『円谷プロ特撮ドラマ DVDコレクション』

ラインナップ一覧
号数/発売日

〈 キリトリ 〉
店 頭に掲 示 する際は、キリトリ線で切り離してご使 用 下さい。

1
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11
12
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14
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21
22
23
24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34

創刊号特別価格

本体925円 ＋税
通常価格

本体1,850円 ＋税

Disc-1

Disc-2

第1話「ゴメスを倒せ!」
第2話「五郎とゴロー」

第1話「ブースカ誕生」
第2話「ブースカ出動」

3/1

第3話「宇宙からの贈りもの」
第4話「マンモスフラワー」

第3話「ブースカ対パースカ」
第4話「ブースカ月へ行く」

3/15

第5話「ペギラが来た!」
第6話「育てよ! カメ」

第5話「ブースカの名ガイド」
第6話「野球珍騒動」

3/29

第7話「SOS富士山」
第8話「甘い蜜の恐怖」

第7話「スパイをやっつけろ!」
第8話「ロケット騒動」

4/12

第9話「クモ男爵」
第10話「地底超特急西へ」

第9話「ブースカの大冒険」
第10話「あの広場を守れ!」

4/26

第11話「バルンガ」
第12話「鳥を見た」

第11話「ブー横丁の学習塾」
第12話「ブースカと七人の魔術師」

5/10

第13話「ガラダマ」
第14話「東京氷河期」

第13話「マッハ・ブースカ号」
第14話「ブースカ踊る」

5/24

第15話「カネゴンの繭」
第16話「ガラモンの逆襲」

第15話「バラサで行こう!」
第16話「氷河時代をふきとばせ!」

6/7

第17話「1/8計画」
第18話「虹の卵」

第17話「ブー冠・王冠・とんちんかん」
第18話「こちらブースカ! 110番」

6/21

第19話「2020年の挑戦」
第20話「海底原人ラゴン」

第19話「ブースカにまかせて」
第20話「空飛ぶ円盤がやって来た!」

7/5

第21話「宇宙指令M774」
第22話「変身」

第21話「ウルトラまんじゅうに突撃」
第22話「大爆発! ご用心」

7/19

第23話「南海の怒り」
第24話「ゴーガの像」

第23話「ワッペン戦争」
第24話「ぼくは一等賞」

8/2

第25話「悪魔ッ子」
第26話「燃えろ栄光」

第25話「夢を食べちゃった!」
第26話「チャメゴン誕生」

8/16

第27話「206便消滅す」
第28話「あけてくれ!」

第27話「ブースカ対チャメゴン!」
第28話「宇宙から来たんだ」

8/30

第1話「ミラーマン誕生」
第2話「侵略者（インベーダー）は隣りにいる」

第29話「地底戦車（たんく）で探険」
第30話「スピード銃に気をつけろ!」

9/13

第3話「消えた超特急」
第4話「コバルト60の恐怖」

第31話「飛んで来た遊園地」
第32話「すてきな快獣の日」

9/27

第5話「怪鳥インベラー現わる!」
第6話「鏡の中の墓場」

第33話「不思議なドンブラ島」
第34話「ドンブラ島の化け狸」

10/11

第7話「打倒! 人体侵略作戦」
第8話「鋼鉄竜アイアンの大逆襲」

第35話「銀河へ行こう!」
第36話「踊れ! フラミンゴ」

10/25

第9話「凧に乗って来たマルチ」
第10話「時計が止まった街」

第37話「ナイナイ寺はドッキリ!」
第38話「海が呼んでる」

11/8

第11話「火焔怪人ザイラスを撃て!」
第12話「出たっ! シルバークロス」

第39話「百トン旋風ワッショイ!」
第40話「水の大行進」

11/22

第13話「笛を吹く魔女」
第14話「キングザイガーを倒せ!」

第41話「宇宙の王様」
第42話「物体Xコロリン」

12/6

第15話「謎の怪獣スクリーン ―三大怪獣登場―」
第16話「人形怪獣キンダーを追え!」

第43話「魔球に突撃!」
第44話「チビッコ台風」

12/20

第17話「罠におちたミラーマン」
第18話「生きかえった恐竜アロザ」

第45話「魔法の帽子」 第46話「空飛ぶ音楽堂」
第47話「さようならブースカ」

2017/
1/5

第19話「危機一髪! S.G.M」
第20話「二大怪獣出現 ―深海の用心棒―」

第1話「パリに消えた男」

1/17

第21話「恐怖の液体怪獣タイガン」
第22話「月面怪獣キング・ワンダーとの死闘」

第2話「K52を奪回せよ」

1/31

第23話「土星怪獣アンドロザウルス襲来!」
第24話「カプセル冷凍怪獣コールドンに挑戦せよ!」

第3話「燃えるバラ」

2/14

第25話「怪獣を探す妖精少女」
第26話「ミラーマン・絶体絶命! ―二大怪獣登場―」

第4話「祖国よ永遠なれ!!」

2/28

第27話「総攻撃! S.G.M」
第28話「殺し屋怪獣（キーラゴン）からの挑戦状」

第5話「メスと口紅」

3/14

第29話「わが友! フェニックス ―二大怪獣対決作戦―」
第30話「ミラーマン救出大作戦」

第6話「熱い氷」

3/28

第31話「電光石火の必殺技! ―ミラクル・キック登場―」
第32話「今救え! 死の海 ―シーキラザウルス登場―」

第7話「月を見るな!」

4/11

第33話「インベーダーの海底基地」
第34話「S.G.M対ミラーマンの決斗」

第8話「戦慄のオーロラ」

4/25

第35話「S.G.M特攻作戦」
第36話「怪獣軍団ミラーマンを襲う ―五大宇宙怪獣激斗!―」

第9話「地獄への案内者（ガイド）」

5/9

第37話「ミラーマンを太陽へぶちこめ! ―激斗! 彗星怪獣対土星怪獣―」
第38話「地獄谷! 妖怪怪獣マグマゴン」

第10話「爆破指令」

5/23

第39話「怪奇大怪獣 ―サンガーニ登場―」
第40話「インベーダー移住作戦」

第11話「燃える黄金」

2016/
2/16

雑誌コード ［ 1〜27号 ］31911 ［28号〜］31921

発売日にメールが届くから、お買い忘れがなく安心♪

「発売日お知らせメール」ご登録はこちら
http://deagostini.jp/oshirase/tbd/

『円谷プロ特撮ドラマ DVDコレクション』ラインナップ一覧
号数/発売日

Disc-2
第12話「大都会の恐怖」

6/20

第43話「打倒! 異次元幽霊怪獣 ゴースト」
第44話「魔の救出大作戦」

第13話「怪飛行船作戦」

7/4

第45話「少年と黒い大怪獣（ブラックゴン）」
第46話「死都に愛の鐘が鳴る」

第1話「かかった罠はぶっ飛ばせ!」
第2話「ミニミニ島を爆破せよ!」

7/18

第47話「侵略者撃破計画 改造怪獣ギランダー登場」
第48話「赤い怪鳥は三度来た!」

第3話「悪魔の海にとんで行け!!」
第4話「とられたものはとりかえせ!!」

8/1

第49話「怒りをこめたこの一撃」 第50話「地球最後の日」
第51話「さよならミラーマン」

第5話「マリヤの像を追いかけろ!!」
第6話「マイティー号でぶちかませ!」

8/12

第1話「壁ぬけ男」
第2話「人喰い蛾」

第7話「来るなら来てみろ!!」
第8話「地獄へ行って笑え!」

8/29

第3話「白い顔」
第4話「恐怖の電話」

第9話「地底の悪魔をたたき出せ!」
第10話「消えた王女の謎を解け!!」

9/12

第5話「死神の子守唄」
第6話「吸血地獄」

第11話「甘い爆弾にくらいつけ!」
第12話「マイティ号を取り返せ!!（前編）」

9/26

第7話「青い血の女」
第8話「光る通り魔」

第13話「マイティ号を取り返せ!!（後編）」
第14話「炎の海を乗り越えろ!」

10/10

第9話「散歩する首」
第10話「死を呼ぶ電波」

第15話「死人の館に突進せよ!」
第16話「来訪者を守りぬけ」

10/24

第11話「ジャガーの眼は赤い」
第12話「霧の童話」

第17話「逃げたぞ それ行け つかまえろ!!」
第18話「水爆恐竜をやっつけろ!!」

11/7

第13話「氷の死刑台」
第14話「オヤスミナサイ」

第19話「くいとめろ 人間植物園!」
第20話「宇宙忍者をあばき出せ」

11/21

第15話「24年目の復讐」
第16話「かまいたち」

第21話「亡霊の仮面をはぎ取れ」
第22話「東京タワーに白旗あげろ」

12/5

第17話「幻の死神」
第18話「死者がささやく」

第23話「殺し屋レディをマークしろ!」
第24話「ハプニング島へ進路とれ!!」

12/19

第19話「こうもり男」
第20話「殺人回路」

第25話「希望の空へとんで行け! 前編」
第26話「希望の空へとんで行け! 後編」

2018/
1/4

第21話「美女と花粉」
第22話「果てしなき暴走」

第1話「行け！栄光のファイター」
第2話「トリプル・ファイター脱出せよ！」

1/16

第23話「呪いの壺」 第25話「京都買います」
第26話「ゆきおんな」※第24話は欠番となっています。

第1話「行け! ボーンフリー号」
第2話「恐怖の肉食恐竜 アロサウルス」

1/30

第1話「恐竜現わる! D戦隊発進せよ!」
第2話「危機一髪! 愛と善」

第3話「ブロントサウルスを救え!」
第4話「砂漠の暴れん坊 ティラノサウルス」

2/13

第3話「恐竜軍団! 恐怖のねずみ作戦!」
第4話「必殺! アイゼンクロスカッター!!」

第5話「トリケラトプスの卵を守れ!」
第6話「トラコドンの涙」

2/27

第5話「危うし! 愛と善 放射能を消せ!」
第6話「謎の美少女 嵐を呼ぶ笛!」

第7話「親にはぐれたステゴサウルス」
第8話「イグアノドン対ティラノサウルス」

3/13

第7話「三大怪獣出現! 男が命をかける時」
第8話「恐怖の洗脳人間 第一号!!」

第9話「赤ちゃん恐竜を救え!!」
第10話「少年と恐竜の詩」

3/27

第9話「謎の恐竜変死体!」
第10話「決死の少女救出作戦!」

第11話「大暴れ! ステゴサウルス」
第12話「素晴しい友! ステゴサウルス」

4/10

第11話「恐竜の墓に 涙の十字架を!」
第12話「生か! 死か! 激流に賭ける命」

第13話「台地の帝王 ゴルゴサウルス」
第14話「飛べ! テラノドン」

4/24

第13話「SOS! D戦隊基地を守れ!」
第14話「逆襲! 怒りに燃えたD戦隊」

第15話「恐竜の道の秘密」
第16話「アンキロサウルスは友達」

5/8

第15話「燃える友情 進め! 闘牛大作戦」
第16話「恋人よ アイゼン号に花を飾れ!」

第17話「キングバトラーの最期! 」
第18話「復讐の鬼 レディ・バトラー」

5/22

第17話「恐怖! アイゼン号が溶ける!」
第18話「空港大ピンチ! 吹雪をそめる鮮血」

第19話「ジャンボ恐竜 ブラキオサウルス」
第20話「百竜の王 ティラノサウルス」

6/5

第19話「恐竜魔王の怒り! 死ぬな愛」
第20話「かがやけ一番星! アイゼンボー」

第21話「ディプロドクス大救出作戦」
第22話「ガンバレ! チビッコ恐竜」

6/19

第21話「激突! 恐竜魔王対アイゼンボー」
第22話「怪奇! 呪いの怪獣人形」

第23話「人喰い恐竜を倒せ!」
第24話「謎の恐竜エゾサウルス」

7/3

第23話「マグマ地獄からの脱出!!」
第24話「見た! 忍者恐竜の陰謀」

第25話「恐竜よいつまでも！」

7/17

第25話「鳥居博士を救え! 天狗岩の決戦」
第26話「恐竜調教師! 魔女ゾビーナ」

第1話「狂った植物怪獣」
第2話「謎の火炎怪人」

7/31

第27話「飛べ涙の白球! 襲われた甲子園」
第28話「雪原に黒い影? 北極点の戦い」

第3話「地底怪獣アルフォン」
第4話「人喰いカビ」

8/10

第29話「輝け! 恐竜親子星」
第30話「怪獣番号三三が9 ヨタノドン」

第5話「カブト虫殺人事件」
第6話「アマゾンの吸血鬼」

8/28

第31話「出現! もう一人のアイゼンボー」
第32話「アイゼンボーが死んだ!?」

第7話「闇に動くミイラ」
第8話「私は殺される!」

9/11

第33話「恐怖の機械螢軍団」
第34話「交信不能! 電磁波台風の襲来」

第9話「青いインベーダー」
第10話「死を呼ぶバイオリン」

9/25

第35話「特訓! 魔球怪獣への挑戦」
第36話「大迫力! 謎の超能力怪獣」

第11話「妖怪・どろ人間」
第12話「天才ゴリラの初恋」

10/9

第37話「特撮映画 戦え! D戦隊」
第38話「怪獣軍団最後の大進撃!」

第13話「海獣半魚人の反逆」
第14話「黒猫が見た」

10/23

第39話「さよなら アイゼンボーグ」

第15話「僕は泣かない」
第16話「原始人バラバ」

雑誌コード ［ 1〜27号 ］31911 ［28号〜］31921

※未刊分のラインナップは、都合により予告なく変更する場合があります。
（2017年10月作成）

店 頭に掲 示 する際は、キリトリ線で切り離してご使 用 下さい。

第41話「謎の異次元怪獣 ―テロリンガ登場―」
第42話「小さなインベーダー ―インベザウルス登場―」

〈 キリトリ 〉

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Disc-1

2017/
6/6

『円谷プロ特撮ドラマ DVDコレクション』

ラインナップ一覧
号数/発売日

創刊号特別価格

本体925円 ＋税
通常価格

本体1,850円 ＋税

Disc-1

Disc-2

〈 キリトリ 〉
店 頭に掲 示 する際は、キリトリ線で切り離してご使 用 下さい。

72

2018/
11/6

第1話「 エメラルド星からの贈り物」
第2話「大逆襲! アンチゴーネ ―ルバンガーキング登場 ―」

第17話「妖怪ねずみ地獄」
第18話「人喰いナメクジ発生!!」

73

11/20

第3話「倒せ怪獣! ジャンファイト ―チタンガー登場―」
第4話「危うし! ジャンボーグA ジャイアントロボット登場」

第19話「大空を飛ぶ少年」
第20話「宇宙から来た暗殺者」

74

12/4

第5話「叫べナオキ! いまだ デスコングキング登場」
第6話「絶望! 売られたジャンセスナ ―モンスロボ登場―」

第21話「怪鳥ラゴンの襲撃!」
第22話「少女と花と天国」

75

12/18

第7話「立て! 孤独の英雄ナオキ －キングテットゴン登場－」
第8話「夕陽に唄え!トランペッター －グラスキング登場－」

第23話「死体を呼ぶ白骨」
第24話「黒いサソリの恐怖」

76

2019
1/4

第9話「絶体絶命! ジャンボーグA ―二大サイボーグ怪獣登場―」
第10話「響け! 戦いのトランペット ―二大サイボーグ怪獣登場―」

第25話「死を運ぶ鳩」
第26話「非行少女カオリ」

77

1/15

第11話「壮烈!! 涙の一撃 ―ドクロスキング登場―」
第12話「大阪に死す! ジャンボーグA ―二大サイボーグ怪獣登場―」

第1話「さすらいのスターウルフ」
第2話「銀河を駆けろ! バッカスⅢ世」

78

1/29

第13話「よみがえれ今! ジャンボーグA ―二大サイボーグ怪獣登場―」
第14話「恐怖! 夜空に舞う地獄花」

第3話「今 果てしない宇宙へ」
第4話「恐怖の恒星間航行」

79

2/12

第15話「嵐を呼ぶマッドゴーネ ―マイティーグロース登場―」
第16話「怪奇!魔女怪獣現わる ―デモンスター登場―」

第5話「スーパーウェポンの秘密」
第6話「危険な宇宙案内人」

80

2/26

第17話「エメラルド星から来たカイン」
第18話「恐怖! アントロンの罠」

第7話「愛と憎しみの宇宙」
第8話「死を呼ぶブラックホール」

81

3/12

第19話「危うし! 死の水爆ミサイル ―バレンタイン登場―」
第20話「ポンコツ自動車の大反乱! ―ダンプコング登場―」

第9話「熱と光の宇宙ページェント」
第10話「宇宙を燃やす大激戦」

82

3/26

第21話「怪奇! 宇宙の怪獣墓場」
第22話「パット全滅作戦!! ―テロキング登場―」

第11話「未知の星の地雷原」
第12話「惑星ミサイルに賭けた命」

83

4/9

第23話「祭りだ! おみこし大変身 ―ストーンキング登場―」
第24話「死闘! 海底の秘密基地 ―ガメレオンキング登場―」

第13話「大爆発0秒前」
第14話「宇宙に浮ぶ黒い竜」

84

4/23

第25話「―グロース第1号作戦―チビッコどもを改造せよ」
第26話「―グロース第2号作戦― 謎!ノンビリゴンの正体」

第15話「いん石群へ恐怖の突入」
第16話「二つの顔のサイモナイト」

85

5/7

第27話「ジャンボーグA-2号誕生! その名はJ-9」
第28話「復活! ジャンボーグA ―グロース第4号作戦―」

第17話「いざ! 黒い星の決戦」
第18話「パニック! 空気を盗まれた惑星」

86

5/21

第29話「―グロース第5号作戦―にせジャンボーグAを送りこめ!」
第30話「J-A J-9を処刑せよ!」

第19話「ケンを狙う赤い流星」
第20話「純金ロボットGC301」

87

6/4

第31話「氷の地獄へつっ走れ!」
第32話「大爆発! マッドゴーネの最後」

第21話「悲劇の宇宙恐竜ニポポ」
第22話「灼熱地獄 地底人を救え!」

88

6/18

第33話「サンタが悪魔の鈴鳴らす」
第34話「死神からの殺人予告電話!」

第23話「謎の惑星半獣人」
第24話「大宇宙 宿命の対決!」

89

7/2

第35話「怪奇! 死の黄金怪獣」
第36話「恐怖! 蛇が岳の秘密」

第1話「ファイヤーマン誕生 ―恐竜ドリゴン・ドリゴラス登場―」
第2話「武器は科学だS・A・F ―恐竜ドリゴン・ドリゴラス登場―」

90

7/16

第37話「出現! 恐怖の怪鳥エレキバード」
第38話「サイボーグ・コマンドを倒せ!―パット新兵器登場―」

第3話「謎の宇宙船 ―剣竜ステゴラス登場―」
第4話「インベーダーを撃滅せよ ―剣竜ステゴラス登場―」

91

7/30

第39話「なき叫ぶドクロ湖の恐怖」
第40話「大奮戦! バモスⅠ世 バモスⅡ世」

第5話「ジュラ紀へ落ちた少年 ―原始恐竜ジュラザウルス登場―」
第6話「遊星ゴメロスの秘密 ―宇宙恐竜スペーザー登場―」

92

8/9

第41話「宇宙魔女ババラスのロボット作戦」
第42話「呪い針! ババラスの逆襲」

第7話「恐怖の宇宙細菌 ―細菌怪獣キノクラゲス登場―」
第8話「恐怖のミクロ怪獣 ―怪獣クマゴラス登場―」

93

8/27

第43話「殺し屋ロボット・必殺の罠」
第44話「妖怪ロボット・地獄の鏡」

第9話「深海からの挑戦 ―殺し屋怪獣ネロ・ギラス―」
第10話「鉄の怪獣が東京を襲った! ―恐怖のバランダーV登場―」

94

9/10

第45話「ほえる昆虫怪獣・砂地獄」
第46話「サタンゴーネ最後の大進撃!」

第11話「よみがえった岩石怪獣 ―スコラドン登場―」
第12話「地球はロボットの墓場 ―怪獣ティラザウルス登場―」

95

9/24

第47話「死闘! エース対ナイン? ―デモンゴーネ登場―」
第48話「大逆襲! デモンゴーネ」

第13話「竜神沼の恐怖 ―宇宙怪獣ドランゴ登場―」
第14話「悪魔の海を突っ走れ! ―大恐竜チラノドン登場―」

96

10/8

第49話「謎! デモンの呪いが時を裂く」
第50話「トウキョウ最後の日」

第15話「ベルダー星M13号指令 ―恐竜ラノザウルス登場―」
第16話「奪え! ファイヤースティック ―大怪獣ロングネック登場―」

雑誌コード
［1〜27号 ］31911 ［28〜53号］31921
［ 54号〜 ］31931
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98

11/5

第3話「コセイドン 亜空間漂流の恐怖」
第4話「ゴドメス軍団の追撃 人間狩り」

第19話「宇宙怪獣対原始怪獣 ―ムクムク対マクノザウルス―」
第20話「怪獣ガガンゴの嵐」

99

11/19

第5話「コスモ秘帖奪回作戦」
第6話「不死の生命体 ゴドメス総監ザジ」

第21話「殺しの使者デコンとボコン ―ダブルゴッド出現―」
第22話「来たぞ!変身宇宙人 ―デストロザウルス登場―」

100

12/3

第7話「コセイダー 怒りを熱い胸に」
第8話「アルタシヤ 冷凍光線に閉ざされて」

第23話「宇宙指令 ファイヤーマンを殺せ!―グリーンギラー登場―」
第24話「夜になくハーモニカ ―ハモニカ怪獣登場―」

101

12/17

第9話「タキオン 21世紀直撃命令」
第10話「ガルムス 巨大戦艦vsコセイドン」

第25話「帰る星なき宇宙人 ―ヴィナレス星人登場―」
第26話「夕陽にひかる岩山の秘密 ―ガドラザウルス出現―」

102

12/27

第11話「人間大砲 敵戦艦に侵入せよ」
第12話「シグマ 闇から来た殺人植物」

第27話「死人をあやつる宇宙の支配者 ―暗黒怪獣ブラッカー登場―」
第28話「アルゴン星から来た少年 ―デビルザウルス登場―」

103

2020
1/14

第13話「タイム戦士 コセイダー誕生」
第14話「デストラン 超武装闘士との戦い」

第29話「射つな! 怪獣だって友達だ ―宇宙怪獣スペーグス登場―」
第30話「宇宙に消えたファイヤーマン ―宇宙怪獣ダークマンダー登場―」

104

1/28

第15話「恐獣ガリアス 亜空間の襲撃者」
第16話「コセイダー 恐獣戦車を倒せ」

第1話「飛び込んだ謎の世界」
第2話「魔境へ! 脱出」

105

2/10

第17話「ギブラ 恐怖の毒蛇恐獣」
第18話「密航兄弟と人喰い恐竜」

第3話「魔の山が鳴く!」
第4話「ペペと次郎の友情」

106

2/25

第19話「潜れコセイダー 水中の決死圏」
第20話「BC兵器 魔のフィーバーガス」

第5話「激突! ゴード対ゲバー」
第6話「人間の味方現わる?」

107

3/10

第21話「ファイタス 溶岩地獄からの脱出」
第22話「燃えろゴウ もうひとつの人間大砲」

第7話「猿の歌は愛の歌」
第8話「人間が残した秘密」

108

3/24

第23話「大爆破 恐竜墓場の対決」
第24話「食肉恐獣バリバァ 赤い花の恐怖」

第9話「かわいい人間よ お嫁になって」
第10話「お母さん猿の涙」

109

4/7

第25話「カプセル恐獣vsコセイダー」
第26話「磁力パニック コセイドン発進不能」

第11話「人間が造った留守番ロボット」
第12話「喜びのめぐり会いと空飛ぶ円盤」

110

4/21

第27話「コセイドン激戦史 地球を救え」
第28話「決戦 ゴドメス帝王を撃て」

第13話「チンパンジー族に勝った!!」
第14話「猿の国もお正月?」

111

5/1

第29話「コセイドン緊急出動 果しなき戦い」
第30話「タイムトンネル出現 謎の密航者」

第15話「人間が埋めたタイム・カプセル発見!!」
第16話「タイム・カプセルから子供の声が!!」

112

5/19

第31話「戦えコセイダー 炎のタイム戦士」
第32話「UFO来襲 怒りのサイボーグ」

第17話「悪の軍団から親子猿を救え!」
第18話「なぜ人間が少なくなったか?」

113

6/2

第33話「レスキュー指令 ファイタス大暴走」
第34話「白亜紀探険 恐竜を憎む少年」

第19話「猿に味方する奴は誰?」
第20話「謎の無線機が呼んでいる!!」

114

6/16

第35話「異生物ダキロン 亜空間の青い悪魔」
第36話「恐竜大脱走 寄生植物の恐怖」

第21話「愛する猿への伝言」
第22話「ゴリラ対チンパンジーの争い」

115

6/30

第37話「時空間シンジケート 黒いココナツ」
第38話「戦慄 フランケンシュタインの復活」

第23話「円盤は敵か? 味方か?」
第24話「勝利の日は近い!!」

116

7/14

第39話「タイムGメン 時を超えた戦い」
第40話「タイムスリップ 恐竜時代の戦国武者」

第25話「コンピューターは人間より偉いか?」
第26話「喜びの帰還」

117

7/28

第41話「人間大砲コセイダー 発進せよ」
第42話「翔べ 人間大砲コセイダー」

第1話〜18話
登場怪獣「ダークロン、バルタン星人」ほか

118

8/11

第43話「燃えろ 人間大砲コセイダー」
第44話「人間大砲コセイダー 危機一髪」

第19話〜36話
登場怪獣「ウー、ゴモラ」ほか

119

8/25

第45話「コセイダーVS恐竜ハンター」
第46話「コセイダー 幻の大恐竜を捜せ」

第37話〜54話
登場怪獣「サータン、グロンケン」ほか

120

9/8

第47話「人間大砲コセイダー 死の罠を破れ」
第48話「コセイダー トカゲ人間の恐怖」

第55話〜72話
登場怪獣「テレスドン、エレキング」ほか

121

9/22

第49話「人間大砲コセイダー 大漂流」
第50話「コセイダー 恐竜牧場を守れ」

第73話〜90話
登場怪獣「イカルス星人、
ドラコ」ほか

122

10/6

第51話「急げコセイダー 恐竜絶滅を救え」
第52話「さらば恐竜時代」

第91話〜108話
登場怪獣「ペギラ、グドン」ほか

123

10/20

新撮影編

第109話〜138話
登場怪獣「ジラース、コダイゴン」ほか

※未刊分のラインナップは、都合により予告なく変更する場合があります。
（2018年8月作成）

店 頭に掲 示 する際は、キリトリ線で切り離してご使 用 下さい。

10/22

雑誌コード ［ 1〜27号 ］31911 ［28〜53号 ］31921 ［54号〜］31931

第17話「マグマに消えたファイヤーマン ―怪獣キングザウラ登場―」
第18話「やったぞ! ファイヤーダッシュ ―怪獣キングザウラ登場―」

〈 キリトリ 〉

97

第1話「行けコセイドン 白亜紀からの挑戦」
第2話「ゴドメス 地球はぎとり計画」

