三平 講談社コミックス 講談社 1988/7/6 
ワタリ 第5集 白土三平 講談社コミックス 講談社 1988/8/6 
ワタリ 壱 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/6/20 
ワタリ 弐 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/7/20 
ワタリ 参 白土三平 小学館叢書 小学館 1995/8/20 
ワタリ 壱 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/8/10 
ワタリ 弐 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/8/10 
ワタリ 参 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/9/10 
ワタリ 四 白土三平 小学館文庫 小学館 1998/9/10 
大摩のガロ 忍法秘話 壱 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/6/10 
栬●●潢 忍法秘話 弐 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/6/10 
シジマ 忍法秘話 参 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/8/10 
スガル 忍法秘話 四 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/8/10 
剣風記 忍法秘話 五 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/10/10 
奇剣崩し 忍法秘話 六 白土三平 小学館文庫 小学館 1996/10/10 
イシミツ 忍法秘話 白土三平 
風魔 白土三平 忍者旋風シリーズ 小学館 1999/7/10 
真田剣流 壱 白土三平 忍者旋風シリーズ 小学館 1999/6/10 
真田剣流 弐 白土三平 忍者旋風シリーズ 小学館 1999/6/10 
忍者人別帖 壱 白土三平 小学館文庫 小学館 2000/2/10 
忍者人別帖 弐 白土三平 小学館文庫 小学館 2000/3/10 
忍者人別帖 初期傑作集 白土三平 小学館 1996/8/20 
無風伝 白土三平 小学館文庫 小学館 1999/11/10 
少年児雷也 杉浦　茂 
人妻くノ一忍法帖 鈴木　忍 
バジリスク 1 せがわまさき 講談社 2003/5/2 
バジリスク 2 せがわまさき 講談社 2003/9/16 
バジリスク 3 せがわまさき 講談社 2004/1/20 
バジリスク 4 せがわまさき 講談社 2004/4/9 
バジリスク 5 せがわまさき 講談社 2004/8/9 
バジリスク 完全解読BOOK せがわまさき 講談社 2004/4/9 
バジリスク 忍術と忍者の謎 せがわまさき 講談社 2004/8/9 
Y十M 柳生忍法帖　1 せがわまさき 講談社 2005/11/4 
Y十M 柳生忍法帖　2 せがわまさき 講談社 2005/11/4 
Ｙ十Ｍ 甲賀忍法帖　5 せがわまさき ヤンマガＫＣ 講談社 2006/10/6 
江戸っ子 エド公 高橋遠州 ビッグコミックス 小学館 2004/12/1 
銀牙 1　熊犬銀　誕生！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1984/7/15 
銀牙 2　出陣の朝の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1984/10/15 
銀牙 3　呼び合う魂の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1985/1/15 
銀牙 4　魔犬・甲斐の三兄弟！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1985/4/15 
銀牙 5　忍犬・赤目登場の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1985/7/15 
銀牙 6　決戦！忍沼の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1985/10/15 
銀牙 7　武蔵を狙え！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1986/1/15 
銀牙 8　牙をむく瞬間！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1986/4/15



著者 初版発行 書籍名 出版社 
銀牙 9　勇者起つ！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1986/7/15 
銀牙 1　熊犬銀　誕生！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1993/9/22 
銀牙 2　呼び合う魂の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1993/10/24 
銀牙 3　忍犬・赤目登場の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1993/11/24 
銀牙 4　武蔵を狙え！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1993/12/15 
銀牙 5　勇者起つ！の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1994/1/24 
銀牙 6　十三人の決死隊の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1994/2/23 
銀牙 9　八犬士伝説の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1994/5/24 
銀牙 10 戦士待つ奥羽の巻 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 1994/6/22 
銀牙 5　流れ星 銀 高橋よしひろ ジャンプ コミックス 集英社 1985/7/15 
銀牙 1 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1997/11/23 
銀牙 4 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/1/21 
銀牙 5 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/3/23 
銀牙 6 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/3/23 
銀牙 7 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/5/20 
銀牙 8 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/5/20 
銀牙 9 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/7/22 
銀牙 10 高橋よしひろ 集英社文庫 集英社 1998/7/22 
銀牙外伝 甲冑の戦士 雅武 高橋よしひろ ジャンプ コミックス セレクション 集英社 2002/1/15 
銀牙伝説 WEED 1 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2000/9/1 
銀牙伝説 WEED 2 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2000/4/5 
銀牙伝説 WEED 3 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/1/20 
銀牙伝説 WEED 4 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2000/7/25 
銀牙伝説 WEED 5 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2000/10/10 
銀牙伝説 WEED 6 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2000/11/25 
銀牙伝説 WEED 7 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/1/25 
銀牙伝説 WEED 8 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/3/25 
銀牙伝説 WEED 9 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/5/25 
銀牙伝説 WEED 10 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/7/25 
銀牙伝説 WEED 11 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/9/25 
銀牙伝説 WEED 12 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2001/11/25 
銀牙伝説 WEED 13 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2002/1/25 
銀牙伝説 WEED 14 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2002/3/25 
銀牙伝説 WEED 15 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2002/5/25 
銀牙伝説 WEED 16 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2002/7/25 
銀牙伝説 WEED 17 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2002/9/25 
銀牙伝説 WEED 18 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2002/11/25 
銀牙伝説 WEED 19 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/1/25 
銀牙伝説 WEED 20 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/3/25 
銀牙伝説 WEED 21 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/5/25 
銀牙伝説 WEED 22 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/7/25 
銀牙伝説 WEED 23 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/9/25 
銀牙伝説 WEED 24 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/11/25 
銀牙伝説 WEED 25 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2004/1/25 
銀牙伝説 WEED 26 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2004/3/25 
銀牙伝説 WEED 28 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2004/7/25 
銀牙伝説 WEED 33 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2005/5/25 
銀牙伝説 WEED 名勝負列伝 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/5/25 
銀牙伝説 WEED 外伝 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/9/25 
銀牙伝説 リキ 高橋よしひろ NICHIBUN COMICS 日本文芸社 2003/3/25 
お江戸忍法帖 巻之一 たがみよしひさ 希望こみっくす 潮出版社 1998/1/25 
お江戸忍法帖 巻之二 たがみよしひさ 希望こみっくす 潮出版社 1998/3/25 
お江戸忍法帖 巻之三 たがみよしひさ 希望こみっくす 潮出版社 1998/10/25 
お江戸忍法帖 巻之四 たがみよしひさ 希望こみっくす 潮出版社 1999/3/25 
お江戸忍法帖 巻之五 たがみよしひさ 希望こみっくす 潮出版社 1999/9/25 
大東京忍者伝 かげろうくん 武井宏文 ヤンマガKC 講談社 1997/10/6 
伊賀ずきん 一 たなかのか BLADE COMICS マッグガーデン 2004/2/10 
伊賀ずきん 二 たなかのか BLADE COMICS マッグガーデン 2004/8/9 
伊賀ずきん 三 たなかのか BLADE COMICS マッグガーデン 2005/4/10 
伊賀ずきん 四 たなかのか BLADE COMICS マッグガーデン 2005/11/8 
忍者ハットトリックくん 爆笑サッカーギャグ 玉井たけし てんとう虫コミックス 小学館 1995/10/25 
忍者秘帳　上 初期傑作長編集1 つげ義春 講談社 2003/11/19 
忍者秘帳　下 初期傑作長編集2 つげ義春 講談社 2003/12/17 
こんな○○は××だ 鉄拳 扶桑社文庫 扶桑社 2004/7/30 
豪談 霧隠才蔵 永井 豪 リイド文庫 リイド社 2003/3/26 
忍ナイズ 飛高　翔 あすかコミックス 角川書店 2005/11/17 
かえで忍法帖 なかの弥生 講談社コミックス 講談社 1996/3/6 
くれない花吹雪 にしむらともこ ちゃおフラワーコミックス 小学館 2005/10/5 
サラ忍マン 1　化身 新田たつお ビッグコミックス 小学館 1996/5/1 
サラ忍マン 2　因縁 新田たつお ビッグコミックス 小学館 1996/10/1 
サラ忍マン 3　理沙子への謝罪 新田たつお ビッグコミックス 小学館 1997/4/1 
サラ忍マン 4　”田中一郎”の行方 新田たつお ビッグコミックス 小学館 1998/1/1 
半熟忍法帳 1 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1995/8/12 
半熟忍法帳 2 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1995/11/12 
半熟忍法帳 3 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1996/7/12 
半熟忍法帳 4 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1997/2/12 
半熟忍法帳 5 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1997/9/12 
半熟忍法帳 6 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1998/4/12 
半熟忍法帳 7 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 
半熟忍法帳 8 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1999/4/12 
半熟忍法帳 9 新田たつお ギャグ王コミック エニックス 1999/9/12 
またたび忍法帖 猫島　礼 富士美コミックス 富士美出版 1998/6/1 
押忍 ガンバ 1 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1988/10/25 
押忍 ガンバ 2 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1989/4/15 
押忍 ガンバ 3 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1989/10/25 
押忍 ガンバ 4 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1990/5/30 
押忍 ガンバ 5 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1990/12/10 
押忍 ガンバ 6 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1991/4/20 
押忍 ガンバ 7 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1991/6/30 
押忍 ガンバ 8 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1991/8/25 
押忍 ガンバ 9 乃美康治 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1991/10/30



著者 初版発行 書籍名 出版社 
忍闘炎伝 1 長谷川裕一 ノーラコミックス 学習研究社 1998/2/16 
忍闘炎伝 2 長谷川裕一 ノーラコミックス 学習研究社 1998/7/26 
忍闘炎伝 3 長谷川裕一 ノーラコミックス 学習研究社 1998/10/7 
幻燈忍伝 ハヤトコウジ ジャンプ・コミックス 集英社 1997/9/9 
忍者ボーイ とんとん飛丸 1　山から飛び出せ飛丸！の巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1987/8/15 
忍者ボーイ とんとん飛丸 2　南の島の伝説の巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1988/2/15 
忍者ボーイ とんとん飛丸 3　風魔魔の陰謀の巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1988/7/15 
忍者ボーイ とんとん飛丸 4　飛騨騨ＶＳ風魔魔！最後の決戦の巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1989/1/15 
忍者ボーイ とんとん飛丸 5　地獄の忍者レースの巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1989/3/15 
忍者ボーイ とんとん飛丸 6　1対1！湖上トーナメントの巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1989/5/15 
忍者ボーイ とんとん飛丸 7　精鋭10名の死闘の巻 ひすわし ジャンプ・コミックス 集英社 1989/8/15 
新編集 忍者ハットリくん 1 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2003/1/12 
新編集 忍者ハットリくん 2 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2003/2/2 
新編集 忍者ハットリくん 3 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2003/3/12 
新編集 忍者ハットリくん 4 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2003/4/2 
新 忍者ハットリくん 1 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/1/28 
新 忍者ハットリくん 2 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/2/28 
新 忍者ハットリくん 3 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/3/28 
新 忍者ハットリくん 4 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/4/28 
新 忍者ハットリくん 5 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/5/28 
新 忍者ハットリくん 6 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/6/28 
新 忍者ハットリくん 7 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/7/28 
新 忍者ハットリくん 8 藤子不二雄 藤子不二雄Ａランド ブッキング 2004/8/28 
新 忍者ハットリくん 1 藤子不二雄 中公文庫コミック版 中央公論新社 1996/2/18 
忍者ハットリくん 1 藤子不二雄 藤子不二雄A 小学館 2005/3/5 
忍者ハットリくん 2 藤子不二雄 藤子不二雄A 小学館 2006/4/5 
忍者ハットリくん 3 藤子不二雄 藤子不二雄A 小学館 2005/5/5 
忍者ハットリくん 4 藤子不二雄 藤子不二雄A 小学館 2006/8/5 
東京忍者 総集編 ぶらじま太郎 富士見ファンタジア文庫 富士見書房 1990/3/20 
さすがの猿飛 1 細野不二彦 MF文庫 メディアファクトリー 2003/7/19 
さすがの猿飛 2 細野不二彦 MF文庫 メディアファクトリー 2003/8/19 
さすがの猿飛 3 細野不二彦 MF文庫 メディアファクトリー 2003/9/19 
さすがの猿飛 4 細野不二彦 MF文庫 メディアファクトリー 2003/10/19 
時空忍者 紫炎 松本久志 少年OHコミックス 光文社 1994/7/30 
くのいちズッコちゃん 目白次美 TUKASA COMICS 司書房 2001/12/15 
こいき七変化 1　くのいち生徒会 もりちかこ ちゃおフラワーコミックス 小学館 2003/1/20 
こいき七変化 2　くのいち生徒会 もりちかこ ちゃおフラワーコミックス 小学館 2003/1/20 
こいき七変化 3　くのいち生徒会 もりちかこ ちゃおフラワーコミックス 小学館 2004/5/5 
Gの影忍 矢立　肇 DENGENICOMICS 角川書店 2005/4/15 
忍犬 ずびまろ 2 山口まさかず 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1994/6/20 
くノ一乱風帖 上 山本賢治 WANI MAGAZINE COMICS ワニマガジン社 2001/9/1 
伊賀の影丸 1 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/2/25 
伊賀の影丸 2 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/2/25 
伊賀の影丸 3 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/2/25 
伊賀の影丸 4 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/2/25 
伊賀の影丸 5 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/6/10 
伊賀の影丸 6 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/6/10 
伊賀の影丸 7 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1995/12/10 
伊賀の影丸 8 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 
伊賀の影丸 9 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1996/2/10 
伊賀の影丸 10 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1996/8/10 
伊賀の影丸 11 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 1999/10/10 
伊賀の影丸 1 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1970/2/10 
伊賀の影丸 2　半蔵暗殺帳の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/4/30 
伊賀の影丸 3　邪鬼秘帳の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/6/10 
伊賀の影丸 4　邪鬼秘帳の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/7/10 
伊賀の影丸 5　影丸旅日記の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/8/10 
伊賀の影丸 6　土蜘蛛五人衆の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/9/10 
伊賀の影丸 7　地獄谷金山の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/10/5 
伊賀の影丸 8　地獄谷金山の巻 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1969/11/5 
伊賀の影丸 9　若葉城の巻・その一 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/2/28 
伊賀の影丸 10　若葉城の巻・その二 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/3/20 
伊賀の影丸 11　由比正雪の巻・その一 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/4/15 
伊賀の影丸 12　由比正雪の巻・その二 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/5/20 
伊賀の影丸 13　由比正雪の巻・その三 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/6/20 
伊賀の影丸 14　闇一族の巻・その一 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/7/25 
伊賀の影丸 15　闇一族の巻・その二 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1976/8/5 
伊賀の影丸 壱 横山光輝 小学館叢書 小学館 1990/5/10 
伊賀の影丸 弐 横山光輝 小学館叢書 小学館 1990/6/10 
伊賀の影丸 参 横山光輝 小学館叢書 小学館 1990/7/10 
伊賀の影丸 四 横山光輝 小学館叢書 小学館 1990/8/10 
仮面の忍者 赤影 1 横山光輝 SUNDAY COMICS 秋田書店 1970/2/10 
仮面の忍者 赤影 1 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 2001/8/10 
仮面の忍者 赤影 2 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 2001/10/10 
新仮面の忍者 赤影 1 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 2004/11/10 
新仮面の忍者 赤影 2 横山光輝 秋田文庫 秋田書店 2005/2/10 
新仮面の忍者 赤影 1 横山光輝 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1987/12/30 
新仮面の忍者 赤影 2 横山光輝 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1988/3/15 
新仮面の忍者 赤影 3 横山光輝 少年チャンピョンコミックス 秋田書店 1988/6/10 
忍法十番勝負 横山光輝 白土三平 
戦国群笑伝 少年忍者バサラくん 一ノ巻 義見依久 光文社 1995/12/30 
戦国群笑伝 少年忍者バサラくん 二ノ巻 義見依久 光文社 1996/12/30 
忍法 乱れからくり 蘭宮　涼 フランス書院 2002/4/5 
NARUTO キャラクター心理分析書 ローリング・ストーン 廣済堂 2002/10/24 
忍者飛翔 桜の章 和田慎二 MFコミックス メディアファクトリー 2002/7/31 
忍者飛翔 風の章 和田慎二 MFコミックス メディアファクトリー 2002/8/31 
忍者飛翔 雪の章 和田慎二 MFコミックス メディアファクトリー 2002/6/30 
忍者飛翔 2 和田慎二 JETS COMICS 白泉社 1995/8/31 
FRカーニバル 2　忍者マンガ競作集 ラポート 1988/1/15 
トルーパー忍法帖 同人雑誌傑作アンソロジー　5 ふゅーじょんぷろだくと 1990/7/20 
忍 for students 同人セレクション オークス 2003/5/1



著者 初版発行 書籍名 出版社 
忍空 映画編 ジャンプアニメコレクション ホーム社 1995/10/21 
秘伝!忍絵巻 ナルトアンソロジー クイン出版 2003/5/18 
立体忍者活劇 天誅 忍凱旋 パーフェクトガイド ソフトバンク 1999/3/18 
うずまき忍術帖 壱　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2002/10/15 
うずまき忍術帖 弐　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2002/12/25 
うずまき忍術帖 参　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2003/5/25 
うずまき忍術帖 四　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2003/10/25 
うずまき忍術帖 五　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2004/1/15 
うずまき忍術帖 六　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2004/6/25 
うずまき忍術帖 七　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2004/10/25 
うずまき忍術帖 八　パロディックコミックアンソロジー 松文社 2005/2/25 
うずまき忍術帖 九　パロディックコミックアンソロジー 松文社 
ぐるぐる忍法伝 1　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2000/7/10 
ぐるぐる忍法伝 2　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2000/9/20 
ぐるぐる忍法伝 3　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2000/11/11 
ぐるぐる忍法伝 4　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2001/4/2 
ぐるぐる忍法伝 5　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2001/6/10 
ぐるぐる忍法伝 6　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2002/8/8 
ぐるぐる忍法伝 7　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2001/11/10 
ぐるぐる忍法伝 8　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2002/3/10 
ぐるぐる忍法伝 9　コミックパロディアンソロジー オークラ出版 2002/6/6 
ぐるぐる忍術帖 1　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2000/8/10 
ぐるぐる忍術帖 2　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2000/11/15 
ぐるぐる忍術帖 3　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2000/12/30 
ぐるぐる忍術帖 4　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2001/1/31 
ぐるぐる忍術帖 5　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2001/3/30 
ぐるぐる忍術帖 6　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2001/6/11 
ぐるぐる忍術帖 7　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2001/7/9 
ぐるぐる忍術帖 8　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2001/8/20 
ぐるぐる忍術帖 9　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2002/10/10 
ぐるぐる忍術帖 10　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2001/12/10 
ぐるぐる忍術帖 11　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2002/2/22 
ぐるぐる忍術帖 12　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2002/3/29 
ぐるぐる忍術帖 13　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2002/7/10 
ぐるぐる忍術帖 14　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2002/11/8 
ぐるぐる忍術帖 15　KTCアンソロジーコミックス キルタイムコミュニケーション 2003/4/10 
忍ノ掟 外伝 上巻　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2002/3/16 
忍ノ掟 外伝 下巻　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2002/12/21 
忍ノ掟 壱　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2000/6/2 
忍ノ掟 弐　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2000/7/7 
忍ノ掟 参　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2000/10/18 
忍ノ掟 四　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2000/11/15 
忍ノ掟 五　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2001/2/3 
忍ノ掟 六　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2001/5/30 
忍ノ掟 七　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2001/8/13 
忍ノ掟 八　同人誌コミックアンソロジー集 プリモ出版 2002/1/8 
にんにんパラダイス 其の一　パロディーアンソロジー 光彩書房 2002/7/26 
にんにんパラダイス 其の二　パロディーアンソロジー 光彩書房 2003/9/26 
にんにんパラダイス 其の三　パロディーアンソロジー 光彩書房 2003/11/26 
ナルト忍法帖外伝 カカシ×イルカの巻 
ナルト忍法帖外伝 カカシ×イルカの巻　2 
小枕知寄 ふゅーじょんぷろだくと 2002/2/1 
ウズマキspirits 忍者コミックアンソロジー 光彩書房 2004/8/30 
くのいち椿・珍法帖＋ 水ようかん 三和コミックス 三和出版 2006/11/10 
乱飛乱外 1 田中ほさな シリウスコミックス 講談社 2006/3/23 
乱飛乱外 2 田中ほさな シリウスコミックス 講談社 2006/8/23 
乱飛乱外 3 田中ほさな シリウスコミックス 講談社 2007/2/23


