
ブックパス　読み放題プラン　主な対象タイトル （2012年12月3日時点）
タイトル 出版社 著者 ジャンル

幕張 1巻 HS 木多康昭 コミック

学研まんが日本の歴史 1 日本のあけぼの　原始時代 学研 樋口清之|伊東章夫 コミック

ぎゃる侍　1巻 角川春樹事務所 末松正博|山口白桐 コミック

グレウサ 1～6巻 グレウサ制作委員会 はしあさこ コミック

Ｍ－エム－ 1巻 幻冬舎コミックス 新井理恵 コミック

大東京トイボックス 1巻 幻冬舎コミックス うめ コミック

天才ファミリー・カンパニー 1巻 幻冬舎コミックス 二ノ宮知子 コミック

お金がないっ  1巻 幻冬舎コミックス 香坂透|篠崎一夜 コミック

うさぎドロップ 1巻 祥伝社 宇仁田ゆみ コミック

夏雪ランデブー　 1巻 祥伝社 河内遙 コミック

Paradise Kiss 1巻 祥伝社 矢沢あい コミック

花のあすか組！1～3巻 祥伝社 高口里純 コミック

ＦＥＥＬ　ＹＯＵＮＧ　2012年12月号 祥伝社 フィール・ヤング編集部 コミック雑誌

ＢＡＤＢＯＹＳ　1～3巻 少年画報社 田中宏 コミック

ＱＰ 1～3巻 少年画報社 高橋ヒロシ コミック

それでも町は廻っている　1～2巻 少年画報社 石黒正数 コミック

並木橋通りアオバ自転車店 1～3巻 少年画報社 宮尾岳 コミック

お水の花道　1巻 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 コミック

Cat Shit One　Vol．1 ソフトバンククリエイティブ 小林源文 コミック

火の鳥 1～16巻 手塚プロダクション 手塚治虫 コミック

ブッダ　1～14巻 手塚プロダクション 手塚治虫 コミック

ブラック・ジャック 1～22巻 手塚プロダクション 手塚治虫 コミック

鉄腕アトム 1～18巻 手塚プロダクション 手塚治虫 コミック

リボンの騎士 1～3巻 手塚プロダクション 手塚治虫 コミック

ミナミの帝王　1巻 日本文芸社 天王寺大|郷力也 コミック

銀牙伝説ウィード　1巻 日本文芸社 高橋よしひろ コミック

ザ・シェフ新章　1巻 日本文芸社 剣名舞|加藤唯史 コミック

火災調査官　紅蓮次郎　FILE１ 日本文芸社 鍋島雅治|田中つかさ コミック

土竜の剣　1巻 日本文芸社 狩野梓|かわのいちろう コミック

ベルサイユのばら　1巻 フェアベル 池田理代子 コミック

賭博黙示録　カイジ　1巻 フクモトプロダクション 福本伸行 コミック

アカギ　1巻 フクモトプロダクション 福本伸行 コミック

だめんず・うぉ～か～　1～3巻 扶桑社 倉田真由美 コミック

オールド・ボーイ　1巻 双葉社 土屋ガロン|嶺岸信明 コミック

鈴木先生　1巻 双葉社 武富健治 コミック

王様ゲーム　1巻 双葉社 金沢伸明|連打一人 コミック

走馬灯株式会社　1巻 双葉社 菅原敬太 コミック

ゴルゴ13　1～3巻 リイド社 さいとう・たかを コミック

ワイド版鬼平犯科帳　1～3巻 リイド社 さいとう・たかを｜池波正太郎 コミック

ミニスカ宇宙海賊 1巻 朝日新聞出版 笹本祐一 小説

吸血鬼ハンター1　吸血鬼ハンター“D” 朝日新聞出版 菊地秀行 小説

龍馬伝 I ＮＨＫ出版 福田靖|青木邦子 小説

NHK連続テレビ小説　カーネーション　上巻 ＮＨＫ出版 渡辺あや|豊田美加 小説

平　清盛　1巻 ＮＨＫ出版 藤本有紀|青木邦子 小説

ＮＨＫ連続テレビ小説　梅ちゃん先生　上巻 ＮＨＫ出版 尾崎将也|蒔田陽平 小説

戦国の勇者1　真田軍団強襲す！ 学研 津野田幸作 小説

神曲奏界ポリフォニカ　エターナル・ホワイト ソフトバンククリエイティブ 高殿円|きなこひろ 小説

スカーレット・ウィザード　1巻 中央公論新社 茅田砂胡 小説

放浪の戦士　デルフィニア戦記1 中央公論新社 茅田砂胡 小説

青空の卵　ひきこもり探偵シリーズ1 東京創元社 坂木司 小説

がんばっていきまっしょい マガジンハウス 敷村良子 小説

LOVE！SPAM 近代美術 100シリーズ出版プロジェクト 実用書

沖縄ゴーヤーレシピ 近代美術 100シリーズ出版プロジェクト 実用書

眺めもおいしいお店１００ 近代美術 100シリーズ出版プロジェクト 実用書

沖縄DEE級読本 近代美術 101シリーズ出版プロジェクト 実用書

「有名人になる」ということ ディスカヴァー・トゥエンティワン 勝間和代 実用書

恋愛成就寺 ディスカヴァー・トゥエンティワン 小池龍之介 実用書

年収２００万円からの貯金生活宣言 ディスカヴァー・トゥエンティワン 横山光昭 実用書

99％の人がしていないたった1％の仕事のコツ ディスカヴァー・トゥエンティワン 河野英太郎 実用書

「１秒！」で財務諸表を読む方法[実践編] 東洋経済新報社 小宮一慶 実用書

「非」常識の経営 東洋経済新報社 吉原英樹|安室憲一|金井一頼 実用書

30代で年収3000万円を実現した300人に聞いた！　稼げる人　稼げない人 東洋経済新報社 竹内正浩 実用書

ロジカル・シンキング 論理的な思考と構成のスキル 東洋経済新報社 照屋花子、岡田恵子 実用書

江戸前鮨　仕入覚え書き（増補版） ハースト婦人画報社 長山一夫 実用書

いつかは泊まってみたい！　「名旅館」全国75軒 ハースト婦人画報社 婦人画報編集部 実用書

京都でしか買えません！　京都「味」土産 ハースト婦人画報社 婦人画報編集部 実用書

伝える力 PHP研究所 池上彰 実用書

スティーブ・ジョブズ名語録 PHP研究所 桑原晃弥 実用書

365日誕生日別運命事典 PHP研究所 ムッシュムラセ 実用書

一日7秒で腹は凹む 扶桑社 蓮水カノン 実用書

イヌの気持ちがおもしろいほどわかる本 扶桑社 イヌとの暮らしを楽しむ会 実用書

ネコの気持ちがおもしろいほどわかる本 扶桑社 ネコとの暮らしを楽しむ会 実用書

京都定番　カフェの本 マガジンハウス マガジンハウス 実用書

超・四柱推命　西新宿の母が占う、あなたの“人格” マガジンハウス 真如雅子 実用書

「未来ノート」で道は開ける！ マガジンハウス 渡邉幸義 実用書

大人が読む残酷なファンタジー　原典『日本昔ばなし』――〈ピンチを救う！　運命の導き〉編 三笠書房 由良弥生 実用書

「捨てる」だけダイエット 三笠書房 小林光恵 実用書

沖縄・宮古のことわざ おきなわ文庫 佐渡山正吉 エッセイ

西表島に生きる―おばあちゃんの自然生活誌― おきなわ文庫 山田雪子|安渓貴子|安渓遊地 エッセイ

家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 PHP研究所 Ｋ．Ｋａｊｕｎｓｋｙ|ｉｃｈｉｄａ エッセイ

コアラ坂 PHP研究所 ドアラ エッセイ

プロジェクトX　挑戦者たち　復活への舞台裏　執念が生んだ新幹線老友90歳・飛行機が姿を変えた ＮＨＫ出版 NHK「プロジェクトX」制作班 ノンフィクション

プロジェクトＸ　挑戦者たち　熱き心、炎のごとく  史上最大の集金作戦 広島カープ市民とナインの熱い日々 ＮＨＫ出版 NHK「プロジェクトX」制作班 ノンフィクション

HIDE AND SEEK  FBI暗号解読捜査官の憂鬱(WIRED Single Stories 001) コンデナスト・ジャパン ユディジット・バッタチャルジー ノンフィクション

LOADED  幻の麻薬潜水艦を追え！(WIRED Single Stories 005) コンデナスト・ジャパン ジム・ポプキン ノンフィクション

必撮！まるごと☆安めぐみ キントーンジャパン 安めぐみ 写真集

必撮！まるごと☆優木まおみ キントーンジャパン 優木まおみ 写真集

必撮！まるごと☆谷桃子 キントーンジャパン 谷桃子 写真集

FRESH　 集英社（週刊プレイボーイ） 磯山さやか 写真集

激怒の理由　 集英社（週刊プレイボーイ） 吉木りさ 写真集

究極のアダルト　 集英社（週刊プレイボーイ） 杉原杏璃 写真集

官能的ボディフォルム 集英社（週刊プレイボーイ） 原幹恵 写真集

北の国から愛をこめて 集英社（週刊プレイボーイ） 杉本有美 写真集

芹那写真集「ＰＵＲＥ　ＷＨＩＴＥ」 SmartEbook.com 芹那 写真集

※順不同　※読み放題タイトルは変更となる場合があります。


