タイトル

配信日

カテゴリ

サブパーソナリティ・ゲスト

#001 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」

2009/09/16

映画・ドラマ, アニメ

マンハッタンウエダ

#002 「仮面ライダーディケイド」

2009/09/17

特撮

采嘉

#003 「LEFT 4 DEAD」

2009/09/18

ゲーム

中ノ浦

#004 「メイちゃんの執事」

2009/09/19

漫画・コミック

ベッティ

#005 「ソラニン／おやすみプンプン」

2009/09/20

漫画・コミック

イトッチ

#006 「最終兵器彼女」

2009/09/21

漫画・コミック

ベッティ

#008 「地球防衛軍」

2009/09/22

ゲーム

中ノ浦

#007 「劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー」

2009/09/23

映画・ドラマ, 特撮

采嘉

#009 「サマーウォーズ」

2009/09/24

映画・ドラマ, アニメ

マンハッタンウエダ

#010 「バイオハザード5」

2009/09/25

ゲーム

マンハッタンウエダ

#011 「CASSHERN（キャシャーン）」

2009/09/26

映画・ドラマ

ベッティ

#012 「仮面ライダーW」

2009/10/03

特撮

采嘉

#013 「LEFT 4 DEAD：Crash Course」

2009/10/14

ゲーム

tomiyan, 中ノ浦

#014 「HALO3：ODST」

2009/10/17

ゲーム

中ノ浦

#015 「Fable2（フェイブル2）」

2009/10/24

ゲーム

中ノ浦

#016 「ベルセルク」

2009/10/31

漫画・コミック

ベッティ

#017 「Perfume 直角二等辺三角形TOUR」

2009/11/10

音楽

ギター師匠和田

#018 「LEFT 4 DEAD 2 デモ」

2009/11/14

ゲーム

kumafire, tomiyan

#019 「侍戦隊シンケンジャー」

2009/11/21

特撮

イトッチ

#020 「LEFT 4 DEAD 2」

2009/11/26

ゲーム

中ノ浦

#021 「バクマン。」

2009/12/02

漫画・コミック

いずみやみその

#022 「Call of Duty 4：Modern Warfare」

2009/12/10

ゲーム

中ノ浦

#023 「ハチミツとクローバー／2009年漫画ベスト5」

2009/12/16

漫画・コミック

ベッティ

#024 「コスメの魔法」

2009/12/27

漫画・コミック

ベッティ

#025 「始まりの惑星／2009年ゲームベスト5」

2010/01/06

漫画・コミック

中ノ浦

#026 「ナツノクモ」

2010/01/16

漫画・コミック

中ノ浦

#027 「GOEMON」

2010/01/22

映画・ドラマ

ベッティ

#028 「午前3時の無法地帯」

2010/01/29

漫画・コミック

ベッティ

#029 「Call of Duty：Modern Warfare 2／せまあさゲーム談義」

2010/02/05

ゲーム

KLINK, kumafire, tomiyan, よっ
ちゃん, ケン, ドラグーン, ワナ

#030 「AVATAR アバター」

2010/02/12

映画・ドラマ

中ノ浦

#031 「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」

2010/02/15

漫画・コミック

中ノ浦

#032 「Fahrenheit ファーレンハイト」

2010/02/18

ゲーム

中ノ浦

#033 「ぼくらの」

2010/02/26

漫画・コミック

中ノ浦

#034 「幽遊白書」

2010/03/05

漫画・コミック

ベッティ

#035 「Dead Space デッドスペース」

2010/03/14

ゲーム

ヨメ

#036 「PlayStation3 + torne（トルネ）」

2010/03/25

ゲーム

中ノ浦

#037 「星守る犬」

2010/04/05

漫画・コミック

ベッティ

#038 「こえでおしごと！」

2010/04/10

漫画・コミック

織田リコ

#039 「げんしけん」

2010/04/24

漫画・コミック

おわたろう, やすたろう

#040 「ほしのこえ」

2010/05/04

アニメ

マンハッタンウエダ

#041 「ミル」

2010/05/04

漫画・コミック

ブルウス

#042 「進撃の巨人」

2010/05/08

漫画・コミック

中ノ浦

#043 「STEINS;GATE シュタインズ・ゲート」

2010/05/18

ゲーム

KLINK, リンチェー, 迫田大地

#044 「ラブプラス」

2010/05/23

ゲーム

ヨメ

#045 「会長はメイド様！」

2010/06/07

漫画・コミック

織田リコ

#046 「アイアムアヒーロー」

2010/06/27

漫画・コミック

中ノ浦

#047 「ウイングマン」

2010/07/02

漫画・コミック

すぴ

#048 「インサイドXbox」

2010/07/11

ゲーム

アマノ, ヤスヤマ

#049 「GANTZ ガンツ」

2010/07/17

漫画・コミック

ベッティ

#050 「スーパーストリートファイターIV」

2010/07/26

ゲーム

中ノ浦

#051 「アンジェリーク」

2010/07/31

ゲーム

ベッティ, 織田リコ

#052 「ロストプラネット2／ライオットアクト2」

2010/08/07

ゲーム

中ノ浦

#053 「レッドファクション：ゲリラ」

2010/08/22

ゲーム

中ノ浦, 織田リコ

#054 「いっきおんらいん」

2010/08/25

ゲーム

ヨメ

#055 「進撃の巨人」

2010/09/13

漫画・コミック

ベッティ, 中ノ浦, 織田リコ

#056 「ワンダと巨像」

2010/09/20

ゲーム

織田リコ

#057 「地球防衛軍 Insect Armageddon」

2010/09/26

ゲーム

マンハッタンウエダ, 中ノ浦

#058 「仮面ライダーW」

2010/10/02

特撮

じまさん

#059 「TOKYO OF THE DEAD トーキョーオブザデッド」

2010/10/12

ゲーム

中ノ浦

#060 「機動戦士ガンダム00」

2010/11/01

アニメ

ヨメ

#061 「君に届け」

2010/11/09

漫画・コミック

ベッティ, 織田リコ

#062-A 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」

2010/11/20

アニメ

#062-B 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」

2010/11/20

アニメ

#063 「マクロスF（フロンティア）」

2010/11/29

アニメ

ヨメ

#064 「劇場版 機動戦士ガンダム00」

2010/12/11

映画・ドラマ, アニメ

ヨメ, 中ノ浦

#065 「バガタウェイ」

2010/12/23

漫画・コミック

中ノ浦

#066 「ゆけ！勇者」

2011/01/10

ゲーム

じまさん

おわたろう, ぐうたら, こぎ, なかお,
ろんぐち, ハヤタ, ヤス, ヤスヤマ,
ワナ
kumafire, おわたろう, こぎ, なか
お, サダキヨ, デン介, ハヤタ, ワナ

#067 「モンスターハンター フロンティア オンライン」

2011/01/23

ゲーム

中ノ浦

#068 「仮面ライダー×仮面ライダー オーズ＆ダブル feat.スカル MOVIE大戦CORE」

2011/02/02

映画・ドラマ, 特撮

じまさん

#069 「仮面ライダーW FOREVER AtoZ 運命のガイアメモリ」

2011/02/08

映画・ドラマ, 特撮

じまさん

#070 「パンツァードラグーン オルタ／ライズフロムレア」

2011/02/23

ゲーム

KLINK, りく

#071 「君に届け」

2011/03/14

漫画・コミック

ヨメ

#072 「劇場版 マクロスF イツワリノウタヒメ／サヨナラノツバサ」

2011/04/02

映画・ドラマ, アニメ

ヨメ

#073 「STEINS;GATE シュタインズ・ゲート」

2011/04/18

ゲーム

ぐうたら, なまぐさ, ワナ

#074-A 「神々のヴァーミリオン」

2011/04/23

映画・ドラマ

渡辺流久里

#074-B 「神々のヴァーミリオン」

2011/04/23

映画・ドラマ

渡辺流久里

#075 「蒼き鋼のアルペジオ」

2011/05/03

漫画・コミック

中ノ浦

#076 「Red Dead Redemption レッド・デッド・リデンプション」

2011/05/08

ゲーム

kumafire

#077 「BRAIN DRAIN」

2011/05/23

漫画・コミック

ベッティ

#078 「八神君の家庭の事情」

2011/05/29

漫画・コミック

ヤス

#079 「アサシンクリード ブラザーフッド」

2011/06/04

ゲーム

キタ

#080 「魔法少女まどか☆マギカ」

2011/06/11

アニメ

こぎ, サダキヨ

#081 「Fable3」

2011/06/26

ゲーム

中ノ浦

#082 「QWOP」

2011/07/03

ゲーム

ヤスヤマ, ワナ

#083 「AKB49〜恋愛禁止条例〜」

2011/07/03

漫画・コミック

ぐうたら, ろんぐち, デン介

#084 「EARTH DEFENSE FORCE：INSECT ARMAGEDDON」

2011/07/18

ゲーム

中ノ浦

#085 「2011年上半期クロスレビューオススメソフト」

2011/07/29

ゲーム

筆川, 花井なお, 鮫島

#086 「スーパーストリートファイターIV アーケードエディション」

2011/08/05

ゲーム

中ノ浦

#087 「EARTH DEFENSE FORCE：INSECT ARMAGEDDON」

2011/08/20

ゲーム

中ノ浦

#088 「キュビズム・ラブ」

2011/08/24

漫画・コミック

中ノ浦

#089 「ドラゴンボール」

2011/08/26

漫画・コミック

すぴ

#090 「潔く柔く」

2011/09/03

漫画・コミック

ベッティ

#091 「仮面ライダーフォーゼ」

2011/09/22

特撮

じまさん

#092 「仮面ライダーオーズ／OOO」

2011/09/24

特撮

じまさん

#093 「イエスタデイをうたって」

2011/10/03

漫画・コミック

りく, サダキヨ, ヤス

#094 「ハリー・ポッターと死の秘宝」

2011/10/10

映画・ドラマ

ヨメ, 渡辺流久里

#095 「CHAOS;HEAD NOAH カオスヘッド ノア」

2011/10/16

ゲーム

賞金首

#096 「アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝」

2011/10/22

ゲーム

織田リコ

#097 「アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団」

2011/10/22

ゲーム

織田リコ

#098 「魔法少女まどか☆マギカ」

2011/11/06

アニメ

SASAYAMA., シンザキ, ヨメ

#099 「SASAYAMA.」

2011/11/13

音楽

SASAYAMA., シンザキ

#100 「狭くて浅いやつら #001」

2011/11/26

配信100回突破記念特別企画

マンハッタンウエダ

配信100回突破記念特別企画1 「インターネット上で表現活動する僕ら」

2012/02/05

配信100回突破記念特別企画

メリーさん

配信100回突破記念特別企画2 「二次元キャラでエロ妄想する僕ら」

2012/02/15

配信100回突破記念特別企画

つーさん, アコヤ

配信100回突破記念特別企画3 「皆様からのお便りをご紹介する僕ら」

2012/02/19

配信100回突破記念特別企画

織田リコ

配信100回突破記念特別企画4 「Twitter大喜利大賞を決める僕ら」

2012/02/29

配信100回突破記念特別企画

織田リコ

配信100回突破記念特別企画5 「サワダシンヤの『中ノ浦に届け』」

2012/04/03

配信100回突破記念特別企画

#101 「タッチ」

2011/12/05

漫画・コミック

ダイ, トクマスタケシ, ヤブキ, 安藤
南

#102 「けいおん！」

2011/12/13

アニメ

毒大内

#103 「機動戦士ガンダム EXTREME VS.」

2011/12/25

ゲーム

中ノ浦

#104 「DEAD ISLAND デッドアイランド」

2011/12/31

ゲーム

中ノ浦

#105 「仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ&オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX」

2012/01/10

映画・ドラマ, 特撮

じまさん

#106 「海月姫」

2012/01/29

漫画・コミック

ベッティ

#107 「けいおん！！」

2012/02/09

アニメ

毒大内

#108 「ボードゲーム」

2012/02/21

ゲーム

カワサキ, ナオエ, 宮野

#109 「SOULCALIBUR V ソウルキャリバー5」

2012/02/24

ゲーム

ヨメ

#110 「アンチャーテッド 砂漠に眠るアトランティス」

2012/03/07

ゲーム

織田リコ

#111 「惑星のさみだれ」

2012/03/10

漫画・コミック

迫田大地

#112 「Flowery フラアリー」

2012/03/15

ゲーム

こぎ

#113 「ハイスコアガール／ピコピコ少年」

2012/03/18

漫画・コミック

サダキヨ, メリーさん

#114 「ASURA’S WRATH アスラズラース」

2012/03/27

ゲーム

クーラ

#115 「さよならフットボール」

2012/04/11

漫画・コミック

メリーさん

#116 「無双OROCHI2」

2012/04/16

ゲーム

中ノ浦

#117 「ジョジョの奇妙な冒険 – ファントムブラッド」

2012/04/23

漫画・コミック

キタ, デン介

#118 「けいおん！！」

2012/04/28

アニメ

毒大内

#119 「風ノ旅ビト」

2012/05/03

ゲーム

ぐうたら, こぎ

#120 「Ubel Blatt ユーベルブラット」

2012/05/10

漫画・コミック

中ノ浦

#121 「めだかボックス」

2012/05/16

漫画・コミック

トクマスタケシ

#122 「ドラゴンクエスト」

2012/05/24

ゲーム

毒大内

#123 「ばくおん！！」

2012/05/29

漫画・コミック

安藤南

#124 「月光条例」

2012/06/03

漫画・コミック

SASAYAMA.

#125 「フランケン・ふらん」

2012/06/12

漫画・コミック

メリーさん

#126 「アーサー・ピューティーは夜の魔女」

2012/06/12

漫画・コミック

メリーさん

#127 「HUNTER×HUNTER ハンターハンター」

2012/06/22

漫画・コミック

中ノ浦

#128 「ASURA’S WRATH アスラズラース 第四部『輪壊編』」

2012/06/28

ゲーム

クーラ

#129 「キック・アス／スーパー！」

2012/07/05

映画・ドラマ

ペガ

#130 「牙の旅商人 〜The Arms Peddler〜」

2012/07/21

漫画・コミック

オーホリ

#131 「夏の前日」

2012/07/30

漫画・コミック

オーホリ

#132 「ROBOTICS;NOTES ロボティクス・ノーツ」

2012/08/22

ゲーム

賞金首, 迫田大地

#133 「ONE PIECE ワンピース」

2012/08/24

漫画・コミック

シンザキ

#134 「P4U ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」

2012/08/26

ゲーム

中ノ浦

#135 「MAX ANARCHY マックスアナーキー」

2012/08/30

ゲーム

中ノ浦

#136 「Cytus」

2012/09/03

ゲーム

中ノ浦

#137 「創造旅団カルミア」

2012/09/04

映画・ドラマ

前田大介, 小林巴, 渡辺流久里

#138 「魔法少女まどか☆マギカ」

2012/09/05

アニメ

前田大介, 小林巴, 渡辺流久里

#139 「P4U ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」

2012/09/09

ゲーム

ヤスヤマ

#140 「LOLLIPOP CHAINSAW ロリポップチェーンソー」

2012/09/13

ゲーム

中ノ浦

#141 「ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド 女ンビ 〜童貞SOS〜」

2012/09/16

漫画・コミック

中ノ浦

#142 「仮面ライダーフォーゼ」

2012/09/18

特撮

じまさん

#143 「映画けいおん！」

2012/09/22

映画・ドラマ, アニメ

毒大内

#144 「ファイナルファンタジー」

2012/09/28

ゲーム

毒大内

#145 「進撃の巨人」

2012/10/04

漫画・コミック

中ノ浦

#146 「陣内流柔術武闘伝 真島クンすっとばす！！」

2012/10/11

漫画・コミック

すぴ

#147 「MIX」

2012/10/15

漫画・コミック

中ノ浦

#148 「GS美神 極楽大作戦！！」

2012/10/18

漫画・コミック

ハヤタ, リンチェー

#149 「アイアムアヒーロー」

2012/10/23

漫画・コミック

中ノ浦

#150 「アクセル・ワールド／ソードアート・オンライン」

2012/10/25

アニメ

わん

#151 「バイオハザード」

2012/11/01

映画・ドラマ

中ノ浦

#152 「BTOOOM！」

2012/11/06

漫画・コミック

サダキヨ

#153 「新世紀エヴァンゲリオン」

2012/11/08

アニメ

SASAYAMA., シンザキ, 織田リコ

#154 「テラフォーマーズ」

2012/11/13

漫画・コミック

中ノ浦

#155 「ENSLAVED エンスレイブド」

2012/11/15

ゲーム

中ノ浦

#156 「Kinect キネクト」

2012/11/19

ゲーム

中ノ浦

#157 「会長はメイド様！」

2012/11/24

漫画・コミック

織田リコ

#158 「ジョジョの奇妙な冒険 – 戦闘潮流」

2012/11/29

漫画・コミック

キタ, デン介

#159 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」

2012/12/01

映画・ドラマ, アニメ

マンハッタンウエダ

#160 「BAYONETTA ベヨネッタ」

2012/12/09

ゲーム

中ノ浦, 織田リコ

#161 「地球防衛軍3 PORTABLE」

2012/12/16

ゲーム

中ノ浦

#162 「ダンテズ・インフェルノ 〜神曲 地獄篇〜」

2012/12/22

ゲーム

中ノ浦

#163 「花の詩女 ゴティックメード」

2012/12/27

映画・ドラマ, アニメ

ヤス, ヤスヤマ

#164 「SASAYAMA. ブレイブストーリー」

2013/01/06

音楽

SASAYAMA., シンザキ

#165 「ザ・ビストロ 〜料理＆ワインの職人たち〜」

2013/01/12

ゲーム

ヨメ

#166 「ドラゴンボールZ for Kinect」

2013/01/19

ゲーム

中ノ浦

#167 「テラフォーマーズ」

2013/01/20

漫画・コミック

中ノ浦

#168 「HEAVY RAIN －心の軋むとき－」

2013/01/25

ゲーム

kumafire, 織田リコ

#169 「Gears of War ギアーズ・オブ・ウォー」

2013/01/29

ゲーム

kumafire

#170 「エウレカセブンAO」

2013/02/02

アニメ

パッキー小林, 北山友之

#171 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」

2013/02/03

アニメ

パッキー小林, 北山友之

#172 「四月は君の嘘」

2013/02/13

漫画・コミック

じゅんぺい

#173 「ELEVATED エレベーテッド」

2013/02/19

映画・ドラマ

カワサキ, ペガ

#174 「PSYCHO-PASS サイコパス」

2013/03/06

アニメ

わん

#175 「惡の華」

2013/03/16

漫画・コミック

わん

#176 「よつばと！」

2013/04/07

漫画・コミック

織田リコ

#177 「PSYCHO-PASS サイコパス」

2013/04/17

アニメ

わん

#178 「狼の口 ヴォルフスムント」

2013/04/24

漫画・コミック

SASAYAMA., 中ノ浦

#179 「劇場版 シュタインズ・ゲート 負荷領域のデジャヴ」

2013/04/27

アニメ

ヨメ

#180 「監獄学園 プリズンスクール」

2013/05/02

漫画・コミック

中ノ浦

#181 「妖狐×僕SS」

2013/05/06

漫画・コミック

SASAYAMA., 中ノ浦

#182-A 「マーズ・シックスティーン MARS SIXTEEN（MARS16）」

2013/05/11

ファッション

北山友之

#182-B 「マーズ・シックスティーン MARS SIXTEEN（MARS16）」

2013/05/11

ファッション

北山友之

#183 「進撃の巨人」

2013/05/15

漫画・コミック

中ノ浦

#184 「正義隊」

2013/05/18

漫画・コミック

じゅんぺい

#185 「キャサリン CATHERINE」

2013/05/22

ゲーム

中ノ浦

#186 「電影少女」

2013/05/25

漫画・コミック

東山誠

#187 「ヨコハマ買い出し紀行」

2013/06/01

漫画・コミック

じゅんぺい

#188 「死神様に最期のお願いを／最底辺の男／ガン×クローバー」

2013/06/08

漫画・コミック

SASAYAMA.

#189 「クリス・クロス 混沌の魔王」

2013/06/22

本・書籍

すぴ

#190 「妖狐×僕SS」

2013/06/29

漫画・コミック

SASAYAMA., 中ノ浦

#191 「テキストサイト」

2013/07/06

インターネット

クーラ

#192 「七つの大罪」

2013/07/13

漫画・コミック

ズゴック

#193 「魔少年ビーティー」

2013/07/20

漫画・コミック

SASAYAMA., 中ノ浦

#194 「ジョジョの奇妙な冒険 – スターダストクルセイダース」

2013/07/27

漫画・コミック

キタ, デン介

#195 「ジョジョの奇妙な冒険 – ダイヤモンドは砕けない」

2013/08/03

漫画・コミック

キタ, デン介

#196 「ジョジョの奇妙な冒険 – 黄金の風」

2013/08/10

漫画・コミック

キタ, デン介

#197 「地球防衛軍4」

2013/08/21

ゲーム

ナオエ, 中ノ浦

#198 「パシフィック・リム」

2013/08/22

映画・ドラマ

中ノ浦

#199 「ジョジョの奇妙な冒険 – ストーンオーシャン」

2013/09/04

漫画・コミック

ヨメ

#200 「ソラガクレ忍伝」

2013/10/21

漫画・コミック

マンハッタンウエダ

配信200回突破記念特別企画1 「200回を迎えた僕ら」

2013/10/26

配信200回突破記念特別企画

tomiyan, ヤス

配信200回突破記念特別企画2 「評価をする僕ら」

2013/11/02

配信200回突破記念特別企画

北山友之, 稲生稔

配信200回突破記念特別企画3 「漫画とこれからの僕ら」A

2013/11/12

配信200回突破記念特別企画

樹崎聖

配信200回突破記念特別企画3 「漫画とこれからの僕ら」B

2013/11/12

配信200回突破記念特別企画

樹崎聖

配信200回突破記念特別企画3 「漫画とこれからの僕ら」C

2013/11/12

配信200回突破記念特別企画

樹崎聖

#201 「ジョジョの奇妙な冒険 – スティール・ボール・ラン」

2013/11/16

漫画・コミック

すぴ, キタ

#202 「Plague Inc. -伝染病株式会社-」

2013/11/19

ゲーム

ペガ

#203 「あなたってよく見るとドブネズミみたいな顔してるわね」

2013/11/21

ゲーム

ペガ

#204 「クロニクル」

2013/11/24

映画・ドラマ

わん

#205 「THE IDOLM@STER 2 – アイドルマスター2」

2013/11/30

ゲーム

シンザキ

#206 「電影少女」

2013/12/07

漫画・コミック

とっしん, 東山誠, 結依

#207 「BUPPAなビッチーズ」

2013/12/17

漫画・コミック

中ノ浦

#208 「ケリ姫スイーツ」

2013/12/22

ゲーム

中ノ浦

#209 「BEYOND: Two Souls ビヨンドトゥーソウルズ」

2014/01/16

ゲーム

中ノ浦

#210 「ゼロ・グラビティ」

2014/01/19

映画・ドラマ

カワサキ, ペガ

#211 「キャビン」

2014/01/24

映画・ドラマ

カワサキ, ペガ

#212 「ドラゴンボールZ 神と神」

2014/02/18

映画・ドラマ, アニメ

カワサキ, ペガ

#213 「マン・オブ・スティール」

2014/02/21

映画・ドラマ

カワサキ, ペガ

#214 「バトル・オブ・アトランティス」

2014/02/25

映画・ドラマ

カワサキ, ペガ

#215 「ワールド・ウォーZ」

2014/03/04

映画・ドラマ

中ノ浦

#216 「Z 〜ゼット〜」

2014/03/07

漫画・コミック

中ノ浦

#217 「弱虫ペダル」

2014/04/07

漫画・コミック

カオリ, マシモ

#218 「アナと雪の女王」

2014/04/18

映画・ドラマ, アニメ

中ノ浦

#219 「DARK SOULS Ⅱ ダークソウル2」

2014/04/25

ゲーム

中ノ浦

#220 「L-TILES – エルタイルズ」

2014/05/26

ゲーム

ヨメ

#221 「90日でラクラク-10kgやせる方法」

2014/08/03

ゲーム

ヨメ

#222 「DOUBLE FACE ダブルフェイス」

2014/08/04

ゲーム

ヨメ

#223 「聲の形」

2014/08/06

漫画・コミック

織田リコ

#224 「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル」

2014/08/10

ゲーム

SASAYAMA., シンザキ

#225 「僕だけがいない街」

2014/08/12

漫画・コミック

中ノ浦

#226 「タイタンフォール Titanfall」

2014/08/20

ゲーム

中ノ浦

#227 「アナと雪の女王」

2014/08/22

映画・ドラマ, アニメ

中ノ浦

#228 「オール・ユー・ニード・イズ・キル All You Need Is Kill」

2014/08/31

漫画・コミック, 映画・ドラマ, 本・書
中ノ浦
籍

#229 「GODZILLA ゴジラ」

2014/10/18

映画・ドラマ, 特撮

中ノ浦

#230 「みんなでスペランカー」

2014/10/25

ゲーム

なかじま, なまぐさ

#231 「スカイリム Skyrim」

2014/11/02

ゲーム

中ノ浦

#232 「LASBOSS×HERO」

2014/11/08

漫画・コミック

SASAYAMA.

#233 「名無しは一体誰でしょう？」

2014/11/15

漫画・コミック

SASAYAMA., 中ノ浦

#234 「スカイリム Skyrim」

2014/11/22

ゲーム

中ノ浦

#235 「妖狐×僕SS」

2014/11/29

漫画・コミック

SASAYAMA., 中ノ浦

#236 「カウボーイビバップ」

2014/12/13

映画・ドラマ, アニメ

SASAYAMA., 中ノ浦

#237 「インターステラー」

2014/12/20

映画・ドラマ

中ノ浦

#238 「ゲームマーケット2014秋」

2014/12/23

ゲーム

中ノ浦

#239 「アナと雪の女王：Free Fall」

2014/12/28

ゲーム

中ノ浦

#240 「革命機ヴァルヴレイヴ」

2015/01/06

アニメ

中ノ浦

#241 「インターステラー」

2015/01/22

映画・ドラマ

中ノ浦

#242 「ストリートファイター：暗殺拳」

2015/01/29

映画・ドラマ

中ノ浦

#243 「とある魔術の禁書目録」

2015/02/14

アニメ

わん

#244 「キック・アス ジャスティス・フォーエバー」

2015/02/21

映画・ドラマ

カワサキ, ナヴェ, ペガ

#245 「僕のヒーローアカデミア」

2015/02/28

漫画・コミック

わん, トクマスタケシ

#246 「ルーム25 Room25」

2015/03/19

ゲーム

SASAYAMA., アマノ, カワサキ, シ
ンザキ, ペガ

#247 「4DX」

2015/03/26

映画・ドラマ

中ノ浦

#248 「Fable：The Journey フェイブルジャーニー」

2015/03/29

ゲーム

中ノ浦

#249 「重鉄騎」

2015/04/02

ゲーム

中ノ浦

#250 「SASAYAMA.」

2015/04/16

音楽

SASAYAMA., ペガ, 織田リコ

#251 「しんぐんデストロ～イ！」

2015/05/09

ゲーム

中ノ浦

#252 「ゾンビサイド ZOMBICIDE」

2015/05/14

ゲーム

中ノ浦

#253 「ハンガーゲーム」

2015/05/21

映画・ドラマ

SASAYAMA.

#254 「ゾンビ・リミット The Returned」

2015/05/28

映画・ドラマ

中ノ浦

#255 「どーにゃつ」

2015/06/04

漫画・コミック, アニメ

SASAYAMA.

#256 「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」

2015/07/01

アニメ

中ノ浦

#257 「ブラザーズ 2人の息子の物語」

2015/07/08

ゲーム

中ノ浦

#258 「Never Alone」

2015/07/10

ゲーム

中ノ浦

#259 「Z 〜ゼット〜」

2015/08/11

漫画・コミック

中ノ浦

#260 「戦慄怪奇ファイル コワすぎ！」 ※ネタバレ無し 観たことない人向け

2015/08/12

映画・ドラマ

ペガ, 座頭一

#261 「戦慄怪奇ファイル コワすぎ！」 ※ネタバレ有り 観たことある人向け

2015/08/19

映画・ドラマ

ペガ, 座頭一

#262 「ラックガール」

2015/09/11

漫画・コミック, ゲーム, アニメ, 本・
織田リコ
書籍

#263 「しんぐんデストロ～イ！」

2015/10/21

ゲーム

中ノ浦

#264 「ドラゴンズドグマ オンライン」

2015/10/30

ゲーム

中ノ浦

#265 「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN」

2015/11/21

漫画・コミック, 映画・ドラマ

中ノ浦

#266 「アルドノア・ゼロ」

2015/12/04

アニメ

中ノ浦

#267 「聖闘士星矢」

2015/12/20

漫画・コミック, アニメ

SASAYAMA.

#268 「ハンガー・ゲーム FINAL：レジスタンス」

2015/12/31

映画・ドラマ

SASAYAMA.

#269 「ローリーズストーリーキューブス」

2016/01/14

ゲーム

SASAYAMA., シンザキ

#270 「STEINS；GATE 0 シュタインズ・ゲート ゼロ」

2016/02/18

ゲーム

迫田大地

#271 「ドラゴンズドグマ オンライン」

2016/03/10

ゲーム

中ノ浦

#272 「東京アンデッド」

2016/03/17

漫画・コミック

中ノ浦

#273 「不死身ラヴァーズ」

2016/03/25

漫画・コミック

中ノ浦

#274 「ウメハラ FIGHTING GAMERS！」

2016/03/31

漫画・コミック

中ノ浦

#275 「グリーノーク」

2016/04/21

ファッション

グリーノーク, マンハッタンウエダ

#276 「椿町ロンリープラネット」

2016/04/28

漫画・コミック

SASAYAMA.

#277 「地獄の教頭」

2016/05/05

漫画・コミック

SASAYAMA.

#278 「ハンガー・ゲーム FINAL：レボリューション」

2016/05/27

映画・ドラマ

SASAYAMA.

#279 「ダイイングライト」

2016/06/03

ゲーム

中ノ浦

#280 「ウォーキング・デッド」

2016/06/10

映画・ドラマ

中ノ浦

#281 「World of Tanks」

2016/06/17

ゲーム

中ノ浦

#282 「進撃の巨人（TVゲーム）」

2016/06/21

ゲーム

中ノ浦

#283 「がっこうぐらし」

2016/06/29

漫画・コミック, アニメ

中ノ浦

#284 「ゾンビサイド：ブラックプレーグ ZOMBICIDE：BLACK PLAGUE」

2016/07/06

ゲーム

中ノ浦

#285 「貞子vs伽椰子」

2016/07/29

映画・ドラマ

SASAYAMA.

#286 「うしおととら」

2016/08/05

漫画・コミック, アニメ

SASAYAMA.

#287 「少年ジャンプ＋」

2016/08/26

漫画・コミック

トクマスタケシ

#288 「Zネーション／ゾンビ作品いろいろ」

2016/09/03

漫画・コミック, 映画・ドラマ, 本・書
ナヴェ
籍

#289 「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」

2016/09/19

ゲーム

織田リコ

#290 「音亀フェス」

2016/10/26

音楽

HARU

#291 「シン・ゴジラ」

2016/11/19

映画・ドラマ

わん, ペガ

#292 「シン・ゴジラ」

2016/11/19

映画・ドラマ

渡辺流久里

#293 「FINAL FANTASY XV（ファイナルファンタジー15）／BROTHERHOOD／
KINGSGLAIVE」

2016/11/24

ゲーム, 映画・ドラマ, アニメ

明日さん

#294-A 「FINAL FANTASY XV ファイナルファンタジー15」

2017/01/28

ゲーム

明日さん

#294-B 「FINAL FANTASY XV ファイナルファンタジー15」

2017/01/29

ゲーム

明日さん

#295 「にゃんこ大戦争」

2017/02/12

ゲーム

中ノ浦

#296 「ミラーエッジ カタリスト Mirror’s Edge Catalyst」

2017/02/13

ゲーム

中ノ浦

#297 「戦闘破壊学園ダンゲロス」

2017/02/14

漫画・コミック

SASAYAMA.

#298 「All You Need Is Kill」

2017/02/21

漫画・コミック, 映画・ドラマ

SASAYAMA.

#299 「高機動幻想ガンパレード・マーチ」

2017/02/22

ゲーム

SASAYAMA.

#300-A 「SASAYAMA.」

2017/04/20

音楽

SASAYAMA.

#300-B 「SASAYAMA.」

2017/04/20

音楽

SASAYAMA.

#301 「放課後ガールズトライブ」

2017/5/3

ゲーム

中ノ浦

#302 「モアザンワーズ／IN THE APARTMENT／続IN THE APARTMENT」

2017/5/14

漫画・コミック

SASAYAMA.

#303 「悪魔のメムメムちゃん」

2017/6/16

漫画・コミック

SASAYAMA.

#304 「Until Dawn – 惨劇の山荘 -」

2017/6/22

ゲーム

ヨメ

#305 「RPGツクール」

2017/7/4

ゲーム

cue

#306 「P.T.」

2017/7/26

ゲーム

ヨメ

#307 「超人間要塞 ヒロシ戦記」

2017/8/6

漫画・コミック

SASAYAMA.

#308 「VR ZONE Portal（アーガイルシフト／スキーロデオ／ガンダムVR ダイバ強襲）」

2017/10/9

漫画・コミック, ゲーム, 映画・ドラマ,
ヨメ
アニメ, 特撮, インターネット

#309 「君の名は。」

2017/10/16

映画・ドラマ, アニメ

明日さん

#310 「イマジナリーライブフェスティバル 音亀フェス2017 -Cross-」

2017/10/26

音楽

HARU

#311 「放課後ガールズトライブ」

2017/11/13

ゲーム

中ノ浦

#312 「ワニ男爵」

2017/11/15

漫画・コミック

中ノ浦

#313 「ストラヴァガンツァ -異彩の姫-」

2017/11/17

漫画・コミック

中ノ浦

#314 「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS : M∀RS」

2017/11/22

ゲーム

中ノ浦

#315 「the dead：beloved one」

2017/11/25

ゲーム

ナヴェ

#316 「さざなみ（原題：45years）」

2017/12/2

映画・ドラマ

ヨメ

#317 「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」

2017/12/16

ゲーム

木村ゆう

#318 「大上さん、だだ漏れです。」

2018/1/18

漫画・コミック

明日さん

#319 「スマホVR／Google Spotlight Stories／DMM.com」

2018/1/31

ゲーム, 映画・ドラマ, アニメ, イン
ターネット

コロ

#320 「FINAL FANTASY XV ファイナルファンタジー15 エピソードイグニス」

2018/3/1

ゲーム

明日さん

#321 「Just Because!」

2018/4/3

アニメ

明日さん

#322 「Minecraft マインクラフト」

2018/4/18

ゲーム

ヨメ

#323 「狼の口 ヴォルフスムント」

2018/4/24

漫画・コミック

SASAYAMA.

#324 「からくりサーカス」

2018/4/29

漫画・コミック

SASAYAMA.

#325 「音亀フェス2017 -CROSS- Compilation」

2018/5/3

音楽

HARU

#326 「バレットウィッチ」

2018/5/8

ゲーム

マンハッタンウエダ

#327 「新感染 ファイナル・エクスプレス／ソウル・ステーション パンデミック」

2018/5/12

映画・ドラマ

ナヴェ

#328 「BRAVE STORM ブレイブストーム」

2018/5/16

映画・ドラマ

ナヴェ

#329 「夕空のクライフイズム」

2018/5/22

漫画・コミック

SASAYAMA.

#330 「アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー」

2018/6/4

映画・ドラマ

ジンき

#331 「しったかブリリア」

2018/8/2

漫画・コミック

明日さん

#332 「カガクチョップ」

2018/8/4

漫画・コミック

明日さん

#333 「AKB49〜恋愛禁止条例〜」

2018/8/8

漫画・コミック

明日さん

#334 「Detroit: Become Human デトロイト ビカムヒューマン」

2018/8/10

ゲーム

木村ゆう

#335 「SCREEN（SASAYAMA.）」

2018/8/12

音楽

SASAYAMA., ペガ

#336 「Detroit: Become Human デトロイト ビカムヒューマン」

2018/9/14

ゲーム

木村ゆう

#337 「THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR ザ・キング・オブ・ファイターズ オールスター」 2018/9/21

ゲーム

中ノ浦

#338 「Dr.STONE」

2018/9/28

漫画・コミック

中ノ浦

#339 「宇宙ホテル」

2018/10/5

ゲーム

ヨメ

#340 「死にあるき」

2018/12/18

漫画・コミック

SASAYAMA.

#341 「Marvel’s Spider-Man スパイダーマン」

2018/12/25

ゲーム

中ノ浦

#342 「魔女が下す鉄槌 マレウス・マレフィカルム」

2019/1/1

漫画・コミック

SASAYAMA.

#343 「王様ランキング」

2019/1/11

漫画・コミック

中ノ浦

#344 「ミステリと言う勿れ」

2019/1/19

漫画・コミック

中ノ浦

#345 「青野くんに触りたいから死にたい」

2019/1/26

漫画・コミック

SASAYAMA.

#346 「アクタージュ act-age」

2019/2/2

漫画・コミック

明日さん

#347 「劇場版シティーハンター 新宿プライベートアイズ」

2019/2/13

漫画・コミック, 映画・ドラマ, アニメ ヨメ

#348 「Cosmic Shock League」

2019/2/21

ゲーム

中ノ浦

#349 「Burger – The Game」

2019/2/21

ゲーム

中ノ浦

#350 「カメラを止めるな！」

2019/3/6

映画・ドラマ

中ノ浦

