
ブックパス　iOS　主な配信タイトル （2013年3月4日時点）
ジャンル タイトル 出版社 著者 読み放題対象 読み放題巻数

コミック SPEC THE4コマ TBS 稜之大介 ○ 1
コミック 白戸修の事件簿～ツール＆ストール～ TBS 大倉崇裕|うすねちぐさ ○ 1
コミック テルマエ・ロマエ　 エンターブレイン ヤマザキマリ
コミック グレウサ グレウサ制作委員会 はしあさこ ○ 6
コミック サラリーマン金太郎 サード・ライン 本宮ひろ志
コミック お水の花道 ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス理花|城戸口靜 ○ 1
コミック ひみつのアッコちゃん ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス赤塚不二夫 ○ 1
コミック 天才バカボン ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス赤塚不二夫 ○ 1
コミック インパクト パーゴルフ 坂田信弘|竜崎遼児 ○ 15
コミック 動物のお医者さん 白泉社 佐々木倫子
コミック アトランティス騎士団 フェアベル いがらしゆみこ ○ 1
コミック アカギ フクモトプロダクション 福本伸行 ○ 1
コミック 賭博黙示録　カイジ フクモトプロダクション 福本伸行 ○ 1
コミック 数学ガール　フェルマーの最終定理 メディアファクトリー 春日旬
コミック ゴルゴ13 リイド社 さいとう・たかを
コミック 交響詩篇エウレカセブン 角川書店 片岡人生、近藤一馬|BONES
コミック 黒鷺死体宅配便 角川書店 山崎峰水|大塚英志
コミック 新世紀エヴァンゲリオン 角川書店 貞本義行|カラー・GAINAX
コミック 大東京トイボックス 幻冬舎コミックス うめ ○ 1
コミック 天才ファミリー・カンパニー 幻冬舎コミックス 二ノ宮知子 ○ 1
コミック Ｌ・ＤＫ 講談社 渡辺あゆ
コミック グラゼニ 講談社 森高夕次|アダチケイジ
コミック ちはやふる 講談社 末次由紀
コミック となりの怪物くん 講談社 ろびこ
コミック ましろのおと 講談社 羅川真里茂
コミック 宇宙兄弟 講談社 小山宙哉
コミック 進撃の巨人 講談社 諫山創
コミック 聖☆おにいさん　ＳＡＩＮＴ☆ＹＯＵＮＧ　ＭＥＮ 講談社 中村光
コミック ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ 講談社 真島ヒロ
コミック みなみけ 講談社 桜場コハル
コミック ＡＫＢ４９～恋愛禁止条例～ 講談社 元麻布ファクトリー|宮島礼吏|高橋ヒサシ 
コミック 山賊ダイアリー　リアル猟師奮闘記 講談社 岡本健太郎
コミック ましろのおと 講談社 羅川真里茂
コミック 好きっていいなよ。 講談社 葉月かなえ
コミック これは恋のはなし 講談社 チカ
コミック 静かなるドン 実業之日本社 新田たつお ○ 5
コミック 陽だまりの樹 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 1
コミック ブッダ 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 14
コミック ブラック・ジャック 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 22
コミック リボンの騎士 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 3
コミック 火の鳥 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 16
コミック 鉄腕アトム 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 18
コミック ジャングル大帝 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 3
コミック どろろ 手塚プロダクション 手塚治虫 ○ 4
コミック BLEACH 集英社 久保帯人
コミック DRAGON BALL 集英社 鳥山明
コミック JIN-仁- 集英社 村上もとか
コミック NANA―ナナ― 集英社 矢沢あい
コミック NARUTO―ナルト― 集英社 岸本斉史
コミック ONE PIECE 集英社 尾田栄一郎
コミック キャプテン翼 集英社 高橋陽一
コミック キン肉マン 集英社 ゆでたまご
コミック こちら葛飾区亀有公園前派出所 集英社 秋本治
コミック ジョジョの奇妙な冒険 集英社 荒木飛呂彦
コミック トリコ 集英社 島袋光年
コミック バクマン。 集英社 大場つぐみ|小畑健
コミック るろうに剣心―明治剣客浪漫譚― 集英社 和月伸宏
コミック 銀魂 集英社 空知英秋
コミック 君に届け リマスター版 集英社 椎名軽穂
コミック 黒子のバスケ 集英社 藤巻忠俊
コミック 姫ちゃんのリボン 集英社 水沢めぐみ
コミック BANANA FISH 小学館 吉田秋生
コミック MAJOR 小学館 満田拓也
コミック あずみ 小学館 小山ゆう
コミック はぴまり～Happy Marriage！？～ 小学館 円城寺マキ
コミック め組の大吾 小学館 曽田正人
コミック 闇金ウシジマくん 小学館 真鍋昌平
コミック 医龍 小学館 乃木坂太郎|永井明
コミック 黄昏流星群 小学館 弘兼憲史
コミック 今日、恋をはじめます 小学館 水波風南
コミック 焼きたて！！ジャぱん 小学館 橋口たかし
コミック 信長協奏曲 小学館 石井あゆみ
コミック 絶対可憐チルドレン 小学館 椎名高志
コミック 美味しんぼ 小学館 花咲アキラ|雁屋哲
コミック 僕等がいた 小学館 小畑友紀
コミック 名探偵コナン 小学館 青山剛昌
コミック 包丁人味平 Ryupro ビッグ錠|牛次郎 ○ 23
コミック ＢＡＤＢＯＹＳ 少年画報社 田中宏 ○ 3
コミック ＨＥＬＬＳＩＮＧ 少年画報社 宮尾岳 ○ 1
コミック ＱＰ 少年画報社 高橋ヒロシ ○ 3
コミック それでも町は廻っている 少年画報社 石黒正数 ○ 2
コミック 並木橋通りアオバ自転車店 少年画報社 宮尾岳 ○ 3
コミック Paradise Kiss 祥伝社 矢沢あい ○ 1
コミック うさぎドロップ 祥伝社 宇仁田ゆみ ○ 1
コミック ハッピー・マニア 祥伝社 安野モヨコ ○ 1
コミック モンキー・パトロール 祥伝社 有間しのぶ ○ 1
コミック 夏雪ランデブー 祥伝社 河内遙 ○ 1
コミック雑誌 ＦＥＥＬ　ＹＯＵＮＧ 祥伝社 フィール・ヤング編集部 ○ 1
コミック ポヨポヨ観察日記 竹書房 樹るう ○ 6
コミック コボちゃん 読売新聞社 植田まさし ○ 4
コミック ザ・シェフ新章 日本文芸社 剣名舞|加藤唯史 ○ 1
コミック ミナミの帝王 日本文芸社 天王寺大|郷力也 ○ 1
コミック 火災調査官　紅蓮次郎 日本文芸社 鍋島雅治|田中つかさ ○ 1
コミック 銀牙伝説ウィード 日本文芸社 高橋よしひろ ○ 1
コミック 土竜の剣 日本文芸社 狩野梓|かわのいちろう ○ 1
コミック 生徒会の一存 富士見書房 １０mo｜葵せきな｜狗神煌
コミック 伝説の勇者の伝説 富士見書房 長蔵ヒロコ|鏡貴也|とよた瑣織
コミック だめんず・うぉ～か～ 扶桑社 倉田真由美 ○ 3
コミック さよならドビュッシー 宝島ワンダーネット 中山七里|相楽ひまり ○ 1
雑誌 ELLE girl ハースト婦人画報社 ELLE girl編集部 ○ 1
写真集 magnetic G　熊田曜子vol.1 magnetic G 熊田曜子 ○ 1
写真集 magnetic G　今野杏南vol.1 magnetic G 今野杏南 ○ 1
写真集 吉木りさ★グラビア写真集 Sweet Lemon SmartEbook.com 吉木りさ ○ 1
写真集 芹那写真集「PURE WHITE」 SmartEbook.com 芹那 ○ 1
写真集 杉原杏璃★グラビア写真集 杏rich SmartEbook.com 杉原杏璃 ○ 1
写真集 南明奈　写真集「アッチーナＶｅｒ．１」 メディアシーク/SmartEbook.com 南明奈 ○ 1
写真集 浜田翔子　写真集「ハマ☆トラ～もりあがりましょーこ」メディアシーク/SmartEbook.com 浜田翔子 ○ 1

※順不同
※変更になる場合があります。


