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概要
大人気ダークファンタジー 第14弾！
森の奥にひっそりと佇むチョコレート店、「ショコラ・ノワール」。こ

ショコラの魔法~melty night~ (ちゃおホラーコミックス)」を図書館から検索。カーリルは複数の図書館
からまとめて蔵書検索ができるサービスです。
2016年4月27日 . 森の奥にひっそりと佇むチョコレート店、「ショコラ・ノワール」。このお店のショコラティ

エ・哀川ショコラの作るのは、人々の願いを叶えるチョコレート。ただし、願いを叶える代償は、その人
の“一番大切ななにか”…。 今回も、ショコラのもとにはたくさんのお客様がご来店。彼女のもとを訪
れる、悩める少女たちの運命は…？ 甘くて苦い、ミステリアスストーリー第１４弾です！！ コミックス
でしか読めない描きおろしページも収録しており、読み応えある１冊となっています。
ショコラの魔法～パーフェクトコレクション～の本の通販、みづほ梨乃の本の情報。未来屋書店が運
営する本の通販サイトmibonでタイトルを購入すれば、ポイントが貯まります。本の通販 mibonでは
コミック・ゲームの本 新刊・既刊や雑誌など約250万冊の本が購入できます。未来屋書店店頭と本
の通販サイトの売上ランキングや、検索本ランキング、本のレーベル、人気著者の本など、本と雑誌
の購入に役立つ豊富な情報を提供しています。
High quality images of ショコラの魔法. See in original large size! Easy to see and comfortable to

search more images.
Découvrez Nekomura-san, Tome 6, de Yoriko Hoshi sur Booknode, la communauté du livre.
ショコラの魔法（１３）～melty night～ (ちゃおコミックス). ショコラの魔法（１３）～melty night～ (ちゃ
おコ… みづほ梨乃. 登録. 0. ショコラの魔法（１） (ちゃおコミックス) · みづほ梨乃. 登録. 1. ショコラ
の魔法（３）～creamy sugar～ (ちゃおコミックス). ショコラの魔法（３）～creamy sugar～ (ちゃお
コ… みづほ梨乃. 登録. 0. ショコラの魔法（１４）～nutty carnival～ (ちゃおコミックス). ショコラの魔
法（１４）～nutty carnival～ (ち… みづほ梨乃. 登録. 0. ショコラの魔法~パーフェクトコレクション~
(ちゃおホラーコミックス). ショコラの.
2016年4月1日 . 04/27, 12歳。9 (ちゃおフラワーコミックス), まいた 菜穂, 書籍 · Kindle. 04/27, セン
セイには恋しない!? 1 (ちゃおコミックス), 森田 ゆき, 書籍 · Kindle. 04/27, ショコラの魔法~nutty
carnival~ (ちゃおホラーコミックス), みづほ 梨乃, 書籍 · Kindle. 04/27, 恋して!るなKISS 4 (ちゃお
コミックス), 中原 杏, 書籍 · Kindle. 04/27, 仮面の忍者赤影 下 (My First WIDE), 横山光輝, 書
籍. 04/27, ラーメン発見伝 2 (My First WIDE), 河合単 久部緑郎, 書籍. 04/27, ×一ー愛を探し
てー 1 (My First WIDE), 国友やすゆき.
7. Magic ~ guilty crunch ~ Chocolat (Chao Horror Comics) (2012) ISBN: 4091345689
[Japanese Import] by Rino Mizuho; (August 1, 2012). More Buying Choices - Comic. 5 New
from $16.15 · 12 Used from $4.12. Book 7 of 15. See more information.
森の奥にひっそりと佇むチョコレート店、「ショコラ・ノワール」。このお店のショコラティエ・哀川ショコラの
作るのは、人々の願いを叶えるチョコレート。
漫画. ときめき新生活ごはん お引っ越し&新家電 (ぐる漫). 少年画報社. きのした きのこ、芋畑 サ
リー、キタキ 滝、高倉 あつこ、間口 まき、千岡 ななえ、矢直 ちなみ、桑佳 あさ、久保田 順子、青
井 とと、おーた まり、福丸 やすこ、丸山 いくら、袴田 めら、. 漫画. 遊・戯・王ARC-V 1 (ジャンプコ
ミックス). 集英社. 三好 直人. 漫画. 7thGARDEN 5 (ジャンプコミックス). 集英社. 泉 光. 漫画.
ONE PIECE 81 (ジャンプコミックス). 集英社. 尾田 栄一郎. 漫画. μ&i 6 (ジャンプコミックス). 集英
社. きただ りょうま. 漫画. とんかつDJアゲ.
2016年4月2日 . 世界中で愛され続けるちゃおホラーコミックス！ 今回はその一部がシンガポールか
ら届いたので紹介 . 帯の世界” 番外編(小説版). 2016-01-17 21:19:21 テーマ：ちゃおホラー. ちゃお
ホラーコミックス ”帯の世界” 番外編 (小学館ジュニア文庫 & ちゃおノベルズ編). こちら魔王110
番！ / 五嶋りっか. {FCFC1F38-6E3D-4642-8D8B-6B10A6FC6BF2}. ショコラの魔法 ダックワーズ
ショコラ 記憶の迷路 / 穂積りく ... ショコラの魔法～nutty carnival～ (2016.5.2) 【もりちかこ】 禁歌
(2014.6.4) 【アンソロジー】
2013年6月7日 . この記事に対して1件のコメントがあります。コメントは「ショコラの魔法~ice
shadow~ (フラワーコミックス) 発売日 - ショコラの魔法~ice shadow~ (フラワーコミックス)の発売日は
2013年07月26日の予定です。ベルアラートにアラ.」です。
出版社内容情報. 大人気ダークファンタジー 第14弾！ 森の奥にひっそりと佇むチョコレート店、「ショ
コラ・ノワール」。このお店のショコラティエ・哀川ショコラの作るのは、人々の願いを叶えるチョコレート。
ただし、願いを叶える代償は、その人の“一番大切ななにか”…。 今回も、ショコラのもとにはたくさん
のお客様がご来店。 彼女のもとを訪れる、悩める少女たちの運命は…？ 甘くて苦い、ミステリアス

ストーリー第14弾です！！ コミックスでしか読めない描きおろしページも収録しており、読み応えある
1冊となっています。
Item Description. [ Translate ] 著：みづほ梨乃出版社：小学館発行年月：2016年04月シリーズ
名等：ちゃおホラーコミックスキーワード：漫画 マンガ まんが. Inventory information. Inventory
status. Recommended Items. 〔予約〕キングダム ４９/原泰久. 555 yen (US$5.11). 進撃の巨人 ２
４/諫山創. 463 yen (US$4.26). 漫画君たちはどう生きるか/吉野源三郎/羽賀翔一. 1,404 yen
(US$12.92). 〔予約〕東京喰種：re １４/石田スイ. 555 yen (US$5.11). ジョジョリオン ジョジョの奇妙
な冒険 Part８ volume１７/荒木飛呂彦.
ショコラの魔法 みづほ梨乃 小学館 ちゃおホラーコミック | アニメ . ショコラの魔法 -プレミアムコレクショ
ン-ちゃおコミックス : みづほ . ショコラの魔法 みづほ梨乃 小学館 ちゃおホラーコミック ＜ アニメ/コミッ
ク/キャラクターの. ショコラの魔法 みづほ梨乃 小学館 ちゃおホラーコミック | アニメ . 第1451回
2013.12.15（日）「ショコラの魔法でイケメンを演じているの . アニメ「ショコラの魔法」のビジュアル。
ショコラの魔法」アニメ化、ちゃお付録のDVDに収録 | ニコニコニュース. ショコラの魔法～ｎｕｔｔｙ ｃａｒ
ｎｉｖａｌ～. ショコラの魔法.
Amazonでみづほ 梨乃のショコラの魔法~odd cake~ (ちゃおホラーコミックス)。アマゾンならポイント還
元本が多数。みづほ 梨乃作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またショコラの魔
法~odd cake~ (ちゃおホラーコミックス)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。 . ショコラの魔法
~odd cake~ (ちゃおホラーコミックス). +. ショコラの魔法~nutty carnival~ (ちゃおホラーコミックス). +.
ショコラの魔法~melty night~ (ちゃおホラーコミックス). 総額: ￥1,389. ポイントの合計: 32pt (2%). 3
点ともカートに入れる.
2016年6月20日 . ショコラの魔法~nutty carnival~ (ちゃおホラーコミックス) みづほ 梨乃

https://www.amazon.co.jp/dp/4091383262/ref=cm_sw_r_tw_dp_aVJzxbEKHR1RZ…
@amazonJPさんから もうすでに１３巻か……息切れは感じるけど、マンネリ感は意外とないしやっぱ
人気あるのかな？ posted at 15:30:18. 6月19日 · @CLONE_P0806 · もするさU(๑ Ò ㅅ
Ó)U@CLONE_P0806. ふと思うんだけど「少女漫画読んでる男」に過剰反応する女って、そんな物
が壊滅してしまっている今では少女漫画読んでる男の.
ショコラの魔法（１３）～melty night～ (ちゃおコミックス). ショコラの魔法（１３）～melty night～ (ちゃ
おコ… みづほ梨乃. 登録. 0. ショコラの魔法（１） (ちゃおコミックス) · みづほ梨乃. 登録. 1. ショコラ
の魔法（３）～creamy sugar～ (ちゃおコミックス). ショコラの魔法（３）～creamy sugar～ (ちゃお
コ… みづほ梨乃. 登録. 0. ショコラの魔法（１４）～nutty carnival～ (ちゃおコミックス). ショコラの魔
法（１４）～nutty carnival～ (ち… みづほ梨乃. 登録. 0. ショコラの魔法~パーフェクトコレクション~
(ちゃおホラーコミックス). ショコラの.
ショコラの魔法~nutty carnival~ (ちゃおホラーコミックス). ASIN:4091383262; 商品名:ショコラの魔法
~nutty carnival~ (ちゃおホラーコミックス); 著者：みづほ 梨乃; 販売元:小学館; 発売日:2016-0427; 価格:￥ 463 （税込）; 中古:￥ 1 （税込）; 関連するランキング：. コミック · 小学館.
ショコラの魔法（１４）～nutty carnival～ など電子書籍を読むならニコニコ書籍。漫画、ラノベ、小
説などがスマホで今すぐ読める！

12 Results . Visit Amazon.co.uk's Rino Mizuho Page and shop for all Rino Mizuho books.
Check out pictures, bibliography, and biography of Rino Mizuho.
ショコラの魔法 の価格比較 | 格安 | 激安 | 最安値価格。通販・ショッピングをもっとお得に。
Amazon | Yahoo! | 楽天市場 | Qoo10 | LOHACO | ニッセン | 爽快ドラッグ | イトーヨーカドー | セブ
ンイレブンの商品を価格比較して、最安値で通販、お得にお買い物ができる価格比較サイト【最安
サーチ.com】
探偵ミーミのおしゃれ事件簿 1 (ちゃおコミックス) ふじた はすみ
http://www.amazon.co.jp/dp/409137526X/ref=cm_sw_r_pi_dp_.iLTvb18A74ZN. 恋するキッチ
ン! (ちゃおコミックス) 寺下 よこ http://www.amazon . ショコラの魔法~nutty carnival~ (ちゃおホラー
コミックス) みづほ 梨乃
http://www.amazon.co.jp/dp/4091383262/ref=cm_sw_r_pi_dp_nrGkxb0AK84YQ. 恋して!るな

KISS 3 (ちゃおコミックス) 中原 杏 http:/.
みづほ梨乃/著 ショコラの魔法～odd cake～ (ちゃおコミックス)をお届けします。みづほ梨乃/著 本/
雑誌は1000円以上送料無料、ポイント還元、初回仕様・限定盤の発売日お届けの通販サイト.
Amazonでみづほ 梨乃のショコラの魔法~nutty carnival~ (ちゃおホラーコミックス)。アマゾンならポイ
ント還元本が多数。みづほ 梨乃作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またショコラ
の魔法~nutty carnival~ (ちゃおホラーコミックス)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2017年9月15日 . ショコラの魔法。無料本・試し読みあり！願いのかなうチョコレート屋“ショコラ・ノ
ワール”へいらっしゃい。お店のショコラティエ・哀川ショコラが作るチョコレートは、食べた人の願いを叶
えてくれるの。ただしお代として、一番大切なものを渡さなければな…まんがをお得に買うなら、無料
で読むなら、品揃え世界最大級のまんが・電子書籍販売サイト「eBookJapan」！
Amazonでみづほ 梨乃のショコラの魔法~love flake~ (ちゃおホラーコミックス)。アマゾンならポイント
還元本が多数。みづほ 梨乃作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またショコラの
魔法~love flake~ (ちゃおホラーコミックス)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2016年5月6日 . みづほ梨乃先生「ショコラの魔法～nutty carnival～」. 今回も「ショコラ・ノワール」
に、願いを叶えたい訪問者が続々とやってくる――。 病で大好きな新体操を続けられなくなった希。
妹の奏が代わりに、新体操で力をメキメキとつけていくのを眺めている――。 そんな希が「ショコラ・ノ
ワール」を訪れて…？ 『ちゃおホラーDX』に掲載された、ショコラの子どものころの話も収録。 ショコラ
の世界がより深くわかっちゃうかも…！ 人間の欲望うずまく、ショコラシリーズ１４冊目！ 辻永ひつじ
先生「プリ❤パラ」１巻.
「梨乃」の最安値を徹底比較！！ヤフオク・メルカリ・楽天・Amazonなどオークションやフリマ、ショッ
ピングサイトの比較・検討してお買い物ができます。
ショコラの魔法（１４）～nutty carnival～,みづほ梨乃,マンガ,少女マンガ,小学館,森の奥にひっそりと
佇むチョコレート店、「ショコラ・ノワール」。このお店のショコラティエ・哀川ショコラの作るのは、人々の
願いを叶えるチョコレート。ただし、願いを叶える代償は、その人の“一番大切ななにか”…。 今回
も、ショコラのもとにはたくさんのお客様がご来店。 彼女のもとを訪れる、悩める少女たちの運命
は…？ 甘くて苦い、ミステリアスストーリー第14弾です！！ コミックスでしか読めない描きおろしペー
ジも収録しており、読み応えある1.
みづほ梨乃 漫画・コミック／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
12歳。～読書ノート～ [ちゃおノートブック] 紙書籍. 380円(+税). 小学館. 魔法少女パラケル 1 [マ
イクロマガジン☆コミックス] . 通りすがりの王子 [Eternity COMICS. 紙書籍. 640円(+税). アルファポ
リス. 社内で一番キケンな男とキスの味 [ショコラシュクレコミックス] . センセイには恋しない！？ 1
[ちゃおコミックス] 紙書籍. 429円(+税). 小学館. ショコラの魔法 nutty carnival [ちゃおホラーコミック
ス].
ショコラの魔法〜ｎｕｔｔｙ ｃａｒｎｉｖａｌ〜 （ちゃおホラーコミックス）/みづほ梨乃（女性向けコミック：ちゃお
ホラーコミックス） - 大人気ダークファンタジー 第14弾！ 森の奥にひっそりと佇むチョコレート店、「ショ
コラ・ノワール」。このお店のショコラティエ・哀川ショコラの作.紙の本の購入はhontoで。
ショコラの魔法(ちゃおホラーコミックス) . 単行本全巻ID, MMG000155310. 作品ID,
MMT000155310. 単行本全巻名, ショコラの魔法. 単行本全巻名 ヨミ, ショコラ ノ マホウ. 単行本
全巻名 追記, -. 単行本全巻名 追記 ヨミ, -. 単行本全巻名 別版表示, -. 単行本全巻数, 2.0.
責任表示, [著]みづほ梨乃. 作者・著者, -. 作者・著者 ヨミ, - . の魔法, love flake ／ The magic
of chocolate, -, ○, ○. ショコラの魔法, melty night ／ The magic of chocolate, -, ○. ショコラの魔
法, nutty carnival ／ The magic of chocolate, -, ○.
2009年7月1日 . ショコラの魔法～nutty carnival～ 14. 森の奥にひっそりと佇むチョコレート店、「ショ
コラ・ノワール」。このお店のショコラティエ・哀川ショコラの作るのは、人々の願いを叶えるチョコレート。
ただし、願いを叶える代償は、その人の“一番大切ななにか”…。今回も、ショコラのもとにはたくさん
のお客様がご来店。彼女のもとを訪れる、悩める少女たちの運命は…？甘くて苦い、ミステリアスス
トーリー第14弾です！！コミックスでしか読めない描きおろしページも収録しており、読み応えある1
冊となっています。

2016年10月31日 . 現在発刊されている１４冊のコミックスの中から作者が厳選した作品７本を収録
しています。 バレンタイン目前の女子ならではの悩みを描いた「ピュアハートチョコレート」や、 芸能一
家に育った女優の困難を描いた「パリブレスト」など、過去に人気のあった作品だけを集めました。 描
きおろしも充実していて、読み応えたっぷりの一冊です。 ショコラの魔法～ｏｄｄ ｃａｋｅ～. ショコラの
魔法～ｏｄｄ ｃａ… ショコラの魔法～パーフェクトコレクション～. ショコラの魔法～パーフェクト… ショ
コラの魔法～ｎｕｔｔｙ ｃａｒｎｉｖａｌ～.

Author Central. Helfen Sie uns Ihre Autorenseite zu verbessern. Sie können uns Daten zu
Ihrer Bibliografie, Bilder von sich oder Ihre Biografie schicken. › Erfahren Sie mehr darüber ·
ちゃおホラーベストセレクション ほんとうにこわい恋愛 (ちゃおコミックス). EUR 20,72. Comic. ショコラ
の魔法~nutty carnival~: ちゃおコミックス. EUR 10,53. Comic. ã‚·ãƒ§ã‚³ãƒ©ã®é”æ³•~. EUR 15,92.
Comic. ホラー傑作選 魔 (ちゃおコミックス). EUR 20,72. Comic. ショコラの魔法~knocking egg~
(ちゃおホラーコミックス).
Amazonでみづほ 梨乃のショコラの魔法~プレミアムコレクション~ (ちゃおホラーコミックス)。アマゾンな
らポイント還元本が多数。みづほ 梨乃作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また
ショコラの魔法~プレミアムコレクション~ (ちゃおホラーコミックス)もアマゾン配送商品なら通常配送無
料。
みづほ梨乃に関連した本. ショコラの魔法~odd cake~: ちゃおコミックス (ちゃおホラーコミックス) みづ
ほ梨乃 小学館; ショコラの魔法（１４）～nutty carnival～ (ちゃおコミックス) みづほ梨乃 小学館;
ショコラの魔法（９）～ice shadow～ (ちゃおコミックス) みづほ梨乃 小学館. >> 「みづほ梨乃」を解
説文に含む用語の一覧. >> 「みづほ梨乃」を含む用語の索引. みづほ梨乃のページへのリンク.
2016年4月24日 . 【週刊 マンガ・コミック発売案内】2016年4月24日号. 2016/04/24. おはようござい
ます。日曜日の朝をいかがお過ごしですか? ネット在庫ドットコムが 2016年 4月25日(月) 〜 2016年
5月 1日(日) に発売予定のマンガ雑誌とコミック・ラノベ・攻略本をお知らせします。 ─ お知らせ
──────────────────────────────── ※今週は29日(金) .. 小学館《ちゃおホ
ラーコミックス》 ショコラの魔法〜nutty carnival〜 ....... みづほ梨乃 463円 ○小学館《フラワーコミック
ス》
2016年10月31日 . v.1: ショコラの魔法 v.2: ショコラの魔法 ｂｉｔｔｅｒｓｗｅｅｔ v.3: ショコラの魔法 ｃｒｅａ
ｍｙ ｓｕｇａｒ v.4: ショコラの魔法 ｄａｒｋ ｓｐｉｃｅ v.5: ショコラの魔法 ｅｖｉｌ ｅｓｓｅｎｃｅ v.6: ショコラの魔
法 ｆｒｕｉｔｙ ｆｌａｖｏｒ v.7: ショコラの魔法 ｇｕｉｌｔｙ ｃｒｕｎｃｈ v.8: ショコラの魔法 ｈｏｎｅｙ ｂｌｏｏｄ v.9: ショ
コラの魔法 ｉｃｅ ｓｈａｄｏｗ v.10: ショコラの魔法 ｊｅｗｅｌ ｓｙｒｕｐ v.11: ショコラの魔法 ｋｎｏｃｋｉｎｇ ｅｇ
ｇ v.12: ショコラの魔法 ｌｏｖｅ ｆｌａｋｅ v.13: ショコラの魔法 ｍｅｌｔｙ ｎｉｇｈｔ v.14: ショコラの魔法 ｎｕｔｔｙ
ｃａｒｎｉｖａｌ. 小学館： ちゃおホラーコミックス
総合ﾗﾝｷﾝｸﾞへ · みづほ梨乃(著) 出版社名:小学館シリーズ名等:ちゃおホラーコミックス.
ISBN:9784091383266 発行年月:2016年04月. 支払い・配送時期について. 商品代金の支払い
時期や商品が配送される時期についての詳細情報 支払い・配送時期について詳細. ロットナン
バー. 241234505. P最大5倍☆モバイルブークスストア. 開催中のキャンペーン. LINE@限定クーポン
プレゼント！ P最大5倍☆モバイルブークスストア. お気に入りのお店に登録する. ログインまたは会員
登録. お気に入り登録をするためには、.
在庫あーる TOP >; 本 >; 恋して!るなKISS 3 (ちゃおコミックス)の購入、公式サイトはこちら. 恋し
て!るなKISS 3 (ちゃおコミックス). 参考価格（定価）, ¥463, 発売日, 2015年10月01日. カテゴリー,
本, メーカー. JAN, 9784091378835, ISBN, 4091378838, ASIN, 4091378838. ランキング, 145474
位, 最高, 4502位, 最低, 157478位. 商品概要. タグ ：: 恋して!るなKISS 3 · 2015年10月01日発
売 · 9784091378835. 新品. （Amazon）. ¥463. 出品者数. 3人. 過去最高値. 過去最安値.
¥463. ¥429. 最大出品者数. 最小出品者.
ショコラの魔法～odd cake～ ちゃおコミックス, ショコラの魔法～nutty carnival～ ちゃおコミックス,
ショコラの魔法～プレミアムコレクション～ ちゃおコミックス, ショコラの魔法～honey blood～＜DVD
付特装版＞ 小学館プラス・アンコミックス, ショコラの魔法～guilty crunch～＜DVD付特別版＞
小学館プラス・アンコミックス, ショコラの魔法～creamy sugar～ ちゃおホラーコミックス.

Yahoo!ショッピング | ちゃおショコラの魔法（少女（小中学生））の商品一覧。お買得な人気商品を
ランキングやクチコミからも探せます。Tポイントも使えてお得。
Pontaポイント使えます！ | ショコラの魔法～nutty carnival～ ちゃおコミックス | みづほ梨乃 | 発売
国:日本 | 書籍 | 9784091383266 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選
べ､非常に便利です！
タイトル, ショコラの魔法 = The magic of chocolate : nutty carnival. 著者, みづほ梨乃 著. 著者標
目, みづほ, 梨乃. シリーズ名, ちゃおホラーコミックス. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出
版社, 小学館. 出版年, 2016. 大きさ、容量等, 1冊 ; 18cm. ISBN, 9784091383266. 価格, 429円.
JP番号, 22722995. トーハンMARC番号, 07364501. 別タイトル, The magic of chocolate. 出版年
月日等, 2016.5. NDLC, Y84. NDC（9版）, 726.1 : 漫画．挿絵．童画. 対象利用者, 一般. 資料
の種別, 図書. 言語（ISO639-2形式）.
よく一緒に購入されている商品. ショコラの魔法～nuttycarnival～[みづほ梨乃]; +; ショコラの魔法
～meltynight～[みづほ梨乃]. ショコラの魔法～nutty carnival～ （ちゃおホラーコミックス）; みづほ
梨乃. 463円（税込）. ○在庫あり. ショコラの魔法～melty night～ （ちゃおホラーコミックス）; みづほ
梨乃. 463円（税込）. ○在庫あり. 合計 926円（税込）. 閉じる.
2016年4月27日 . 同じ作者のコミックス. ちゃおホラーベストセレクション ほんとうにこわい恋愛. ちゃお
ホラーベストセレクション . ホラー傑作選 魔. ショコラの魔法ファンブック Ｈ ｔｏ Ｉ. ショコラの魔法ファン
ブック Ｈ ｔ. ショコラの魔法. ショコラの魔法. たこ☆やきプリンセス. 呪われた心霊ゲーム. 世にも怪奇
な七物語.
2015年4月30日 . ガチでこわいと評判のちゃおホラー。興味はあるけどどれを読めばいいかわからな
い・・・そんな方のために過去10年間に出たちゃおホラーコミックスの中から、とくに話題になった傑作
ばかりを集めました。各作家のかきおろしメッセージも収録。恐ろしくも魅惑的な「魔」の世界へようこ
そ・・・。○収録作品:「はいべえさん」まいた菜穂/「ショコラの魔法」みづほ梨乃/「人間回収車」泉道
亜紀/「肉のヨロイ」今井康絵/「挟身-ハサミ-」久世みずき/「栖川マキの恐怖学校伝説」栖川マ
キ/「極楽!!めちゃモテ委員長」にしむら.

