


１．『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（月曜日）』
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『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（月曜日）』（２０１３年４

月２８日（日）発行）

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
　らっしゃいませ〜。

　今回も採れたてピッチピチの、各電子書籍の最新バックナンバー情報を大量入荷中！

　

　と威勢よく、使い古しのコピペプレイでイカせて貰いやすが、今を遡ること、２０１１年１月

３０日（日）から毎週毎週日曜日になるたび、そりゃもう、例え日曜日が祝日だろうが正月だろ

うがＧＷだろうがお盆だろうが大晦日だろうが誕生日だろうがメリークリトリスだろうがそんな

エロいもんとは一切関係なく、弊無料電子書籍『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー

屋さん』をコツコツと出し続け、約１年間で計４７回も発行した計算とあいなる。

 
　とりあえず連載１年目の目標は無事に達成できたので、連載２年目に突入した２０１２年１月

２９日（日）発行の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４８回』から、

２０１２年１２月３０日（日）発行の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　

第５９回』までの計１２回、弊電子書籍『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん

』は毎週日曜発行の週刊から、毎月最終日曜発行の月刊化に出世！

　更に、連載３年目に突入した２０１３年１月２７日（日）発行の『週刊よしおとよしこ　第６

０回』より、装いも新たに弊電子書籍『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん』

は毎月最終日曜発行から、年４回発行の季刊化（２０１３年１月、２０１３年４月、２０１３年

７月、２０１３年１０月の最終日曜発行） に大出世！
 
　ほら、連載１年目はまだまだペーペーだったから、超仕方なく週刊なんかで渋々がんばってき

たけど、もう連載２年目ともなるとちょっくら偉くなったので当然の如く、さっそくの月刊化、

押しも押されぬ連載３年目ともなろうものなら季刊化じゃなきゃ、俺は別によくってよでも、世

間様が許してくれません。

 
　んで、連載４年目は年刊、連載５年目は不定期刊、その後は特にオチなしって流れかな。

　ま、連載３年目の目標のひとつは量より質ってことで、３ヶ月に１回発行するだけだから、マ

ジメに書くといいですね。そうですね。

 



　以上、たっぷりとみんな大好きなお知らせをお楽しみできただろ？　気持ちよかったかい？　

このお知らせ好きモノめ！

　じゃあ、後は古いコピペプレイに任せて、邪魔物は退散するとしますか。レッツ、オールドコ

ピペプレイ！

 
 
　さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。

　ドンドンお手にとって、どうぞ心ゆくまで、いくつでも何度でもお試しくださいませ。

 
　もちろんお客様は神様でございますから。

　あ、神様一名様、ご来店〜。ありがたやありがたや。

 
＊以下をちょっくら、ずっと置かせておいてちょ。だってさ、この前、概要を書き直して、更新

しようとしたら、パブーのうさぎ野郎が出てきて「概要を書き過ぎてます。そこまで詳しく書か

なくて大丈夫です」と生意気を抜かすので、仕方ないから本文に正規版の概要をコピペしておく

。ざまあみろ、マスカキ過ぎうさぎめ！

 
●正規版の概要

「２０１０年１０月のメルマガ＆電子書籍デビューからわずか３ヶ月後の２０１１年１月には、

「週８誌のメルマガ」、「週８冊の電子書籍」と毎月７０本近くの締切を一気に抱えた超売れっ

子メルマガニスト＆電子書籍イストのよしおとよしこ氏。

 
　しかし２０１２年１月には、各連載を連載２年目突入記念で次々と月刊化し、「月９誌のメル

マガ」、「月９冊の電子書籍」と毎月１８本近くの締切にセーブし、してやったり。

 
　更に２０１３年１月には、各連載を連載３年目突入記念で次々と季刊化し（電子書籍のみ。メ

ルマガは月刊のまま…）、「月９誌のメルマガ」、「年３６冊の電子書籍」と毎月１２本近くの
締切にセーブし、してやったりやられたり。

 
　この電子書籍では、氏が発行している電子書籍の最新バックナンバー情報を、連載１年目は毎

週日曜、連載２年目は毎月最終日曜、連載３年目は年４回にまとめてお知らせします。

　尚、よしおとよしこ氏が絶賛発行中の電子書籍は以下の通り。

 
月曜：『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…』は連載１年目は毎週月曜発
行の週刊、連載２年目は毎月第１月曜発行の月刊、連載３年目は年４回発行の季刊へ出世！

火曜：『よしおとよしこの週替りコラム』は連載１年目は毎週火曜発行の週刊、連載２年目は毎



月第４火曜発行の月刊、連載３年目は年４回発行の季刊へ出世！

水曜：『ドマイナースポーツ非観戦記』は連載１年目は毎週水曜発行の週刊、連載２年目は毎月

第２水曜発行の月刊、連載３年目は年４回発行の季刊へ出世！

第１・３木曜：『隔週他人の映画』は連載１年間で打ち切り。すぐにスタートした新連載『第５

木曜の男』は連載１年目も連載２年目も毎年第５木曜発行のほぼ季刊、連載３年目は最終第５木

曜発行の年刊へ出世！

金曜：『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…』は連載１年目は毎週金曜発
行の週刊、連載２年目は毎月第３金曜発行の月刊、連載３年目は年４回発行の季刊へ出世！

土曜：『ラシーン飼育日記』は連載１年目は毎週土曜発行の週刊、連載２年目は毎月第４土曜発

行の月刊、連載３年目は年４回発行の季刊へ出世！　更に毎年第５土曜に新連載『第５土曜新聞

』がスタート！？

日曜：『週刊よしおとよしこ』と『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん』は連

載１年目は毎週日曜発行の週刊、連載２年目は毎月最終日曜発行の月刊、連載３年目は年４回発

行の季刊へ出世！

 
　以上、９冊の電子書籍の最新バックナンバー情報を、弊電子書籍『週刊よしおとよしこの電子

書籍バックナンバー屋さん』でまとめて更新する理由は？

　だってコレさえあれば、アレよ、アレ、バックナンバーが買いやすい？　あ、じゃあ、ソレ、

ソレ！

　とにかく目指せ、年商４８億円！」

 
 
 
【電子書籍バックナンバー屋さんへようこそ！】

　以下は、各電子書籍の最新バックナンバー情報と、読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋

）です。

『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　サンプル号』（無料。２０１０年
１０月１１日（月）創刊）

http://p.booklog.jp/book/11740
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１０月１８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/11740
http://p.booklog.jp/book/11918


http://p.booklog.jp/book/11918
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１０月２５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/13061
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１１月１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/13559
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１１月８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/14024
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１１月１５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/14443
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１１月２２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/14862
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第７回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１１月２９日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/15424
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第８回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１２月６日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/15902
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第９回』（１５００円（元値３０
００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１２月１３日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/16011
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１０回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１２月２０日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/16936
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『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１１回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１０年１２月２７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/17398
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１２回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１月３日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/17610
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１３回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１月１０日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/17617
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１４回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１月１７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/18742
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１５回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１月２４日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/19215
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１６回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１月３１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/19703
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１７回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年２月７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/19991
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１８回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年２月１４日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/19998
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第１９回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年２月２１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/21204
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『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２０回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年２月２８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/21702
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２１回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年３月７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/22199
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２２回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年３月１４日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/22206
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２３回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年３月２１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/23022
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２４回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年３月２８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/23048
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２５回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年４月４日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/23057
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２６回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年４月１１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/24269
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２７回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年４月１８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/24652
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２８回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年４月２５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/24869
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第２９回』（１５００円（元値３
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０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年５月２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/24876
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３０回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年５月９日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/24884
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３１回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年５月１６日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/26248
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３２回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年５月２３日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/26654
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３３回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年５月３０日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/27100
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３４回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年６月６日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/27534
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３５回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年６月１３日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/27989
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３６回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年６月２０日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/28609
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３７回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年６月２７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/29058
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３８回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年７月４日（月）発行）
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http://p.booklog.jp/book/29580
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第３９回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年７月１１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/29952
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４０回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年７月１８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/29972
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４１回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年７月２５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/29987
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４２回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年８月１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/29994
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４３回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年８月８日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/31794
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４４回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年８月１５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/32009
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４５回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年８月２２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/32019
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４６回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年８月２９日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/32028
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４７回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年９月５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/33620
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『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４８回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年９月１２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/34043
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第４９回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年９月１９日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/34361
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５０回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年９月２６日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/35088
 
＊以上、２０１０年１０月１１日（月）創刊の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾

はなんと…　サンプル号』（http://p.booklog.jp/book/11740）から、２０１１年９月２６日（月）
発行の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５０回』
（http://p.booklog.jp/book/35088）までの連載１年目（全５０回）は毎週月曜発行の週刊でした。
　以下の２０１１年１０月３日（月）発行の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾は

なんと…　第５１回』（http://p.booklog.jp/book/35669）より、連載２年目なので月刊化（毎月第
１月曜発行）に大出世！

 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５１回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１０月３日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/35669
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５２回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１１月７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/38483
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５３回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１１年１２月５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/40329
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５４回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年１月２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/41739
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『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５５回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年２月６日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/43000
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５６回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年３月５日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/45927
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５７回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年４月２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/47128
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５８回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年５月７日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/50106
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５９回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年６月４日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/51552
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６０回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年７月２日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/53042
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６１回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年８月６日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/54733
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６２回』（１５００円（元値３
０００円のところ、５ヶ月落ちゆえ５割引で打ち止め）。２０１２年９月３日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/56451
 
 
＊以上、２０１１年１０月３日（月）発行の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾は

なんと…　第５１回』（http://p.booklog.jp/book/35669）より、２０１２年９月３日（月）発行
の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６２回』
（http://p.booklog.jp/book/56451）までの連載２年目（全１２回）は毎月第１月曜発行の月刊で
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した。

　ちなみに、２０１０年１０月１１日（月）創刊の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第

一弾はなんと…　サンプル号』（http://p.booklog.jp/book/11740）から、２０１１年９月２６
日（月）発行の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第５０回』
（http://p.booklog.jp/book/35088）までの連載１年目（全５０回）は毎週月曜発行の週刊だなんて
、偉い！

　以下の２０１２年１０月１日（月）発行の『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾は

なんと…　第６３回』（http://p.booklog.jp/book/58770）より、連載３年目なのに連載２年目同様
、月刊化（毎月第１月曜発行）のまま現状維持！

　どっかに記載した通り、連載３年目からは季刊化って約束を反故にされて、連載２年目如きと

同じ月刊化を押し付けられたので、連載３年目からは毎月第１月曜発行なんて守らないし、発行

と同時に半額値引きしちゃいます。

　と騒いだ甲斐があり、結局連載３年目は当初の約束通り、年４回発行（２０１２年１０月、２

０１３年１月、２０１３年４月、２０１３年７月の第１月曜発行）の季刊化を見事達成！　これ

も一重に俺オンリーのお・か・げ！

 
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６３回』（１５００円（元値３
０００円のところ、連載３年目からはいきなり半額に！）。２０１２年１０月１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/58770
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６４回』（１５００円（元値３
０００円のところ、連載３年目からはいきなり半額に！）。２０１２年１１月５日（月）発行

改め、２０１３年１月７日（月）発行ってことで）

http://p.booklog.jp/book/59892
 
『富裕層の恋人　　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　帰ってきた第６４回』（１５０
０円（元値３０００円のところ、連載３年目からはいきなり半額に！）。２０１２年１１月５

日（月）発行改め、２０１３年１月７日（月）発行ってことで。連載３年目の季刊化か月刊のま

まか問題のせいで、第６４回は二つあります。どっちもどっちです）

http://p.booklog.jp/book/65062
 
『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　第６５回』（１５００円（元値３
０００円のところ、連載３年目からはいきなり半額に！）。２０１３年４月１日（月）発行）

http://p.booklog.jp/book/70400
 
□『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…』の読者から届いた喜びの声（極
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々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「こんなのはじめて」（２０歳・若妻）。

「欲しい、もっといっぱいください」（３２歳・未亡人）。

「もう忘れられません。これ抜きじゃ、もう生きていけない。こんな体にした責任を取ってくだ

さいね」（１７歳・グラビアアイドル）。

　以上です。若干ヤリ過ぎ感はございますが、すべて本当に届きましたよ、はい。

　もちろん証拠は一切ございません、もう清々しいくらい。気分爽快！

 
＊残りは、『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（火・水曜日）』

に続く！

 



２．『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（火・水曜日）
』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（火・水曜日）』（２０１３

年４月２８日（日）発行）

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
■『よしおとよしこの週替りコラム』のバックナンバー

『よしおとよしこの週替りコラム　サンプル号』（無料。２０１１年１月１１日（火）創刊）

http://p.booklog.jp/book/17618
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１回』（２１０円。２０１１年１月１８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/18812
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２回』（２１０円。２０１１年１月２５日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/19295
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３回』（２１０円。２０１１年２月１日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/19764
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４回』（２１０円。２０１１年２月８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/19992
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５回』（２１０円。２０１１年２月１５日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/19999
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第６回』（２１０円。２０１１年２月２２日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/21259
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第７回』（２１０円。２０１１年３月１日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/21802
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第８回』（２１０円。２０１１年３月８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/22200

http://p.booklog.jp/book/17618
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『よしおとよしこの週替りコラム　第９回』（２１０円。２０１１年３月１５日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/22284
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１０回』（２１０円。２０１１年３月２２日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/23042
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１１回』（２１０円。２０１１年３月２９日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/23049
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１２回』（２１０円。２０１１年４月５日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/23058
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１３回』（２１０円。２０１１年４月１２日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/24325
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１４回』（２１０円。２０１１年４月１９日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/24718
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１５回』（２１０円。２０１１年４月２６日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/24870
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１６回』（２１０円。２０１１年５月３日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/24877
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１７回』（２１０円。２０１１年５月１０日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/24885
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１８回』（２１０円。２０１１年５月１７日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/26301
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第１９回』（２１０円。２０１１年５月２４日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/26741
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２０回』（２１０円。２０１１年５月３１日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/27172
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『よしおとよしこの週替りコラム　第２１回』（２１０円。２０１１年６月７日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/27603
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２２回』（２１０円。２０１１年６月１４日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/28071
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２３回』（２１０円。２０１１年６月２１日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/28699
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２４回』（２１０円。２０１１年６月２８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/29123
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２５回』（２１０円。２０１１年７月５日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/29653
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２６回』（２１０円。２０１１年７月１２日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/29960
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２７回』（２１０円。２０１１年７月１９日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/29975
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２８回』（２１０円。２０１１年７月２６日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/29988
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第２９回』（２１０円。２０１１年８月２日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/29995
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３０回』（２１０円。２０１１年８月９日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/32001
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３１回』（２１０円。２０１１年８月１６日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/32010
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３２回』（２１０円。２０１１年８月２３日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/32020
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３３回』（２１０円。２０１１年８月３０日（火）発行）
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http://p.booklog.jp/book/32029
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３４回』（２１０円。２０１１年９月６日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/33679
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３５回』（２１０円。２０１１年９月１３日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/34102
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３６回』（２１０円。２０１１年９月２０日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/34362
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３７回』（２１０円。２０１１年９月２７日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/35188
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３８回』（２１０円。２０１１年１０月４日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/35733
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第３９回』（２１０円。２０１１年１０月１１日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/36117
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４０回』（２１０円。２０１１年１０月１８日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/36854
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４１回』（２１０円。２０１１年１０月２５日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/37391
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４２回』（２１０円。２０１１年１１月１日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/37932
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４３回』（２１０円。２０１１年１１月８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/38570
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４４回』（２１０円。２０１１年１１月１５日（火）発行

）
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http://p.booklog.jp/book/39061
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４５回』（２１０円。２０１１年１１月２２日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/39496
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４６回』（２１０円。２０１１年１１月２９日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/39913
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４７回』（２１０円。２０１１年１２月６日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/40397
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４８回』（２１０円。２０１１年１２月１３日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/40789
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第４９回』（２１０円。２０１１年１２月２０日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/41176
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５０回』（２１０円。２０１１年１２月２７日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/41489
 
 
＊以上、２０１１年１月１１日（火）創刊の『よしおとよしこの週替りコラム　サンプル号』

（http://p.booklog.jp/book/17618）から、２０１１年１２月２７日（火）発行の『よしおとよしこ
の週替りコラム　第５０回』（http://p.booklog.jp/book/41489）までの連載１年目（全５０回）は
毎週火曜発行の週刊でした。

　以下の２０１２年１月２４日（火）発行の『よしおとよしこの週替りコラム　第５１回』

（http://p.booklog.jp/book/41742）より、連載２年目なので月刊化（毎月第４火曜発行）に大出世
！

 
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５１回』（２１０円。２０１２年１月２４日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/41742
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『よしおとよしこの週替りコラム　第５２回』（２１０円。２０１２年２月２８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/43008
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５３回』（２１０円。２０１２年３月２７日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/47126
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５４回』（２１０円。２０１２年４月２４日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/47138
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５５回』（２１０円。２０１２年５月２２日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/50901
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５６回』（２１０円。２０１２年６月２６日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/52760
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５７回』（２１０円。２０１２年７月２４日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/54100
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５８回』（２１０円。２０１２年８月２８日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/56066
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第５９回』（２１０円。２０１２年９月２５日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/57906
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第６０回』（２１０円。２０１２年１０月２３日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/59356
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第６１回』（２１０円。２０１２年１１月２７日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/60942
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第６２回』（２１０円。２０１２年１２月２５日（火）発行

）

http://p.booklog.jp/book/63180
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＊以上、２０１２年１月２４日（火）発行の『よしおとよしこの週替りコラム　第５１回』

（http://p.booklog.jp/book/41742）から、２０１２年１２月２５日（火）発行の『よしおとよしこ
の週替りコラム　第６２回』（http://p.booklog.jp/book/63180）までの連載２年目（全１２回）は
毎月第２水曜発行の月刊でした。

　以下の２０１３年１月２３日（火）発行の『よしおとよしこの週替りコラム　第６３回』

（http://p.booklog.jp/book/65065）より、連載３年目なので年４回発行（２０１３年１月、２０１
３年４月、２０１３年７月、２０１３年１０月の第４火曜発行）の季刊化に大出世！

 
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第６３回』（２１０円。２０１３年１月２３日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/65065
 
『よしおとよしこの週替りコラム　第６４回』（２１０円。２０１３年４月２３日（火）発行）

http://p.booklog.jp/book/70401
 
□『よしおとよしこの週替りコラム』の読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「これさえあれば、どんぶり飯１０杯は軽いっす。ごっちゃんです」（２５歳・相撲取り）。

　以上です。若干の盛り過ぎ感は否めませんが、すべて本当に届きましたよ、はいはい。

　もちろん証拠は一切ございません、もう清々しいくらい。気分爽快！　おかわり！

 
 
■『ドマイナースポーツ非観戦記』のバックナンバー

『ドマイナースポーツ非観戦記　サンプル号』（無料。２０１０年１１月１０日（水）創刊）

http://p.booklog.jp/book/14145
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１回』（２１０円。２０１０年１１月１７日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/14571
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２回』（２１０円。２０１０年１１月２４日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/15060
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３回』（２１０円。２０１０年１２月１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/15588
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４回』（２１０円。２０１０年１２月８日（水）発行）
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http://p.booklog.jp/book/16009
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５回』（２１０円。２０１０年１２月１５日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/16012
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第６回』（２１０円。２０１０年１２月２２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/17086
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第７回』（２１０円。２０１０年１２月２９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/17513
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第８回』（２１０円。２０１１年１月５日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/17611
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第９回』（２１０円。２０１１年１月１２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/17619
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１０回』（２１０円。２０１１年１月１９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/18865
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１１回』（２１０円。２０１１年１月２６日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/19360
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１２回』（２１０円。２０１１年２月２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/19833
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１３回』（２１０円。２０１１年２月９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/19993
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１４回』（２１０円。２０１１年２月１６日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/20000
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１５回』（２１０円。２０１１年２月２３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/21335
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１６回』（２１０円。２０１１年３月２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/21873
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『ドマイナースポーツ非観戦記　第１７回』（２１０円。２０１１年３月９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/22201
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１８回』（２１０円。２０１１年３月１６日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/22696
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第１９回』（２１０円。２０１１年３月２３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/23043
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２０回』（２１０円。２０１１年３月３０日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/23051
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２１回』（２１０円。２０１１年４月６日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/230559
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２２回』（２１０円。２０１１年４月１３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/24391
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２３回』（２１０円。２０１１年４月２０日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/24783
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２４回』（２１０円。２０１１年４月２７日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/24871
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２５回』（２１０円。２０１１年５月４日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/24878
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２６回』（２１０円。２０１１年５月１１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/24886
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２７回』（２１０円。２０１１年５月１８日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/26354
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第２８回』（２１０円。２０１１年５月２５日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/26801
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『ドマイナースポーツ非観戦記　第２９回』（２１０円。２０１１年６月１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/27226
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３０回』（２１０円。２０１１年６月８日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/27670
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３１回』（２１０円。２０１１年６月１５日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/28130
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３２回』（２１０円。２０１１年６月２２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/28765
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３３回』（２１０円。２０１１年６月２９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/29172
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３４回』（２１０円。２０１１年７月６日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/29690
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３５回』（２１０円。２０１１年７月１３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/29961
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３６回』（２１０円。２０１１年７月２０日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/29977
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３７回』（２１０円。２０１１年７月２７日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/29989
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３８回』（２１０円。２０１１年８月３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/29996
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第３９回』（２１０円。２０１１年８月１０日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/32002
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４０回』（２１０円。２０１１年８月１７日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/32011
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４１回』（２１０円。２０１１年８月２４日（水）発行）
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http://p.booklog.jp/book/32021
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４２回』（２１０円。２０１１年８月３１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/32030
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４３回』（２１０円。２０１１年９月７日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/33751
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４４回』（２１０円。２０１１年９月１４日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/34158
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４５回』（２１０円。２０１１年９月２１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/34364
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４６回』（２１０円。２０１１年９月２８日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/35264
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４７回』（２１０円。２０１１年１０月５日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/35788
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４８回』（２１０円。２０１１年１０月１２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/36377
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第４９回』（２１０円。２０１１年１０月１９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/36930
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５０回』（２１０円。２０１１年１０月２６日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/37464
 
 
＊以上、２０１０年１１月１０日（水）創刊の『ドマイナースポーツ非観戦記　サンプル号』

（http://p.booklog.jp/book/14145）から、２０１１年１０月２６日（水）発行の『ドマイナースポ
ーツ非観戦記　第５０回』（http://p.booklog.jp/book/37464）までの連載１年目（全５０回）は毎
週水曜発行の週刊でした。

　以下の２０１１年１１月９日（水）発行の『ドマイナースポーツ非観戦記　第５１回』

（http://p.booklog.jp/book/38651）より、連載２年目なので月刊化（毎月第２水曜発行）に大出世
！
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『ドマイナースポーツ非観戦記　第５１回』（２１０円。２０１１年１１月９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/38651
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５２回』（２１０円。２０１１年１２月１４日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/40855
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５３回』（２１０円。２０１２年１月１１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/41740
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５４回』（２１０円。２０１２年２月８日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/43001
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５５回』（２１０円。２０１２年３月１４日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/46569
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５６回』（２１０円。２０１２年４月１１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/47134
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５７回』（２１０円。２０１２年５月９日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/50230
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５８回』（２１０円。２０１２年６月１３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/51993
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第５９回』（２１０円。２０１２年７月１１日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/53511
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第６０回』（２１０円。２０１２年８月８日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/54862
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第６１回』（２１０円。２０１２年９月１２日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/56959
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第６２回』（２１０円。２０１２年１０月１０日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/59354
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＊以上、２０１１年１１月９日（水）発行の『ドマイナースポーツ非観戦記　第５１回』

（http://p.booklog.jp/book/38651）から、２０１２年１０月１０日（水）発行の『ドマイナースポ
ーツ非観戦記　第６２回』（http://p.booklog.jp/book/59354）までの連載２年目（全１２回）は毎
月第２水曜発行の月刊でした。

　以下の２０１２年１１月１４日（水）発行の『ドマイナースポーツ非観戦記　第６３回』

（http://p.booklog.jp/book/60937）より、連載３年目なので年４回発行（２０１２年１１月、２０
１３年２月、２０１３年５月、２０１３年８月の第２水曜発行）の季刊化に大出世！

 
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第６３回』（２１０円。２０１２年１１月１４日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/60937
 
『ドマイナースポーツ非観戦記　第６４回』（２１０円。２０１３年２月１３日（水）発行）

http://p.booklog.jp/book/66949
 
□『ドマイナースポーツ非観戦記』の読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「よしおとよしこ大先生の言う通り、この世からすべてのスポーツとスポーツ選手がいなくなる

ことを切に願います」（３歳・スポーツ嫌い）。

　以上です。コレまたちとヤリ過ぎ感はございますが、ええ本当に届きましたよ、はいはい。

　もちろん証拠は一切ございませんよ、もう清々しいくらい。気分爽快！　ああ、せいせいした

。

 
＊残りは、『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（木・金曜日）』

に続く！

 

http://p.booklog.jp/book/38651
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３．『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（木・金曜日）
』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（木・金曜日）』（２０１３

年４月２８日（日）発行）

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
■『隔週他人の映画』のバックナンバー

『隔週他人の映画　サンプル号』（無料。２０１０年１０月２１日（木）創刊）

http://p.booklog.jp/book/12060
 
『隔週他人の映画　第１回』（２１０円。２０１０年１１月４日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/13808
 
『隔週他人の映画　第２回』（２１０円。２０１０年１１月１８日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/14635
 
『隔週他人の映画　第３回』（２１０円。２０１０年１２月２日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/15619
 
『隔週他人の映画　第４回』（２１０円。２０１０年１２月１６日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/16013
 
『隔週他人の映画　第５回』（２１０円。２０１１年１月６日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/17612
 
『隔週他人の映画　第６回』（２１０円。２０１１年１月２０日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/18923
 
『隔週他人の映画　第７回』（２１０円。２０１１年２月３日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/19903
 
『隔週他人の映画　第８回』（２１０円。２０１１年２月１７日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/20936
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『隔週他人の映画　第９回』（２１０円。２０１１年３月３日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/21933
 
『隔週他人の映画　第１０回』（２１０円。２０１１年３月１７日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/22742
 
『隔週他人の映画　第１１回』（２１０円。２０１１年４月７日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/23060
 
『隔週他人の映画　第１２回』（２１０円。２０１１年４月２１日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/24846
 
『隔週他人の映画　第１３回』（２１０円。２０１１年５月５日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/24879
 
『隔週他人の映画　第１４回』（２１０円。２０１１年５月１９日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/26405
 
『隔週他人の映画　第１５回』（２１０円。２０１１年６月２日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/27294
 
『隔週他人の映画　第１６回』（２１０円。２０１１年６月１６日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/28330
 
『隔週他人の映画　第１７回』（２１０円。２０１１年７月７日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/29747
 
『隔週他人の映画　第１８回』（２１０円。２０１１年７月２１日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/29978
 
『隔週他人の映画　第１９回』（２１０円。２０１１年８月４日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/29997
 
『隔週他人の映画　第２０回』（２１０円。２０１１年８月１８日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/32012
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『隔週他人の映画　第２１回』（２１０円。２０１１年９月１日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/33391
 
『隔週他人の映画　第２２回』（２１０円。２０１１年９月１５日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/34211
 
『隔週他人の映画　第２３回』（２１０円。２０１１年１０月６日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/35891
 
『隔週他人の映画　第２４回（最終回）』（２１０円。２０１１年１０月２０日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/36991
 
□『隔週他人の映画』の読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「いや〜、ホント『隔週他人の映画』っていいもんですね。さよならさよならさよなら」（３

５歳・他人の映画評論家）。

　以上です。コレまた若干ヤリ過ぎ感はございますが、ええ本当に届きましたよ、届いた届いた

。

　もちろん証拠は一切ございませんよ、もう清々しいくらい。気分爽快！　癖になりそ。

 
 
■『第５木曜の男』のバックナンバー

『第５木曜の男　第１回』（１０５０円。２０１１年１２月２９日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/41565
 
『第５木曜の男　第２回』（１０５０円。２０１２年３月２９日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/47127
 
『第５木曜の男　第３回』（１０５０円。２０１２年５月３１日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/51363
 
『第５木曜の男　第４回』（１０５０円。２０１２年８月３０日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/56189
 
 
＊以上、２０１１年１２月２９日（木）創刊の『第５木曜の男　第１回』

（http://p.booklog.jp/book/41565）から、２０１２年８月３０日（木）発行の『第５木曜の男　第
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４回』（http://p.booklog.jp/book/56189）までの連載１年目（全４回）は第５木曜発行の季刊ペー
スでした。

　以下の『第５木曜の男　第５回』（http://p.booklog.jp/book/60943）より、連載２年目ですが第
５木曜発行の季刊ペースを現状維持！

 
 
『第５木曜の男　第５回』（１０５０円。２０１２年１１月２９日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/60943
 
『第５木曜の男　第６回』（１０５０円。２０１３年１月３１日（木）発行）

http://p.booklog.jp/book/65069
 
□『第５木曜の男』の読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「毎日ヤッて欲しい」（２９歳・ド淫乱）。

　以上です。ヤリ過ぎ感丸出しで届いたってことで！

　もちろんホントかどうかなんて知りませんよ！　それは俺様のみぞ知るばかりなり。

 
 
■『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…』のバックナンバー
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　サンプル号』（無料。２０１０年
１２月１０日（金）創刊）

http://p.booklog.jp/book/16010
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１回』（３０００円。２０１０
年１２月１７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/16014
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２回』（３０００円。２０１０
年１２月２４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/17203
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３回』（３０００円。２０１０
年１２月３１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/17609
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４回』（３０００円。２０１１

http://p.booklog.jp/book/60943
http://p.booklog.jp/book/60943
http://p.booklog.jp/book/65069
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http://p.booklog.jp/book/17609


年１月７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/17613
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５回』（３０００円。２０１１
年１月１４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/17620
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６回』（３０００円。２０１１
年１月２１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/18988
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第７回』（３０００円。２０１１
年１月２８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/19518
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第８回』（３０００円。２０１１
年２月４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/19986
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第９回』（３０００円。２０１１
年２月１１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/19994
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１０回』（３０００円。２０１
１年２月１８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/21004
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１１回』（３０００円。２０１
１年２月２５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/21504
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１２回』（３０００円。２０１
１年３月４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/22023
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１３回』（３０００円。２０１
１年３月１１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/17613
http://p.booklog.jp/book/17620
http://p.booklog.jp/book/18988
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http://p.booklog.jp/book/22202
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１４回』（３０００円。２０１
１年３月１８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/22814
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１５回』（３０００円。２０１
１年３月２５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/23044
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１６回』（３０００円。２０１
１年４月１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/23052
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１７回』（３０００円。２０１
１年４月８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/23061
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１８回』（３０００円。２０１
１年４月１５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/24488
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第１９回』（３０００円。２０１
１年４月２２日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/24865
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２０回』（３０００円。２０１
１年４月２９日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/24872
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２１回』（３０００円。２０１
１年５月６日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/24880
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２２回』（３０００円。２０１
１年５月１３日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/24887
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『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２３回』（３０００円。２０１
１年５月２０日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/26453
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２４回』（３０００円。２０１
１年５月２７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/26902
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２５回』（３０００円。２０１
１年６月３日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/27358
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２６回』（３０００円。２０１
１年６月１０日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/27787
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２７回』（３０００円。２０１
１年６月１７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/28382
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２８回』（３０００円。２０１
１年６月２４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/28897
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第２９回』（３０００円。２０１
１年７月１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/29327
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３０回』（３０００円。２０１
１年７月８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/29820
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３１回』（３０００円。２０１
１年７月１５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/29962
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『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３２回』（３０００円。２０１
１年７月２２日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/29983
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３３回』（３０００円。２０１
１年７月２９日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/29990
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３４回』（３０００円。２０１
１年８月５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/29998
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３５回』（３０００円。２０１
１年８月１２日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/32005
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３６回』（３０００円。２０１
１年８月１９日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/32014
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３７回』（３０００円。２０１
１年８月２６日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/32022
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３８回』（３０００円。２０１
１年９月２日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/33450
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第３９回』（３０００円。２０１
１年９月９日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/33856
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４０回』（３０００円。２０１
１年９月１６日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/34282
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４１回』（３０００円。２０１
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１年９月２３日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/34842
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４２回』（３０００円。２０１
１年９月３０日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/35410
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４３回』（３０００円。２０１
１年１０月７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/35997
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４４回』（３０００円。２０１
１年１０月１４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/36543
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４５回』（３０００円。２０１
１年１０月２１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/37046
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４６回』（３０００円。２０１
１年１０月２８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/37607
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４７回』（３０００円。２０１
１年１１月４日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/38250
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４８回』（３０００円。２０１
１年１１月１１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/38788
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第４９回』（３０００円。２０１
１年１１月１８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/39257
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５０回』（３０００円。２０１
１年１１月２５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/34842
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http://p.booklog.jp/book/36543
http://p.booklog.jp/book/37046
http://p.booklog.jp/book/37607
http://p.booklog.jp/book/38250
http://p.booklog.jp/book/38788
http://p.booklog.jp/book/39257


http://p.booklog.jp/book/39650
 
＊以上、２０１０年１２月１０日（金）創刊の『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾

はなんと…　サンプル号』（http://p.booklog.jp/book/16010）から、２０１１年１１月２５日（金
）発行の『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５０回』
（http://p.booklog.jp/book/39650）までの連載１年目（全５０回）は毎週金曜発行の週刊でした。
　以下の２０１１年１２月１６日（金）発行の『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾

はなんと…　第５１回』（http://p.booklog.jp/book/40943）より、連載２年目なので月刊化（毎月
第３金曜発行）に大出世！

 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５１回』（３０００円。２０１
１年１２月１６日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/40943
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５２回』（３０００円。２０１
２年１月２０日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/41741
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５３回』（３０００円。２０１
２年２月１７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/43002
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５４回』（３０００円。２０１
２年３月１６日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/46671
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５５回』（３０００円。２０１
２年４月２０日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/47137
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５６回』（３０００円。２０１
２年５月１８日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/50675
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５７回』（３０００円。２０１
２年６月１５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/52118
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『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５８回』（３０００円。２０１
２年７月２０日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/53922
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第５９回』（３０００円。２０１
２年８月１７日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/55324
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６０回』（３０００円。２０１
２年９月２１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/57442
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６１回』（３０００円。２０１
２年１０月１９日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/59355
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６２回』（３０００円。２０１
２年１１月１６日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/60938
 
 
＊以上、２０１１年１２月１６日（金）発行の『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾

はなんと…　第５１回』（http://p.booklog.jp/book/40943）から、２０１２年１１月１６日（金）
発行の『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６２回』
（http://p.booklog.jp/book/60938）までの連載２年目（全１２回）は毎月第３金曜発行の月刊で
した。

　以下の２０１２年１２月２１日（金）発行の『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾

はなんと…　第６３回』（http://p.booklog.jp/book/63179）より、連載３年目なので年４回発行（
２０１２年１２月、２０１３年３月、２０１３年６月、２０１３年９月の第３金曜発行）の季刊

化に大出世！

 
 
『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６３回』（３０００円。２０１
２年１２月２１日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/63179
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『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　第６４回』（３０００円。２０１
３年３月１５日（金）発行）

http://p.booklog.jp/book/69067
 
□『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…』の読者から届いた喜びの声（極
々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「一生ついていきます！」（１００歳・ニート）。

 
　以上です。いつもと変らぬ若干ヤリ過ぎ感はございますが、まあ、ホントに届いたんじゃね

えの。

　もちろん証拠は一切ございませんよ、もう清々しいくらい。気分爽快！　癖になりそ。なっ

たよ！

 
＊残りは、『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（土曜日）』に

続く！

 

http://p.booklog.jp/book/69067


４．『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（土曜日）』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（土曜日）』（２０１３年４

月２８日（日）発行）

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
■『ラシーン飼育日記』のバックナンバー

『ラシーン飼育日記　サンプル号』（無料。２０１１年１月８日（土）創刊）

http://p.booklog.jp/book/17614
 
『ラシーン飼育日記　第１回』（２１０円。２０１１年１月１５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/18601
 
『ラシーン飼育日記　第２回』（２１０円。２０１１年１月２２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/19053
 
『ラシーン飼育日記　第３回』（２１０円。２０１１年１月２９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/19585
 
『ラシーン飼育日記　第４回』（２１０円。２０１１年２月５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/19988
 
『ラシーン飼育日記　第５回』（２１０円。２０１１年２月１２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/19995
 
『ラシーン飼育日記　第６回』（２１０円。２０１１年２月１９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/21064
 
『ラシーン飼育日記　第７回』（２１０円。２０１１年２月２６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/21585
 
『ラシーン飼育日記　第８回』（２１０円。２０１１年３月５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/22069
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『ラシーン飼育日記　第９回』（２１０円。２０１１年３月１２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/22203
 
『ラシーン飼育日記　第１０回』（２１０円。２０１１年３月１９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/22860
 
『ラシーン飼育日記　第１１回』（２１０円。２０１１年３月２６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/23045
 
『ラシーン飼育日記　第１２回』（２１０円。２０１１年４月２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/23053
 
『ラシーン飼育日記　第１３回』（２１０円。２０１１年４月９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/23062
 
『ラシーン飼育日記　第１４回』（２１０円。２０１１年４月１６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/24549
 
『ラシーン飼育日記　第１５回』（２１０円。２０１１年４月２３日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/24866
 
『ラシーン飼育日記　第１６回』（２１０円。２０１１年４月３０日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/24873
 
『ラシーン飼育日記　第１７回』（２１０円。２０１１年５月７日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/24881
 
『ラシーン飼育日記　第１８回』（２１０円。２０１１年５月１４日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/25876
 
『ラシーン飼育日記　第１９回』（２１０円。２０１１年５月２１日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/26522
 
『ラシーン飼育日記　第２０回』（２１０円。２０１１年５月２８日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/26980
 
『ラシーン飼育日記　第２１回』（２１０円。２０１１年６月４日（土）発行）
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http://p.booklog.jp/book/27417
 
『ラシーン飼育日記　第２２回』（２１０円。２０１１年６月１１日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/27854
 
『ラシーン飼育日記　第２３回』（２１０円。２０１１年６月１８日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/28439
 
『ラシーン飼育日記　第２４回』（２１０円。２０１１年６月２５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/28959
 
『ラシーン飼育日記　第２５回』（２１０円。２０１１年７月２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/29477
 
『ラシーン飼育日記　第２６回』（２１０円。２０１１年７月９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/29904
 
『ラシーン飼育日記　第２７回』（２１０円。２０１１年７月１６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/29964
 
『ラシーン飼育日記　第２８回』（２１０円。２０１１年７月２３日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/29984
 
『ラシーン飼育日記　第２９回』（２１０円。２０１１年７月３０日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/29991
 
『ラシーン飼育日記　第３０回』（２１０円。２０１１年８月６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/29999
 
『ラシーン飼育日記　第３１回』（２１０円。２０１１年８月１３日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/32006
 
『ラシーン飼育日記　第３２回』（２１０円。２０１１年８月２０日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/32015
 
『ラシーン飼育日記　第３３回』（２１０円。２０１１年８月２７日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/32023
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『ラシーン飼育日記　第３４回』（２１０円。２０１１年９月３日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/33510
 
『ラシーン飼育日記　第３５回』（２１０円。２０１１年９月１０日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/33909
 
『ラシーン飼育日記　第３６回』（２１０円。２０１１年９月１７日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/34358
 
『ラシーン飼育日記　第３７回』（２１０円。２０１１年９月２４日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/34926
 
『ラシーン飼育日記　第３８回』（２１０円。２０１１年１０月１日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/35500
 
『ラシーン飼育日記　第３９回』（２１０円。２０１１年１０月８日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/36065
 
『ラシーン飼育日記　第４０回』（２１０円。２０１１年１０月１５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/36605
 
『ラシーン飼育日記　第４１回』（２１０円。２０１１年１０月２２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/37145
 
『ラシーン飼育日記　第４２回』（２１０円。２０１１年１０月２９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/37692
 
『ラシーン飼育日記　第４３回』（２１０円。２０１１年１１月５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/38332
 
『ラシーン飼育日記　第４４回』（２１０円。２０１１年１１月１２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/38812
 
『ラシーン飼育日記　第４５回』（２１０円。２０１１年１１月１９日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/39313
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『ラシーン飼育日記　第４６回』（２１０円。２０１１年１１月２６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/39699
 
『ラシーン飼育日記　第４７回』（２１０円。２０１１年１２月３日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/39984
 
『ラシーン飼育日記　第４８回』（２１０円。２０１１年１２月１０日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/40604
 
『ラシーン飼育日記　第４９回』（２１０円。２０１１年１２月１７日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/40984
 
『ラシーン飼育日記　第５０回』（２１０円。２０１１年１２月２４日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/41365
 
『ラシーン飼育日記　第５１回』（２１０円。２０１１年１２月３１日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/41674
 
 
＊以上、２０１１年１月８日（土）創刊の『ラシーン飼育日記　サンプル号』

（http://p.booklog.jp/book/17614）から、２０１１年１２月３１日（土）発行の『ラシーン飼育日
記　第５１回』（http://p.booklog.jp/book/41674）までの連載１年目（全５１回）は毎週土曜発行
の週刊でした。

　以下の２０１２年１月２８日（土）発行の『ラシーン飼育日記　第５２回』

（http://p.booklog.jp/book/41744）より、連載２年目なので月刊化（毎月第４土曜発行）に大出世
！

 
 
『ラシーン飼育日記　第５２回』（２１０円。２０１２年１月２８日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/41744
 
『ラシーン飼育日記　第５３回』（２１０円。２０１２年２月２５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/43004
 
『ラシーン飼育日記　第５４回』（２１０円。２０１２年３月２４日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/47091
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『ラシーン飼育日記　第５５回』（２１０円。２０１２年４月２８日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/47139
 
『ラシーン飼育日記　第５６回』（２１０円。２０１２年５月２６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/51086
 
『ラシーン飼育日記　第５７回』（２１０円。２０１２年６月２３日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/52583
 
『ラシーン飼育日記　第５８回』（２１０円。２０１２年７月２８日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/54293
 
『ラシーン飼育日記　第５９回』（２１０円。２０１２年８月２５日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/55800
 
『ラシーン飼育日記　第６０回』（２１０円。２０１２年９月２２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/57457
 
『ラシーン飼育日記　第６１回』（２１０円。２０１２年１０月２７日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/59357
 
『ラシーン飼育日記　第６２回』（２１０円。２０１２年１１月２４日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/60939
 
『ラシーン飼育日記　第６３回』（２１０円。２０１２年１２月２２日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/63181
 
 
＊以上、２０１２年１月２８日（土）発行の『ラシーン飼育日記　第５２回』

（http://p.booklog.jp/book/41744）から、２０１２年１２月２２日（土）発行の『ラシーン飼育日
記　第６３回』（http://p.booklog.jp/book/63181）までの連載２年目（全１２回）は毎月第４土曜
発行の月刊でした。

　以下の２０１３年１月２６日（土）発行の『ラシーン飼育日記　第６４回』

（http://p.booklog.jp/book/65066）より、連載３年目なので年４回発行（２０１３年１月、２０１
３年４月、２０１３年７月、２０１３年１０月の第４土曜発行）の季刊化に大出世！
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『ラシーン飼育日記　第６４回』（２１０円。２０１３年１月２６日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/65066
 
『ラシーン飼育日記　第６５回』（２１０円。２０１３年４月２７日（土）発行）

http://p.booklog.jp/book/70402
 
□『ラシーン飼育日記』の読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋）

＊購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「ラシーン、かっくいい〜」（１７歳・高校生）。

 
以上です。いつもと変らぬ安心のヤリ過ぎ感はございますが、まあ、ホントに届いたかどうかな

んてどうでもいいじゃん。

　もちろん証拠は一切ございませんよ、もう清々しいくらい。気分爽快！　癖になりそ。なっ

たよ！　うん！

 
＊残りは、『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（日曜日第１弾）

』に続く！

 

http://p.booklog.jp/book/65066
http://p.booklog.jp/book/70402


５．『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（日曜日第
１弾）』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（日曜日第１弾）』（２０１

３年４月２８日（日）発行）

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
■『週刊よしおとよしこ』のバックナンバー

『週刊よしおとよしこ　サンプル号』（無料。２０１１年１月９日（日）創刊）

http://p.booklog.jp/book/17615
 
『週刊よしおとよしこ　第１回』（無料。２０１１年１月１６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/18661
 
『週刊よしおとよしこ　第２回』（無料。２０１１年１月２３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19108
 
『週刊よしおとよしこ　第３回』（無料。２０１１年１月３０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19621
 
『週刊よしおとよしこ　第４回』（無料。２０１１年２月６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19989
 
『週刊よしおとよしこ　第５回』（無料。２０１１年２月１３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19996
 
『週刊よしおとよしこ　第６回』（無料。２０１１年２月２０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/21131
 
『週刊よしおとよしこ　第７回』（無料。２０１１年２月２７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/21634
 
『週刊よしおとよしこ　第８回』（無料。２０１１年３月６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/22117

http://p.booklog.jp/book/17615
http://p.booklog.jp/book/18661
http://p.booklog.jp/book/19108
http://p.booklog.jp/book/19621
http://p.booklog.jp/book/19989
http://p.booklog.jp/book/19996
http://p.booklog.jp/book/21131
http://p.booklog.jp/book/21634
http://p.booklog.jp/book/22117


 
『週刊よしおとよしこ　第９回』（無料。２０１１年３月１３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/22204
 
『週刊よしおとよしこ　第１０回』（無料。２０１１年３月２０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/22942
 
『週刊よしおとよしこ　第１１回』（無料。２０１１年３月２７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/23046
 
『週刊よしおとよしこ　第１２回』（無料。２０１１年４月３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/23055
 
『週刊よしおとよしこ　第１３回』（無料。２０１１年４月１０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/23063
 
『週刊よしおとよしこ　第１４回』（無料。２０１１年４月１７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24597
 
『週刊よしおとよしこ　第１５回』（無料。２０１１年４月２４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24867
 
『週刊よしおとよしこ　第１６回』（無料。２０１１年５月１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24874
 
『週刊よしおとよしこ　第１７回』（無料。２０１１年５月８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24882
 
『週刊よしおとよしこ　第１８回』（無料。２０１１年５月１５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/26186
 
『週刊よしおとよしこ　第１９回』（無料。２０１１年５月２２日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/26598
 
『週刊よしおとよしこ　第２０回』（無料。２０１１年５月２９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27038
 

http://p.booklog.jp/book/22204
http://p.booklog.jp/book/22942
http://p.booklog.jp/book/23046
http://p.booklog.jp/book/23055
http://p.booklog.jp/book/23063
http://p.booklog.jp/book/24597
http://p.booklog.jp/book/24867
http://p.booklog.jp/book/24874
http://p.booklog.jp/book/24882
http://p.booklog.jp/book/26186
http://p.booklog.jp/book/26598
http://p.booklog.jp/book/27038


『週刊よしおとよしこ　第２１回』（無料。２０１１年６月５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27471
 
『週刊よしおとよしこ　第２２回』（無料。２０１１年６月１２日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27915
 
『週刊よしおとよしこ　第２３回』（無料。２０１１年６月１９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/28507
 
『週刊よしおとよしこ　第２４回』（無料。２０１１年６月２６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29001
 
『週刊よしおとよしこ　第２５回』（無料。２０１１年７月３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29524
 
『週刊よしおとよしこ　第２６回』（無料。２０１１年７月１０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29929
 
『週刊よしおとよしこ　第２７回』（無料。２０１１年７月１７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29965
 
『週刊よしおとよしこ　第２８回』（無料。２０１１年７月２４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29985
 
『週刊よしおとよしこ　第２９回』（無料。２０１１年７月３１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29992
 
『週刊よしおとよしこ　第３０回』（無料。２０１１年８月７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/30000
 
『週刊よしおとよしこ　第３１回』（無料。２０１１年８月１４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/32007
 
『週刊よしおとよしこ　第３２回』（無料。２０１１年８月２１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/32016
 
『週刊よしおとよしこ　第３３回』（無料。２０１１年８月２８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27471
http://p.booklog.jp/book/27915
http://p.booklog.jp/book/28507
http://p.booklog.jp/book/29001
http://p.booklog.jp/book/29524
http://p.booklog.jp/book/29929
http://p.booklog.jp/book/29965
http://p.booklog.jp/book/29985
http://p.booklog.jp/book/29992
http://p.booklog.jp/book/30000
http://p.booklog.jp/book/32007
http://p.booklog.jp/book/32016


http://p.booklog.jp/book/32025
 
『週刊よしおとよしこ　第３４回』（無料。２０１１年９月４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/33540
 
『週刊よしおとよしこ　第３５回』（無料。２０１１年９月１１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/33948
 
『週刊よしおとよしこ　第３６回』（無料。２０１１年９月１８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/34359
 
『週刊よしおとよしこ　第３７回』（無料。２０１１年９月２５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/34998
 
『週刊よしおとよしこ　第３８回』（無料。２０１１年１０月２日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/35609
 
『週刊よしおとよしこ　第３９回』（無料。２０１１年１０月９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/36115
 
『週刊よしおとよしこ　第４０回』（無料。２０１１年１０月１６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/36637
 
『週刊よしおとよしこ　第４１回』（無料。２０１１年１０月２３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/37215
 
『週刊よしおとよしこ　第４２回』（無料。２０１１年１０月３０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/37759
 
『週刊よしおとよしこ　第４３回』（無料。２０１１年１１月６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/38387
 
『週刊よしおとよしこ　第４４回』（無料。２０１１年１１月１３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/38863
 
『週刊よしおとよしこ　第４５回』（無料。２０１１年１１月２０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/39339
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『週刊よしおとよしこ　第４６回』（無料。２０１１年１１月２７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/39750
 
『週刊よしおとよしこ　第４７回』（無料。２０１１年１２月４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/40262
 
『週刊よしおとよしこ　第４８回』（無料。２０１１年１２月１１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/40654
 
『週刊よしおとよしこ　第４９回』（無料。２０１１年１２月１８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/41027
 
『週刊よしおとよしこ　第５０回』（無料。２０１１年１２月２５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/41377
 
 
＊以上、２０１１年１月９日（日）創刊の『週刊よしおとよしこ　サンプル号』

（http://p.booklog.jp/book/17615）から、２０１１年１２月２５日（日）発行の『週刊よしおとよ
しこ　第５０回』（http://p.booklog.jp/book/41377）までの連載１年目（全５０回）は毎週日曜発
行の週刊でした。

　以下の２０１２年１月２９日（日）発行の『週刊よしおとよしこ　第５１回』

（http://p.booklog.jp/book/41745）より、連載２年目なので月刊化（毎月最終日曜発行）に大出世
！

 
 
『週刊よしおとよしこ　第５１回』（無料。２０１２年１月２９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/41745
 
『週刊よしおとよしこ　第５２回』（無料。２０１２年２月２６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/43005
 
『週刊よしおとよしこ　第５３回』（無料。２０１２年３月２５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/47124
 
『週刊よしおとよしこ　第５４回』（無料。２０１２年４月２９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/47140
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『週刊よしおとよしこ　第５５回』（無料。２０１２年５月２７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/51138
 
『週刊よしおとよしこ　第５６回』（無料。２０１２年６月２４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/52617
 
『週刊よしおとよしこ　第５７回』（無料。２０１２年７月２９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/54350
 
『週刊よしおとよしこ　第５８回』（無料。２０１２年８月２６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/55805
 
『週刊よしおとよしこ　第５９回』（無料。２０１２年９月３０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/57933
 
『週刊よしおとよしこ　第６０回』（無料。２０１２年１０月２８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/59358
 
『週刊よしおとよしこ　第６１回』（無料。２０１２年１１月２５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/60940
 
『週刊よしおとよしこ　第６２回』（無料。２０１２年１２月３０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/63182
 
 
＊以上、２０１２年１月２９日（日）発行の『週刊よしおとよしこ　第５１回』

（http://p.booklog.jp/book/41745）から、２０１２年１２月３０日（日）発行の『週刊よしおとよ
しこ　第６２回』（http://p.booklog.jp/book/63182）までの連載２年目（全１２回）は毎月最終日
曜発行の月刊でした。

　以下の２０１３年１月２７日（日）発行の『週刊よしおとよしこ　第６３回』

（http://p.booklog.jp/book/65067）より、連載３年目なので年４回発行（２０１３年１月、２０１
３年４月、２０１３年７月、２０１３年１０月の最終日曜発行）の季刊化に大出世！

 
 
『週刊よしおとよしこ　第６３回』（無料。２０１３年１月２７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/65067
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『週刊よしおとよしこ　第６４回』（無料。２０１３年４月２８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/70403
 
□『週刊よしおとよしこ』の読者から届いた喜びの声（極々一部を抜粋）

＊無料で購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「こういうのがずっと欲しかったんです」（４２歳・節約主婦）。

 
　以上です。まいどまいどのヤリ過ぎ感はございますが、まあ、ホントに届いたかはヒ・ミ・ツ

！

　もちろん証拠は一切ございませんよ、もう清々しいくらい。気分爽快！　癖になりそ。なっ

たよ！　うんうん！

 
＊残りは、『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（日曜日第２弾）

』に続く！

 

http://p.booklog.jp/book/70403


６．『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（日曜日第
２弾）』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回（日曜日第２弾）』（２０１

３年４月２８日（日）発行）

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
■『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん』のバックナンバー

『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　サンプル号』（無料。２０１１年１月

３０日（日）創刊）

http://p.booklog.jp/book/19623
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１回』（無料。２０１１年２月６

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19990
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２回』（無料。２０１１年２月１３

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19997
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３回』（無料。２０１１年２月２０

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/21132
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４回』（無料。２０１１年２月２７

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/21635
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５回』（無料。２０１１年３月６

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/22119
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６回』（無料。２０１１年３月１３

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/19623
http://p.booklog.jp/book/19990
http://p.booklog.jp/book/19997
http://p.booklog.jp/book/21132
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http://p.booklog.jp/book/22205
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第７回』（無料。２０１１年３月２０

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/22943
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第８回』（無料。２０１１年３月２７

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/23047
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第９回』（無料。２０１１年４月３

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/23056
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１０回』（無料。２０１１年４月１

０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/23064
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１１回』（無料。２０１１年４月１

７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24598
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１２回』（無料。２０１１年４月２

４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24868
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１３回』（無料。２０１１年５月１

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24875
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１４回』（無料。２０１１年５月８

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/24883
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１５回』（無料。２０１１年５月１

５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/26187
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『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１６回』（無料。２０１１年５月２

２日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/26599
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１７回』（無料。２０１１年５月２

９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27039
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１８回』（無料。２０１１年６月５

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27472
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第１９回』（無料。２０１１年６月１

２日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/27916
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２０回』（無料。２０１１年６月１

９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/28509
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２１回』（無料。２０１１年６月２

６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29002
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２２回』（無料。２０１１年７月３

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29527
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２３回』（無料。２０１１年７月１

０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29947
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２４回』（無料。２０１１年７月１

７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29966
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http://p.booklog.jp/book/27916
http://p.booklog.jp/book/28509
http://p.booklog.jp/book/29002
http://p.booklog.jp/book/29527
http://p.booklog.jp/book/29947
http://p.booklog.jp/book/29966


『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２５回』（無料。２０１１年７月２

４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29986
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２６回』（無料。２０１１年７月３

１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/29993
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２７回』（無料。２０１１年８月７

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/30001
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２８回』（無料。２０１１年８月１

４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/32008
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第２９回』（無料。２０１１年８月２

１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/32017
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３０回』（無料。２０１１年８月２

８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/32027
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３１回』（無料。２０１１年９月４

日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/33541
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３２回』（無料。２０１１年９月１

１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/33949
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３３回』（無料。２０１１年９月１

８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/34360
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３４回』（無料。２０１１年９月２

http://p.booklog.jp/book/29986
http://p.booklog.jp/book/29993
http://p.booklog.jp/book/30001
http://p.booklog.jp/book/32008
http://p.booklog.jp/book/32017
http://p.booklog.jp/book/32027
http://p.booklog.jp/book/33541
http://p.booklog.jp/book/33949
http://p.booklog.jp/book/34360


５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/34999
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３５回』（無料。２０１１年１０月

２日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/35610
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３６回』（無料。２０１１年１０月

９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/36116
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３７回』（無料。２０１１年１０月

１６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/36638
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３８回』（無料。２０１１年１０月

２３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/37216
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第３９回』（無料。２０１１年１０月

３０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/37760
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４０回』（無料。２０１１年１１月

６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/38389
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４１回』（無料。２０１１年１１月

１３日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/38864
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４２回』（無料。２０１１年１１月

２０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/39340
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４３回』（無料。２０１１年１１月

２７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/34999
http://p.booklog.jp/book/35610
http://p.booklog.jp/book/36116
http://p.booklog.jp/book/36638
http://p.booklog.jp/book/37216
http://p.booklog.jp/book/37760
http://p.booklog.jp/book/38389
http://p.booklog.jp/book/38864
http://p.booklog.jp/book/39340


http://p.booklog.jp/book/39752
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４４回』（無料。２０１１年１２月

４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/40263
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４５回』（無料。２０１１年１２月

１１日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/40655
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４６回』（無料。２０１１年１２月

１８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/41028
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４７回』（無料。２０１１年１２月

２５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/41378
 
 
＊以上、２０１１年１月３０日（日）創刊の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋

さん　サンプル号』（http://p.booklog.jp/book/19623）から、２０１１年１２月２５日（日）発行
の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４７回』

（http://p.booklog.jp/book/41378）までの連載１年目（全４７回）は毎週日曜発行の週刊でした。
　以下の２０１２年１月２９日（日）発行の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋

さん　第４８回』（http://p.booklog.jp/book/41746）より、連載２年目なので月刊化（毎月最終日
曜発行）に大出世！

 
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４８回』（無料。２０１２年１月２

９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/41746
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第４９回』（無料。２０１２年２月２

６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/43007
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５０回』（無料。２０１２年３月２

http://p.booklog.jp/book/39752
http://p.booklog.jp/book/40263
http://p.booklog.jp/book/40655
http://p.booklog.jp/book/41028
http://p.booklog.jp/book/41378
http://p.booklog.jp/book/19623
http://p.booklog.jp/book/41378
http://p.booklog.jp/book/41746
http://p.booklog.jp/book/41746
http://p.booklog.jp/book/43007


５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/47125
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５１回』（無料。２０１２年４月２

９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/47142
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５２回』（無料。２０１２年５月２

７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/51139
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５３回』（無料。２０１２年６月２

４日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/52619
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５４回』（無料。２０１２年７月２

９日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/54352
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５５回』（無料。２０１２年８月２

６日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/55806
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５６回』（無料。２０１２年９月３

０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/57935
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５７回』（無料。２０１２年１０月

２８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/59359
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５８回』（無料。２０１２年１１月

２５日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/60941
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５９回』（無料。２０１２年１２月

３０日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/47125
http://p.booklog.jp/book/47142
http://p.booklog.jp/book/51139
http://p.booklog.jp/book/52619
http://p.booklog.jp/book/54352
http://p.booklog.jp/book/55806
http://p.booklog.jp/book/57935
http://p.booklog.jp/book/59359
http://p.booklog.jp/book/60941
http://p.booklog.jp/book/63183


http://p.booklog.jp/book/63183
 
 
＊以上、２０１２年１月２９日（日）発行の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋

さん　第４８回』（http://p.booklog.jp/book/41746）から、２０１２年１２月３０日（日）発行
の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第５９回』

（http://p.booklog.jp/book/63183）までの連載２年目（全１２回）は毎月最終日曜発行の月刊で
した。

　以下の２０１３年１月２７日（日）発行の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋

さん　第６０回』（http://p.booklog.jp/book/65068）より、連載３年目なので年４回発行（２０１
３年１月、２０１３年４月、２０１３年７月、２０１３年１０月の最終日曜発行）の季刊化に大

出世！

 
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６０回』（無料。２０１３年１月２

７日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/65068
 
『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　第６１回』（無料。２０１３年４月２

８日（日）発行）

http://p.booklog.jp/book/70404
 
□『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん』の読者から届いた喜びの声（極々一

部を抜粋）

＊無料で購入頂いた読者の方々から続々と喜びの声が届いております。その一部を公開します。

「こういうのもずっと欲しかったんです」（４２歳・主夫）。

　以上です。よく飽きもせず、ご苦労なこってすわ系ヤリ過ぎ感をビシバシと感じておりますが

、大事なのはマジで届いたか、届いてないかではなく、「ああ、奥まで届く〜」、それが大事〜

♪

　もちろん証拠なんて野暮なもんは一切ございませんよ、もう清々しいくらい。気分爽快！　←

きぶんそうかいびっくりまーく、って読むんだぜ。勉強になったろ。

 
 
　さ〜てと、ようやく今回の『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん』が終わり

ましたとさ。

 
　おうおうおう、いまどき「見るだけならタダ」なわけねえのは、こんな最後までノコノコやっ

http://p.booklog.jp/book/41746
http://p.booklog.jp/book/63183
http://p.booklog.jp/book/65068
http://p.booklog.jp/book/65068
http://p.booklog.jp/book/70404


て来た、「読者は神様です」のてめえでも百も承知のことだろうよ。

 
　うちのかわいい純粋無垢な電子書籍ちゃんたちに散々ちょっかい出しといて、まさかこのまま

一銭も払わずに、「ハイ、サヨナラ」なんて舐めたマネするつもりじゃねえだろうな、読み逃げ

神さんよう！

 
　嫌がる電子書籍ちゃんたち（もち全員穢れなき童貞＆処女）を散々弄んで、キズモノにしまく

ったんだ、キッチリと責任は全部取って貰うからね、チミチミ、神くん。

 
　まあ、購読料、慰謝料、手切れ金、「少ないけど、これで甘いもんでも」等々、名目はこの際

なんでもいいからさ、神ちゃんよう。

 
　とにかく有り金全部、各電子書籍ちゃんにバラまいて、とっとと出ていきやがれ！

　そして、連載１年目は来週日曜に、連載２年目は来月の最終日曜に、連載３年目は３ヶ月後の

最終日曜に来やがれ、この神野郎！

 
　またいいコたちをズラリと揃えておくからよう。

　信じる者は救われるんだろ？　ああ、救う救う。しがない神医者が、ハイ、救った、一丁上

がり！　じゃあ、次の神様、どうぞ〜。

 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■発行責任者：よしおとよしこ

■ホームページ：http://blog.livedoor.jp/yoshiotoyoshikono/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＊『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん』の著作権等々はすべて、よしおとよ

しこに帰属しております、イェ〜イ！

　ちょっとでも悪さしやがったら、すぐにお巡りさんと先生とお母さんに言いつけてやるからな

、ヤ〜イ、お前の母ちゃん、出ベソ〜。

 
 
＊『よしおとよしこ一家の電子書籍家族紹介！』

〜よしおとよしこ一家とは日本一の電子書籍大家族を目指し、現在も絶賛子作り中の毎日で、電

子書籍子供を常に量産している子沢山エロファミリーのこと〜

●長男（２０１０年１０月１１日生まれ）

『富裕層の恋人　元祖富裕層向け電子書籍第一弾はなんと…　サンプル号』
（毎週月曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１０月１１日〜２０１１年９月２６日）の計５

http://blog.livedoor.jp/yoshiotoyoshikono/


０回分。

　連載２年目（２０１１年１０月３日〜２０１２年９月３日）の計１２回（第５１回〜第６２回

）は毎月第１月曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１２年１０月１日〜２０１３年７月１日）の計４回（第６３回〜第６６回）

は年４回（２０１２年１０月、２０１３年１月、４月、７月の第１月曜日）発行の季刊。

　連載４年目（２０１３年１０月７日〜）の第６７回より、ずっ〜と年１回（毎年１０月の第１

月曜）発行の年刊。

　各回１億円（創刊記念特価で、いまだに各回３０００円）。

＊更にバックナンバー割引で、発行から１ヶ月経つたびに１割引き（発行１ヶ月後は９千万円（

創刊記念特価２７００円）、発行２ヶ月後は８千万円（創刊記念特価２４００円）、発行３ヶ月

後は７千万円（創刊記念特価２１００円）、発行４ヶ月後は６千万円（創刊記念特価１８０

０円）、でもって、発行５ヶ月後の半額５千万円（創刊記念特価１５００円）で打ち止め！

　正直、５ヶ月待つ価値はない。かと言って、今すぐ１億円（創刊記念特価３０００円）払う価

値もない。困ったね）

http://p.booklog.jp/book/11740
 
●次男（２０１０年１０月２１日生まれ、２０１１年１０月２０日死んだ）

『隔週他人の映画　サンプル号』（オマケで毎回、『予告編だよ、おとっつあん、「隔週他人の

映画」の』付き）

（毎月第１・３木曜発行の隔週刊。

　各回２１０円）

http://p.booklog.jp/book/12060
 
●三男（２０１０年１１月１０日生まれ）

『ドマイナースポーツ非観戦記　サンプル号』

（毎週水曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１１月１０日〜２０１１年１０月２６日）の計

５０回分。

　連載２年目（２０１１年１１月９日〜２０１２年１０月１０日）の計１２回（第５１回〜第６

２回）は毎月第２水曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１２年１１月１４日〜２０１３年８月１４日）の計４回（第６３回〜第６

６回）は年４回（２０１２年１１月、２０１３年２月、５月、８月の第２水曜）発行の季刊。

　連載４年目（２０１３年１１月１３日〜）の第６７回より、ずっ〜と年１回（毎年１１月の第

２水曜）発行の年刊。

　各回２１０円）

http://p.booklog.jp/book/14145
 
●四男（２０１０年１２月１０日生まれ）

http://p.booklog.jp/book/11740
http://p.booklog.jp/book/12060
http://p.booklog.jp/book/14145


『富裕層の本妻　元祖富裕層向け電子書籍第二弾はなんと…　サンプル号』
（毎週金曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１２月１０日〜２０１１年１１月２５日）の計

５０回分。

　連載２年目（２０１１年１２月１６日〜２０１２年１１月１６日）の計１２回（第５１回〜第

６２回）は毎月第３金曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１２年１２月２１日〜２０１３年９月２０日）の計４回（第６３回〜第６

６回）は年４回（２０１２年１２月、２０１３年３月、６月、９月の第３金曜）発行の季刊。

　連載４年目（２０１３年１２月２０日〜）の第６７回より、ずっ〜と年１回（毎年１２月の第

３金曜）発行の年刊。

　各回１億円（創刊記念特価で、いまだに各回３０００円））

http://p.booklog.jp/book/16010
 
●五男（２０１１年１月８日生まれ）

『ラシーン飼育日記　サンプル号』

（毎週土曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月８日〜２０１１年１２月３１日）の計５１

回分。

　連載２年目（２０１２年１月２８日〜２０１２年１２月２２日）の計１２回（第５２回〜第６

３回）は毎月第４土曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１３年１月２６日〜２０１３年１０月２６日）の計４回（第６４回〜第６

７回）は年４回（２０１３年１月、４月、７月、１０月の第４土曜）発行の季刊。

　連載４年目（２０１４年１月２５日〜）の第６８回より、ずっ〜と年１回（毎年１月の第４

土曜）発行の年刊。

　各回２１０円）

http://p.booklog.jp/book/17614
 
○長女（２０１１年１月９日生まれ）

『週刊よしおとよしこ　サンプル号』

（毎週日曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月９日〜２０１１年１２月２５日）の計５０

回分。

　連載２年目（２０１２年１月２９日〜２０１２年１２月３０日）の計１２回（第５１回〜第６

２回）は毎月最終日曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１３年１月２７日〜２０１３年１０月２７日）の計４回（第６３回〜第６

６回）は年４回（２０１３年１月、４月、７月、１０月の最終日曜）発行の季刊。

　連載４年目（２０１４年１月２６日〜）の第６７回より、ずっ〜と年１回（毎年１月の最終

日曜）発行の年刊。

　各回０円）

http://p.booklog.jp/book/17615

http://p.booklog.jp/book/16010
http://p.booklog.jp/book/17614
http://p.booklog.jp/book/17615


 
●六男（２０１１年１月１１日生まれ）

『よしおとよしこの週替りコラム　サンプル号』

（毎週火曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月１１日〜２０１１年１２月２７日）の計５

０回分。

　連載２年目（２０１２年１月２４日〜２０１２年１２月２５日）の計１２回（第５１回〜第６

２回）は毎月第４火曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１３年１月２２日〜２０１３年１０月２２日）の計４回（第６３回〜第６

６回）は年４回（２０１３年１月、４月、７月、１０月の第４火曜）発行の季刊。

　連載４年目（２０１３年１月２８日〜）の第６７回より、ずっ〜と年１回（毎年１月の第４

火曜）発行の年刊。

　各回２１０円）

http://p.booklog.jp/book/17618
 
○次女（２０１１年１月３０日生まれ）

『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナンバー屋さん　サンプル号』

（毎週日曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月３０日〜２０１１年１２月２５日）の計４

７回分。

　連載２年目（２０１２年１月２９日〜２０１２年１２月３０日）の計１２回（第４８回〜第５

９回）は毎月最終日曜発行の月刊。

　連載３年目（２０１３年１月２７日〜２０１３年１０月２７日）の計４回（第６０回〜第６

３回）は年４回（２０１３年１月、４月、７月、１０月の最終日曜）発行の季刊。

　連載４年目（２０１４年１月２６日〜）の第６４回より、ずっ〜と年１回（毎年１月の最終

日曜）発行の年刊。

　各回０円）

http://p.booklog.jp/book/19623
 
●七男（２０１１年１２月２９日生まれ）

電子書籍版『第５木曜の男』

（連載１年目と連載２年目は毎年第５木曜発行のほぼ季刊。

　連載３年目（２０１３年１０月３１日〜）の第９回より、ずっ〜と年１回（毎年最終第５木曜

）発行の年刊。

　各回１０５０円）

http://p.booklog.jp/book/41565
 
●八男（２０１２年３月３１日生まれ？）

電子書籍版『第５土曜新聞』

http://p.booklog.jp/book/17618
http://p.booklog.jp/book/19623
http://p.booklog.jp/book/41565


（毎年第５土曜発行予定はいまだ未定のまま…。
　各回１０５０円）

＊まだ未創刊！http://p.booklog.jp/users/yoshiotoyoshiko
 
●隠し子（２０１０年９月８日生まれ、２０１０年１２月２２日仮死）

『「週刊半袖クン日記」漂流記　全８８回』

（毎日発行の日刊（２０１０年９月８日（水）〜同年１２月２２日（水）まで）。

　各回５５円より）

http://p.booklog.jp/users/hansodepatrol
 
○隠し子二人目（２０１１年１２月１５日生まれ、２０１２年２月５日仮死）

『１２年前日記　全５３回』

（毎日発行の日刊（２０１１年１２月１５日（木）〜２０１２年２月５日（日）まで）。

　各回０円）

http://p.booklog.jp/book/39985
 
○隠し子三人目（２０１２年１２月１５日生まれ、２０１３年２月５日仮死）

『１３年前逆日記　全５３回』

（毎日発行の日刊（２０１２年１２月１５日（土）〜２０１２年２月５日（火）まで）。

　各回０円）

http://p.booklog.jp/series/detail/199
 
　今後も出産ラッシュが予想されます。期待の電子書籍子供が目白押し予定！

　次は女の子がいいなあ。でも、たぶん今度も男の子かな。

　だってうちは基本、男系の大家族で現在、８男２女プラス隠し子３人（男隠し子１人と女隠し

子２人）だから（現時点で、１男と隠し子３人が死亡済み、１男が絶賛出産未遂中）。

　ちなみに、「●」＝「有料電子書籍で男子」、「○」＝「無料電子書籍で女子」って扱いは、

新手の男女差別か、タダマンしたいという深層心理の現れとなっておるそうな。

　でも、みんなもタダマンだタダチン好きだろうと思って、すべての有料電子書籍に無料のサン

プル号が漏れなくついてます。更に、タダの試し読みページまでたくさん設けて、うまく何かを

誤魔化してます。

　ホレホレ、タダマンだタダチンだがわんさか据え膳だ〜い、ヤッちゃえヤッちゃえ！

　とにかく、よしおとよしこ大先生の傑作や名作が読めるのは『パブー』の各種電子書籍だけ！

　ハイ、めでたしめでたし。

 
「うるさい、なにが『めでたしめでたし』なもんか！

　大嘘つきめ！　よくも『よしおとよしこ大先生の大傑作や大名作が読めるのは「パブー」の各

http://p.booklog.jp/users/yoshiotoyoshiko
http://p.booklog.jp/users/hansodepatrol
http://p.booklog.jp/book/39985
http://p.booklog.jp/series/detail/199


種電子書籍だけ！』なんてデマをヌケヌケと。

『いや、これは違うんだ、ご、誤解だよ、落ち着いて話せば分かるから、ねっ？

　…ごめんなさい。今までずっと上手に隠してきたつもりだったけど、もうこれ以上、罪の意識
に耐えられない。

　あのねのね、実は俺には愛すべき本宅がありながら、別宅というか愛人宅があって、そこで

もコッソリ立派な家庭を営んでいたんだ。

　す、すまない』。

　ほら、ね。

『ま、だから、そっちの愛人家族も見てね〜。畑は違うけど、種は同じだから、どっちも似たも

ん家族だけどさ』」

 
 
＊巻末恒例、『よしおとよしこ一家の愛人家族こと、メルマガ家族紹介！』

〜よしおとよしこ一家の愛人家族こと、メルマガ家族とは日本一のメルマガ大家族を目指し、日

夜せっせと愛人宅でも子作りに励み、メルマガ子供を量産している子沢山エロファミリーのこと

〜

●長男（２０１０年１０月４日生まれ）

『富裕層の恋人　元祖富裕層メルマガ第一弾はなんと…』
（月額１億円のところ、いまだに創刊記念特価で月額１万円税抜。

　毎週月曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１０月４日〜２０１１年９月２６日）の計５２

回分。

　連載２年目（２０１１年１０月３日〜）の第５３回以降、連載３年目も連載４年目ももうこの

先ずっ〜と毎月第１月曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001183190.html
 
○長女（２０１０年１０月７日生まれ、２０１１年９月１５日死んだ）

『予告編だよ、おとっつあん、「隔週他人の映画」の』

（月額０円税抜。

　毎月第１・３木曜発行の隔週刊）

http://www.mag2.com/m/0001187591.html
 
●次男（２０１０年１０月１４日生まれ、２０１１年９月２２日死んだ）

『隔週他人の映画』

（月額４００円税抜。

　毎月第２・４木曜発行の隔週刊）

http://www.mag2.com/m/0001186092.html
 

http://www.mag2.com/m/0001183190.html
http://www.mag2.com/m/0001187591.html
http://www.mag2.com/m/0001186092.html


●三男（２０１０年１１月２日生まれ）

『「週刊半袖クン日記」漂流記』

（月額８００円税抜。

　毎週火曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１１月２日〜２０１１年１０月２５日）の計５

２回分。

　連載２年目（２０１１年１１月２２日〜）の第５３回以降、連載３年目も連載４年目ももうこ

の先ずっ〜と毎月第４火曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001190492.html
 
●四男（２０１０年１１月３日生まれ）

『ドマイナースポーツ非観戦記』

（月額８００円税抜。

　毎週水曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１１月３日〜２０１１年１０月２６日）の計５

２回分。

　連載２年目（２０１１年１１月９日〜）の第５３回以降、連載３年目も連載４年目ももうこの

先ずっ〜と毎月第２水曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001196012.html
 
●五男（２０１０年１２月３日生まれ）

『富裕層の本妻　元祖富裕層メルマガ第二弾はなんと…』
（月額１億円のところ、いまだに創刊記念特価で月額１万円税抜。

　毎週金曜発行の週刊は連載１年目（２０１０年１２月３日〜２０１１年１１月２５日）の計５

２回分。

　連載２年目（２０１１年１２月１６日〜）の第５３回以降、連載３年目も連載４年目ももうこ

の先ずっ〜と毎月第３金曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001215732.html
 
●六男（２０１１年１月１日生まれ）

『ラシーン飼育日記』

（月額８００円税抜。

　毎週土曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月１日〜２０１１年１２月１７日）の計５１

回分。

　連載２年目（２０１２年１月２８日〜）の第５２回以降、連載３年目も連載４年目ももうこの

先ずっ〜と毎月第４土曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001227133.html
 
○次女（２０１１年１月２日生まれ）

http://www.mag2.com/m/0001190492.html
http://www.mag2.com/m/0001196012.html
http://www.mag2.com/m/0001215732.html
http://www.mag2.com/m/0001227133.html


『週刊よしおとよしこ』

（月額０円税抜。

　毎週日曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月２日〜２０１１年１２月２５日）の計５２

回分。

　連載２年目（２０１２年１月２９日〜）の第５３回以降、連載３年目も連載４年目ももうこの

先ずっ〜と毎月最終日曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001229810.html
 
●七男（２０１１年１月４日生まれ）

『よしおとよしこの週替りコラム』

（月額８００円税抜。

　毎週火曜発行の週刊は連載１年目（２０１１年１月４日〜２０１１年１２月２７日）の計５２

回分。

　連載２年目（２０１２年１月２４日〜）の第５３回以降、連載３年目も連載４年目ももうこの

先ずっ〜と毎月第４火曜発行の月刊）

http://www.mag2.com/m/0001227150.html
 
●八男（２０１１年１２月２９日生まれ）

『第５木曜の男』

（月額１０００円税抜。

　連載１年目も連載２年目も連載３年目ももうこの先ずっ〜と毎年第５木曜発行のほぼ季刊）

http://www.mag2.com/m/0001339930.html
 
●九男（２０１２年３月３１日生まれ？）

『第５土曜新聞』

（月額１０００円税抜。

　毎年第５土曜発行予定はいまだ未定のまま…）
http://www.mag2.com/m/0001381991.html
 
＊すべての有料メルマガに無料のサンプル号が漏れなくついてます。

　更に、登録月は１ヶ月間無料で試し読みできちゃう。しかも登録月の末日までに登録解除さえ

すれば、タダで丸々１ヶ月分を読み逃げできちゃいます。

　待って、おいてかないで〜。読み捨てするなら、せめて一緒に連れて逃げて〜。

　尚、今後も出産ラッシュが予想されます。期待のメルマガ子供が目白押し予定！

　次は女の子がいいなあ。でも、たぶん今度も男の子かな。

　だってうちは基本、男系の大家族で現在、９男２女だから（現時点で、１男１女が死亡済み、

１男が絶賛出産未遂中）。

http://www.mag2.com/m/0001229810.html
http://www.mag2.com/m/0001227150.html
http://www.mag2.com/m/0001339930.html
http://www.mag2.com/m/0001381991.html


　ちなみに、「●」＝「有料メルマガで男子」、「○」＝「無料メルマガで女子」って扱いは、

新手の男女差別か、タダマンしたいという深層心理の現れとなっておるそうな。

　とにかく、よしおとよしこ大先生の大傑作や大名作が読めるのは『まぐまぐ！』の各種メルマ

ガだけ！　後は、『パブー』の各種電子書籍とかその他多数！

　めでたしめでたし。

 
　ほらね？　言わんこっちゃないくらい、クリソツ家族でしょ？

「愛人宅が、単に本宅を猿コピペしているだけ」、「てか、本宅は『まぐまぐ！』のメルマガの

方で、『パブー』の電子書籍が愛人宅なのでは？」なんて近所の噂もあるみたいだけど、本宅も

愛人宅も隠し子もみんな俺の大事なファミリーだから、そこんところ、適当によしなに何卒アレ

しといてよ！

 



奥付

連載３年目は年４回発行の季刊化！『週刊よしおとよしこの電子書籍バックナ

ンバー屋さん　第６１回』（よしおとよしこの電子書籍４８６冊目）

http://p.booklog.jp/book/70404
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