
古本屋めぐりのための 狩撫麻礼原作単行本 不完全チェックリスト ver.20190310
表紙に狩撫麻礼（とその別名）がクレジットされている単行本のみ、ただしコンビニ廉価版は含んでいません。狩撫麻礼さん著作の蔵書整理などにもお役立てください。

書名 原作名義 作画 出版社 刊行年 巻数 判型 備考 所蔵チェックリスト

エイント・チャウ 狩撫麻礼 弘兼憲史 双葉社 1980 1 四六 ①

けものへん 狩撫麻礼 神田たけ志 芳文社 1981 2 四六 ①②

ファイター 狩撫麻礼 園田光慶 廣済堂出版 1981 1 四六 ①

青の戦士 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 1982 1 A5 ①

青の戦士 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 1998 1 文庫 ①

LIVE! オデッセイ 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 1982 3 四六 ①②③

LIVE! オデッセイ 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 1987 2 四六 新装版 side A/B ⒶⒷ
LIVE! オデッセイ 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 1998 2 文庫 ①②

ナックル・ウォーズ 狩撫麻礼 谷口ジロー 秋田書店 1983 3 四六 ①②③

ナックル・ウォーズ 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 1988 2 A5 新装版 ①②

ナックル・ウォーズ 狩撫麻礼 谷口ジロー 双葉社 2000 2 文庫 ①②

ライブマシーン 狩撫麻礼 松森正 双葉社 1983 2 四六 ①②

ライブマシーン 狩撫麻礼 松森正 双葉社 1990 2 A5 新装版 ①②

ライブマシーン 狩撫麻礼 松森正 双葉社 2000 2 文庫 ①②

ラスタ牌 狩撫麻礼 守村大 竹書房 1983 1 A5 ①

ルード戦士 ラスタパイ 狩撫麻礼 守村大 双葉社 1986 2 四六 ①②

B 狩撫麻礼 平野仁 双葉社 1984 2 四六 ①②

ハード＆ルーズ 狩撫麻礼 かわぐちかいじ 双葉社 1984 7 四六 ①②③④⑤⑥⑦

ハード＆ルーズ 狩撫麻礼 かわぐちかいじ 双葉社 1993 7 四六 新装版 ①②③④⑤⑥⑦

ハード＆ルーズ 狩撫麻礼 かわぐちかいじ 世界文化社 1999 4 A5 新々装版 ①②③④

唇にブルース・ハープ 狩撫麻礼 中村真理子 スタジオシップ 1984 1 四六 ①

ルード・ボーイ 狩撫麻礼 谷口ジロー 秋田書店 1984 1 四六 ①

BATTLE KIDS バトルキッズ 狩撫麻礼 東本昌平 双葉社 1985 2 四六 ①②

淑女たち 狩撫麻礼 中村真理子 スタジオシップ 1985 1 四六 ①

POWER FOOL パワー・フール 狩撫麻礼 守村大 講談社 1985 1 四六 ①

days 時の満ちる 狩撫麻礼 中村真理子 スタジオシップ 1985 2 四六 ①②

DAYS デイズ 時の満ちる 狩撫麻礼 中村真理子 ワニブックス 1992 2 四六 新装版 ①②

days 時の満ちる 狩撫麻礼 中村真理子 ホーム社 2000 2 文庫 ①②

迷走王ボーダー 狩撫麻礼 たなか亜希夫 双葉社 1986 14 四六 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

迷走王ボーダー 狩撫麻礼 たなか亜希夫 双葉社 2002 6 四六 新装版 ①②③④⑤⑥

迷走王ボーダー 狩撫麻礼 たなか亜希夫 双葉社 2008 8 文庫 ①②③④⑤⑥⑦⑧

ア・ホーマンス 狩撫麻礼 たなか亜希夫 双葉社 1986 1 A5 ①

バッドブラッド 狩撫麻礼 松森正 徳間書店 1988 1 四六 ①

バッドブラッド 狩撫麻礼 松森正 さくら出版 1999 1 四六 新装版 ①

マニュアル　磁界告知 狩撫麻礼 谷村ひとし 徳間書店 1989 2 四六 ①②

天使派リョウ 狩撫麻礼 中村真理子 小学館 1990 10 四六 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

天使派リョウ 狩撫麻礼 中村真理子 小学館 2011 6 文庫 ①②③④⑤⑥

至近未来実話リアル 狩撫麻礼 本沢たつや スコラ 1990 1 四六 ①



サード・ギア 狩撫麻礼 本そういち 双葉社 1991 1 A5 ①

BOX 暗い箱 狩撫麻礼 池上遼一 小学館 1991 1 四六 ①

BOX 暗い箱 狩撫麻礼 池上遼一 メディアファクトリー 2006 1 文庫 ①

エッヂ 狩撫麻礼 田村信 主婦と生活社 1991 2 四六 ①②

チャージ 狩撫麻礼 やまだないと ワニブックス 1992 2 四六 ①②

ギィルティ 狩撫麻礼 中村真理子 小学館 1993 3 四六 ①②③

平成地獄ブラザーズ ハード・コア 狩撫麻礼 いましろたかし 秋田書店 1993 1 四六 ①

平成地獄ブラザーズ ハード・コア 狩撫麻礼 いましろたかし エンターブレイン 2000 2 A5 新装版 上/下 ㊤㊦

ハード・コア 平成地獄ブラザーズ 狩撫麻礼 いましろたかし KADOKAWA 2017 4 四六 新々装版 ①②③④

タコポン 狩撫麻礼 いましろたかし 双葉社 1995 8 四六 ①②③④⑤⑥⑦⑧

タコポン 狩撫麻礼 いましろたかし エンターブレイン 2003 2 四六 新装版 上/下 ㊤㊦

少女・ネム カリブ・マーレイ 木崎ひろすけ アスキー 1997 1 四六 ①

少女・ネム カリブ・マーレイ 木崎ひろすけ エンターブレイン 2001 1 A5 増補版 ①

よっ相棒 赤松文彦 St.マーチン 実業之日本社 1997 4 四六 ①②③④

ルーズ戦記オールド・ボーイ 土屋ガロン 峰岸信明 双葉社 1997 8 四六 ①②③④⑤⑥⑦⑧

ルーズ戦記オールド・ボーイ 土屋ガロン 峰岸信明 双葉社 2007 5 文庫 ①②③④⑤

ルーズ戦記オールド・ボーイ 土屋ガロン 峰岸信明 双葉社 2014 8 四六 新装版 ①②③④⑤⑥⑦⑧

青春牌団 塚本JOY 桑沢アツオ 竹書房 1998 1 四六 ①

殺気ゆえ 不動チカラ 木村直巳 竹書房 1998 2 四六 上/下 ㊤㊦

狩撫麻礼作品集 カリブソング 狩撫麻礼 ↓ アスペクト 1999 2 A5 side A/B ⒶⒷ
(SIDE A) 大友克洋、かわぐちかいじ、谷口ジロー、守村大、いましろたかし (SIDE B) 松本大洋、森園みるく、カネコアツシ、やまだないと

湯けむりスナイパー ひじかた憂峰 松森正 実業之日本社 1999 16 四六 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

オトナの漫画 ダークマスター 泉晴紀 エンターブレイン 2002 1 A5 ①

ダークマスター オトナの漫画 狩撫麻礼 泉晴紀 KADOKAWA 2018 1 四六 完全版 ①

快男子SANIWA 土屋ガロン ふんわり 双葉社 2005 2 四六 ①②

Astral Project 月の光 marginal 竹谷州史 エンターブレイン 2006 4 四六 ①②③④

湯けむりスナイパーPARTⅡ 花鳥風月編 ひじかた憂峰 松森正 実業之日本社 2006 2 四六 ①②

愛さずにいられない ひじかた憂峰 松久由宇 芳文社 2007 1 四六 ①

奇跡のヒト 土屋ガロン 張慶二郎 新潮社 2008 5 四六 ①②③④⑤

湯けむりスナイパーPARTⅢ ひじかた憂峰 松森正 実業之日本社 2009 3 四六 ①②③

リバースエッジ 大川端探偵社 ひじかた憂峰 たなか亜希夫 日本文芸社 2009 9 四六 2019/04 10巻予定①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

ネオ・ボーダー ひじかた憂峰 たなか亜希夫 双葉社 2012 3 四六 ①②③

カリブsong 狩撫麻礼作品集 狩撫麻礼 岡崎京子、やまだないと 双葉社 2014 1 A5 ①

サウダージ カリブsong 田辺剛 KADOKAWA 2015 1 四六 ①

ワルキューレ 土屋ガロン 泉晴紀 KADOKAWA 2015 1 四六 ①

3ツのお願い 狩撫麻礼 カネコアツシ KADOKAWA 2018 1 四六 ①

ロンリネス 狩撫麻礼 仲能健児 KADOKAWA 2018 2 四六 上/下 ㊤㊦

狩撫麻礼ファンサイト「ツキノウタゲ」http://caribumarley.web.fc2.com 掲載の情報を基に作成しました


