
番号 タイトル 著者 訳者 出版社 出版年

No.001 霧退治：科学物語 中谷宇吉郎 岩波書店 1950年

No.002 地球は狙われている ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ･ﾊｰﾄﾞ ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｽﾀｰ 1951年

No.003 自然界の驚異 原田三夫 偕成社 1953年

No.004 空飛ぶ円盤実見記 ﾚｽﾘｰ､ｱﾀﾞﾑｽｷ 高橋豊 高文社 1954年

No.005 現代の怪奇 北村小松 出版協同社 1955年

No.006 世界の謎 原田三夫 偕成社 1955年

No.007 空飛ぶ円盤実見記 続 アリンガム 岩下肇 高文社 1955年

No.008 宇宙旅行 原田三夫 生活社 1955年

No.009 空飛ぶ円盤実見記 ﾚｽﾘｰ､ｱﾀﾞﾑｽｷ 高橋豊 高文社 1956年

No.010 鉛の服を着た男 ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾗﾝｸﾞ 時事通信社 1956年

No.011 空飛ぶ円盤は実在する ｴﾒ･ﾐｼｪﾙ 田辺貞之助 高文社 1956年

No.012 宇宙旅行の話 原田三夫
社会思想研究

会出版部
1956年

No.013 空飛ぶ円盤同乗記 アダムスキー 久保田八郎 高文社 1957年

No.014 空飛ぶ円盤と宇宙 ベスラム 久保田八郎 高文社 1957年

No.015 宇宙文明論 荒正人 平凡社 1957年

No.016 空飛ぶ円盤は宇宙機である
河津薫

(斉藤守弘)
JFSA 1958年

No.017 驚異物語 黒沼健 新潮社 1958年

No.018 UFO報告書の研究1 志村甫 JFSA 1958年

No.019 宇宙人？着陸す！！ 高梨、金沢 JFSA 1958年

No.020 宇宙交信機は語る ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 増野一郎 宇宙友好協会 1959年

No.021 宇宙語宇宙人 ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 増野一郎 宇宙友好協会 1959年

No.022 精神感応 アダムスキー 久保田八郎 宇宙友好協会 1959年

No.023 空飛ぶ円盤展開史講座1 高梨純一 JFSA 1959年

No.024 われわれは円盤に乗った
ﾌﾗｲ､ﾗﾝﾊﾟ､

ﾈﾙｿﾝ
増野一郎 宇宙友好協会 1959年

No.025 土星の恋人 M･ﾊｸｽﾀ 宇宙友好協会 1959年

No.026 地軸は傾く ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ兄弟 宇宙友好協会 1959年

No.027 宇宙教室 荒正人 光書房 1959年

No.028 宇宙の彼方より ﾀﾞﾅ･ﾊﾜｰﾄﾞ 秋吉春慶 宇宙友好協会 1959年

No.029 宇宙人は呼ぶ J・ﾏｯｺｲ 宇宙友好協会 1959年

No.030 続宇宙の彼方より ﾀﾞﾅ･ﾊﾜｰﾄﾞ 秋吉春慶 宇宙友好協会 1960年

No.031 これが空飛ぶ円盤だ！ 平野威馬雄 高文社 1960年

No.032 幸福の道 田原澄
優良宇宙人

との交流会
1960年

No.033 世界怪奇物語 E・F・ﾗｯｾﾙ 庄司浅水 三笠書房 1960年

No.034 続不道徳教育講座 三島由紀夫 中央公論社 1960年

No.035
それでも円盤は飛ぶ

日本における空飛ぶ円盤
平野威馬雄 高文社 1960年

No.036 空飛ぶ円盤ミステリー3人の黒衣の男 ｸﾞﾚｲ･ﾊﾞｰｶｰ 平野威馬雄 高文社 1960年

No.037 宇宙から来た客 A・ｶｻﾞﾝﾂｪﾌ 川岸貞一郎
法政大学

出版局
1961年

No.038 宇宙には人が住んでいるか Ｆ・ジーゲリ 白楊社 1961年

No.039 宇宙学　上 田原澄
優良宇宙人と

の交流会
1961年

本リストの書籍は、過去一般向けに販売されたことが確認された出版物です。フィクションとし

て出版されたものは原則的に含まず、同人誌、個人出版物については、国立国会図書館で閲覧可

能なものに限り掲載しています。黄色地は国会図書館に所蔵がないものです。(最終改訂2018年9

月15日）



No.040 科学随筆全集第４

吉田洋一, 

中谷宇吉郎, 

緒方富雄 編
学生社 1961年

No.041 宇宙学　中 田原澄
優良宇宙人と

の交流会
1961年

No.042 世界のふしぎ 中山光義 偕成社 1961年

No.043 続不道徳教育講座 三島由紀夫 中央公論社 1962年

No.044
宇宙船ボストーク：第1号

から月計画へ

ﾊﾞｰﾁｪｯﾄ,

ﾊﾞｰﾃﾞｨ 岸田純之助 訳. 岩波書店 1962年

No.045 宇宙のふしぎ 日下実男 偕成社 1962年

No.046 空飛ぶ円盤の真相 アダムスキー 久保田八郎 高文社 1962年

No.047 世界の怪奇となぞ 庄司浅水 家の光協会 1963年

No.048 世界の謎と怪奇 黒沼健 ｱｻﾋ芸能出版 1963年

No.049 しかもそれは起こった ﾌﾗﾝｸ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ 斎藤守弘 早川書房 1963年

No.050
この謎はいつ解ける : 世界

20の不思議 / 
中山光義 宝石社 1963年

No.051 解明された宇宙人と宇宙機 根津芳雄 文久書林 1963年

No.052
日本の総理大臣及び各大臣、上層部に

宛てた優良星界よりの通信

優良宇宙人と

の交流会
1964年

No.053 精神感応 無言の会話術 アダムスキ 久保田八郎 文久書林 1964年

No.054 世界怪奇物語 E・F・ﾗｯｾﾙ 庄司浅水 三笠書房 1964年

No.055 サイエンス・ノンフィクション 斉藤守弘 早川書房 1964年

No.056 科学に挑戦する 超自然の謎２ エドワーズ 早川書房 1964年

No.057 生きている宇宙 岸本康 誠文堂新光社 1964年

No.058 奇妙で珍奇で怪奇な話 野高一作 芸文社 1964年

No.059 月：形態と観察 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾑｰｱ
宮本正太郎, 

服部昭
地人書館 1965年

No.060 S・Fスリラー
中岡俊哉、加

藤たかし
秋田書店 1965年

No.061 宇宙文明論 ｱｰｻｰ･C･ｸﾗｰｸ  山高昭 早川書房 1965年

No.062 世界は謎に満ちている 超自然の謎 エドワーズ 早川書房 1965年

No.063 空飛ぶ円盤の空中修繕 高梨純一
近代宇宙旅行

協会
1965年

No.064 この謎はまだとけない
中岡俊哉、

武部本一郎
少年画報社 1965年

No.065 ふしぎだがほんとうだ 斎藤守弘 秋田書店 1965年

No.066 怪奇の窓② 黒沼健 毎日新聞社 1966年

No.067 四次元世界の神秘 橋本健 池田書店 1966年

No.068 SF宇宙生物学講座 草下英明 早川書房 1966年

No.069 不道徳教育講座 三島由紀夫 中央公論社 1967年

No.070 怪奇と神秘と恐怖の世界 中岡俊哉 芸文社 1967年

No.071 世界の謎と怪奇 黒沼健 徳間書店 1967年

No.072 世界のウルトラ怪事件 中岡俊哉 秋田書店 1968年

No.073 天空人物語 黒沼健 新潮社 1968年

No.074 世界の円盤ミステリー 南山宏 秋田書店 1968年

No.075 世界の奇談 斎藤守弘 大陸書房 1968年

No.076 世界のモンスター
山内重昭   

西岡敏郎
秋田書店 1968年

No.077 世界の七不思議 庄司浅水 社会思想社 1969年

No.078 不道徳教育講座 三島由紀夫 中央公論社 1969年

No.079 脅威と怪奇の物語 小宮卓 芸文社 1969年



No.080 第二の世界物語 黒沼健 新潮社 1969年

No.081 未来の記憶 超自然への挑戦 デニケン 松谷健二 早川書房 1969年

No.082 神秘の世界 四次元世界の謎 斎藤守弘 大陸書房 1969年

No.083 空飛ぶ円盤のすべて 平野威馬雄 高文社 1969年

No.084 アポロと空飛ぶ円盤
平野威馬雄、

荒井欣一
高文社 1969年

No.085 日本の怪奇 日本列島の四次元地帯 松岡照夫 大陸書房 1969年

No.086
空飛ぶ円盤とアダムスキ

死と空間を越えて
アダムスキー 久保田八郎 高文社 1969年

No.087 20世紀のなぞとふしぎ
庄司浅水   

石田武雄
偕成社 1969年

No.088 怪奇がいっぱいの国 中岡俊哉 芸文社 1970年

No.089 世紀の秘密 小泉源太郎 大陸書房 1970年

No.090 知られざる物語 陶山密 大陸書房 1970年

No.091 世にも不思議な物語 中岡俊哉 潮文社 1970年

No.092 超自然の世界 南山宏 大陸書房 1970年

No.093 生命の科学 アダムスキー   久保田八郎 文久書林 1970年

No.094 世界の謎 ﾄﾞﾜｲﾄ･ﾐﾗｰ  仁賀克雄 大陸書房 1970年

No.095 世界ふしぎ少年ふしぎ少女 斎藤守弘 朝日ｿﾉﾗﾏ 1970年

No.096 世界のふしぎ  なぞの正体をさぐる
日下実男   

石田武雄
大日本図書 1970年

No.097 SFの世界 福島正美 三省堂 1971年

No.098 超物理学入門 橋本健 池田書店 1971年

No.099 宇宙の四次元世界 清家新一 大陸書房 1971年

No.100 超現実の世界 南山宏 大陸書房 1971年

No.101 星への帰還 デニケン 金森誠也 角川書店 1971年

No.102 奇現象の科学 斎藤守弘 大陸書房 1971年

No.103 異次元の怪奇 南山宏 大陸書房 1971年

No.104 世界の四次元現象 1 高梨純一 大陸書房 1971年

No.105 恐怖と戦慄物語 黒沼健 新潮社 1971年

No.106 私は宇宙人を見た空飛ぶ円盤の謎 中岡俊哉 潮文社 1971年

No.107 世界の怪奇 Rキャンベル 

他  

小宮卓 大陸書房 1971年

No.108 世界の24のふしぎ
庄司浅水   

山本耀也
講談社 1971年

No.109 S・Fスリラー 中岡俊哉 秋田書店 1972年

No.110 四次元の科学 斎藤守弘 大陸書房 1972年

No.111 神霊星界通信記録第１巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1972年

No.112 世界の四次元現象 3 高梨純一 大陸書房 1972年

No.113 世界の四次元現象 2 高梨純一 大陸書房 1972年

No.114 衝撃の四次元 ｼﾞｮﾝ･ﾏｸﾘﾝ 南山宏 大陸書房 1972年

No.115 薔薇十字の魔法 種村季弘 薔薇十字社 1972年

No.116 神霊星界通信記録第２巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1972年

No.117 失われた科学 斎藤守弘 大陸書房 1972年

No.118 西洋の怪談 中岡俊哉 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1972年

No.119 なぜ空飛ぶ円盤は来るのか ｽﾃｯｸﾘﾝｸﾞ 久保田八郎 文久書林 1972年

No.120 謎の研究 ﾊﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ 和巻耿介 大陸書房 1972年

No.121 神霊星界通信記録第３巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1972年

No.122 新四次元世界の謎 内田秀男 大陸書房 1972年

No.123 空飛ぶ円盤の跳梁 高梨純一 高文社 1973年



No.124 神霊星界通信記録第４巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1973年

No.125 地球空洞説 バーナード 小泉源太郎 大陸書房 1973年

No.126 未知の星を求めて 星と青春の記録 関つとむ 三恵書房 1973年

No.127 オカルト ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 中村保男 新潮社 1973年

No.128 空飛ぶ円盤のなぞ 南山宏 黒崎出版 1973年

No.129 世界の怪奇ミステリー 庄司浅水 潮文社 1973年

No.130 空飛ぶ円盤実在の証拠 高梨純一 高文社 1973年

No.131 神霊星界通信記録第５巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1973年

No.132 なぜなに学習図鑑21 日下実男監修 小学館 1973年

No.133 太古史の謎 ｱﾝﾄﾞﾙｰ･ﾄﾏｽ 角川書店 1973年

No.134 宇宙の使者 斎藤守弘 大陸書房 1973年

No.135 四次元から来た怪獣 ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ 南山宏 大陸書房 1973年

No.136 宇宙人の痕跡 ﾋﾟｰﾀｰ･ｺﾛｼﾓ 竹山博英 大陸書房 1973年

No.137 宇宙学講話 田原澄 宇宙学叢書刊行会1973年

No.138 失われた古代大陸 黒沼健 新潮文庫 1973年

No.139 神霊星界通信記録第６巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1973年

No.140 星を射る人 ﾋﾟｰﾀｰ･ｺﾛｼﾓ 花野秀男 大陸書房 1973年

No.141 円盤についてのマジメな話 平野威馬雄 平安書店 1973年

No.142 古代竜と円盤人 F・W・ﾎﾘﾃﾞｨ 和巻耿介 大陸書房 1973年

No.143 空飛ぶ円盤と宇宙人 黒沼健 高文社 1973年

No.144 続私は宇宙人を見た空飛ぶ円盤の謎 中岡俊哉 潮文社 1973年

No.145 空飛ぶ円盤は実在する ｴﾒ･ﾐｼｪﾙ 田辺貞之助 有信堂 1973年

No.146 20世紀のなぞとふしぎ
庄司浅水   

石田武雄
偕成社 1973年

No.147 アナクロニズム 種村季弘 青土社 1973年

No.148 ぐうたら好奇学 遠藤周作 講談社 1974年

No.149 UFO写真集 久保田八郎 コズモ出版社 1974年

No.150 円盤写真大図鑑 南山宏 黒崎出版 1974年

No.151 空飛ぶ円盤騒ぎの発端 高梨純一 高文社 1974年

No.152 空飛ぶ円盤実見記 ｱﾀﾞﾑｽｷ､ﾚｽﾘｰ 高橋豊 高文社 1974年

No.153 四次元の人間学 斎藤守弘 大陸書房 1974年

No.154 七人の予言者 黒沼健 新潮社 1974年

No.155 先史への宇宙船 ﾋﾟｰﾀｰ･ｺﾛｼﾓ 川名公平 大陸書房 1974年

No.156 宇宙人についてのマジメな話 平野威馬雄 平安書店 1974年

No.157 日本のUFO 池田隆雄 大陸書房 1974年

No.158 ヒューマノイド空飛ぶ円盤搭乗者 平野威馬雄編 高文社 1974年

No.159 キリスト宇宙人説 山本佳人 大陸書房 1974年

No.160 神霊星界通信記録第７巻 高木国男編著 宇宙学叢書刊行会1974年

No.161 空飛ぶ円盤と超科学 村田正雄
白光真宏会

出版局
1974年

No.162 超能力者ユリ・ゲラー プハーリック 井上篤夫 二見書房 1974年

No.163 宇宙人の謎人類を創った神々 デニケン 金森誠也 角川書店 1974年

No.164 仮説宇宙文明 トレンチ 小泉源太郎 大陸書房 1974年

No.165 空飛ぶ円盤の謎と怪奇 黒沼健 高文社 1974年

No.166
ヒューマノイド円盤人についての

マジメな話
平野威馬雄 平安書店 1974年

No.167 七つの世界の七不思議 庄司浅水 学習研究社 1974年

No.168 円盤に乗った青年のマジメな話 平野威馬雄 平安書店 1974年



No.169 四次元図鑑 橋本健他 池田書店 1974年

No.170 宇宙の知的存在 ｼﾞｬｯｸ･ﾍﾞﾙｼﾞｪ 大陸書房 1974年

No.171 続世界の怪奇ミステリー 南山宏 曙出版 1974年

No.172 世界ミステリーゾーン 和巻耿介等 小学館 1974年

No.173 日本の怪奇 里見勝也 若木書房 1974年

No.174 空飛ぶ円盤を追って 矢追純一 平安書店 1974年

No.175 官能瞑想 ラエル 大陸書房 1974年

No.176 UFO入門 並木伸一郎 大陸書房 1974年

No.177 近代怪談集 桝井寿郎 宝文館出版 1974年

No.178 世界の怪奇七不思議 庄司浅水 秋田書店 1974年

No.179 怪奇 この不思議を信じるか！?
中岡俊哉、南

村喬之
若木書房 1974年

No.180 UFO追跡 フレデリック 牧原宏郎 大陸書房 1974年

No.181 未来の記憶 デニケン 松谷健二 角川書店 1974年

No.182 世界の神秘 庄司浅水 社会思想社 1974年

No.183 空飛ぶ円盤追跡推理 星野ひとし 立風書房 1974年

No.184 世界の神秘 庄治浅水 社会思想社 1974年

No.185 空かける恐怖円盤大図鑑
山梨賢一、

港大介
ひばり書房 1974年

No.186 地球遺跡宇宙人のなぞ 高坂勝巳 立風書房 1974年

No.187 聖書とUFO 山本佳人 大陸書房 1974年

No.188 写真でみる空飛ぶ円盤200集 矢追純一 平安書店 1974年

No.189 世界の怪奇 科学でとけない謎・謎・謎 南条武 若木書房 1974年

No.190 空飛ぶ円盤製作法 清家新一 大陸書房 1975年

No.191 宇宙人の遺産 ドレイク 笠原哲正 大陸書房 1975年

No.192 空とぶ円盤古代文明と宇宙人 宇野哲二 鷹書房 1975年

No.193 絶望の惑星 斎藤守弘 大陸書房 1975年

No.194 UFO目撃者の証言 ﾛﾚﾝｾﾞﾝ夫妻 竹内太郎 角川書店 1975年

No.195 失われた惑星文明 ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ 北村十四彦 大陸書房 1975年

No.196 宇宙連合の飛来 喜多要光 大陸書房 1975年

No.197 写真でみる空飛ぶ円盤200集(第2集) 矢追純一 平安書店 1975年

No.198
空とぶ円盤発見！！ 

宇宙と地球のひみつ
南山宏構成 小学館 1975年

No.199 これが空飛ぶ円盤だ 風早恵介 ポプラ社 1975年

No.200 空飛ぶ円盤と宇宙人 中岡俊哉 小学館 1975年

No.201 UFO目撃「フェイト」マガジン 青木日出夫編 青木日出夫 大陸書房 1975年

No.202 世界のUFO 中岡俊哉 二見書房 1975年

No.203 それでも、超常現象は実在する！ 中岡俊哉 潮出版社 1975年

No.204 謎のバミューダ海域 バーリッツ 南山宏 徳間書店 1975年

No.205 UFOの謎 ｴｽﾀ･ﾚｰﾝ
金森誠也、

岡潤
大陸書房 1975年

No.206 未知なる幻影 ｺｰﾗﾙ･ﾛﾚﾝｾﾞﾝ 小森正昭 大陸書房 1975年

No.207 超自然の謎 ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ 斎藤守弘 角川書店 1975年

No.208 地球内部からの円盤 トレンチ 村社伸 角川書店 1975年

No.209 "円盤"大陸 続空とぶ円盤 宇野哲二 鷹書房 1975年

No.210 UFOは第二の黒船だ 坂元ツトム たま出版 1975年

No.211 超常現象のカラクリ 坂本種芳 日本文芸社 1975年

No.212 宇宙人謎の遺産 五島勉 祥伝社 1975年

No.213 宇宙と星99の謎宇宙人・ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ 堀源一郎 産報 1975年

No.214 衝撃のUFO過去・現在・未来 平野威馬雄編 高文社 1975年

No.215 UFOと宇宙人 南山宏 大陸書房 1975年



No.216 惑星動物の謎 斎藤守弘 大陸書房 1975年

No.217 ぐうたら好奇学：狐狸庵閑話４ 遠藤周作 講談社 1975年

No.218 不時着した円盤の謎 ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾉｰﾄﾝ 久保書店 1975年

No.219 星人地球殖民説 ﾌﾘﾝﾄ、ﾋﾞﾝﾀﾞｰ 小泉源太郎 大陸書房 1975年

No.220 UFO同乗記 アダムスキー 大沼忠弘 角川書店 1975年

No.221 実用空飛ぶ円盤製作と応用 定野邦男
日本ｱｶﾃﾞﾐ

ｯｸ･ｾﾝﾀｰ
1975年

No.222 三島由紀夫全集31評論7 佐伯彰一編纂 新潮社 1975年

No.223 宇宙に文明を求めて ペトロビッチ 時事通信社 1975年

No.224 空飛ぶ円盤UFOの正体
荒井欣一、梶

田達二
フレーベル館 1975年

No.225 宇宙からの福音 ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ 北村十四彦 大陸書房 1975年

No.226 UFO大襲来人類への挑戦 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｴﾒﾈｶﾞｰ 南山宏 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1975年

No.227 UFO事典宇宙の神秘がわかる193項 南山宏 徳間書店 1975年

No.228
私は円盤に乗った！

驚異のホワイトサンズ事件
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾌﾗｲ 久保田八郎、藤間弘道ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1975年

No.229 パプア島の円盤騒動 ｸﾗｯﾄｳｪﾙ神父 増野一郎 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1975年

No.230 UFO発見法 並木伸一郎 大陸書房 1975年

No.231 空飛ぶ円盤を追え 並木伸一郎 学習研究社 1975年

No.232
写真でみる空飛ぶ円盤・

宇宙人200集
矢追純一編 平安書店 1975年

No.233 神秘学大全
ﾍﾞﾙｼﾞｪ、

ﾎﾟｰｳｪﾙ
伊東守男  ｻｲﾏﾙ出版会 1975年

No.234 マヤ文明の神秘惑星Xの謎
ｴﾘｯｸ･ｳﾑﾗﾝﾄﾞ､ｸﾚ

ｲｸﾞ･ｳﾑﾗﾝﾄﾞ
高山信雄 佑学社 1975年

No.235 失われた古代文明 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾑｰﾆｲ 矢野徹 角川書店 1975年

No.236 謎の白鳥座６１番星 ﾛﾋﾞﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ 青木栄一 二見書房 1975年

No.237 なぞの四次元  超科学推理 斎藤守弘 学習研究社 1975年

No.238 宇宙生命の謎 山田博 黎明書房 1975年

No.239 世界の謎を解く 草川隆 秋元書房 1976年

No.240 UFO・衝撃のレポート 中岡俊哉 潮文社 1976年

No.241 宇宙人伝説 ﾋﾟｰﾀｰ･ｺﾛｼﾓ 川名公平 大陸書房 1976年

No.242 謎の大消滅 ﾌﾞﾗｯﾄﾞ･ｽﾀｲｶﾞｰ 二見書房 1976年

No.243 これがUFOだ 港大介 ひばり書房 1976年

No.244 宇宙の知的生物 ｱｲｱﾝ･ﾘﾄﾞﾊﾟｽ 徳間書店 1976年

No.245 宇宙の知性体 ヴｧﾙﾀｰ･R･ﾌｯｸｽ 金森誠也 大陸書房 1976年

No.246 地下のUFO海のUFO 宇野哲二 鷹書房 1976年

No.247 太古の宇宙人 デニケン 松谷健二 角川書店 1976年

No.248 UFOからバミューダまで サンダーソン 南山宏 大陸書房 1976年

No.249 宇宙哲学 アダムスキー 久保田八郎 たま出版 1976年

No.250 謎の宇宙通信 ﾌﾟﾚｲｽｳｪﾙ 佑学社 1976年

No.251 太古宇宙戦争の謎 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾑｰﾆｰ 二見書房 1976年

No.252 宇宙人大襲撃 ｼｰｸﾞﾚｰﾌﾞｽ 小泉源太郎 大陸書房 1976年

No.253 世界のUFO写真集 高梨純一 高文社 1976年

No.254 円盤宇宙人出現！！！
三宅弘、中岡

俊哉
小学館 1976年

No.255 実験円盤浮上せり 清家新一 大陸書房 1976年

No.256 UFO日本侵略 高梨純一
ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ

新聞社出版局
1976年

No.257 UFO旋風 エドワーズ 北沢史朗 大陸書房 1976年

No.258 宇宙人の子孫 ドレイク 久保智洋 大陸書房 1976年



No.259 宇宙人飛来の謎
ｱﾗﾝ&ｻﾘｰ･ﾗﾝｽﾞﾊﾞ

ｰｸﾞ
南山宏 二見書房 1976年

No.260 写真で見る日本に来た?！UFOと宇宙人 矢追純一 平安書店 1976年

No.261 UFO海底基地説 ｻﾝﾀﾞｰｿﾝ 久保智洋 大陸書房 1976年

No.262 謎の反重力網 ｷｬｼｰ､ﾏｰｼｬﾙ 中保恒治 大陸書房 1976年

No.263 UFO大接近1984年-地球人運命の年 ﾏｸｳｪｰﾝ､ｸﾞﾚｱﾑ 吉野博高 徳間書店 1976年

No.264 地底人王国 ｴﾘｯｸ･ﾉｰﾏﾝ 大陸書房 1976年

No.265 SFの世界 -- 新版 福島正実 三省堂 1976年

No.266 UFO四次元の世界 シン企画 ヒバリ書房 1976年

No.267 UFOと円盤101の謎
志水一夫、

大槻哲夫
小学館 1976年

No.268 UFOと地球大陰謀作戦 喜多要光 有信堂高文社 1976年

No.269 大宇宙の異星人 ｼﾞｬｯｸ･ｽﾀﾝﾚｰ 吉野博高 二見書房 1976年

No.270 異星人の殿堂 トレンチ 広瀬順弘 角川書店 1976年

No.271 宇宙文明の夜あけ 高橋田一 たま出版 1976年

No.272 UFOの秘密 南山宏 秋田書店 1976年

No.273 UFOビックリ大事典 南山宏 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 1976年

No.274 日本の宇宙人遺跡 武内裕 大陸書房 1976年

No.275 空のミステリー・ゾーン
横森周信、 

中村浩美 
ﾜｰﾙﾄﾞﾌｫﾄﾌﾟﾚｽ 1976年

No.276 仏典とUFO 山本佳人 大陸書房 1976年

No.277 UFO宇宙人101のなぞ
ｽﾀｼﾞｵ･ﾉｱ、

並木伸一郎
小学館 1976年

No.278 宇宙生物99の謎 小尾信弥 産報 1976年

No.279 UFOがせめてくる 落合五郎 ヒバリ書房 1976年

No.280 UFO超地球人説 ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ 巻正平 早川書房 1976年

No.281 地球のミステリー 斎藤守弘 大陸書房 1976年

No.282 空飛ぶ円盤 C・G・ﾕﾝｸﾞ 松代洋一 朝日出版社 1976年

No.283 円盤宇宙人 落合五郎 ヒバリ書房 1976年

No.284 UFO追跡大作戦ノンフィクション 集英社 1976年

No.285 実験四次元科学上
ｵｽﾄﾗﾝﾀﾞｰ､

ｼｭﾛｰﾀﾞｰ
照洲みのる たま出版 1976年

No.286 宇宙からの訪問者 アダムスキー 久保田八郎 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1976年

No.287 宇宙との連帯  異星人的文明論 ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ 福島正実 河出書房新社 1976年

No.288 世界の謎と怪奇  神秘のベールを剥ぐ 黒沼健 徳間書店 1976年

No.289 謎のタイムトンネル
ｱﾗﾝ&ｻﾘｨ･

ﾗﾝｽﾞﾊﾞｰｸﾞ
福島正実 ベストセラーズ 1905年

No.290 実験四次元科学超常現象ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ下
ｵｽﾄﾗﾝﾀﾞｰ､

ｼｭﾛｰﾀﾞｰ
森島三郎 たま出版 1977年

No.291 ツングース恐怖の黙示 五島勉 祥伝社 1977年

No.292 ＳＦ事典 横田順彌 広済堂 1977年

No.293 空飛ぶ円盤基地101のなぞ
石原光二、逆

井五郎
小学館 1977年

No.294 謎のﾂﾝｸﾞｰｽ隕石はﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙかUFOか ﾊﾞｸｽﾀｰ､ｱﾄｷﾝｽ
青木栄一、

木暮利定
講談社 1977年

No.295 古き良き宇宙人会見記時代 平野泰敏 ﾕｰﾎﾛｼﾞｽﾄｸﾗﾌﾞ 1977年

No.296 謎の第12惑星 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 柏原研 ごま書房 1977年

No.297 宇宙の友人たち 古山晴久 たま出版 1977年

No.298 世界の謎と不思議 庄司浅水 学習研究社 1977年

No.299 宇宙よりの来訪者 ﾛｲ･ｽﾃﾏﾝ 久保田八郎 学習研究社 1977年

No.300 大消滅 その後のバミューダ海域 ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾊﾞｰﾘｯﾂ 南山宏 徳間書店 1977年

No.301 宇宙からの来訪者 驚異のUFO体験 トレンチ 岡部宏之 角川書店 1977年



No.302
円盤製造法ｴｾﾞｷｴﾙの

<宇宙船>を復元する
ブルームリヒ 松谷健二 角川書店 1977年

No.303 超次元 ﾌﾞﾗｯﾄﾞ･ｽﾀｲｶﾞｰ 吉野博高 二見書房 1977年

No.304 地球のスリラーゾーン 中岡俊哉 新人物往来社 1977年

No.305 やはりキリストは宇宙人だった ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾚｲｸ 北村十四彦 大陸書房 1977年

No.306
大隆起魔の海域にｱﾄﾗﾝﾃｨｽが

浮上する
ﾌﾞﾗｯﾄﾞ･ｽﾀｲｶﾞｰ 南山宏 徳間書店 1977年

No.307 UFO全百科 雪書房編 小学館 1977年

No.308
超常現象の科学霊魂から

ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙまで
都筑卓司 講談社 1977年

No.309 宇宙からの声が聞こえる 金子努 大日本図書 1977年

No.310 宇宙のルネッサンス 小尾信弥
玉川大学

出版部
1977年

No.311 怪奇なぞのUFO怪事件 南山宏 学習研究社 1977年

No.312 UFO入門 平野いまお ｻﾝﾎﾟｳｼﾞｬｰﾅﾙ 1978年

No.313 ﾊｲﾈｯｸ博士の未知との遭遇ﾘﾎﾟｰﾄ J･ｱﾚﾝ･ﾊｲﾈｯｸ 青木栄一 二見書房 1978年

No.314
全現象の統一理論通常・超常現象

の解明
栗木安雄 中和新聞社 1978年

No.315 未知なるUFO ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･E･ｷｰﾎｰ 北沢史朗 大陸書房 1978年

No.316 世界のミステリーゾーン
山主敏子、亀

山龍樹
三省堂 1978年

No.317 UFOとの遭遇 J･ｱﾚﾝ･ﾊｲﾈｯｸ 南山宏 大陸書房 1978年

No.318 目覚めよ地球人 高橋田一 たま出版 1978年

No.319 宇宙人と古代人の謎 カザンツェフ 金光不二夫 文一総合出版 1978年

No.320 UFO大追跡キミは見たか！ 南山宏 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1978年

No.321 UFOの秘密 トレンチ 長谷川正二 大陸書房 1978年

No.322 UFO ホワイト 佑学社 1978年

No.323
日本列島、空の危機UFOか、

軍事衛星か
三根生久大 かんき出版 1978年

No.324 仮説宇宙人99の謎 草下英明 ｻﾝﾎﾟｳｼﾞｬｰﾅﾙ 1978年

No.325 全国UFO目撃多発地帯 矢追純一 二見書房 1978年

No.326 フェノメナ幻象博物館 ﾐｯﾁｪﾙ､ﾘｶｰﾄﾞ 村田薫 創林社 1978年

No.327 それでも月に何かがいる レオナード 啓学出版 1978年

No.328 にっぽん宇宙人白書 内野恒隆 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1978年

No.329 円盤機関始動せり 清家新一 大陸書房 1978年

No.330 UFOはホントにUFOか 並木伸一郎 郷・出版部 1978年

No.331 山小屋造った・・・猫も来た！ 西丸震哉 文藝春秋 1978年

No.332 UFO大接近イラストで再現！ 学習研究社 1978年

No.333 UFO入門 平野いまお ｻﾝﾎﾟｳｼﾞｬｰﾅﾙ 1978年

No.334 図鑑これがUFOだ 藤堂真一 有紀書房 1978年

No.335 UFOの世界記録写真に見るその実態
ｼｭﾅｲﾀﾞｰ､ﾏﾙﾀｰﾅ

ｰ
金森誠也 啓学出版 1979年

No.336 UFO事典 平野威馬雄 日本文芸社 1979年

No.337 宇宙人に会った 矢追純一 広済堂出版 1979年

No.338 UFO革命 横尾忠則 晶文社 1979年

No.339 UFOのすべて 赤間剛 三一書房 1979年

No.340 真説古事記 山田久延彦 徳間書店 1979年

No.341 外宇宙からの帰還 ファウラー 井上篤夫 集英社 1979年

No.342 ボクは好奇心のかたまり 遠藤周作 新潮社 1979年

No.434 UFOガイドブック
ﾌﾞﾘｱｻﾞｯｸ､

ﾒﾆｯｸ
平野威馬雄 CBS・ｿﾆｰ出版 1979年



No.344 世界の七不思議大図鑑 中岡俊哉 二見書房 1979年

No.345 アナクロニズム 種村季弘 青土社 1979年

No.346 光速者宇宙・人間・想像力 埴谷雄高 作品社 1979年

No.347 　マイナスの科学 坂本邁 マルジュ社 1979年

No.348 日本の宇宙人
いけうち・誠

一
大陸書房 1979年

No.349 謎のフィラデルフィア実験 ﾊﾞｰﾘｯﾂ､ﾑｰｱ 南山宏 徳間書店 1979年

No.350 古事記と宇宙工学 山田久延彦 徳間書店 1979年

No.351 神々の遺産 ﾓｰﾘｽ･ｼｬﾄﾗﾝ 土屋博正 角川書店 1979年

No.352 世界不思議物語
ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
1979年

No.353 世界UFO写真完全記録 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1980年

No.354 きまぐれフレンドシップ 星新一 奇想天外社 1980年

No.355 聖書と宇宙人 ｸﾛｰﾄﾞ･ﾎﾞﾘﾛﾝ 中村省三 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1980年

No.356 UFO遭遇事典 南山宏 立風書房 1980年

No.357 あっ！UFOだ 小林繁
講談社出版

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
1980年

No.358 謎の宇宙人追跡CIA秘密文書を暴く 矢追純一 徳間書店 1980年

No.359 宇宙人との遭遇 スチーブンス 芝田康彦 徳間書店 1980年

No.360 超科学Q&A超常現象の謎をとく！ 橋本健 ビッグ社 1980年

No.361 UFOの恐怖ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰUFOを追跡する 中岡俊哉 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｾﾗｰｽﾞ 1980年

No.362 UFO地球侵略の謎 南山宏 二見書房 1980年

No.363 五次元の世界現 ﾌﾞﾗﾝｽﾀｲﾝ 宮崎忠 講談社 1980年

No.364 20世紀最後の真実 落合信彦 集英社 1980年

No.365 広がりつづける宇宙
朝日新聞科学

部編
朝日ソノラマ 1980年

No.366 謎の創世記ｴﾃﾞﾝの園にいた宇宙人 ギンズバーグ 徳間書店 1980年

No.367 UFOと新エネルギー 清家新一 大陸書房 1980年

No.368 SFパズルキミはどこまで宇宙人か? 南山宏 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1980年

No.369 現代物理学の死角 今野健一 私家版 1980年

No.370 ニューメキシコに墜ちた宇宙船 バーリッツ 南山宏 徳間書店 1981年

No.371 フリーメーソンとは何か 久保田政男 日本工業新聞社 1981年

No.372 UFOとその行動 ｴﾒ･ﾐｼｪﾙ 後藤忠 暁印書館 1981年

No.373 謎の円盤UFO超百科 立風書房 1981年

No.374 サイ科学の全貌 関英男 工作社 1981年

No.375 地球外文明の謎 ｼﾞｬｯｸ･ｽﾀﾝﾚｰ 吉野博高 二見書房 1981年

No.376 １９９９年運命の日 バーリッツ 南山宏 二見書房 1981年

No.377 宇宙からの訪問者 アダムスキー 久保田八郎 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1981年

No.378
宇宙から来た遺跡：宇宙考古学
フィールドワーク

南山宏 講談社 1981年

No.379 RockonUFO地球外文明の驚異と脅威 新評社 1981年

No.380 UFOとは何か ﾊｲﾈｯｸ､ヴｧﾚｰ 久保智洋 角川書店 1981年

No.381 第3の選択米ソ宇宙開発の陰謀 ワトキンズ 梶野修平 たま出版 1981年

No.382 情報白書spaceprojectnet-work SPNW企画本部 1981年

No.383 情報操作：歪められた真実 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｺﾝ 小関哲哉 時事通信社 1981年

No.384 宇宙からの黙示録 渡辺大起 徳間書店 1982年

No.385 人類は地球人だけではなかった 矢追純一 青春出版社 1982年

No.386 青い惑星が危ない スタイガー 二見書房 1982年

No.387 宇宙からの侵入者 南山宏 二見書房 1982年

No.388
おもしろ科学雑学事典ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾛﾎﾞｯﾄか

らUFO・自然の不思議まで
ﾍﾞｽﾄﾌﾞｯｸ編 ベストブック 1982年



No.389 異星人からのメッセージ
大石龍一、

エリザベート
鷹書房 1982年

No.390 Gを彼方に 横手行雄 民生館 1982年

No.391 驚異のUFO情報 ベクリー 床鍋剛彦 大陸書房 1982年

No.392 宇宙人・謎の計画書 ﾛﾋﾞﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ 青木栄一 二見書房 1982年

No.393 科学ウッソー？ホントー！ 大宮信光 光文社 1982年

No.394 宇宙誘拐 ｼﾞｮﾝ･G･ﾌﾗｰ 角川書店 1982年

No.395 宇宙人はどんな顔 大島泰郎 創隆社 1982年

No.396 宇宙との連帯 ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ 福島正実 河出書房新社 1982年

No.397 東北ミステリー伝説 佐藤有文 サンデー社 1982年

No.398 空飛ぶ円盤完成近し 清家新一 大陸書房 1983年

No.399 異星人との遭遇 藤本憲幸 鷹書房 1983年

No.400 きまぐれエトセトラ 星新一 講談社 1983年

No.401 米政府は異人類の死体を隠している 南山宏 学研 1983年

No.402 宇宙人の死体の謎 矢追純一 二見書房 1983年

No.403 現代物理学の死角 今野健一 今商出版部 1983年

No.404 第10番惑星に宇宙人がいた ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 南山宏 二見書房 1983年

No.405
世界の謎面白ゼミナール謎・不思議・

超常現象の最新情報
ヒッチング 楠原一郎 現代史出版会 1983年

No.406 UFOは子供だましか
立正大学UFO

研究会
大陸書房 1983年

No.407 悪霊の大予言 大下美和子 徳間書店 1983年

No.408 四次元驚異の世界 橋本健 池田書店 1983年

No.409 UFOひみつ事典 山梨賢一 学習研究社 1983年

No.410 聖書と宇宙人異星人の黙示録--第4版 ｸﾛｰﾄﾞ･ﾎﾞﾘﾛﾝ 中村省三 ﾕﾆﾊﾞｰｽ出版社 1983年

No.411 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集1宇宙からの訪問者 アダムスキー 久保田八郎 文久書林 1983年

No.412 超物理学：四次元へのパスポート 橋本健 池田書店 1983年

No.413 ETの地球攻撃を許すな！ 渡辺威男 徳間書店 1983年

No.414 ミステリーゾーンに挑む
日本ﾘｰﾀﾞｰ

ｽﾞﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ社
1983年

No.415 ふしぎ写真大百科
ﾏｲﾊﾞｰｽﾃﾞｲ

編集部編
実業之日本社 1983年

No.416 新・第3の選択 米ソ宇宙開発の真相 水島保男 たま出版 1983年

No.417 ぐうたら好奇学：狐狸庵閑話 遠藤周作 講談社 1983年

No.418 アダムスキー全集2UFO問題の真相 アダムスキー 久保田八郎 文久書林 1983年

No.419 やはりETはいた！
森脇十九男、

竹本良
大陸書房 1983年

No.420 最新UFO研究 - 小学館 1983年

No.421 地球外生命ET研究 南山宏 小学館 1983年

No.422
ﾜﾝﾀﾞﾗｰの足跡 

目覚めた宇宙の使者たち
渡辺大起 ｵｲｶｲﾜﾀﾁ 1983年

No.423 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集3UFOとｱﾀﾞﾑｽｷｰ アダムスキー 久保田八郎 文久書林 1983年

No.424 地球外生命ET研究 南山宏監修 小学館 1983年

No.425 Gの時代 横手行雄 民生館 1983年

No.426 UFO大予言 ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 紀尾井書房 1984年

No.427 霊界にいった子供たち２ 村田正雄 白光真宏会出版局1984年

No.428 荒正人著作集 第4巻 (宇宙文明論) 三一書房 1984年

No.429 異星人接近中 韮沢潤一郎 永岡書店 1984年

No.430 地球へ来た神人 ﾛﾍﾞｰﾙ･ｼｬﾙｰ 大陸書房 1984年

No.431 モスマンの黙示 ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ 南山宏 国書刊行会 1984年

No.432 世界のウルトラ怪事件 中岡俊哉 秋田書店 1984年



No.433 20世紀最後の真実 落合信彦 集英社 1984年

No.434 UFOと異星人の謎
荒井欣一、志

水一夫
池田書店 1984年

No.435 謎のタイムトンネル
アラン&サリィ・

ランズバーグ
福島正実 ベストセラーズ1984年

No.436 世界の円盤ﾐｽﾃﾘｰ 南山宏 秋田書店 1984年

No.437 UFOと謎の特異日 大田原治男 池田書店 1984年

No.438
大宇宙人類興亡詩宇宙思考

による反戦平和のうた
高橋田一 たま出版 1984年

No.439 大人を恐がらせる大怪奇ﾐｽﾃﾘｰｿﾞｰﾝ 中岡俊哉 二見書房 1984年

No.440 UFOの恐怖 中岡俊哉 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｾﾗｰｽﾞ 1984年

No.441 謎の超常現象 中岡俊哉編 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｾﾗｰｽﾞ 1984年

No.442 ザ・メッセージ ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 三修社 1984年

No.443 超常現象には"法則"があった！ 猪股修二 ﾛﾝｸﾞｾﾗｰｽﾞ 1984年

No.444 消えた地球重力 清家新一 大陸書房 1984年

No.445 アダムスキーの宇宙哲学 アダムスキー 久保田八郎 たま出版 1984年

No.446 ここまでわかったUFOの秘密 並木伸一郎 立風書房 1984年

No.447 第4の遭遇 バトラー他 頼秀樹 二見書房 1984年

No.448 星日記 草下英昭 草思社 1984年

No.449 新・心霊科学事典 田中千代松編 潮文社 1984年

No.450 図鑑宇宙のふしぎとひみつ 藤堂真一 有紀書房 1984年

No.451 世界のモンスター
山内重昭   

西岡敏郎
秋田書店 1984年

No.452 山小屋造った・・・猫も来た！ 西丸震哉 文藝春秋社 1985年

No.453 世界の20不思議 浜洋 大陸書房 1985年

No.454 UFOと宇宙人の科学 前川光 大日本図書 1985年

No.455 ふしぎ面白大事典 中岡俊哉 紀元社 1985年

No.456 神秘！UFOと宇宙人の本 平野威馬雄 国土社 1985年

No.457 人類は地球外生物に狙われている
ﾌｫｰｾｯﾄ､

ｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞ
南山宏 二見書房 1985年

No.458 恐怖の宇宙人 村上政彦 学習研究社 1985年

No.459 UFOと宇宙人の正体 森東一郎 池田書店 1985年

No.460 むかし人魂いまUFO 山県登 山県登 1985年

No.461 世界の謎と怪奇 浜洋 大陸書房 1985年

No.462 UFOの内幕第3の選択騒動の発端 ﾌﾗﾝｸ･ｽｶﾘｰ
梶野修平、

加藤整弘
たま出版 1985年

No.463 アクエリアス革命♯002 村松裕羽 たま出版 1985年

No.464
ザ・宇宙人私は見た！

謎と怪奇の世界

大陸書房編集

部
大陸書房 1985年

No.465 宇宙から来た遺跡 南山宏 講談社 1985年

No.466 空飛ぶ円盤の秘密 パウリツキー 西村敏充 講談社 1985年

No.467 きまぐれフレンドシップ part 1 星新一 集英社 1985年

No.468 オカルト ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 中村保男 平河出版社 1985年

No.469 オカルト下 ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 中村保男 新潮社 1985年

No.470 日本の20不思議 浜洋 大陸書房 1985年

No.471 ムー別冊世界UFO大百科 学習研究社 1985年

No.472 宇宙のサムライ 横手行雄 民生館 1905年

No.473
惑星からの帰還実録・

ETとの宇宙旅行記
メディナ

ﾐﾁｺ･ｱﾍﾞ･

ﾃﾞ･ﾈﾘ
たま出版 1986年

No.474 人間の音空飛ぶ円盤とモーゼの末裔 鴨志田恵一 情報センター出版局1986年

No.475 アクエリアス革命♯003 村松裕羽 たま出版 1986年

No.476 宇宙人との対話 ｸﾞﾚﾀ･ｳｯﾄﾞﾘｭｰ 恒文社 1986年

No.477 太陽からのメッセージ 亀井美代子 鷹書房 1986年



No.478 「火の玉」の謎 大槻義彦 二見書房 1986年

No.479
謎の縄文連合超古代、

東北の地に宇宙人が飛来した！?
ｺｽﾞﾐｯｸ･ﾄﾘｶﾞｰ 日本文芸社 1986年

No.480 人類が神になる日 デニケン 坂本明美 佑学社 1986年

No.481 幸福の道第５版 田原澄 ｻﾞ･ｺｽﾓﾛｼﾞｰ 1986年

No.482 UFO異星人大百科 荒井欣一 日本文芸社 1986年

No.483 薔薇十字の魔法 種村季弘 青土社 1987年

No.484 デニケンの宇宙人伝説 デニケン 青木栄一 二見書房 1987年

No.485 月は神々の前哨基地だった ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ たま出版 1987年

No.486 日本の地名とUFOの記録 橋野昇一 近代文芸社 1987年

No.487 岡山に出現したUFO 秋田めぐみ アス 1987年

No.488 恐怖の予言大全科 おきたかし 秋田書店 1987年

No.489 怪奇現象博物館フェノメナ ﾐｯﾁｪﾙ､ﾘｶｰﾄﾞ 村田薫 北宋社 1987年

No.490 宇宙人をさがす 前川光 太平出版社 1987年

No.491 宇宙学上 田原澄 ｻﾞ･ｺｽﾓﾛｼﾞｰ 1987年

No.492 世界の七不思議 庄司浅水 三修社 1987年

No.493 ﾐｽﾃﾘｰｽﾞ　ｵｶﾙﾄ・超自然・PSIの探究 ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 高橋和久 工作舎 1987年

No.494 宇宙からの警告巨大UFO同乗見聞記 ｹﾙﾋﾞﾝ･ﾛｳ 梶野修平 たま出版 1987年

No.495 世界の怪奇物語 庄司浅水 三修社 1987年

No.496
真実のﾒｯｾｰｼﾞ

宇宙人からのﾒｯｾｰｼﾞpart1

ｸﾛｰﾄﾞ･ﾎﾞﾘﾛﾝ"

ラエル"

日本ﾗｴﾘｱﾝ･

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ
1987年

No.497 世界のミステリー 庄司浅水 三修社 1987年

No.498 科学か？宗教か？ 橋本健 星雲社 1988年

No.499
不死の惑星への旅

宇宙人からのﾒｯｾｰｼﾞpart2

ｸﾛｰﾄﾞ･ﾎﾞﾘﾛﾝ"

ラエル"

日本ﾗｴﾘｱﾝ･

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ
1988年

No.500 宇宙と地球のミステリー 南山宏 講談社 1988年

No.501 宇宙からの使者 藤原忍 たま出版 1988年

No.502 アクエリアス革命♯003 村松裕羽 たま出版 1988年

No.503 不思議の国のUFO
みやもとすみ

こ

CRIPﾒﾃﾞｨｱ

ｻｰﾋﾞｽ
1988年

No.504 世界不思議百科 ﾜｰﾙﾄﾞﾌｫﾄﾌﾟﾚｽ 光文社 1988年

No.505 宇宙人はほんとにいるか ポプラ社 1988年

No.506 宇宙人謎の遺産 五島勉 祥伝社 1988年

No.507 空飛ぶ円盤の真実 エドワーズ 安竜次郎 国書刊行会 1988年

No.508 第三帝国と空飛ぶ円盤 磯部剛喜
日本宇宙現象

研究会
1988年

No.509 世界オカルト事典
サラ・リトヴ

ィノフ
講談社 1988年

No.510 宇宙人と地球の未来 村田正雄
白光真宏会

出版局
1988年

No.511 異星訪問奇談
久保田八郎編

集
エトワス出版 1988年

No.512
UFOに関する

極秘ファイルを入手した。
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾎｰﾙ 青木日出夫 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1989年

No.513 高橋信次のUFOと宇宙 大川隆法 土屋書店 1989年

No.514 きまぐれフレンドシップ part 1 星新一 集英社 1989年

No.515 UFO極秘資料MJ-12 並木伸一郎
日本宇宙現象

研究会
1989年

No.516 宇宙人の宇宙論Touei 藤原英基 幻想社 1989年

No.517 MJ-12の秘密 矢追純一 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1989年



No.518 幽霊宇宙船伝説 平野泰敏 22世紀社 1989年

No.519 地球大異変は何故起こるか 深野一幸 文久書林 1989年

No.520 誰も解かなかった「古事記」 山田久延彦 天山出版 1989年

No.521 宇宙人がくれた21世紀の聖書 大高良哉 徳間書店 1989年

No.522 世界UFO大百科：決定版 学習研究社 1989年

No.523 MIBメン・イン・ブラックの謀略 矢追純一 二見書房 1989年

No.524 悪魔が生んだ科学 山田久延彦 光文社 1989年

No.525 謎のHalt文書 B・バトラー 矢追純一 二見書房 1989年

No.526 ケネディ暗殺とUFO ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ たま出版 1989年

No.527 宇宙人の死体写真集 中村省三編 ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ出版社 1989年

No.528 これが宇宙人との密約だ 矢追純一 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1989年

No.529 戦慄のMARS計画 矢追純一 二見書房 1989年

No.530 雑学世界の謎と不思議 平川陽一 日東書院 1989年

No.531 M・I・Bとデビル伝説 ﾛｼﾞｽｳｨｸｽ ヒロ坂口
日本宇宙現象

研究会
1990年

No.532 怪奇人面の呪い 山口直樹 二見書房 1990年

No.533 赤い国のエイリアン 中村省三
ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ

出版社
1990年

No.534 世界不思議百科
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ､

ﾀﾞﾓﾝ･ｳｨﾙｿﾝ
関口篤 青土社 1990年

No.535 MJ-12の謎と第18格納庫の秘密 ベクリー 南山宏 二見書房 1990年

No.536 チョーキング・ドーベルマン ブルンヴァン 行方均 新宿書房 1990年

No.537 UFOと宇宙人のなぞ
桜井信夫、梶

鮎太
あすなろ書房 1990年

No.538 実証UFO大百科
東京大学

UFO研究会
勁文社 1990年

No.539 世界ちょっと不思議な話 南山宏 講談社 1990年

No.540 第二惑星からの地球訪問者 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.541 米空軍「UFO機密ファイル」の全貌 ﾋﾞﾙ･ｺｰﾙﾏﾝ 中村省三
ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ

出版社
1990年

No.542 科学か？宗教か？増補改訂版 橋本健 ウィーグル 1990年

No.543 １９９９年運命の日－改訂版 バーリッツ 南山宏 二見書房 1990年

No.544 宇宙人謎の遺産 五島勉 祥伝社 1990年

No.545
雑学宇宙の謎と不思議太陽系・銀河系

・米ソ宇宙開発・宇宙人など
平川陽一 日東書院 1990年

No.546 悪魔の密約謎の宇宙人クリル 並木伸一郎 二見書房 1990年

No.547 ソ連のUFO研究 F.Y.ジーゲリ
伊藤清久、

藤木伸三
東洋書林 1990年

No.548
UFOと陰の政府

世界支配への宇宙的陰謀
ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ たま出版 1990年

No.549 新アダムスキー全集 2 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.550 ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄUFO目撃機密文書！ ﾃｨﾓｼｰ･ｸﾞｯﾄﾞ 森平慶司 二見書房 1990年

No.551 新版・ツングース恐怖の黙示 五島勉 祥伝社 1990年

No.552 ﾐｽﾃﾘｰｻｰｸﾙ円環効果とは何か G・T・Meaden 大槻義彦 丸善 1990年

No.553 世界ミステリー写真集①UFO 並木伸一郎監修 学習研究社 1990年

No.554 世界謎物語 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｺｰｴﾝ 岡達子 社会思想社 1990年

No.555 CIAUFO公式資料集成Ⅰ
森脇十九男監

修
斎藤栄一郎 ｽﾋﾟﾘｯﾂｱﾍﾞﾆｭｰ 1990年

No.556 新アダムスキー全集 3 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.557 UFOをさがせ ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ 小原隆博 福武書店 1990年

No.558 第3の予言UFOからの警告･ﾌｧﾃｨﾏ ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾚｼﾞｭ 梶野修平 たま出版 1990年



No.559
199X年地球大破局宇宙人が

警告している
深野一幸 広済堂出版 1990年

No.560 古代史における仮説 竹田逸郎 岳書房 1990年

No.561 謎の四次元ミステリー 佐藤有文 青春出版社 1990年

No.562 新アダムスキー全集4UFO問答100 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.563
芸能人のゾーッとする話、

コワーイ話

ﾀﾚﾝﾄの不思議

体験を追跡す

る記者ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾌﾞｯｸﾏﾝ社 1990年

No.564 <火星>人面像の謎 赤い惑星の神秘 ホーグランド 二見書房 1990年

No.565 新ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集5金星・土星探訪記 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.566 ロズウェルUFO回収事件 ﾊﾞｰﾘｯﾂ､ﾑｰｱ 南山宏 二見書房 1990年

No.567
超科学Q&A：ｻｲｷｯｸﾊﾟﾜｰの

謎にせまる
橋本健 ウィーグル 1990年

No.568 UFO隠蔽工作の謎 南山宏 大陸書房 1990年

No.569
20世紀最大のミステリー・UFO

第1回日本UFO学シンポジウム

南山宏、

綾羽一紀
JDC 1990年

No.570 宇宙人は、もう地球に棲んでいる 矢追純一 青春出版社 1990年

No.571 続実証UFO大百科
東京大学

UFO研究会
勁文社 1990年

No.572 UFOはこうして飛んでいる！ ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 1990年

No.573 新ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集6UFOの謎 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.574 私は宇宙人にさらわれた！ ｼﾞｮﾝ･ﾘﾏｰ 秋山真人 三交社 1990年

No.575 ソ連・東欧のUFO
ﾎﾊﾞﾅ､ｳｨｰヴｧｰﾊ

ﾞｰｸﾞ

金子浩、

工藤竜広
たま出版 1990年

No.576 宇宙からの誘拐者 矢追純一 二見書房 1990年

No.577 自然の怪異：火の玉伝承の七不思議 角田義治 創樹社 1990年

No.578 新ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集 721世紀の宇宙哲学 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1990年

No.579 UFOの嘘 志水一夫 ﾃﾞｰﾀﾊｳｽ 1990年

No.580 UFOと超能力の謎 秋山真人 日東書院 1990年

No.581 大謀略UFO異星人vs米スパイ機関 中村省三
ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ

出版社
1990年

No.582 第6の密約 並木伸一郎 学習研究社 1990年

No.583
空飛ぶ円盤を巡る狂気

ﾍﾞﾝﾀﾞｰ･ﾐｽﾃﾘｰ
礒部剛喜

日本宇宙現象

研究会
1990年

No.584 宇宙人類未来科学神秘謎恐怖 もぐら文助 もぐら文助 1990年

No.585 新ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集8UFO・人間・宇宙 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1991年

No.586 ｲﾝﾄｩﾙｰﾀﾞｰ異星からの侵入者 ﾊﾞｯﾄﾞ･ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ 南山宏 集英社 1991年

No.587 最新異星人遭遇事件百科 郡純 太田出版 1991年

No.588 高橋信次のUFOと宇宙 大川隆法 角川書店 1991年

No.589 アダムスキーの宇宙哲学 アダムスキー 久保田八郎 たま出版 1991年

No.590 UFOミステリー 南山宏 岩崎書店 1991年

No.591 謎の超常現象大百科
日本未知・超

常現象研究会
勁文社 1991年

No.592 アダムスキーの宇宙維新 アダムスキー 藤原忍 たま出版 1991年

No.593 天文学とUFO ｼﾞｪｻｯﾌﾟ 加藤整弘 たま出版 1991年

No.594 UFOのなぞをさぐる
中山光義、

高橋邦生
ポプラ社 1991年

No.595 宇宙人恐怖の思考回路 霧島高雄 ハート出版 1991年

No.596
宇宙人･矢追純一の

「地球人」へのﾒｯｾｰｼﾞ
矢追純一 学習研究社 1991年



No.597
宇宙人･矢追純一の

「地球人」へのﾒｯｾｰｼﾞ
矢追純一 青春出版社 1991年

No.598 地球外文明の思想史 横尾広光 恒星社厚生閣 1991年

No.599 新アダムスキー全集9UFOの真相 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1991年

No.600 UFO呼びかけ法 遠藤昭則 曙出版 1991年

No.601 宇宙人と超宗教
ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ､

ｵｰﾍﾞﾙﾄ
中森岩夫 たま出版 1991年

No.602 モスクワ上空の怪奇現象 ﾉｰﾎﾞｽﾁ通信社 佐藤利郎 二見書房 1991年

No.603 199X年地球大破局 深野一幸 広済堂出版 1991年

No.604 宇宙のキーワード 海部宣男 岩波書店 1991年

No.605 UFOはどこまでわかったか? 大槻義彦 大日本図書 1991年

No.606
世にも不思議な物語

超怪奇現象の世界
南山宏 大陸書房 1991年

No.607 第2惑星からの地球訪問者 -- 改訂 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1991年

No.608 新アダムスキー全集別巻 ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛｽ 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1991年

No.609 最新UFO学
東京大学

UFO研究会
勁文社 1991年

No.610 雑学世界の怪奇と超常現象 平川陽一 日東書院 1991年

No.611 実録！UFO宇宙人大百科 勁文社 1991年

No.612 UFO&宇宙人の謎 平川陽一 大陸書房 1991年

No.613
UFO Encyclopedia of 

unidentified flying objects
学習研究社 1991年

No.614 わが深宇宙探訪記上 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁ 石井弘幸 加速学園出版部1991年

No.615 新ｱﾀﾞﾑｽｷｰ全集10超人ｱﾀﾞﾑｽｷｰ アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1991年

No.616 宇宙人の死体写真集2 中村省三
ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ

出版社
1991年

No.617 宇宙と地球最後の謎 南山宏 広済堂出版 1991年

No.618
<超常現象>あなたの知らない

不思議世界

ﾐｽﾃﾘｰｿﾞｰﾝ特報

班
青春出版社 1991年

No.619 ミステリー・サークルの真実 ﾗﾙﾌ･ﾉｲｽﾞ 中富信夫 集英社 1991年

No.620
羽咋市「宇宙とUFO国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」の記

録
博文堂

能登印刷・

出版部
1991年

No.621 宇宙人のピザ 千葉節子 白楽 1991年

No.622 もしも宇宙人にであったら 大島泰郎 創隆社 1991年

No.623 宇宙エネルギーの超革命 深野一幸 広済堂出版 1991年

No.624 生きた宇宙人がつかまった 矢追純一 青春出版社 1991年

No.625 ヨハネ黙示・超解読 遠藤昭則 中央アート出版1991年

No.626 宇宙人究極の地球侵略計画 ｺﾏﾝﾀﾞｰ･ｴｯｸｽ 南山宏 大陸書房 1991年

No.627 世にも怪奇なミステリー 超科学研究会 大陸書房 1991年

No.628 私は宇宙人を知っている ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1991年

No.629
地球大破局からの脱出

宇宙人の最終警告
深野一幸 広済堂出版 1991年

No.630
仮説宇宙人の謎科学の

常識を超えた世界
草下英明 大陸書房 1991年

No.631 プロジェクト・セザール 大橋裕明 技術出版 1991年

No.632
UFO原理と宇宙文明21世紀

科学への展望
太田竜 日経企画出版局1991年

No.633 アダムスキー・リターン ｱｲﾘｰﾝ･ﾊﾞｯｸﾙ 平山千加子 たま出版 1992年

No.634 わが深宇宙探訪記中 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁ 石井弘幸 加速学園出版部 1992年

No.635 世界の謎雑学事典 藤島啓章 日本文芸社 1992年

No.636 不思議ワールド大百科 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1992年

No.637 なぞのUFO怪事件 南山宏 広済堂出版 1992年



No.638 今も残る世界のふしぎとなぞ 金の星社 1992年

No.639
いる?いない?のひみつ宇宙人・怪獣・

ゆうれい・超能力者--新訂版

七海ワタル、深

峰たかし
学習研究社 1992年

No.640 超常現象には"絶対法則"があった 猪股修二 ﾛﾝｸﾞｾﾗｰｽﾞ 1992年

No.641 異星人は地球にいた ｳｨﾘｱﾑ･ﾊﾐﾙﾄﾝ 南山宏 大陸書房 1992年

No.642 UFO…プレアデス星団からの接近 BritElders 矢追純一 雄鶏社 1992年

No.643 UFO[2]の大真実 あすかあきお コミックス 1992年

No.644 国際UFO公文書類集大成1 ﾌｫﾝｹﾋﾞﾂｷｰ編纂 斎藤栄一郎 たま出版 1992年

No.645 UFO軍事交戦録 ﾌｫﾝｹﾋﾞﾂｷｰ編纂
高野誠鮮、

太田東孝
徳間書店 1992年

No.646 ちょっと不思議な話 南山宏 学習研究社 1992年

No.647 日本の怪奇・心霊現象108 ﾏｰｸ･矢崎治信 日本文芸社 1992年

No.648 UFO・遭遇と真実日本編 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1992年

No.649 UFO解明マニュアル 大槻義彦 筑摩書房 1992年

No.650 超常現象の謎に挑む
ｳｨﾙｿﾝ､ﾌﾞﾙｯｸｽﾐ

ｽ他
教育社 1992年

No.651 月はUFOの発進基地だった！ ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 1992年

No.652 アウトゼア ﾊﾜｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾑ 南山宏 読売新聞社 1992年

No.653 宇宙人はどう考えてきたか レイザー 堀源一郎 東京化学同人 1992年

No.654
UFO[2]衝撃の真相世界中が

ﾀﾞﾏされている！
飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1992年

No.655 宇宙人探索のパイオニアたち DavidWswift 桜井邦朋、桜井美樹共立出版 1992年

No.656 実録UFO発掘
ﾃﾚﾋﾞ朝日ﾌﾟﾚｽﾃ

ｰｼﾞESPﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ

ﾌｯﾄﾜｰｸ出版 1992年

No.657 超常現象を科学する 大槻義彦 勁文社 1992年

No.658 何かが空を飛んでいる 稲生平太郎 新人物往来社 1992年

No.659
セザール・ノストラダムスの

超時空最終預言上
浅利幸彦 徳間書店 1992年

No.660 日本政府はUFOを知っていた 太田東孝 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1992年

No.661 宇宙人は人類の滅亡を知っている 矢追純一 青春出版社 1992年

No.662 UFO目撃写真大百科 勁文社 1992年

No.663 わが深宇宙探訪記下 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁ 石井弘幸 加速学園出版部1992年

No.664 <超真相>宇宙人！ 深野一幸 徳間書店 1992年

No.665 UFOと宇宙人の謎 平川陽一 日本文芸社 1992年

No.666 地球文明の超革命 深野一幸 広済堂出版 1992年

No.667 まんがUFOの謎完全解明 林ひさお 小学館 1993年

No.668 月のUFOとファティマ第3の秘密 ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 1993年

No.669 薔薇十字の魔法 種村季弘 河出書房新社 1993年

No.670 あの星にETがいる 若居亘 徳間書店 1993年

No.671 最終UFO兵器「プラズナー」の真相 飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1993年

No.672 不思議な世界 山田太一 筑摩書房 1993年

No.673 宇宙船天空に満つる日
渡辺大起、 

山本耕一 
徳間書店 1993年

No.674 空飛ぶ円盤 C・G・ユング 松代洋一 筑摩書房 1993年

No.675 地球人はUFOでやってきた 金森誠也 日本文芸社 1993年

No.676
世界の超常現象科学や

常識を揺さぶる！
同文書院 1993年

No.677 「新生宇宙人」へのパスポート 大高良哉 徳間書店 1993年

No.678 最新異星人遭遇事件百科 郡純 太田出版 1993年

No.679 超能力ふしぎ大研究 安斎育郎 労働旬報社 1993年

No.680 UFOの謎 森ひろあき 森ひろあき 1993年



No.681 よくわかる宇宙の神秘とUFOの謎 清家新一 日本文芸社 1993年

No.682 第5種接近遭遇の謎 矢追純一 河出書房新社 1993年

No.683 人類の祖先は宇宙人である ﾐﾝ･ｽｷﾞﾔﾏ 第一企画出版 1993年

No.684 第5種接近遭遇の謎 矢追純一 雄鶏社 1993年

No.685 天文・宇宙の本全情報 : 45/92
日外ｱｿｼｴｰﾂ株

式会社 編
日外ｱｿｼｴｰﾂ 1993年

No.686 ハイ・バイブレーション 知花敏彦 たま出版 1993年

No.687 世にも不思議な謎の怪奇ミステリー  大追跡調査団 青春出版社 1993年

No.688 恐るべき超常現象ミステリー 平川陽一 日本文芸社 1993年

No.689 宇宙人はいる！?学習まんが 甲斐謙二 小学館 1994年

No.690 UFO戦慄の事件ファイル1 並木伸一郎 学習研究社 1994年

No.691 地球大破局からの脱出 深野一幸 広済堂出版 1994年

No.692 超常現象の事典 ﾘﾝ･ﾋﾟｸﾈｯﾄ 関口篤 青土社 1994年

No.693
宇宙生命体E・T・Iは

地球に降りていた
矢追純一 河出書房新社 1994年

No.694 未知の生命体 ジェイコブズ
矢追純一、

原田勝
講談社 1994年

No.695 いつもUFOのことを考えていた 和田登 文渓堂 1994年

No.696
あなたの学んだ太陽系情報は

間違っている
水島保男 たま出版 1994年

No.697 UFOはこうして製造されている！ 横屋正朗 徳間書店 1994年

No.698 ドクター中松超常現象裏のウラ 中松義郎 ﾃﾞｨｰｴｲﾁｼｰ 1994年

No.699 謎の惑星「ﾆﾋﾞﾙ」と火星超文明 上 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 北周一郎 学習研究社 1994年

No.700 謎の惑星「ﾆﾋﾞﾙ」と火星超文明 下 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 北周一郎 学習研究社 1994年

No.701 超常現象の科学 安斎育郎 ごま書房 1994年

No.702 世界はこうしてだまされた 高倉克祐 悠飛社 1994年

No.703
宇宙交信と超能力UFOと

霊界を科学する
寺町武夫

日本図書

刊行会
1994年

No.704
よくわかる神秘体験と

超常現象ﾁｬｰﾄ式
麦田啓造 新風書房 1994年

No.705 UFO地球滅亡の危機 並木伸一郎 ﾛﾝｸﾞｾﾗｰｽﾞ 1994年

No.706 それでも月には誰かがいる ﾄﾞﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 大島和子 たま出版 1994年

No.707 最高機密・宇宙人の正体！? ﾃｯﾄﾞ･ｼﾞｪﾛｰﾑ 日本文芸社 1994年

No.708 モンスターUMAショック 並木伸一郎 竹書房 1994年

No.709 アポロ宇宙飛行士が撮ったUFO ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 1994年

No.710 宇宙人ユミットからの手紙2 プチ 中島弘二 徳間書店 1994年

No.711 想像の翼を広げて 小山茉美 ブラス出版 1994年

No.712 ナチスがUFOを造っていた 矢追純一 雄鶏社 1994年

No.713 ナチスがUFOを造っていた 矢追純一 河出書房新社 1994年

No.714 コミュニオン 異星人遭遇全記録 ストリーバー 南山宏 扶桑社 1994年

No.715 ちょっと不思議な話２ 南山宏 学習研究社 1994年

No.716 空の上の超常現象 M・ｹｲﾃﾞｨﾝ 野田昌宏 PHP研究所 1994年

No.717 <超極秘>第四の選択 ｼﾞﾑ･ｷｰｽ 林陽 徳間書店 1994年

No.718 超常現象のウソ・ホント 塚本学 朝日ソノラマ 1994年

No.719 宇宙からの啓示 異星人遭遇記録 ストリーバー 成田睦子 扶桑社 1995年

No.720 最後の真相UFO&宇宙人問題 大松養一 近代文芸社 1995年

No.721 UFOミステリー 南山宏 岩崎書店 1995年

No.722 ロズウェル事件最新報告 ﾗﾝﾄﾞﾙ､ｼｭﾐｯﾄ 坪内悦子 日本宇宙現象研究会1995年

No.723 宇宙人ユミットからの手紙 プチ 中島弘二 徳間書店 1995年

No.724 宇宙人からの手紙 菊池友尋 近代文芸社 1995年

No.725 世界はこうしてだまされた2 高倉克祐 悠飛社 1995年



No.726 わたしは金星に行った！！
ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ･ヴｨｼ

ﾞｬﾇｴﾊﾞ･ﾒﾃﾞｨﾅ
ミチコ・アベ・デ・ネリたま出版 1995年

No.727 人類を創成した宇宙人 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 1995年

No.728
アトランティスのミンダ王女、

500機のUFO従え「生命の樹」へ
ﾔﾐﾘ･ｷﾘｰ でくのぼう出版1995年

No.729 UFOと異星人の真相 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1995年

No.730 真説古事記：完全版1 山田久延彦 徳間書店 1995年

No.731 不道徳教育講座 三島由紀夫 角川書店 1995年

No.732 宇宙人第0の遭遇 ベンダー ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 1995年

No.733 科学と非科学の間 安斎育郎 かもがわ出版 1995年

No.734 古代マヤ文明が日本を進化させた！ 高橋徹 徳間書店 1995年

No.735 月に別世界の宇宙船がいた！ 根岸邦明 朋興社 1995年

No.736 トンデモ本の世界 と学会 洋泉社 1995年

No.737 宇宙からの警告 ｹﾙﾋﾞﾝ･ﾛｳ 梶野修平 たま出版 1995年

No.738 UFO[2]&エイリアン戦慄の真相 飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1995年

No.739 エイリアン戦慄の人間誘拐 ｶｰﾗ･ﾀｰﾅｰ 並木伸一郎 ﾛﾝｸﾞｾﾗｰｽﾞ 1995年

No.740 真説古事記完全版2 山田久延彦 徳間書店 1995年

No.741 超常事件簿
大槻義彦、

大槻ケンジ
小学館 1995年

No.742 超常ホラー読本 HKﾐｽﾃﾘｰ班編
ﾊﾛｰｹｲ

ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
1995年

No.743 オカルト下 ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 中村保男 河出書房新社 1995年

No.744 オカルト上 ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 中村保男 河出書房新社 1995年

No.745 日本の怪奇事件集 並木伸一郎 ﾛﾝｸﾞｾﾗｰｽﾞ 1995年

No.746 「未知」の彼方へ神秘のUFO写真集 和田高幸 浪速社 1995年

No.747 宇宙アバターの大宣言 知花敏彦 たま出版 1995年

No.748
五万人の目撃者

消えた未確認飛行物体！
SOBEPS 大槻義彦 二見書房 1995年

No.749 アフター・アウトゼア
ヴｨｸﾄﾘｱﾝ,日

本宇宙現象研

究会

礒部剛喜
日本宇宙現象

研究会
1995年

No.750 国際UFO公文書類集大成2 ﾌｫﾝｹﾋﾞｯｷｰ編纂 不明 開星出版 1995年

No.751 UFO墜落・ﾛｽﾞｳｪﾙ事件の謎 ﾃｯﾄﾞ･ｼﾞｪﾛｰﾑ 日本文芸社 1995年

No.752 宇宙人ユミットの謎 ﾏﾙﾁｰﾇ･ｶｽﾃﾛ 中島弘二 徳間書店 1995年

No.753 超能力と超常現象のからくり 沢田洋太郎 エール出版社 1995年

No.754 宇宙人と交信する方法 仲田紀夫 東宛社 1995年

No.755 UFOはこうして隠蔽されている！ ﾐﾝ･ｽｷﾞﾔﾏ 徳間書店 1995年

No.756 宇宙人とUFO怪奇事件簿 矢追純一 河出書房新社 1995年

No.757 世界不思議百科 総集編
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ､ﾀﾞﾓ

ﾝ･ｳｨﾙｿﾝ
関口篤 青土社 1995年

No.758 月の謎 学習研究社 1995年

No.759 テオドールから地球へ ｼﾞｰﾅ･ﾚｲｸ たま出版 1995年

No.760
宇宙人はなぜ人類に

地球を与えたのか
ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 1995年

No.761 UFOと宇宙哲学の行方 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1995年

No.762 超常現象の科学 寺本恵昭 近代文芸社 1995年

No.763 UFOは気象現象である 森田正光 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ 1995年

No.764 ガルフブリーズ６

バンス・デー

ビス, 

ブライアン・

ブラショー 

並木伸一郎 学習研究社 1995年



No.765 古川ｻｲｴﾝｽ講演会講演記録集第14回 大槻義彦
名古屋市

科学館
1995年

No.766 ｴｲﾘｱﾝ･ﾘﾎﾟｰﾄUFO極秘資料の戦慄 ﾃｨﾓｼｰ･ｸﾞｯﾄﾞ 藤田佳澄 扶桑社 1996年

No.767 コミュニオン異星人遭遇全記録 ストリーバー 南山宏 扶桑社 1996年

No.768 ロズウェルに墜ちたUFO ﾗﾝﾄﾞﾙ､ｼｭﾐｯﾄ 南山宏 徳間書店 1996年

No.769 超常現象解明できない戦慄の真実 関楠生 PHP研究所 1996年

No.770 宇宙人は本当に解剖されていた！！
飛島竜一、小

川謙治
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ出版 1996年

No.771 フェローシップ スタイガー 中村留美子 たま出版 1996年

No.772 アルクトゥルス・プローブ ﾎｾﾞ･ｱｸﾞｴｲｱｽ 高橋徹 たま出版 1996年

No.773 超常ファイル世界の怪奇と謎 平川陽一 廣済堂出版 1996年

No.774
マヤの宇宙プロジェクトと

失われた惑星
高橋徹 たま出版 1996年

No.775 歴史を変えた偽書 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｯｸｽ 1996年

No.776 UFOあなたは否定できるか ﾗﾏｰ､ｼﾞﾄﾞﾗ 畔上司 文芸春秋 1996年

No.777 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱの巨人ヴｧﾈヴｧｰ･ﾌﾞｯｼｭ 歌田明弘 ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ 1996年

No.778 生命・宇宙・人類 埴谷雄高
角川春樹

事務所
1996年

No.779 奇跡と神秘の黙示録
ｵｰﾋﾞｽ･

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
矢追純一 同朋舎出版 1996年

No.780 宇宙からの訪問者
ｵｰﾋﾞｽ･

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
矢追純一 同朋舎出版 1996年

No.781 人はなぜｴｲﾘｱﾝ神話を求めるのか ｼﾞｬｯｸ･ヴｧﾚｰ 竹内慧 徳間書店 1996年

No.782 遭遇を超えて ストリーバー 望月美英子 翔泳社 1996年

No.783 ノストラダムス恐怖の開示録 深野一幸 徳間書店 1996年

No.784 <宇宙人>内なる訪問者 ﾛｲﾔﾙ､ﾌﾟﾘｰｽﾄ 星名一美 徳間書店 1996年

No.785 UFOその真相 橋野昇一 たま出版 1996年

No.786 地球の目覚め：ﾃｵﾄﾞｰﾙから地球へ２ ｼﾞｰﾅ･ﾚｲｸ 中村留美子 たま出版 1996年

No.787 超古代文明は宇宙人がつくった 佐和宙 日本文芸社 1996年

No.788 中国・衝撃の古代遺跡を追う
ハウスドルフ, 

クラッサ
畔上司 文藝春秋 1996年

No.789 人間の限界を超える オービス・パブリッシング矢追純一 監訳・編同朋舎出版 1996年

No.790 おとなのインターネットv3 磯野康孝 広文社 1996年

No.791 宇宙人とUFOとんでもない話 皆神竜太郎
日本実業

出版社
1996年

No.792 UFO-X-ファイル
竹本良、開星

文明
三一書房 1996年

No.793 宇宙人はいるのか? 池内了 かもがわ出版 1996年

No.794
「超真相」エイリアン&

第3次世界大戦
飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1996年

No.795 大統領に会った宇宙人 ストレンジズ 金子浩 たま出版 1996年

No.796 2000年5月5日宇宙人大襲来 草刈龍平 第一企画出版 1996年

No.797 「200X年」UFO大襲来の謎 平川陽一
ｺｽﾐｯｸ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
1996年

No.798 神々との遭遇 上 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 1997年

No.799 神々との遭遇 下 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 1997年

No.800 書斎からの空飛ぶ円盤 高橋克彦 講談社 1997年

No.801 宇宙人解剖フィルム最終報告
飛島竜一、竹

本良、小川謙

治

ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ出版 1997年

No.802 大聖者は語る
円そう作, 
康普全 

たま出版 1997年

No.703 大宇宙意識は語る
比嘉星雲、

康普全
たま出版 1997年

No.804 世紀末地球大変動 深野一幸 広済堂出版 1997年



No.805 ミステリーサークル黙示録 ﾏｯｸﾆｯｼｭ 田中嘉津夫 かもがわ出版 1997年

No.806 宇宙人遭遇への扉 ﾛｲﾔﾙ､ﾌﾟﾘｰｽﾄ 星名一美 徳間書店 1997年

No.807 宇宙連合大計画の道
円そう作,
 康普全

たま出版 1997年

No.808 宇宙と地球最後の謎 南山宏 廣済堂出版 1997年

No.809 宇宙連合大愛の道 : 真の意識改革へ / 
円そう作, 
康普全

たま出版 1997年

No.810 トンデモ超常現象99の真相 と学会 洋泉社 1997年

No.811 世界の「謎」物語 平川陽一 廣済堂出版 1997年

No.812 超古代文明と神々の謎
古代文明研究

会
日本文芸社 1997年

No.813 よんでよんでトーク6
高橋元夫、蔵

元和子三栗沙

緒子

星の環会 1997年

No.814 宇宙人大図鑑 中村省三 ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ出版社 1997年

No.815 大脳覚醒進化論
円そう作, 
康普全

たま出版 1997年

No.816 科学新聞部UFOを探せ！の巻
鴻上聡、

高村忠範
汐文社 1997年

No.817 超常現象の探究宗書3 篠崎寿光 たま出版 1997年

No.818 未来人アリオンのユートピア ｱｲﾘｰﾝ･ﾚｰｸｽ たま出版 1997年

No.819 私は宇宙人と出会った 秋山真人 ごま書房 1997年

No.820 黙示録の真実 水島保男 たま出版 1997年

No.821 超常現象捜査ファイル 飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1997年

No.822 検証！！UFO・異星人大百科 勁文社 1997年

No.823 神々のルーツ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 増野一郎 ごま書房 1997年

No.824 宇宙人の魂をもつ人々
ﾏﾝﾃﾞﾙｶｰ、

南山宏
竹内慧 徳間書店 1997年

No.825 地球空洞説 バーナード 小泉源太郎 角川春樹事務所 1997年

No.826 神々の発見  超歴史学ノート 斎藤守弘 講談社 1997年

No.827 アンデスの封印 ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 坂本貢一 ごま書房 1997年

No.828 第三種接近遭遇 ハイネック 南山宏
角川春樹

事務所
1997年

No.829 火星からの使徒 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾚｲｸ 北村十四彦
角川春樹

事務所
1997年

No.830 UFO事件と愛の異星人交信 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1997年

No.831 日本地名はUFO飛来の記録！ 橋野昇一 たま出版 1997年

No.832 21世紀は宇宙文明になる 深野一幸 同朋舎 1997年

No.833 大賢者の教え
比嘉星雲、康

普全
たま出版 1997年

No.834 大アンドロメダ星人の教え
當山開楽, 

康普全
たま出版 1997年

No.385 新アダムスキー全集 11 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1997年

No.836 謎の反重力網 ｷｬｯｼｰ､ﾃﾑ 中保恒治
角川春樹

事務所
1997年

No.837 超巨大「宇宙文明」の真相 ﾐｼｪﾙ･ﾃﾞﾏﾙｹ ｹｲ･ﾐｽﾞﾓﾘ 徳間書店 1997年

No.838 潜象科学と文明の大転換 深野一幸 廣済堂出版 1997年

No.839 人類が神になる日 デニケン 坂本明美 ｱﾘｱﾄﾞﾈ企画 1997年

No.840 カール・セーガン科学と悪霊を語る ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ 青木薫 新潮社 1997年

No.841 オメガ・プロジェクト ｹﾈｽ･ﾘﾝｸﾞ 片山陽子 春秋社 1997年

No.842 私と直観と宇宙人 横尾忠則 文藝春秋 1997年

No.843 ﾋｯｸﾞｽ粒子は宇宙ｴﾈﾙｷﾞｰの素か 原禎男
日本図書

刊行会
1997年

No.844 縄文超文明の謎と宇宙人遺跡 星光一 学習研究社 1997年



No.845
宇宙人の柩

日本人脳外科医が衝撃の告白

鈴木龍成、竹

本良
明窓出版 1997年

No.846
ﾓﾝｽﾀｰｼｮｯｸ： 驚くべきUMA(未確認動物

)たちの真実に迫る!. 2
並木伸一郎 竹書房 1997年

No.847 宇宙人の超古代史 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾚｲｸ 笠原哲正
角川春樹

事務所
1997年

No.848 「宇宙人と地球人」の超真相！ 深野一幸 徳間書店 1997年

No.849 UFO大撃墜彼等は味方ではなかった…。 並木伸一郎 ぶんか社 1997年

No.850 実録ロズウェル事件 米空軍 中村省三
ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ

出版社
1997年

No.851 地球の道徳 飯岡健一 たま出版 1997年

No.852 宇宙からの光と波動 阿部憲治 たま出版 1997年

No.853 円盤物語
松田行正、澤

地真由美
牛若丸 1997年

No.854 「超真相」UFO[2]&ｼｰｸﾚｯﾄ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ 飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1997年

No.855
超古代文明論 : ｵｰﾊﾟｰﾂが証す

神々の存在

高橋克彦, 

南山宏
徳間書店 1997年

No.856 プレアデス・ミッション ウィンターズ 中村留美子 たま出版 1997年

No.857 UFO大図鑑 並木伸一郎
ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ

出版社
1997年

No.858 深野一幸の地球を救う全情報 深野一幸 廣済堂出版 1997年

No.859 星への帰還 デニケン 金森誠也 角川書店 1997年

No.860 ドーベルマンに何があったの?  ブルンヴァン 行方均 新宿書房 1997年

No.861 不思議現象ファイル ｼﾞｮﾝ･ｷｰﾙ 南山宏
角川春樹

事務所
1997年

No.862 神の宇宙船 ﾋﾟｰﾀｰ･ｺﾛｼﾓ 川名公平
角川春樹

事務所
1997年

No.863
疑似科学的信念の形成と機能に関する

行動科学的研究

浦光博、

広島大学
1997年

No.864 科学か？宗教か？新装版 橋本健 ウィーグル 1997年

No.865 世界の謎と不思議百科 ｽﾍﾟﾝｻｰ夫妻 金子浩 扶桑社 1997年

No.866 ペンタゴンの陰謀 ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｺｰｿｰ 中村三千恵 二見書房 1998年

No.867 生命と宇宙 関英男 飛鳥新社 1998年

No.868 真実を告げる書--改訂版
ｸﾛｰﾄﾞ･ﾎﾞﾘﾛﾝ"ﾗ

ｴﾙ"

日本ﾗｴﾘｱﾝ･

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ
1998年

No.869 全容解明宇宙と人間の謎 深野一幸 成星出版 1998年

No.870
UFO事件の半世紀

ﾛｽﾞｳｪﾙ事件からMIBまで
ｷｰｽ･ﾄﾝﾌﾟｿﾝ 小林等 草思社 1998年

No.871 UFOと宇宙人全ドキュメント
ｽﾃｰｼｰ､ｴヴｧﾝｽﾞ

編

花積容子、

藤井純一郎

矢沢

ｻｲｴﾝｽｵﾌｨｽ
1998年

No.872 UFO・遭遇と真実日本編--新装丁版 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 1998年

No.873 空飛ぶ円盤同乗記 アダムスキー 大沼忠弘
角川春樹

事務所
1998年

No.874 やさしいUFO地名学うたで詠む 橋野昇一 たま出版 1998年

No.875
UFOの光を求めて日本の地名と

UFOの記録
橋野昇一 たま出版 1998年

No.876
飛鳥昭雄の大真実！?

妄想の惑星ﾔﾊｳｪの謎
古関智也 文化創作出版 1998年

No.877 彼らはあまりにも知りすぎた 濱田政彦 三五館 1998年

No.878 古代の宇宙船ヴィマーナ 遠藤昭則 中央ｱｰﾄ出版 1998年

No.879 宇宙人は本当に実在する 矢追純一 河出書房新社 1998年

No.880
宇宙人とのつきあい方

ｵﾌｨｼｬﾙﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
立川談之助 小学館 1998年

No.881 日本史怖くて不思議な出来事 中江克己 PHP研究所 1998年

No.882 全宇宙の真実来るべき時に向かって 楓月 悠元 たま出版 1998年

No.883 宇宙人ユミットからの手紙3 プチ 中島弘二 徳間書店 1998年



No.884 UFO百科事典 ｼﾞｮﾝ･ｽﾍﾟﾝｻｰ 原書房 1998年

No.885 政府ファイルUFO全事件 ﾌﾞﾙｯｸｽﾐｽ 大倉順二 並木書房 1998年

No.886 UFO・ETの存在証明
竹本良、

小川謙治
ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1998年

No.887 UFO「実録」MIB事件簿 並木伸一郎 ぶんか社 1998年

No.888 不思議な世界 山田太一 筑摩書房 1998年

No.889 超常現象をなぜ信じるのか 菊池聡 講談社 1998年

No.890 超仮説の謎 学習研究社 1998年

No.891 神々の予言 ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 坂本貢一 ごま書房 1998年

No.892 ﾕﾝｸﾞは知っていた ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 1998年

No.893 ｴｲﾘｱﾝ･ﾍﾞｰｽ地球外生命との遭遇 ﾃｨﾓｼｰ･ｸﾞｯﾄﾞ 斉藤隆央 人類文化社 1998年

No.894 宇宙人超文明の謎 並木伸一郎 学習研究社 1998年

No.895 宇宙人ショック 神谷栄和 ｻﾏｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1998年

No.896 世界の謎と不思議 平川陽一 扶桑社 1998年

No.897 なぜ人はニセ科学を信じるのか ﾏｲｸﾙ･ｼｬｰﾏｰ 岡田靖史 早川書房 1999年

No.898 特命リサーチ200XFERC極秘調査報告
松岡征二、日

本テレビ

日本ﾃﾚﾋﾞ

放送網
1999年

No.899
聖なる科学ｽｶﾗｰ波の発見で解けた

宇宙・超常現象・死後の世界
実藤遠 成星出版 1999年

No.900 未知の波動「宇宙波」の秘密
中村和子、鮫

島公人
たま出版 1999年

No.901 ミステリーサークル2000 パンタ笛吹 たま出版 1999年

No.902 エイリアンの夜明け ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 南山宏
角川春樹

事務所
1999年

No.903 すばる : プレアデス・メッセージ 佐藤みつ 著. たま出版 1999年

No.904 「超真相」UFO2&世界統一政府計画 飛鳥昭雄 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1999年

No.905 人類はなぜUFOと遭遇するのか ピーブルズ 皆神龍太郎 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1999年

No.906 地球人へのﾒｯｾｰｼﾞｱﾀﾞﾑｽｷｰ講演録 伊藤耕造 ストーク 1999年

No.907 UFO誘拐事件の真相MITからの報告上 ブライアン 日暮雅通 中央公論新社 1999年

No.908 UFO誘拐事件の真相MITからの報告下 ブライアン 日暮雅通 中央公論新社 1999年

No.909 神々の帰還 デニケン 南山宏 廣済堂出版 1999年

No.910 小さな宇宙人 原田正彦 文芸社 1999年

No.911 人類創成の謎と宇宙の暗号 上 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 北周一郎 学習研究社 1999年

No.912 人類創成の謎と宇宙の暗号 下 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 北周一郎 学習研究社 1999年

No.913 緊急！マリア様からのメッセージ 谷口祐司 たま出版 1999年

No.914 2013:シリウス革命 半田広宣 たま出版 1999年

No.915 超常現象の常識119
ﾆｭｰ･ｻｲｴﾝｽ研究

会
ごま書房 1999年

No.916 世界の七不思議 CD付 庄司淺水 三修社 1999年

No.917 UFOﾐｽﾃﾘｰ恐るべきﾌﾟﾗｽﾞﾅｰの全貌 飛鳥昭雄 雷韻出版 1999年

No.918
UFOに乗った少年

「あなたはｱﾌﾞﾗﾊﾑの子」
星野明彦 ストーク 1999年

No.919 人類最終兵器プラズナー
飛鳥昭雄、

三神たける
学習研究社 1999年

No.920 宇宙人は本当に実在する 矢追純一 河出書房新社 1999年

No.921 本当にあった45の超常現象
秘情報取材班

編
青春出版社 1999年

No.922 本当にあったちょっと不思議な話 南山宏 学習研究社 1999年

No.923
超常現象の心理学人はなぜ

ｵｶﾙﾄにひかれるのか
菊池聡 平凡社 1999年

No.924 聖書の神は宇宙人である 太田龍 第一企画出版 1999年

No.925 天空人伝承地球年代記
山岡徹、

山岡由来
たま出版 2000年



No.926 UFOミレニアム・ダイアリー
ｼﾞｬﾝ･ﾙｲ･松岡

、未確認物体

調査会

ｱｰﾄﾌﾞｯｸ

本の森
2000年

No.927 トンデモ超常現象99の真相 と学会 宝島社 2000年

No.928 ここがヘンだよ！宇宙人 双葉社 2000年

No.929 UFOと資本主義の崩壊 加納恭史 中西出版 2000年

No.930 1947年のUFO報告 ｱｰﾉﾙﾄﾞ、JSPS 岩崎昌子 JSPS 2000年

No.931 宇宙に連れ去られた13人 ｼﾞｮﾝ･E･ﾏｯｸ 南山宏 ココロ 2000年

No.932 大いなる秘密上爬虫類人 アイク 太田龍 三交社 2000年

No.933 ちょっと不思議な話 南山宏 学習研究社 2000年

No.934 大いなる秘密下世界超黒幕 アイク 太田龍 三交社 2000年

No.935 人はなぜエセ科学に騙されるのか上 ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ 青木薫 新潮社 2000年

No.936 人はなぜエセ科学に騙されるのか下 ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ 青木薫 新潮社 2000年

No.937 秋山眞人の優しい宇宙人
秋山眞人、坂

本貢一
求龍堂 2000年

No.938
神々の爪痕続々と見つかる

「神々による創造」の証拠！
谷口光利 たま出版 2000年

No.939 レーダー捕捉UFO事例の研究
桑原恭男、玉

置紀夫、百田

克也

開成出版 2000年

No.940 超ショック！世界のミステリー 中岡俊哉 雷韻出版 2000年

No.941 だましの文化史 井川ちとせ 紀伊国屋書店 2000年

No.942 地上絵に祈りを込めた宇宙人
遊虚塾超古

代宇宙観即所
2000年

No.943 ラムー船長から人類への警告 久保田寛斎 たま出版 2001年

No.944
超古代文明論 : 

オーパーツが証す神々の存在

高橋克彦、南

山宏
徳間書店 2001年

No.945 NewUFO2&恐怖の21世紀計画 飛鳥昭雄 雷韻出版 2001年

No.946 ヒーリング～宇宙へ 星椎水精 たま出版 2001年

No.947 超常現象大事典永久保存版 羽仁礼 成甲書房 2001年

No.948 世界遺産は宇宙人が造った！ 岡田英男 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 2001年

No.949 UFO写真大百科 勁文社 2001年

No.950 世界の謎・不思議大百科 勁文社 2001年

No.951
るか、ﾃﾞﾌﾞｯﾁｮ宇宙人

おばちゃんと出会う
あおそらるか 角川書店 2001年

No.952 宇宙の深遠より マイヤー ﾌｨｸﾞ･ﾔｰﾊﾟﾝ 徳間書店 2001年

No.953 新・トンデモ超常現象56の真相
皆神龍太郎、

志水一夫、加

門正一

太田出版 2001年

No.954
21世紀になっても解明できない

世界の謎66
江戸川恵二 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 2001年

No.955 宇宙が残した最後の謎 南山宏 廣済堂出版 2001年

No.956 ﾃﾛとUFO 竹本良 徳間書店 2001年

No.957 荒俣宏の20世紀ミステリー遺産 荒俣宏 集英社 2001年

No.958 「宇宙の謎」まるわかり 的川泰宣 PHP研究所 2002年

No.959 宇宙人UFO大事典深「地球史」 ｼﾞﾑ･ﾏｰｽ 柴田譲治 徳間書店 2002年

No.960 パンタ笛吹のミステリーサークル パンタ笛吹 ヴォイス 2002年

No.961 宇宙連合から宇宙船への招待
ｾﾚﾘｰﾆｰ･清子

、ﾀﾋﾞﾄ･ﾄﾓｷｵ
たま出版 2002年

No.962 図説異星人野田SFコレクション 野田昌宏 河出書房新社 2002年

No.963 ETに癒された人たち アーロンソン 赤松良介 たま出版 2002年

No.964 人類はなぜUFOと遭遇するのか ピーブルズ 皆神龍太郎 文藝春秋 2002年



No.965 地球崩壊前 星椎水精 宇宙クラブ 2002年

No.966 UFOと悪魔の世界政府666 ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 学習研究社 2002年

No.967 宇宙連合から宇宙旅行への招待
ｾﾚﾘｰﾆｰ･清子

、ﾀﾋﾞﾄ･ﾄﾓｷｵ
たま出版 2002年

No.968 プロフェシー ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ 南山宏 ｿﾆｰ･ﾏｶﾞｼﾞﾝｽﾞ 2002年

No.969 UFOとUMA現代神話論上 猫柳けいた 希林館 2002年

No.970 失われた火星人面岩「ﾒｻｲｱ」の謎
飛鳥昭雄、三

神たける
学習研究社 2002年

No.971 フェノミナ驚愕の超常現象 田中憲次 健友館 2002年

No.972 神秘学大全文庫
ﾎﾟｰｳｪﾙ､

ﾍﾞﾙｼﾞｪ
伊東守男  学習研究社 2002年

No.973 UFOは本当にいるの?
岡島康治しも

ゆきこ絵
PHP研究所 2003年

No.974
未確認飛行物体の科学的研究

ｺﾝﾄﾞﾝ報告第1巻

ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･U･ｺﾝ

ﾄﾞﾝ監修
中山光正 本の風景社 2003年

No.975 宇宙人としての生き方 松井孝典 岩波書店 2003年

No.976 エイリアンの謎とデルタUFO
飛鳥昭雄、三

神たける
学習研究社 2003年

No.977 すぐそこにいる宇宙人 小泉美佐子 たま出版 2003年

No.978 宇宙人がくれた21世紀の英智と音楽 大高良哉 アルマット 2003年

No.979 宇宙人の謎 並木伸一郎 学習研究社 2003年

No.980 UFOと反重力逆説の宇宙論 ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 学習研究社 2003年

No.981 米下院UFOシンポジウム
米下院科学およ

び宇宙航行学委

員会編

遠藤みか子 本の風景社 2003年

No.982 ニラサワさん。
韮澤潤一郎研

究会
たま出版 2003年

No.983 神々の大いなる秘密 デニケン 寺戸衛好 三交社 2004年

No.984 天文・宇宙の本全情報 : 1993-2003
日外アソシエ

ーツ株式会社 

編

日外アソシエーツ2004年

No.985
MMRﾏｶﾞｼﾞﾝﾐｽﾃﾘｰ調査班UFO・

ﾐｽﾃﾘｰｻｰｸﾙを追え！編
石垣ゆうき 講談社 2004年

No.986 アメリカ文化研究の可能性2 里内克巳ほか
大阪大学

言語文化部
2004年

No.987

MVA理論・総論 天導宇宙人宇理 総合ｴﾈﾙｷﾞｰ

研究所附設星

十字会出版部

2004年

No.988
あしたの世界. ﾊﾟｰﾄ2 

(関英男博士と洗心)

池田邦吉, 

船井幸雄 監修.
明窓出版 2004年

No.989 現代アメリカの陰謀論 ﾏｲｹﾙ･ﾊﾞｰｶﾝ 林和彦 三交社 2004年

No.990
月面異星人基地の謎UFOと

アポロ疑惑
ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 学習研究社 2004年

No.991 『竹内文書』と月の先住宇宙人 飛鳥昭雄 徳間書店 2004年

No.992 新アダムスキー全集 12宇宙の法則 アダムスキー 久保田八郎 中央ｱｰﾄ出版社 2004年

No.993
未確認飛行物体の科学的研究

ｺﾝﾄﾞﾝ報告第3巻

ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･U･ｺﾝ

ﾄﾞﾝ監修
仲間友紀他 ﾌﾞｲﾂｰｿﾘｭｰｼｮﾝ 2005年

No.994 科学者は妄想する 久我羅内 日経BP社 2005年

No.995 アメリカ文化研究の可能性3
大阪大学大学

院言語文化研

究科

大阪大学大学院言語文化研究科2005年



No.996
「NASA公認」

火星の巨大UFO証拠写真
伊達巌 徳間書店 2005年

No.997 特捜!!世界の謎とミステリー リイド社 2005年

No.998 宇宙人からのメッセージ ﾏｲﾄﾚｰﾔ･ﾗｴﾙ
日本ﾗｴﾘｱﾝ･

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ
無限堂 2005年

No.999 トンデモUFO入門
山本弘、皆神

龍太郎、志水

一夫

洋泉社 2005年

No.1000 完全ファイルUFO&プラズマ兵器 飛鳥昭雄 徳間書店 2005年

No.1001 世界怪奇事件ファイル 並木伸一郎 学習研究社 2005年

No.1002
2014年！ﾉｱの方舟のｷｯﾌﾟを

手に入れる方法
宮城眞鼓 たま出版 2005年

No.1003 特捜!!世界の謎とミステリー リイド社 2005年

No.1004 トンデモ超常現象99の真相 と学会 洋泉社 2006年

No.1005 宇宙人遭遇への扉 ﾛｲﾔﾙ､ﾌﾟﾘｰｽﾄ 星名一美 ﾈｵﾃﾞﾙﾌｨ 2006年

No.1006 UFOとポストモダン 木原善彦 平凡社 2006年

No.1007 月の謎－増補改訂版 学習研究社 2006年

No.1008 Xファイルの科学 カヴェロス 柴田裕之 ﾊﾞﾍﾞﾙ･ﾌﾟﾚｽ 2006年

No.1009 矢追純一のUFO大全 矢追純一 リヨン社 2006年

No.1010
なぜ人はｴｲﾘｱﾝに

誘拐されたと思うのか
クランシー 林雅代 早川書房 2006年

No.1011 全米UFO論争史 ジェイコブス ﾋﾛ･M･ﾋﾗﾉ ﾌﾞｲﾂｰｿﾘｭｰｼｮﾝ 2006年

No.1012 はるかな146億光年の旅 川端潔 オーム社 2006年

No.1013 謎の宇宙人オーパーツ 並木伸一郎 竹書房 2006年

No.1014 オカルトの帝国 一柳廣孝編著 青弓社 2006年

No.1015 ナチスの発明 武田知弘 彩図社 2006年

No.1016 ウソの歴史博物館 ｱﾚｯｸｽ･ﾊﾞｰｻﾞ 小林浩子 文藝春秋 2006年

No.1017 日本の怪奇100 並木伸一郎 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗﾝﾄﾞ 2007年

No.1018 ﾌｫﾄﾝﾍﾞﾙﾄ：地球第七周期の終わり 福元ヨリ子 たま出版 2007年

No.1019 奇想天外不思議世界の冒険読本20 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ 2007年

No.1020 世界不思議百科 -- 新装版
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ､ﾀﾞﾓ

ﾝ･ｳｨﾙｿﾝ   
関口篤 青土社 2007年

No.1021 星新一一〇〇一話をつくった人 最相葉月 新潮社 2007年

No.1022 世界超不思議事件ファイル55 並木伸一郎 学習研究社 2007年

No.1023 UFOが飛来する国・ミャンマー
小寺ゴン太、

ﾅｼﾅｼ･ﾋﾗﾂｶ

文芸社

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾄ
2007年

No.1024 まもなく宇宙人が到着します 田村珠芳 ﾊｷﾞｼﾞﾝ出版 2007年

No.1025 新・UFO入門 唐沢俊一 幻冬舎 2007年

No.1026 竜であり蛇であるわれらが神々上 アイク 安永絹江 徳間書店 2007年

No.1027 竜であり蛇であるわれらが神々下 アイク 安永絹江 徳間書店 2007年

No.1028 世界驚愕ミステリー実録99 
並木伸一郎監

修
双葉社 2007年

No.1029
地球の支配者は爬虫類人的

異星人である
太田龍 成甲書房 2007年

No.1030
さあ5次元の波動へ宇宙の仕組みが

こう変わります
ｱｲｸ、江本勝 徳間書店 2007年

No.1031 ヨーロッパのUFO ﾌｫﾝ･ﾙﾄﾋﾞｶﾞｰ 桑原恭男 ﾌﾞｲﾂｰｿﾘｭｰｼｮﾝ 2007年

No.1032 宇宙人ユミットからの手紙 プチ 中島弘二 徳間書店 2007年

No.1033
「ｱﾒﾘｶが盗んだ」宇宙人ﾕﾐｯﾄの

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ科学
プチ 中島弘二 徳間書店 2007年

No.1034 リボンさんと時々宇宙人
井上トシ子、小

川悠一郎
明窓出版 2007年

No.1035 般若心経の波動が人類を浄化する 寺本権二 たま出版 2007年

No.1036 大宇宙人銀河宇宙人大百科
目黒宇宙人博

物館編
21世紀BOX 2007年



No.1037 エイリアン誘拐事件ファイル
並木伸一郎監

修
竹書房 2007年

No.1038 「地球の主」ｴﾝｷの失われた聖書 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 2008年

No.1039 ドキドキ！宇宙人っているの? 吉川豊 理論社 2008年

No.1040 超怪奇UFO現象FILE 並木伸一郎 学習研究社 2008年

No.1041 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁの宇宙船操縦記pt1 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁ 石井弘幸 明窓出版 2008年

No.1042 私はｱｾﾝｼｮﾝした惑星から来た ｵﾑﾈｸ･ｵﾈｸ 益子祐司 徳間書店 2008年

No.1043 UFOは…飛んでいる！ ヴﾗｽｺ､ﾓﾝﾃｨｼｱﾆ OVNI研究会 宝島社 2008年

No.1044 超常現象file宇宙人とUFO
岡田英男、UFO

科学を研究する

会

日本文芸社 2008年

No.1045
自然は脈動する ヴｨｸﾄﾙ･ｼｬｳﾍﾞﾙｶﾞｰ

の驚くべき洞察
ﾊﾞｰｿﾛﾐｭｰ 野口正雄 日本教文社 2008年

No.1046 図解UFO 桜井慎太郎 新紀元社 2008年

No.1047 これから宇宙人が救いにきます 田村珠芳 ハギジン出版 2008年

No.1048 宇宙船天空に満つる日
渡辺大起、 

山本耕一 
徳間書店 2008年

No.1049 ｱｾﾝｼｮﾝはもう始まっています 田村珠芳 著. 風雲舎 2008年

No.1050 宇宙人の魂をもつ人々 ｽｺｯﾄ･ﾏﾝﾃﾞﾙｶｰ 南山宏 徳間書店 2008年

No.1051 まもなく地球は優良惑星になります PICO 徳間書店 2008年

No.1052 ﾋﾄﾗｰの秘密 坂本明 文林堂 2008年

No.1053 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁの宇宙船操縦記pt2 ｵｽｶｰ･ﾏｺﾞｯﾁ 石井弘幸 明窓出版 2008年

No.1054
ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝポｯｼﾌﾞﾙ 

SF世界は実現可能か
ミチオ・カク 斉藤隆央

日本放送

出版協会
2008年

No.1055 私が出会った宇宙人たち ハリー・古山 徳間書店 2008年

No.1056 週刊かがくるアドベンチャー
養老孟司総監

修
朝日新聞出版 2008年

No.1057 X51.org the odyssey 佐藤健寿 講談社 2008年

No.1058 超常現象の謎と不思議 学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2008年

No.1059
現代日本における「ｵｶﾙﾄ」の浸透

と海外への伝播に関する文化研究

一柳廣孝、横浜

国立大学
一柳廣孝 2008年

No.1060 UFOの真実 みんな騙された 森脇十九男 環健出版社 2008年

No.1061 恐怖の世界大陰謀上 アイク 本多繁邦 三交社 2009年

No.1062 恐怖の世界大陰謀下 アイク 本多繁邦 三交社 2009年

No.1063 江戸「うつろ舟」ミステリー 加門正一 楽工社 2009年

No.1064 すでに宇宙人が話しかけています 田村珠芳 ハギジン出版 2009年

No.1065 異次元に広がる超文明世界の謎 浜田政彦 徳間書店 2009年

No.1066 オカルトの惑星 吉田司雄 青弓社 2009年

No.1067 驚異のUFO！ 南山宏監修 双葉社 2009年

No.1068 科学と非科学の間 安斎育郎 かもがわ出版 2009年

No.1069
新着！世界未確認生物＆ｴｲﾘｱﾝ
UMA＆UFO画像300 山口敏太郎 ダイプレス 2009年

No.1070 謎解き超常現象 ASIOS 彩図社 2009年

No.1071 砂漠の死体泥棒 ﾆｯｸ･ﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾝ 並木伸一郎 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗﾝﾄﾞ 2009年

No.1072
宇宙人が楽しく見守る

あなたの霊格ｱｯﾌﾟ
八喜多レイ ﾊｷﾞｼﾞﾝ出版 2009年

No.1073 望遠鏡でさがす宇宙人 鳴沢真也 旬報社 2009年

No.1074 なぜ宇宙人は地球に来ない? 松尾貴史 PHP研究所 2009年

No.1075 悪霊にさいなまれる世界 ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ 青木薫 早川書房 2009年

No.1076 身もフタもない日本文学史 清水義範 PHP研究所 2009年



No.1077 世界不思議百科総集編 -- 新装版
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ､ﾀﾞﾓ

ﾝ･ｳｨﾙｿﾝ
関口篤 青土社 2009年

No.1078 超常現象の夜更け1 のっち ﾌｫｯｸｽ出版 2009年

No.1079 宇宙人がｱｾﾝｼｮﾝを語りはじめました 田村珠芳 徳間書店 2009年

No.1080 怪奇報道写真ﾌｧｲﾙ：本当にあった 並木伸一郎 竹書房 2009年

No.1081 不可思議現象の科学 久我羅内 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌ2゙009年

No.1082 人類を操る異次元の暗黒宇宙人 浜田政彦 徳間書店 2009年

No.1083 超ﾐｽﾃﾘｰの嘘
東京怪奇現象

研究会
双葉社 2009年

No.1084 UFO公式資料集 みんなダマされた 森脇十九男 環健出版社 2009年

No.1085 ２人だけが知っている世界の秘密 太田龍､ｱｲｸ 成甲書房 2009年

No.1086 宇宙人&2012超入門 竹本良,ﾃﾞﾗヴｨ 徳間書店 2009年

No.1087 UFO研究家との対話 小林正寛 宝来社 2009年

No.1088 奇界遺産 佐藤健寿 ｴｸｽﾅﾘｯｼﾞ 2010年

No.1089
いつも宇宙人があなたの間近

にいます
田村珠芳 ﾊｷﾞｼﾞﾝ出版 2010年

No.1090 木村さんのリンゴ奇跡のひみつ 小原田泰久
学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2010年

No.1091
「宇宙の法」入門

宇宙人とUFOの真実
大川隆法

幸福の科学

出版
2010年

No.1092 未来は、えらべる！ 本田健､ｱﾝｶ 島田真喜子 ヴォイス 2010年

No.1093 本当にあった！?超常現象ｽﾍﾟｼｬﾙ 実業之日本社 2010年

No.1094 週刊世界百不思議no49 講談社 2010年

No.1095 星新一  一〇〇一話をつくった人上巻 最相葉月 新潮社 2010年

No.1096 ﾌﾟﾗｽﾞﾏUMAの謎とﾁｭﾊﾟｶﾌﾞﾗ 三神たける 学習研究社 2010年

No.1097 謎解き超常現象2 ASIOS 彩図社 2010年

No.1098 神々の起源と宇宙人 ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 2010年

No.1099 2020年ごろまでに世の中大転換する
船井幸雄、飛

鳥昭雄
徳間書店 2010年

No.1100 光の勢力は集合する クレーム 石川道子
ｼｪｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

出版
2010年

No.1101 宇宙人との対話 大川隆法
幸福の科学

出版
2010年

No.1102 UFO特務機関「MIB」の謎
飛鳥昭雄、

三神たける

学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2010年

No.1103
「UFO宇宙人アセンション」真実

への完全ガイド
ﾍﾞﾄﾙ･ﾎﾎﾞｯﾄ 浅川嘉富 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2010年

No.1104
実録自衛隊ﾊﾟｲﾛｯﾄたちが

接近遭遇したUFO
佐藤守 講談社 2010年

No.1105 戦慄のUFO&宇宙人ミステリー99 南山宏監修 双葉社 2010年

No.1106
神々・創造主の正体ｱﾇﾝﾅｷ

という宇宙人
ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 2010年

No.1107 本当にいる「宇宙人」完全ﾌｧｲﾙ
山口敏太郎監

修
笠倉出版社 2010年

No.1108
宇宙人ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞよみがえる

宇宙人の記憶
大川隆法

幸福の科学

出版
2010年

No.1109 世界百不思議UFOスペシャル決定版 菅谷洋也 講談社 2010年

No.1110 宇宙論の超トリック ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2010年

No.1111 ロズウェルにUFOが墜落した ｼｭﾐｯﾄ､ｷｬﾘｰ 並木伸一郎
学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2010年

No.1112 ｱｾﾝｼｮﾝ「量子転換」のすべて ﾏｵﾘｯﾂｵ･ｶヴｧｰﾛ やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2010年

No.1113 超奇怪X事件スポット案内
超常現象研究

会
笠倉出版社 2010年

No.1114 宇宙からの黙示録 渡辺大起 徳間書店 2010年

No.1115 地球を救う愛のスイッチ ペガサス ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2010年



No.1116
宇宙人と闇の権力の闘いが

始まりました
田村珠芳 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2010年

No.1117 これが世界の１００不思議だ
歴史の謎を探

る会
河出書房新社 2010年

No.1118 UFOコンタクティーアダムスキー アダムスキー 久保田八郎、遠藤昭則中央ｱｰﾄ出版社 2010年

No.1119 あなたもバシャールと交信できる 坂本政道 ハート出版 2010年

No.1120
日本人だけが知らない

宇宙人とUFOの秘密

宇宙と地球の

未来を本気で

考える★ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ編

幸福の科学

出版
2010年

No.1121 ﾕﾝｸﾞの〈宇宙人UFO未来〉ｼﾝｸﾛﾆｼﾃｨ ｺﾝﾉｹﾝｲﾁ 徳間書店 2011年

No.1122 アセンションの超しくみ サアラ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1123
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

覚醒篇３
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1124
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

覚醒篇２
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1125
世界覚醒原論

真実は人を自由にする
アイク アイク翻訳委員会成甲書房 2011年

No.1126
12番惑星ニビルからやって来た

宇宙人
ｾﾞｶﾘｱ･ｼｯﾁﾝ 竹内慧 徳間書店 2011年

No.1127 地球人になった金星人ｵﾑﾈｸ･ｵﾈｸ ｵﾑﾈｸ･ｵﾈｸ 益子祐司 徳間書店 2011年

No.1128
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！覚醒篇

６
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1129 世の中大転換の行き先は五次元です 船井幸雄 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1130 宇宙のニューバイブレーション 
中丸薫、坂本

政道
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1131 闇の権力とUFOと2012年
中丸薫、矢追

純一
文芸社 2011年

No.1132 宇宙人はなぜ地球に来たのか 韮澤潤一郎 たま出版 2011年

No.1133 荒俣宏の20世紀世界ﾐｽﾃﾘｰ遺産 荒俣宏 祥伝社 2011年

No.1134 世界のUFO現象FILE完全版 並木伸一郎
学研ﾊﾟ

ﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2011年

No.1135 シリウス・プレアデス・ムーの流れ 浅川嘉富 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1136 スピリチュアリティのゆくえ 堀江宗正 岩波書店 2011年

No.1137 マンガ本当にあった宇宙人のヒミツ
幸福の科学

出版
2011年

No.1138
宇宙からのﾒｯｾｰｼﾞ

宇宙人との対話part2
大川隆法

幸福の科学

出版
2011年

No.1139
闇の世界権力の

「日本沈没計画」を阻止せよ！ 

中丸薫､ﾚｵ･ｻﾞｶ

ﾞﾐ
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1140 ようこそ宇宙ZINE宇宙人との接触 田村珠芳 ハギジン出版 2011年

No.1141 地球維新解体珍書
白峰、鹿児島

UFO
明窓出版 2011年

No.1142 飛鳥昭雄×矢追純一UFO超常現象対談
飛鳥昭雄、矢

追純一

学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2011年

No.1143 新たなるフォトンベルトか
ﾃﾞﾗヴｨ,

愛知ｿﾆﾔ
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1144 世界に散った龍蛇族よ！ 浅川嘉富 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1145 UFOと月のミステリー 中丸薫 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ2011年

No.1146 あなたの前に宇宙人が現れます！
田村珠芳､ｻﾘﾊﾞ

ﾝ
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1147 未来は、えらべる！ 新書判 本田健､ｱﾝｶ 島田真喜子 ヴォイス 2011年

No.1148

地球人よ、ひとつになって

宇宙へ目を向けなさい！UFO基本教書
アダムスキー 益子祐司 徳間書店 2011年



No.1149
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

覚醒篇１
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1150
ｸﾗﾘｵﾝ星人から日本人へ

緊急ﾊｰﾄｻﾎﾟｰﾄ

ｶヴｧｰﾛ､篠崎由

羅
やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1151 龍蛇族探求の原点【イカの線刻石】 浅川嘉富 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1152 宇宙人による地球侵略はあるのか 大川隆法
幸福の科学

出版
2011年

No.1153
アセンションの準備は

できていますか
中丸薫 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1154 こんな世の中だからこう生きよう 中丸薫 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1155
ﾌﾘｰｴﾈﾙｷﾞｰ、UFO、第3起電力で

世界は大激変する
井出治 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1156

ついに宇宙人が最終戦争後のｼﾅﾘｵ

を用意しました
田村珠芳 徳間書店 2011年

No.1157
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

覚醒篇５
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1158
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

覚醒篇４
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1159
UFOと核兵器核兵器施設に

おける驚異的遭遇事件

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾍｲｽﾃｨﾝｸ

ﾞｽ

天宮、ﾋﾗﾉ、

桑原、山川
環健出版社 2011年

No.1160
危機の地球希望を語る宇宙人の

愛のﾒｯｾｰｼﾞ
李熒娘､ｻﾛﾏ 樹仙齋 2011年

No.1161 UFOと日本人の惑星 小松正広 文芸社 2011年

No.1162
DVDから語りかける金星人ｵﾑﾈｸ

地球を救う愛のﾒｯｾｰｼﾞ ｵﾑﾈｸ･ｵﾈｸ 益子祐司 徳間書店 2011年

No.1163 UFO五次元東京会議
中丸薫、竹本

良
ヴォイス 2011年

No.1164 地球『超』シークレットゾーン 飛鳥昭雄 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2011年

No.1165
空飛ぶ円盤のあけぼの 北村小松

日本初期SF
映像顕彰会 2011年

No.1166
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

覚醒篇７
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1167 失われた空飛ぶ円盤「ナチスUFO」の謎
飛鳥昭雄、三

神たける
学研 2012年

No.1168
戦利品は地球！超知性のｴｲﾘｱﾝ

〈ｱｻﾞｰｽﾞ〉たちの銀河間戦争 
並木伸一郎 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1169 地球着陸を目前に控えて ｱｼｭﾀｰ･ｼｪﾗﾝ やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1170 奇跡の水 ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰｿﾝ 遠藤昭則 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1171
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝ篇
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1172 地球「超」ｱﾝﾀﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ ﾏｵﾘｯﾂｵ･ｶヴｧｰﾛ やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1173 宇宙『超』シークレットゾーン  飛鳥昭雄 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1174
優良星界とオリオン文化 : 

宇宙学 基礎編 / 

宇宙の真理を

究める会
たま出版 2012年

No.1175 捏造される歴史 フリッツェ 尾澤和幸 2012年

No.1176 宇宙１００の謎 福井康雄監修 東京新聞 2012年

No.1177 大宇宙との交流：宇宙学実践編 たま出版 2012年

No.1178 ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｲﾛｯﾄが体験した超科学現象 佐藤守 青林堂 2012年

No.1179 宇宙パラレルワールドの超しくみ サアラ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1180
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝ２
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1181 松尾貴史の笑う超常現象・都市伝説 松尾貴史 PHP研究所 2012年

No.1182
宇宙人と銀河世界とこの世の

超仕組み
大谷篤 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年



No.1183 新世界驚愕ミステリー９９
並木伸一郎　

監修
双葉社 2012年

No.1184 ローマ法王に米を食べさせた男 高野誠鮮 講談社 2012年

No.1185 UFOとフリーメーソン 中丸薫
学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2012年

No.1186 テラミス星見聞録 田所政人 たま出版 2012年

No.1187 謎解き超常現象3 ASIOS 彩図社 2012年

No.1188 ウイングメーカー リリカス対話篇 WingMakersLLC shima ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1189
ﾑｰﾝﾏﾄﾘｯｸｽ人類よ起ち上がれ！

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝ篇３
アイク 為清勝彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1190 悪魔的未来人「サタン」の超逆襲！ 浅利幸彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1191 ｸﾛｯﾌﾟｻｰｸﾙ未来暗号「超」解読  ﾏｲｹﾙ･ｸﾞﾘｯｸﾏﾝ 藤野薫 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1192 グレートシフト完全ファイル  堀切直人 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1193 検証UFOはほんとうに存在するのか? ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾛｰﾚﾝｽ 石原まどか ｶﾞｲｱﾌﾞｯｸｽ 2012年

No.1194 ついに来たﾌﾟﾗｽﾞﾏ･ｱｾﾝｼｮﾝの時  池田整治 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1195
さあ、宇宙人の声を聞きなさい

ベールを脱いだ人類起源

中丸薫､ﾚｵ･ｻｶﾞ

ﾐ
山ノ内春彦 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1196 UFOと宇宙人の謎 並木伸一郎 ポプラ社 2012年

No.1197 ﾅｲﾝﾃｨﾅｲﾝのｵｰﾙﾅｲﾄﾆｯ本 ﾖｼﾓﾄﾌﾞｯｸｽ 2012年

No.1198 自然界で起きている超常現象の謎
ﾐｽﾃﾘｰｿﾞｰﾝ特報

班編
河出書房新社 2012年

No.1199
幻想文学講座「幻想文学」ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
集成 国書刊行会 2012年

No.1200 目覚めよ！宇宙人 山本耕一 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1201
誰も知りたがらないタブーの真実

中丸薫、三神

たける
青志社 2012年

No.1202
ｱﾌﾞ星で見て、知って、

体験したこと１
ｶﾍﾟﾀﾉヴｨｯﾁ やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1203
ｱﾌﾞ星で見て、知って、

体験したこと２
ｶﾍﾟﾀﾉヴｨｯﾁ やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1204 あなたはどの星から来たのか？ ファルス ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1205

日本人はﾄﾞﾗｺﾆｱﾝ《YAP〈-

〉遺伝子》直系！だから、〈超削減〉

させられる

高山長房 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1206 失われたﾌﾘｰﾒｰｿﾝ「釈迦」の謎
飛鳥昭雄、三

神たける

学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2012年

No.1207 アセンション大預言 神岡健 たま出版 2012年

No.1208 ｱﾀﾞﾑｽｷｰ不朽の叡智に照らして ｹﾞﾗｰﾄﾞ･ｱｰﾄｾﾝ 大堤直人 アルテ 2012年

No.1209 アシュタール×ひふみ神示 宇咲愛 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1210 次元「超」突破 中丸薫､ﾃﾞﾗヴｨ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1211

日本はﾄﾞﾗｺﾆｱﾝが作った世界最強

の神州！だから、破滅の深淵から這い

上がる

高山長房 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1212

いま明かされるUFO・宇宙人・地球空

洞説のすべて新しい宇宙時代の幕開け

1

ｼﾞｮﾝ･B･ﾘｰｽ ケイ・ミズモリﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1213 最新最驚！！怪奇報道写真ﾌｧｲﾙ
並木伸一郎　

監修
竹書房 2012年

No.1214 秋葉原、内田ラジオでございます 内田久子 廣済堂出版 2012年

No.1215 最新最驚!!怪奇報道写真ファイル 並木伸一郎 竹書房 2012年

No.1216 ぼくらの昭和オカルト大百科 初見健一 大空出版 2012年

No.1217 新しい宇宙時代の幕開け2 ｼﾞｮﾝ･B･ﾘｰｽ ケイ・ミズモリﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年



No.1218
心ときめく宇宙の法則 メグミン

ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾛ

出版センター
2012年

No.1219 シャンバラからの超レッスン ペガサス ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2012年

No.1220 謎解き超常現象DX ASIOS 彩図社 2013年

No.1221 キャッチされた宇宙人ヴォイス ｳｲﾘｱﾑｿﾝ､ﾍﾞｲﾘｰ 坂本貢一 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1222 「ＹＯＵ」は宇宙人に遭っています クラーク 明窓出版 2013年

No.1223 超常現象実験法
松永重昂、石

川博義
文芸社 2013年

No.1224 あなたもETとコンタクトできる！ サリバン ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1225
NHK「幻解!超常ファイル」は本当か

皆神龍太郎、

志水一夫、加

門正一

彩図社 2013年

No.1226
新・トンデモ超常現象60の真相下

皆神龍太郎、

志水一夫、加

門正一

彩図社 2013年

No.1227 実録怪奇報道写真ファイル 並木伸一郎 竹書房 2013年

No.1228 ｹﾈﾃﾞｨ暗殺の真犯人とUFOｱﾎﾟﾛ疑惑 小川謙治 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ2013年

No.1229 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾁﾙﾄﾞﾚﾝ= [RainbowChildren] 滝沢泰平 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1230
宇宙人の告白もうすぐ、

あなたのもとにやって来ます
田村珠芳 TOブックス 2013年

No.1231 誰も知りたがらないタブーの真実２
中丸薫、三神

たける
青志社 2013年

No.1232

地底の楽園〈アガルタ神秘文明〉

へのﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ
ｶﾙﾛ･ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ やよしけいこ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1233 アセンション大預言2 神岡健 たま出版 2013年

No.1234
伯家神道の祝之神事を授かった

僕がなぜ
保江邦夫 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1235 現代オカルトの根源 太田俊寛 ちくま書房 2013年

No.1236
ｳﾁｭｳｼﾞﾝﾏｰｹｯﾄ Vol1

宇宙生物からのﾒｯｾｰｼﾞ

SCRI宇宙生物

研究所
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1237

目覚めし「ﾔﾏﾄ魂」たちよ、地球

「最後の戦い」が待っているぞ！
池田整治 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1238 インヴィジブル・マスター ｻﾞｶﾞﾐ､ﾔﾏﾉｳﾁ ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1239 アシュタール×ひふみ神示 2 宇咲愛 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1240
未確認飛行物体

ﾎﾜｲﾄﾍｯﾄﾞ､
ｳｨﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 創元社 2013年

No.1241 金星人ｵﾑﾈｸとの対話 ｵﾑﾈｸ･ｵﾈｸ 益子祐司 TOブックス 2013年

No.1242 世界支配者VSライトワーカー サアラ、玉蔵 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1243 不可視の王国《ｱｽﾄﾗﾙ界》へ行こう  ペガサス ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1244
らくらく５次元ﾗｲﾌの

はじまりはじまり

木内鶴彦、中

丸薫
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1245
ﾄﾞﾗｺﾆｱﾝvsﾚﾌﾟﾃｨﾘｱﾝこれが

《吸血と食人》の超絶生態だ！
高山長房 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1246
神霊界と異星人のスピリチュアルな真

相

秋山眞人, 

布施泰和
成甲書房 2013年

No.1247
ﾆｺﾗ･ﾃｽﾗが本当に伝えたかった

宇宙の超しくみ 上
井口和基 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1248 定本・何かが空を飛んでいる 稲生平太郎 国書刊行会 2013年

No.1249
ペンタゴン特定機密ファイル

ニック・レッ

ドファーン
立木勝 成甲書房 2013年

No.1250
ﾆｺﾗ･ﾃｽﾗが本当に伝えたかった

宇宙の超しくみ 下
井口和基 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年



No.1251
《ﾑｰとﾕﾀﾞﾔ》そして《ｼﾘｳｽ･ﾌﾟﾚｱﾃﾞｽ･ｵ

ﾘｵﾝ》の宇宙神々の系譜
山田雅晴 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2013年

No.1252

反転の創造空間《シリウス次元》

への超突入！

半田広宣、 

中山康直 
ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2014年

No.1253 UFOと地球外文明の謎
並木伸一郎 

監修
ポプラ社 2014年

No.1254 宇宙の驚異がよくわかる本 並木伸一郎 竹書房 2014年

No.1255
UFOスピリチュアル対談中丸薫×秋山
眞人

中丸薫, 

秋山眞人

学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2014年

No.1256

楽しめば楽しむほどお金
は引き寄せられる

秋山眞人、
布施泰和 コスモ21 2014年

No.1257 奇界遺産 佐藤健寿 ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ 2014年

No.1258 最新禁断の異次元事件 並木伸一郎
学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2014年

No.1259 失われたｴｲﾘｱﾝ「地底人」の謎
飛鳥昭雄、三

上たける

学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2014年

No.1260

ここはアセンション真っ只中

さとうさぶろう

、増川いづみ、

はせくらみゆき

、稲垣説子

ヒカルランド 2014年

No.1261

古神道《神降ろしの秘儀》がﾚﾑﾘｱとｱ
ﾄﾗﾝﾃｨｽの魂を蘇らせる時 保江邦夫 ヒカルランド 2014年

No.1262 超怪奇現象の謎 並木伸一郎 ポプラ社 2014年

No.1263 最新版世界怪事件ファイル 並木伸一郎 竹書房 2014年

No.1264 NHK「幻解!超常ファイル」は本当か 大川隆法
幸福の科学

出版
2014年

No.1265
力（フォース）を使え

田口ﾗﾝﾃﾞｨ、

秋山眞人

JMA･ｱｿｼｴｲﾂ

ｺｺﾘﾗ出版事業

部

2014年

No.1266
幻解ﾌｧｲﾙ=限界ﾌｧｳﾙ

「それでも超常現象は存在する」
大川隆法

幸福の科学

出版
2014年

No.1267 矢追純一は宇宙人だった 矢追純一
学研

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
2014年

No.1268 いる？いない？のひみつ 並木伸一郎 学習教育出版 2014年

No.1269
ﾊｲｼﾞｬｯｸされた地球を

99%の人が知らない上
アイク ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2014年

No.1270
ﾊｲｼﾞｬｯｸされた地球を

99%の人が知らない下
アイク ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2014年

No.1271
えっ!!こんなﾒｯｾｰｼﾞとUFO

みたことなぁぁい
山口洋子 たま出版 2014年

No.1272 UFO対談飛鳥昭雄X高野誠鮮
飛鳥昭雄、高

野誠鮮
学研パブリッシング2014年

No.1273
「矢追純一」に集まる未報道

UFO事件の真相まとめ
矢追純一 明窓出版 2014年

No.1274 宇宙人と聖人と超人のキーワード101語録集児島由美 たま出版 2014年

No.1275

ありのままで生きる 矢作直樹、
保江邦夫

　
マキノ出版 2014年

No.1276 超常UFO宇宙人事件 並木伸一郎 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2014年

No.1277 実録・自衛隊ﾊﾟｲﾛｯﾄが目撃したUFO 佐藤守 　 講談社 2014年

No.1278 UFOに乗った!宇宙人とも付き合った！ 津島恒夫 ﾋｶﾙﾗﾝﾄﾞ 2014年

No.1279 謎解き超常現象Ⅳ asios 彩図社 2015年

No.1280
2014PSI白書

一般社団法人潜

在科学研究所

一般社団法人

潜在科学研究

所

2015年



No.1281 江戸時代怪奇事件ファイル
江戸怪奇事

件探求会
笠倉出版社 2015年

No.1282 空飛ぶ円盤が墜落した町へ 佐藤健寿 河出書房新社
2015年

No.1283 UFOからの黙示録 安達勝彦 たま出版 2015年
No.1284 ローマ法王に米を食べさせた男 高野誠鮮 講談社 2015年
No.1285 異次元ファイル 大川隆法 幸福の科学出版 2015年
No.1286 ザ・コンタクト 大川隆法 幸福の科学出版 2015年
No.1287 アメリカ大統領はなぜUFOを隠し続けてきたのかラリー・ホル 安納令奈 徳間書店 2015年
No.1288 ニコラ・テスラの「完全技術」解説書 ニコラ・テス 井口和基 ヒカルランド 2015年
No.1289 怪奇現象リーディング 大川隆法 幸福の科学出版 2015年
No.1290 未確認飛行物体UFOと宇宙人 並木伸一郎 竹書房 2015年
No.1291 大川隆法の「鎌倉でのUFO招来体験」 大川隆法 幸福の科学出版2015年
No.1292

眠れないほど面白いUFO９割方、
これは本当だ！ 並木伸一郎 三笠書房 2015年


