
調査日 年 号 発行日 通巻 遊闘
№

遊闘タイトル 巻末コメント トップあおり 表紙文句１ 表紙あおり文句２ 開始頁あおり ラストあおり おわり

1 表紙 1996 42 9月30日 29巻
38号

遊闘
001

神のパズル 大好きなゲームの電源は切ってがんばりま
す！！応援よろしくお願いしますね！！

封印がとかれる時、それは新遊戯（ニュー
ゲーム）の幕開け！！
超絶！！ゲームバトル新連載！！「遊☆戯
☆王」

運命の神はデュアルフェイ
ス！！
新ゲームバトル新連載
巻頭カラー４９Ｐ

幾千の時を超えて、幾千万のゲームの中から僕
らが手にした運命のゲーム！！

本当に大事な者は目に
見えない

2 1996 43 10月7日 29巻
39号

遊闘
002

偽りの目 ぜひ、漫画の感想を聞かせて下さい！　今後の
作品の参考にしたいと思います！

不思議のパズルで試してみる
かい？

新連載２回目いきなり
大人気！！

楽しいＶ（ビデオ）は大
人になってから！！
でもヤな大人になっ
ちゃ×（ダメ）！！

3 1996 44 10月14日 29巻
40号

遊闘
003

ハードビート！！ 仕事でなかなかゲーセンに行けない。はたしてＶ
Ｆ３（ヴァーチャファイタースリー）は出ているの？
気になる！！

いっしょにいるなら友達が一番
だよね！！

新連載３回目！！超絶人気で発進中！！ 騒音は罪だね！！

4 1996 45 10月21日 29巻
41号

遊闘
004

脱獄囚 念願のＶＦ３をやりました！！　しかし全敗！！
私（わたくし）「三丁目ウルフ」は修行の道を歩
む！！

二人の心に好かれてみた
い！！

いきなりヤバイ！！　街は無事か！？ 杏子が恋したのはもう１
人の遊戯！！？

5 1996 46 10月28日 29巻
42号

遊闘
005

妙な予言者 ボクにとって神さまのような藤子Ｆ先生に心から
ご冥福をお祈りいたします。

いつもは調子イ～城之内もなんか今日は変
だね

一緒に走っていこう！！　友達
だから！！（本当は遅刻しそう
なんだ！！）

能力０（ゼロ）だね！！

6 1996 47 11月4日 29巻
43号

遊闘
006

熱い死闘 118ページの最初のコマ、実は「遊戯探しゲーム」
になってます。見つかるかな？

さあ！！　あんたの能力（ちか
ら）を試してみな！！

今年もこの季節！！
そう！！　みんなの思
い出になる時

人を悲しませる事は
罪！！　楽しいお祭り
だし！！

7 1996 48 11月11日 29巻
44号

遊闘
007

真実の顔 連載を初めてマンガは一人では決して描けない
事を実感！　Ａ（アシスタント）さんにひたすら感
謝

入りくんだ心のパズルは摩訶
不思議……

放課後、１日の終わり
です…また城之内がト
ラブルを持ってきそうな
気が！！

心もキレイなのが本当
の美人だよね！！

8 1996 49 11月18日 29巻
45号

遊闘
008

毒の男 あやしい婦人服売り場で２万円台のＡＭ（エアー
マックス）’９５を発見！！　う～ん…これはどうみ
ても…

ヤバそうな路地裏にある超ヤバなモ
ノ！！？

俺らとゲームで遊んでみっ
か！！？

毒を持つ者は毒に倒れ
る！！！

9 1996 50 11月25日 29巻
46号

遊闘
009

牙を持つカード<前編
>

仕事場で風邪が大流行！！１人また１人…今、
ボクの頭もボーッとしています

超面白いカードゲーム！！！
大流行の予感がするけど
…！！！

敗者に襲いかかるのは
死の罰ゲーム
か！！？

ＷＪ
表紙

1996 51 12月2日 29巻
47号

遊闘
010

牙を持つカード<後編
>

今回の話はＭＴＧ（マジックザギャザリング）が元
になってますが、ルールは変えてます。奥が深い
んスモン

魔のＣＧ（カードゲーム） 恐るべきゲームがついに牙を
むく！！

邪悪な心は封じ込めら
れる！！！

11 1996 52 12月9日 29巻
48号

遊闘
011

キレた奴ら<前編> 『こち亀』の1000回記念号の表紙で両さんを胴上
げできるなんて天下一幸せ者っス

いつもの朝にトゲがささった気分…城之内
は！！？

誰でも気になるさ…友達がブ
ルーな時は…

友のために走れ！！
遊戯！！

12 1997 1 1月1日 30巻1
号

遊闘
12

キレた奴ら<後編> Ｆ（ファン）・レターを送って下さった方、楽しく読ま
せてもらってます。本当に本当にありがとう！！
感謝！！

トモダチを救え！！ １対５…城之内ピン
チ！！！

見つけたのはホントの
友情…！！

13 1997 2 1月8日 30巻2
号

遊闘
13

エジプトから来た男<
前編>

今回の巻頭カラー３１Ｐで仕事場は大変なことに
なっていましたが無事に終わってホッ…。やっと
ゲーセンに行けそうです。

ビッグニュースが！！ ラクダにゆられて仲間と行こ
う！！未知なる遊戯王国（ゲー
ムキングダム）へ
超体感ミラクル遊戯（ゲーム）
巻頭カラー

もう一つの部屋で待ち
かまえるのは…！？

14 1997 3-4
号

1月15日 30巻3
号

遊闘
14

エジプトから来た男<
後編>

表紙撮影会で連載作家大集結！あこがれの先
生方を前にして、心臓バックバク状態になりまし
た！！

待ちうける遊戯！！ シャーディーの裁く相手
とは！？

15 表紙／四 1997 5-6 1月16/22 30巻4 遊闘 もう一人の罪人 毎度、お手伝いに来て下さるアシスタントのＩさん シャーディーの謎の言葉の意味は…！？ パズルの力（チカラ）は渡さな 「もうひとりの遊戯」は15 表紙／四
コマ 1997 5-6

号
1月16/22
日

30巻4
号

遊闘
15

もう一人の罪人 毎度、お手伝いに来て下さるアシスタントのＩさん
は、ドーナツを差し入れてくれるので大助か
り！！

シャーディーの謎の言葉の意味は…！？ パズルの力（チカラ）は渡さな
い…！！

「もうひとりの遊戯」は
現れるのか…！？

16 1997 7 1月29日 30巻5
号

遊闘
16

シャーディーの挑発 現代科学では”心”は脳の中にあるということらし
いです。何かつまらなく感じてしまうのは私だ
け？

城之内が危ない！！ 邪悪な力は許さない！！ 反撃開始だ！！

17 1997 8 2月3日 30巻6
号

遊闘
17

ゲーム開始(スター
ト)！！

現在漫画に登場している吉森教授のモデルに
なった友人に赤ちゃん誕生！おめでとうございま
す！！

命をかけて守るべき友達！！ 遂に登場！！遊闘（バ
トル）モードの遊戯が怒
る！！

さらなる試練（ステー
ジ）が遊戯を襲う
…！？

18 1997 9 2月10日 30巻7
号

遊闘
18

第２の試練(ゲーム) 黒木君、御結婚おめでとーございます！！最近
ボクのまわりは、おめでたい事が山ほど続いて
います。

闇に光る２つの目！！第２の試練（ゲーム）
開始（スタート）！！

巨大な怪物（アメミット）を攻略
できるか…！？

どんな難関が待つ！？ 最終試練の意外な対
戦相手は！？次号、遊
闘は最高潮をむかえる

19 1997 10 2月17日 30巻8
号

遊闘
19

最終試練(ファイナル
ゲーム)

今、ボクの机の上には、楽しみに発売を待ってい
たＦＦⅦがある！！でも暇がない！　早くやって
みたい！！

状況は最悪！！　どうする城之内！？ 最大の難関は最高の勇気で乗
り切れ！！

シャーディーの像（ウ
シャプティ）が……！？

20 1997 11 2月24日 30巻9
号

遊闘
20

決着 最近、コンピューターでカラー原稿を描く作家さん
が増えているようです。今回のようなカラーの時
には、ボクも是非一度やってみたいと思っていま
す！！

危機（ピンチ）を救う超友情！！ 新世紀バーチャル遊闘セン
ターカラー

一緒に走るキミ達の友情が厳しい試練（ゲーム）
を勝ち抜く力！！

この友情は誰にも邪魔
させない

21 1997 12 3月3日 30巻
10号

遊闘
21

デジタルペット対決 無駄だとわかっていても、ついオモチャ屋に足が
向かってしまいます。欲しいんです…たまごっ
ち！！

噂のデジタルＩ（アイテム）！！ デジタルでも愛情は伝
わるね…！！

22 1997 13 3月10日 30巻
11号

遊闘
22

アメリカン・ヒーロー<
前編>

アシスタント大募集！！条件はゲームが好きで、
一緒に楽しく仕事ができる人がいいぜ！よろし

誰だってヒーローになりたいん
だ！！

いつもと違ったこの雰
囲気は！？

ヤバイよ花咲クン！！
11号 22 前編> 一緒に楽しく仕事ができる人がいいぜ！よろし

く！！
だ！！ 囲気は！？

23 1997 14 3月17日 30巻
12号

遊闘
23

アメリカン・ヒーロー<
後編>

今、おもちゃ屋さんに並んでいるアメコミフィギュ
アは本当に出来がいい。ハマるとコワイかも
…！？

ヒーローになりきった花咲きく
んはどうする！？

友を守る勇気がヒー
ローの条件さ！！

次号、あの海馬の弟が
登場！！遊戯と死の
「バトルチェス」で全面
対決だ！！

24 1997 15 3月24日 30巻
13号

遊闘
24

カプセル・モンス
ター・チェス!

４月に東京ドームで行なわれる新日本プロレス
の試合を見に行くのが、今からとても楽しみだ
ぜ！！

オレと勝負してみるかい？ 卑怯な奴には負けない
ぜ！！

25 1997 16 3月31日 30巻
14号

遊闘
25

１インチの恐怖 ”そこまで勝ちたいか？”と言いたくなるＶＦ３
（バーチャファイタースリー）のプレイヤーがいる
ぜ！！ゲームは楽しくやろうぜっ！！

日差しあふれる春の休日に
は、仲間とゲームに出かけよ
う！！

ハイスコアに挑戦だ
ぜ！！

キメたぜ　城之内

26 1997 17 4月7日 30巻
15号

遊闘
26

死のロシアン・ルー
レット

ファンの方からいただいたパズルに悪戦苦闘！
でもまだヒントは見てないよ！絶対に独力で解く
ぜ！！

超クレイジーなゲーマーを撃破した２人の前
に突然現れたのは…！？

謎の使者の闇への誘い！？ 海馬の謎の計画（プロ
ジェクト）がいよいよ始
動する！！

次号、海馬があのカー
ドをひっさげて登場
だ！！熱戦が再び
…！？

27 1997 18 4月14日 30巻
16号

遊闘
27

計画開始(プロジェク
トスタート)！！

アシさん達から、話題の”エヴァンゲリオン”を見
るようにすすめられているが、なかなか見るヒマ
がない。ビデオはしっかり録っているのにくやしい
ぜっ！！

蘇る悪夢…！！ 許せぬ奴らは無限の闇へ！！
究極ゲームバトル本格始動
センターカラー２５Ｐ

恐ろしき計画が！！

28 1997 19 4月21日 30巻
17号

遊闘
28

第一の戦場(バトル
フィールド)

えびす温泉に出演していた「THE CREATOR OF」
は最高だぜ！！彼らのＣＤが欲しいっ！！

プライドを懸けた至高のバトル
開始！！

襲いかかる恐怖！！ 圧倒的不利な戦い！！
３人は生き残れる
か！？

29 1997 20 4月28日 30巻
18号

遊闘
29

シューティング・ス
ターダスト

東京おもちゃショーに行ってきたぜ！すごい混雑
にびっくり！ＳＷ（スターウォーズ）のトレーディン
グＣ（カード）がイチ押し！！

大切なキミ（王女）を守るのが
騎士（ボク）達の大事な役
目！！

さらなる難関が…！？



30 1997 21 5月5日 30巻
19号

遊闘
30

声を出すな！！ 仕事場を新しく近くに借りました。今までよりも広
くなって仕事にも気合いが入ります。やるぞ！！

友情結束！！戦闘準備完
了！！
（こいつ以外……↓）
ジョージ

第一のゲームをくぐり
抜けた３．５人！！超元
気だが！！？

死の匂いがする！！

31 1997 22,23 ５月１２日、
５月１９日

30巻
20号

遊闘
31

殺人の館(マーダー
ズマンション)

4.12新日本プロレス東京ドーム大会。小川勝つ。
これも闘魂注入の成せる技か。ただただ茫然…
…

ボクの世界へようこそ…！！
ゲームと死が隣り合わせの素
晴らしき世界へ…

この屋敷には必ず恐怖
が待っている！！

しのび寄る闇！！邪悪
な正体は！！？

次号、遊戯たちの運命
を大きく変えるバトルが
はじまるぞっ！！

32 1997 24 5月26日 30巻
21号

遊闘
32

チェーンソーデスマッ
チ！！

少し前になりますがたくさんのイラストありがと
う！仕事場に飾らせてもらいます！　ありがと
う！！

危機（ピンチ）の後に訪れた危機（ピン
チ）！！恐ろしい影の正体とは！！

殺人鬼の棲む「殺人の館（マー
ダーマンション）」！！闇の中に
ジョージが消えた！！殺人の
宴が始まる！？

暴力に頭脳と友情で勝
利した！！

33 1997 25 6月2日 30巻
22号

遊闘
33

正方形の恐
怖！！！

最近の楽しみは近所のオモチャ屋めぐり！！ス
ターウォーズ関連のグッズ探しにハマっているん
です！！

遊戯たちの闘いの一方で、じいちゃんの命
が危ない！！！救えるのは遊戯たち
だ！！！

魂のカードの叫び応え
ろ！！！

絶叫はとどくのか！？

34 1997 26 6月9日 30巻
23号

遊闘
34

第２の闘技場!!! 大切なお金で私の単行本を買って下さったすべ
ての人達、ありがとう。この漫画は君たちのおか
げ！！！

もう１人の遊戯（ボク）もいつで
も上を向いて歩いていく！！！
友達が待っているかぎ
り！！！

超大増２５Ｐ！！！ DEATH-T-3のワナに
かかった本田！！！

究極の死闘（チェス）ス
タート！！！

35 1997 27 6月16日 30巻
24号

遊闘
35

盤上の死闘 ガシャポンで○○○のシリーズを集めています
が、最後の１つが出ない！！出るまで１００円玉
が消える

死闘（チェス）を制するのはどちらだ！！？ 勝利を信じた者が勝利
を手に入れる！！！

36 1997 28 6月23日 30巻
25号

遊闘
36

無常のラストバトル 僕はゲームの中で将棋が一番好きですが、最近
はまわりにやる人がいなくてちょっとさびしいで
す。

遊戯　遊闘（バトル）を制す！！ モクバ！！真の遊戯を味わっ
たか！！？

ラストバトル始ま
る！！！さぁ！！決闘
（デュエル）

37 1997 29 6月30日 30巻
26号

遊闘
37

死闘!! 死闘!! 今年は「スターウォーズ」や「ロストワールド」と観
たい映画が目じろ押しです。ワクワクしています。

遊戯の想いをのせラストバトル！！ 運命はカードの中に！！！ 地上最強のカードを倒
す手はなしか！！？26号 37 たい映画が目じろ押しです。ワクワクしています。 す手はなしか！！？

1997 30 7月7日 30巻
27号

遊闘
38

青眼(ブルーアイズ)
の恐怖!!

先日、仕事場に友人が突然乱入してきました。し
かもＨ君は８月にパパになると聞いてビックリ仰
天

逆転不能！！？
圧倒的な力の差！！！

凶獣たちを前に遊戯の
手（カード）は！！！

1997 31 7月14日 30巻
28号

遊闘
39

死闘の果て!! ７月４日（金）にコミックス３巻発売！！なんとおま
けのゲームもついて超お買い得です。よろしく
ね！！

そして決戦の刻が来た！！！
凶獣たちを前に遊戯の大逆転はあるの
か！！？それとも…

死闘決すか！！？
（２色刷り）

信じる力　つながる力
が勝つ！！！

######## 1997 32 7月21日 30巻
29号

遊闘
40

心の１片 アシスタントを募集します！！背景と人物のカッ
トを編集部の瓶子氏まで送って下さい！！よろし
く！！

秘められた魔神「エクゾディア」で海馬を葬り
去った！！！

その心の痛みは傷ついた者達
の痛みだ！！！

ＪＣ「遊☆戯☆王」１～３絶賛発売中 すべてを受け入れるこ
とが本当の友達
だ！！！

######## 1997 33 7月28日 30巻
30号

遊闘
41

"恋"を見つけよう!! マニアックな友人から「スポーン」の盤ゲームを
ゆずってもらいました！！これって結構レアかも
ねっ！！

もう一人の遊戯の存在を知っても友達のま
ま！！！でも杏子ちょっとハマりすぎ！？

愛の輝きは何よりも強
いネ！！

######## 1997 34 8月4日 30巻
31号

遊闘
42

100万円をゲットせ
よ!!

デジモンを入手！！育てていましたが１度も闘わ
ずして死んだ。まわりにもっている人いないんだ
もん…

実は働き者の城之内が１００万かけてＴＶ出
演！！！でも何かウラがありそーな予感だ
ね！！？

あれもこれもほしい！！でも本
当にほしいのは…お金！！？

城之内クン！！貧乏で
も友達がいるよ！！

######## 1997 35 8月11日 30巻
32号

遊闘
43

モンスターファイト!! <
前編>

お盆休みは豊島園に行こうと思ってます。ハイド
ロポリスに乗らないと夏が始まった気がしませ
ん。

さぁ来な！！遊闘（バトル）世
界（ワールド）はこっちだぜ！！

１～３発売中！！！ゲームの魂を感じろ！！お
まけゲームもついてお買得だっ！！！

新（ニュー）ゲーム登
場！！！

砕けるのは誰だ！？ 次号、名蜘蛛の秘策が
突如遊戯を襲う！！遊
戯の危機！！

######## 1997 36 8月18日 30巻
33号

遊闘
44

モンスターファイト!! <
後編>

「犬マユゲ」の石塚先生、サインありがとうござい
ました。ナマサのサインもついでにほしかった…

格闘者（プレイヤー）はオレ達自身だ！！ 俺はいつでもＯＫだ！！！こい
つの鋼の拳で本当の格闘（バト
ル）を見せつけてやるぜ！！！

闇には心で勝て！！！ 次号、遊園地に現われ
た爆弾魔の魔の手が
遊戯たちに迫るっ！！

######## 1997 37,38 ８月２５日・
９月１日

30巻
34号

遊闘
45

13の恐怖!! デススターの分解できるジオラマをゲットしまし
た！！なかなかよくできています！！すごいです
よっ！！

夏休み！！に行くといえば！！？ 遊園地には楽しさ！！と絶
叫！？がつまってる！！！

遊戯の冷静さが勝
つ！！悪事は時計の
針のように正確には運
ばない！！！

######## 1997 39 9月8日 30巻
35号

遊闘
46

魔の龍札(ドラゴン・
カード)<前編>

夏休みは掃除するハズだった…読書するハズ
だった…だけど、ただ寝ているだけだった……

人を楽しませる皆が楽しいゲー
ムは大昔からあった！！そして
闇のゲームも…

真の決着はこれから
だ！！！

######## 1997 40 9月15日 30巻
36号

遊闘
47

魔の龍札(ドラゴン・
カード)<後編>

実家の近くのラーメンが最近恋しくてたまりませ
ん。あまりに恋しくて夢にまで出て困っていま
す！！

ここからが本番だ！！！ ノるかソるか！！？　決死の龍
札（ドラゴンカード）

伝説の邪気　鎮ま
る！！！

次号、城之内を恐怖の
ゲームが襲う！！！

######## 1997 41 9月22日 30巻
37号

遊闘
48

城之内!! 魂のバトル!!
<前編>

１０月１１日、高田対ヒクソン戦！！いまもっとも
燃えてる熱いカードです！！絶対に見にいくつも
り！！

男の条件！！１．最新アイテム
もちろんゲット！！！２．友達
は必ず守ってやるぜ！！！

発売中！！！ゲームの進化形がここに！！！ 城之内もハマリまくりの
ハイテクヨーヨー

友達（ダチ）を傷つけた
代償は大きいぜ！！！

######## 1997 42 9月29日 30巻
38号

遊闘
49

城之内!! 魂のバトル!!
<後編>

今のヨーヨーはすごい！！特にハイパーブレイン
が手になじみます！！でも、人にぶつけちゃだ
めっ！！

凶悪な蛭田Ｇが包囲！！逃げ
場なし！！

１～４発売中！！ゲームが熱い！！熱い！！ 決めてはテクより魂
（ハート）！！

1997 43 10月6日 30巻
39号

遊闘
50

千年の敵１ -謎の転
校生-

最近の国産ＣＤの過剰包装はどうにかならない
でしょうか？その分、安くしてくれたらいいのにな
…

いつもの学園に波乱が！！！遊戯たちの運
命を変える者！！？

その男は静かな目をしてやっ
てきた！！！

ＪＣ「遊☆戯☆王」１～４超絶賛発売中！！！
ゲームが好きならこいつをＧＥＴ！！！

ゲーム史上最凶のワナ
が待ち受ける！！

1997 44 10月13日 30巻
40号

遊闘
51

千年の敵２ -モンス
ター・ワールド-

１周年をむかえられたのも、みなさんのおかげで
す。どうもありがとうございました！！これからも
一層がんばりますので、応援よろしくお願いしま
す。

遊戯を待ち受ける盤上のワナ！！！サン
キュー！！！１周年記念　２週連続センター
カラー！！

いくぜ！！獏良！！俺こそが
盤上（フィールド）の貴公子
ゲームマスター遊戯だ！！

１～４発売中！！これを読めばゲーム上達間違
いなし！！

これは罠！！？

カプモン３ 1997 45 10月20日 30巻
41号

遊闘
52

千年の敵３ -モンス
ター・ワールド-

遊戯王のゲーム化には僕も大期待しています。
コナミのスタッフのみなさんにもがんばってもらっ
ていて、とても感謝しています。よろしくねっ！！

駒とサイコロを用意しな！！俺
にバトルを挑むなら無粋な武器
は必要ないぜ！！

サンキュー！！１周年記念　２週連続センターカ
ラー！！超絶賛発売中！！世界唯一の遊戯
（ゲーム）漫画！！

「闇」が牙をむき出し
た！！遊戯どうす
る！！

1997 46 10月27日 30巻
42号

遊闘
53

千年の敵４ -役割の
人形-

ファンレターいつもありがとうございます。手元に
届いたものは全部、読ませてもらっています！！

獏良の魔手に杏子が！！！ 獏良！！ここからが真
の闇のゲームだ！！！

1997 47 11月3日 30巻
43号

遊闘
54

千年の敵５ -連続ク
リティカルを阻止せ
よ! -

ゲームのモンスターデザインはそろそろできた頃
かな？キミのモンスターと闘えるのが楽しみです

圧倒的ゾークに一矢（いっし）だ！！ 獏良！！”千年”の力を見せて
やる！！！

目指すは破邪の
み！！！運命は遊戯
の手に！！

1997 48 11月10日 30巻
44号

遊闘
55

千年の敵６ -ゾーク
城の罠-

１０・１１東京ドーム、高田対ヒクソン戦。高田敗
戦点………ただただ無言

人形にされた仲間のためにダ
イスに命をかけろ！！遊
戯！！

反撃の一閃！！たたき
つぶせ！！！

1997 49 11月17日 30巻
45号

遊闘
56

千年の敵７ -僕も闘
う! -

ＪＣ「遊☆戯☆王」最新刊⑤が１１月４日（発
売）！！盛り上がる海馬との闘いを収録！！よろ
しくねっ！！！

友情が全開！！いくぜ！！総
攻撃！！！

すばやさに優る冒険者
（プレイヤー）側の怒り
の一撃！！！

ゾーク！！倒されるの
はお前だ！！

1997 50 11月24日 30巻
46号

遊闘
57

千年の敵８ -バトル!
バトル!! -

スタッフ一同とお台場のジョイポリスに遊びに行
きました！！実は僕は体感ゲーに弱かった事が
判明！？

最強ゾークに死角あり！！！ オレ達のレベルの低さも！ゾー
クの圧倒的な力の差も！仲間
の結束の力で打ち破ってみせ
るぜ！獏良！

ダイスに勇気をかけろ！！ 新たな仲間とともにさ
あ！！最終決戦
だ！！！

1997 51 12月1日 30巻
47号

遊闘
58

千年の敵９ -白魔導
士バクラ-

ピークはこえましたが、あの「Ａ（エア）マックス’９
５」の復刻版をゲット！！これはスニーカーの芸
術品です！！！！

仲間とともに決着（ケリ）をつけようぜ！！ みなぎる闘志！！さぁゾークと
の決着（ケリ）の時！！

まかせたぜ！！遊
戯！！

1998 52 12月8日 30巻 遊闘 千年の敵10 -奇跡の 今、例の黄色いネズミにハマってます。仕事場に ゾークがまだ生きている！！ 右手ひとつに勝利と命と友情を １～５　超絶賛発売中だぜ！！！ 形のない友情が人形に1998 52 12月8日 30巻
48号

遊闘
59

千年の敵10 -奇跡の
ダイス・ロール-

今、例の黄色いネズミにハマってます。仕事場に
も大きいのが、３つほどあります。とてもかわいい

ゾークがまだ生きている！！ 右手ひとつに勝利と命と友情を
かける！！！必ず！！必
ず！！俺はゾークに勝
つ！！！

１～５　超絶賛発売中だぜ！！！ 形のない友情が人形に
宿る…



1998 1 1月1日 31巻1
号

遊闘
60

挑戦!!! 遅れましたが、モンスター募集、たくさんの応募
ありがとう！！ボツになった物も漫画で復活する
かも

ゲームの切り札はいつも俺が
持っている！！

”マジック＆ウイザー
ズ”が学校で大流行
中！！

恐るべき男の正体
は！！？

1998 2,3 1月8日，1
月14日

31巻2
号

遊闘
61

そのカードを引くな!! お正月休みに遊ぶ予定だったゲームが発売延
期に！！できれば、ちゃんと出してほしいもので
すね……

闇の力を持った強敵が！！ 闇のゲームはまかせろ！！ 真正面からいく
ぜ！！！

1998 4,5 1月15日．1
月21日

31巻3
号

遊闘
62

カウントダウン!! ＪＣ「遊☆戯☆王」６巻が１月９日（金）に発売され
ます。巻末おまけのＭＷが面白いのでぜひ遊ん
でね！！

千年の眼にちかい千年たって
もキミたちとは友達だよっ！！

ＪＣ「遊☆戯☆王」６巻1月９日（金）発売！！ 遊戯が一矢報いる！！ じーちゃんがＴＶの中に
とらわれた！！死力を
つくして魂をとりもどせ
遊戯！！

1998 6 1月26日 31巻4
号

遊闘
63

負けられない!! 明けまして、おめでとうございます。正月休みで、
充電完了！！力の続くかぎりがんばってやりま
す！！

ペガサスの力でじーちゃんが！！ 俺の意地こいつにかける！！ 決闘（デュエル）への船
出！！

1998 7 1月31日 31巻5
号

遊闘
64

洋上の因縁!! 近所にでかいレンタルビデオ屋ができました！！
正月休みにはとにかくビデオをみまくってしまっ
た！！！

マジック＆ウィザーズの真の王者は誰
か！！？決闘への船がここを今旅立
つ！！！

そして運命の船は行く！！ 決意をのせ、憎悪と野
望をのせ、船はカード
の王国へと！！さあ、
決闘（デュエル）開
始！！

巻頭カラー 1998 8 2月2日 31巻6
号

遊闘
65

決闘(デュエル)開始!! 「遊☆戯☆王」のゲーム完成はまだですが、とり
あえず体験版で遊戯の挑戦をうけてみて下さ
い。モンスター募集の方もよろしくお願いね！！

Ｍ＆Ｗ決闘開始！！巻頭カ
ラー！！１～６絶賛発売
中！！即ゲット！！

決闘！！プライドと魂をかける！！ ついに決戦の場
へっ！！

遊戯の力圧倒的だ
ぜ！！

次号、この島の本当の
恐ろしさが牙をむく！！
遊戯の命があぶな
いっ！！

1998 9 2月9日 31巻7
号

遊闘
66

罠!! ボクは大バカ者です！！新年６号でサブ・キャラ
クターの重大な設定ミスを犯しました！！ごめん
ねっ！！

オレのカードで爆勝だ！！ 遊戯！！強し！！！ 目には目を！！！

1998 10 2月16日 31巻8
号

遊闘
67

究極完全態!! Mr．ビーンに登場するテディを買ってしまいまし
た。あの、みょうなぬいぐるみのことなのです…

遊戯！！圧倒的有利！！ 遊戯！！立ち向か
え！！号 67 た。あの、みょうなぬいぐるみのことなのです…

…！！
え！！

1998 11 2月23日 31巻9
号

遊闘
68

魔の電撃 小学生の頃に体験したオリエンテーリングの楽し
さを今回のシリーズで生かせたらな、と思ってま
す

繭は破ったものの昆虫カード最強のグレート
モスが！！！遊戯に策はあるかっ！！？

俺は自分のカードを信じつづけ
る！！！

次号「遊戯王」の緊急スクープを発表だぞ！！ド
キドキして待とうぜ！！

激勝！！！

アニメ化
ニュース第
一弾

1998 12 3月2日 31巻
10号

遊闘
69

魔性の女 アニメ化には僕もとても期待しています！！ＴＶ
で遊戯がどんな活躍をしてくれるのか楽しみで
すっ！！

先週号でお知らせした緊急情
報はＴＶアニメ化！！ますます
盛り上がるぜっ！！

人気絶頂の「遊☆戯☆王」がついにＴＶアニメ
化！！緊急情報を発表！！

全日本Ｃ（チャンピオ
ン）の羽蛾を撃
破っ！！

勝つしかないぜ！！

1998 13 3月9日 31巻
11号

遊闘
70

変わらぬもの HANA－BI、リング、ゲーム…今、見たい映画が
めじろ押しです！！早く、劇場へ行きたいよ
～！！

あきらめるな城之内！！ そこで見てないでこっちへおい
でよ！！友達がいれば何もこ
わくはないよ！！

友情の勝利だ！！

1998 14 3月16日 31巻
12号

遊闘
71

海の恐怖 アニメの声優さんを選ぶオーディションでは、困っ
てしまいました。遊戯たちの声を聞いたのは、こ
れが初めてですから！！難しかった

さぁいくぜ炎の決闘！！俺の頼
れる怪物（モンスター）たち
よ！！

アニメ化でますます燃える決闘！！センターカ
ラー

強豪孔雀舞を撃破した
城之内！！だが、この
島の真の闘いはこれか
ら始まる！！

敵の新戦法に遊戯の
策は！！？

1998 15 3月23日 31巻
13号

遊闘
72

海が襲う!! バレンタインにチョコを送ってもらってありがと
う！！毎日、ちょっとずつ食べさせてもらってま
す！！

本体が分からない！！攻撃もできぬまま撃
破！！海のパワーの前に遊戯の策
は！！？

じわじわと恐怖が襲う！！ 闘い終わり残ったのは
友情だ！！

1998 16 3月30日 31巻
14号

遊闘
73

盗賊!!? 僕の担当さんが、ウルティマ・オンラインにハマっ
ているらしい。僕も、ぜひやってみたいで
すっ！！

決闘島に集う者達が信じるの
は己のカードのみ！！さ
あ！！どんな敵でもこい！！

海の魔物（カード）使い
梶木を破った遊戯だが
…順調な決闘に暗雲
がっ！？

海馬の弟のモクバ！？

1998 17 4月6日 31巻
15号

遊闘
74

地獄よりの使者 もうじき、ボクのゲームの師匠であるゲームマス
ターＩ氏が東京に来ます!!ＴＴ(テーブルトーク)ゲー
ムをやるのだ！！

ＤＥＡＴＨ－Ｔで遊戯に挑んだ海
馬！！現在（いま）は「死の体
験」の世界をさまよう！！

星（スターチップ）盗賊
の正体はモクバ！！な
ぜだ！！？

地上最強のモンス
ター！！最大の決闘始
まる！！

巻頭カラー
ＷＪ表紙 1998 18 4月13日 31巻

16号
遊闘
75

牙をむくカード アニメのアフレコ現場を見学。声優さんとスタッフ
の結束と熱気を実感!!こいつはイケるぞ！！ボク
も超期待しています！！

海馬が持つはずの地上最強カード「青眼の
白龍」！！遊戯に最大の危機（ピンチ）！！

最恐の敵にたちむかう！！勝
利はこの手ににぎりしめる！！

アニメ放映直前！！いくぜ決闘！！巻頭カラー 「死の体感」から海馬帰
還！！遊戯のもと
へ！！

1998 19 4月20日 31巻
17号

遊闘
76

伝説の竜(ドラゴン)!! 前号で発表した、モンスター募集にたくさんの応
募ありがとう！！体験版をいち早くプレイ！！と
ても面白かったです！！

決闘者！！強者達の伝説甦
る！！

アニメ放映絶好調！！更に最大の決闘！！セン
ターカラー

「青眼の白竜」には心
が宿る！！だが油断す
るな！！

海馬が動く！！王国に
風が吹く

1998 20 4月27日 31巻
18号

遊闘
77

この手で勝つ!! Ｇ・Ｗ(ゴールデンウイーク)が近づいてきました。
久々に友達と集まり飲みに行きますっ!! 今から楽
しみ

王国に日が暮れる…。しかし決闘は眠らな
い！！

陰謀と決闘が渦巻くカードの王
国！！

自分を信じ飛び込んだ
決闘！！負けられな
い！！

1998 21 5月4日 31巻
19号

遊闘
78

負けるかっ!! ちょっと前になりますが、Ａ(アントニオ)猪木の引
退試合に観戦に行きました。すげー！！かっこよ
かったです！！

心を決めた奴にだけできる決
闘がある！！やらなきゃいけ
ねえ！！

奥の手をいきなり粉
砕っ！！

腹を決めた男には天も
味方する！！いくぜ竜
崎！！

1998 22,23 ５月１１日、
５月１８日

31巻
20号

遊闘
79

時を刻め 最近はやりの万歩計タイプの育成ゲームを持っ
てますが、外を歩かないので、全く育ちません
…！！

俺は決めたぜ！！みんなの笑
顔のためにも自分のカードで決
闘を制するぜっ！！

～発売中！！遊闘（バトル）が満載だぜ のってきたぜ！！　い
け！！　城之内！！

心強いカードだ！！決
闘態勢万全！！

1998 24 5月25日 31巻
21号

遊闘
80

夜とともに来た男 先日、コナミを訪問しました。ＰＳ版「モンスターカ
プセル」の制作も追いこみ！！僕が見てもかなり
面白くなりそうなので、大期待！！

最高の決闘者を決めるこの島に夜がく
る！！が夜は新たな遊闘の始まりだっ
た！！

さあ！！みんなで向かお
う！！最強の決闘者をめざ
し！！

遊闘燃えあがる！！決戦迫る！！巻頭カラー 真剣勝負！！キレた
ぜ！！ＰＫ（プレイヤー
キラー）！！

次号、牙をむくＰＫ！！
遊戯がこおまで追いつ
められるとは！！

巻頭カラー 1998 25 6月1日 31巻
22号

遊闘
81

見えないカード！！ アニメのオープニングとエンディングのＦＯＶ
（フィールドオブビュー）とワンズの曲がすごく良く
て、最近ききまくってます。

闇から来た決闘者！！　危険すぎる！！ 夢をみるためにプライドのため
に闇を打ち破れ！！勝利はそ
の向こうに輝く！！

起死回生の一
撃！！？

次号センターカ
ラー！！　遊戯の策に
ＰＫが意外な反撃
を！！死闘！！

センターカ
ラー 1998 26 6月8日 31巻

23号
遊闘
82

闇をぶっとばせ！！ ＧＢのモンスター募集。レアカードになるような、
かっこいいモンスターを送ってね

決闘の闇光に照らされ！！呼
び起こされる闇の本性！！苛
烈なる闘者！！遊戯！！

闇ｖｓ闇！！火花ちる決闘！！センターカラー 闇をあやつる刺客との
死闘だ！！

さぁこれで対等勝
負！！いくぜ！！

２ターンのうちに敵を撃
てるのか！？次号、遊
戯の新必殺技が！！

1998 27 6月15日 31巻
24号

遊闘
83

光の追撃！！ 最近、原作のほうでも声優さんの声がうかぶよう
になりました。アニメってすごいですね！！

遊戯の切り札が炸裂！！闇を見せる
ぜ！！

見えるぜ光の果てに俺がつか
みとる勝利！！

大人気大感謝大増２３Ｐ
１～８巻大増刷完了！！今こそゲットだ！！

闇の深さを知れ！！

巻頭から 1998 28 6月22日 31巻
25号

遊闘
84

王国に嵐吹く！！ 輸入ボードゲームをこの間たくさん買いこんでき
ました！！ただ、説明書を見たらすべてが英語
なので、遊ぶことができません！！なんとかして
遊びたいです。困ったな……

決闘者！！志を決した者た
ち！！闘いの中で生きぬく現
代の高潔な騎士たち！！

１～８絶賛発売中！！超遊闘漫画（スーパーバト
ルまんが）
王国の遊闘燃ゆ！！

遊戯が闇のＰＫと闘っ
ている陰でペガサスの
策略はゆっくりと進行し
ていた！！

王国に波乱！！決闘
の行方は！？

1998 29 6月29日 31巻
26号

遊闘
85

決闘の貴公子 ちょっと前にマクファーレントイズのモンスターシ
リーズが発売されました！！めちゃ出来がいい
ぜ！！

運命の夜に決闘者達は己のた
めに夢のためにペガサス城へ
進路をとるっ！！

ＴＶアニメ「遊戯王」毎週土曜全国テレビ朝日系で
夜６時より絶賛放映中！！

一時（ひととき）の休息 海馬の新武器の実力と
は！？

1998 30 7月6日 31巻
27号

遊闘
86

新武器の力！！ 近所にカブトムシ専門店ができました。ちょっとめ
ずらしいカブトムシでも買いに行ってみようかな

海馬が開発していたＮＥＷ　Ｍ
＆Ｗ！！果敢なる城之内の挑
戦の行方は！？

海馬ｖｓ城之内！！進化する決闘！！パートカ
ラー！！

海馬完勝！！遊戯に２
人の敵！！

次号、ペガサス城へ向
かう海馬に黒い影がせ
まるっ！？

天下一１ 1998 31 7月13日 31巻
28号

遊闘
87

ペガサスの恐怖 米国版のゴジラは賛否両論ありますが、農耕民
族と狩猟民族のデザイン感覚の違いかな…と思
います。

海馬の新兵器の前に城之内打つ手な
し！！

打倒ペガサスのために海馬が
用意した新しいＭ＆Ｗが遊戯
たちを圧倒する！！

１～８絶賛発売中！！世界唯一の遊闘漫画！！ ペガサスの巨大さに打
ち勝つ決闘者は誰
だ！！

天下一２ 1998 32 7月20日 31巻
29号

遊闘
88

暗闇の狙撃者 今週で募集のバトルマスター選手権。僕も鍛える
から、みんなも鍛えて！！　でも暇がない……

ペガサス城へ　一足先に海馬
が立ち向かう！！

恐怖の決闘！！ 墓場フィールドに隠され
た恐怖のワナ！！次
号、城之内敗れる！？

1998 33 7月27日 31巻 遊闘 終わらない決闘 最近、めちゃくちゃ運動不足です。夏にむけてス 城之内！！お前の魂は敗北し ８月４日９巻発売決定 墓場Ｆ（フィールド）に恐 終わらない攻撃！！反1998 33 7月27日 31巻
30号

遊闘
89

終わらない決闘 最近、めちゃくちゃ運動不足です。夏にむけてス
イミングスクールにでも行って鍛えていかな
きゃ！！

城之内！！お前の魂は敗北し
てしまうのか！！？

８月４日９巻発売決定 墓場Ｆ（フィールド）に恐
怖する城之内っ！！

終わらない攻撃！！反
撃不能！！城之内　立
ち向かえ！！



1998 34 8月3日 31巻
31号

遊闘
90

墓場からの呼び声 いよいよＰＳ版のＭＣ(モンスターカプセル）発
売！！一足先にプレイしましたが、１０．８．９．１
０！！最高に面白いぜっ！！

孤独な決闘に追いつめられた城之内！！危
機（ピンチ）！！

自らのために、そして自ら信じ
たもののために…負けられな
い！！決闘者は進む！！

最新刊９　８月４日（火）発売！！決闘の嵐だ
ぜ！！

自分を信じろ！！　城
之内！！

1998 35 8月10日 31巻
32号

遊闘
91

滅びる不死！？ ８月４日（火）にＪＣ最新刊９巻が発売されま
す！！おまけゲームも、かなりハマります！！よ
ろしくっ！！

孤独な決闘の城之内のもとへ急げ！！ 城之内の必殺カードはゾンビを
倒せるのか！？（読者のアイデ
ア参考）

今週オレはこのカードに賭けるぜ！　最新巻９
８月４日発売　決闘満載！！

信じれば勝つんだ！！

1998 36 8月17日 31巻
33号

遊闘
92

襲いくる迷宮！！ いよいよＭＣ－Ｂ＆Ｂのバトル開会決戦当
日！！僕も参加！！大会の報告は№４０でやる
ぜ！！

どんな決闘でも違いはない
ぜ！！決闘者達（オレたち）
センターカラー

夏休み！！マンガもアニメもゲームも楽しめ！！ 墓場フィールドの決闘
に勝利した城之内！！
つかの間の仲間達の
祝福だが…

苦戦必至！？ 次号、モンスターがい
ない！？　攻撃はどこ
から来るのかっ！？

1998 37,38 2004/8/24､
8月31日

31巻
34号

遊闘
93

死闘！！迷宮の未
知の罠！！

夏休みは恒例の「としまえん」ツアーへ行ってき
ます！！思いっきり泳ぎまくってくるぞ！！いくぞ
～～！！

遊戯＆城之内を迷宮魔術（マ
ジック）が襲う！！

いくぜっ！！ここから先
が真の決闘だ！！

迷宮の恐怖が牙をむ
く！！次号、遊戯に死
角がっ！！

1998 39 9月7日 31巻
35号

遊闘
94

迷宮の魔術！！ アシスタント募集中です。カットを数点描いて、
ジャンプ編集部の担当、瓶子氏まで送って下さい

剣と力と結束の力と！！ １＋１（ワンプラスワン）の力
無限大の闘志生まれる！！

結束の攻撃力は無限
に高い！！

選手権／
カードダス 1998 40 9月14日 31巻

36号
遊闘
95

恐怖の洞窟（ダンジョ
ン）

第１回バトルマスター選手権は超盛り上がって、
熱い闘いでした！！俺もモンスターを再教育し
て、最強モンスター軍団を育てるぞっ！！時間も
ないけど、絶対にリベンジだ！！

カードの王国に降り立った闘将！！なみい
る決闘者よ！！真の王（キング）は俺だ
ぜ！！

熱い！！熱い！！遊闘（バト
ル）満載巻頭カラー！！

油断できない！？ 最強モンスター級の
敵！！震撼！！

マンガ賞 1998 41 9月21日 31巻
37号

遊闘
96

魔神の恐怖！！ そろそろＬＤソフトからＤＶＤソフトに買い換えたい
が、いまいち買い時が難しいですねっ！！！

戦慄！！！超ド級モンスター！！ 生死をかけた決闘だ！！！ 最強ｖｓ最強！！！迷
宮燃ゆ！！！

次号、合体魔神と悪魔
竜が激突！！迷宮を突
破するか！！？

1998 42 9月28日 31巻
38号

遊闘
97

最後の札（カード） Ｎ３９の「まちがい探し」の答えは「ブラックマジ
シャン」でした！！ってごまかすなっちゅう

竜族最強戦士で迷宮突破だ！！ 生死をかけて…燃えあがれ決
闘！！勝利の光をつかみと

一撃爆勝！！最強チー
ムをみたか！！38号 97 シャン」でした！！ってごまかすなっちゅう

の！！！！
闘！！勝利の光をつかみと
れ！！

ムをみたか！！

1998 43 10月5日 31巻
39号

遊闘
98

どっちだ！！ 仕事場で、「スコットランドヤード」が大流行中で
す！！「ドロ刑」をボードゲームにしたようなもの
です。

ＪＣ遊戯王最新刊１０　１０月２
日（金）発売！！おまけゲーム
もついてる！！

迷宮兄弟撃破！！しか
しペガサス城の前には
まだ一つ難関が残って
いる！！

いよいよ決戦！！舞台
は最強を誇るペガサス
の居城！！し烈な決闘
の幕開けだ！！

1998 44 10月12日 31巻
40号

遊闘
99

最後のかけら ＪＣ「遊☆戯☆王」最新刊１０が１０月２日（金）発
売です！！ペガサス島の決闘満載です！！よろ
しくねっ！！！！

いよいよ最終決戦の舞台へと！！ そして遊闘に　ひきさかれた魂
……二つ…

宿命という名の苛烈な
決闘が始まる！！

ＤＭゲーム 1998 45 10月19日 31巻
41号

遊闘
100

決戦！！決闘盤
（デュエルディスク）

みなさんのおかげをもって１００回を迎えることが
できました！！ありがとうございます！！これか
らもますますがんばりますので、応援と期待をよ
ろしくおねがいしますねっ！！

ペガサス城の前にたちはだかるその
男！！！激戦必至！！（激闘２周年！！あ
りがとう！！巻頭カラー！！）

決闘の闘将ｖｓ決闘の貴公
子！！両雄　決戦再び！！！

進化する決闘！！　深
化する闘志！！

1998 46 10月26日 31巻
42号

遊闘
101

一進一退！！ 第２回最強バトルマスター選手権、とっても楽し
かった！！東京ＧＳ（ゲームショウ）での対決も熱
くなりそうだぜっ！！

進化形バトル開始！！ カードを負いし者達、魂をかけ
激突する！！負けられな
い！！敵をつぶすのみ！！

最強Ｂ（ブルーアイズ）
不気味な胎動を！！

ブルーアイズ！！　次
号、遊戯に勝機はくる
か！？

1998 47 11月2日 31巻
43号

遊闘
102

つばぜり合い！！ 「ＳＰＡＮ」のＤＡＳを探し回ってようやくゲットしま
した！！もう、なみだものですっ！！

青白く燃えさかる闘志！！いく
ぜ遊戯！！

広がる遊闘ワールド！！センターカラー 一進一退！！ＥＭ（エ
キスパートモード）にふ
さわしい両雄の激
突！！勝利はどちら
に！？

未知への恐怖が襲
う！！

1998 48 11月9日 31巻
44号

遊闘
103

持ちこたえろ！！ ＧＢ版の「遊戯王」の全貌が明らかになる！！ア
シスタントとＮ君の送別会を開きました。ゲコの君
をさしおいて、勝手にもりあがってしまったオレた
ちをゆるしてくれ！！

攻撃力の高いカード　全て消滅！！ 遊戯の切り札が死滅してい
く！！弱小カードでどう立ち向
かう！！？

最後の龍が爪をとぎは
じめた！！

1998 49 11月16日 31巻
45号

遊闘
104

真の危機！！ 年末の合併号の休みにむけて、旅行に行くことを
計画しています。まだ、どこへ行くかは決めてい
ないので、ただいま考え中です。さて、どんなとこ
ろへ行ってみようかな

巻頭カラー　究極の危機来襲！！ 凶々しい獣に立ち向かえ！！
遊戯！！史上最大の決闘！！
巻頭カラー！！

ＧＢソフト「遊戯王デュエルモンスターズ」１２月１
７日発売！！

究極を超える究極
技！！遊戯！！最高
決闘者！！

次号、追いつめられた
海馬が最後にとった秘
策とはっ…！？

ろへ行ってみようかな

1998 50 11月23日 31巻
46号

遊闘
105

過酷な決闘 今回のＧＢソフトの「デュエルモンスターズ」全国
大会の全国１００ヵ所の規模の大きさにはビック
リ！！

時に決闘は人の運命をもてあ
そぶ…それでも己を信じ進む
苛烈な決闘者達！！

ペガサス島の決闘をプレイバック！！ 遊戯！！起死回生の
逆転！！

破壊の衝撃！！つきぬ
ける哀しみ！！決闘の
神は過酷な結末をのぞ
んだのか！？

1998 51 11月30日 31巻
47号

遊闘
106

もう一人の勇気 連載１００回の連載表彰式に出席しました。他の
先生方と話をすることができて、とても楽しかった

遊戯敗北！？　一体何が起きたんだ！？ 決闘は多くの勝者を生みだし
…そして同じ数の哀しみと屈辱
を生みだす……

決闘を楽しみつくせ！！ 遊戯の気持ちは一
体！？

1998 52 12月7日 31巻
48号

遊闘
107

城へ!! Ｕ２（ユーツー）のベスト盤で、なつかしい曲を聴
いて、超感激！！やっぱりかっこよくて、もう最高
ですっ！！

星を失った遊戯の前に舞
が！！城行きの切符を遊戯は
手にするのか！？

借りを返しに… 決闘を超えた暗黒の勝
負が今始まるっ！！

1999 1 1月1日 32巻1
号

遊闘
108

恐怖開始！！ 第２回ＢＭ選手権の優勝者田村くんが来週表紙
で登場します！！待たせてごめんね！！

一歩も引けない！！モクバをと
り戻すため！！

恐怖は一歩ずつ来
るっ！！

1999 2,3 １／８，１／
１４

32巻2
号

遊闘
109

王者の恐怖！！ 今、仕事場ではカード戦争がぼっ発！！熱くさせ
るのは、もちろんあのゲームだっ！！

田村くん優勝おめでとう！！遊
戯達とパチリ！！

ペガサス城内での死
闘！海馬はモクバをと
りもどせるか！？

ペガサスの恐怖に手札
（カード）を信じて立ち
向かえ！！

1999 4,5 １／１５，１
／２１

32巻3
号

遊闘
110

トゥーンが襲う！！ ＧＢソフトＤＭが発売された！！やればやるほど
奥の深いゲーム！！年末年始はこれだ

海馬の怒りが青眼の怒りを呼ぶ！！ 信じろ！！闘え！！決闘者
よ！！己の信念のため手札
（カード）を信じ高みへ向け駆け
よ！！

春の「東映アニメフェア遊戯王」３月６日公開！！
前売り券１２月１９日発売！！オリジナルカードダ
スつき！！超大増２７Ｐ

王の前に散るのか海
馬！？

1999 6 1月28日 32巻4
号

遊闘
111

揺るがぬ決意！！ １９９９年正月。この世紀末をのりこえて、２１世
紀までがんばります！！今年もよろしく

海馬！！散るのか！？ 力を尽くし…決闘の貴公子墜
つ！！

ひとつひとつの謎がつ
ながり深まっていく
謎！！そして次週最終
決闘開始！！

次号、優勝決定戦の相
手が決定！！！意外
なルールがっ！！

1999 7 1月31日 32巻5
号

遊闘
112

決戦前夜 お正月休みはディズニーワールドへ行ってきまし
た！！アニマル－Ｋ（キングダム）めちゃよかっ
た！！

その先に見えるもの…栄
光！！つかみとる物！！そし
て仲間とともに進むっ！！

ペガサスの謎に迫る意
外な人物！！

誓いの夜更ける… 次号、遊戯ｖｓ舞開
戦！！生き残るのはど
ちら！？

1999 8 2月1日 32巻6
号

遊闘
113

夜　渦まく！！ ファンレターをいつもありがとう！！仕事の合間
に読んでいます。ありがとうねっ！！

ペガサス！！そこで待ってろ
よ！！

海馬兄弟のために本田
動く！！

それぞれの想いと意地
をのせ史上最大最強の
決闘開始！！

ｗｊ表紙 1999 9 2月8日 32巻7
号

遊闘
114

幻惑の舞 １・４東京ドーム。波乱の幕開け！！今年はプロ
レスから目がはなせませんねっ！！

ペガサスへの挑戦権をかけた決闘の幕が
開（あ）く！！

決闘の神は語りかける！！『決
闘者よ己の誇りと全てをかえ
よ！！』と…決闘開始！！

遊戯意外な苦戦！！

1999 10 2月15日 32巻8
号

遊闘
115

美しき罠 札幌雪祭りで遊戯の像が立つらしいぞっ！！う
～ん、僕も見に行きたいよ～～！！

ペガサスを射るのはどちら
だ！？

恐るべき舞の罠カード 徹底的に追いつめられ
た遊戯！！決闘の神
は味方するか！？

次号、遊戯が選択した
西遊手段とは一
体っ！？

1999 11 2月22日 32巻9
号

遊闘
116

自分を見つけろ！！ ＧＢデュエルモンスターズはコナミの公式ルール
で対戦すると燃えます！！ぜひ１度

舞のコンボ遊戯をとらえる！！ 視殺線！！ 奇襲！！遊戯の反撃
が幕を開ける！！

1999 12 3月1日 32巻
10号

遊闘
117

ギリギリを駆けろ 実は原稿をマックで色をつけたことがありますが
手ぬりの方が速い、アナログ派

死闘！！切り札に駆けた
ぜ！！

１～１１発売中！！決闘者の聖書（バイブル）だ 形勢逆転！！　真の決
闘開始！！

究極の切り札をよびこ
め！！

1999 13 3月8日 32巻
11号

遊闘
118

伝説の剣闘士 ＦＦⅧが手もとにありますが、Ⅶもやってません。
速くⅧがやってみたいですっ！！

運命はこの３ターンに託される！！ 決闘でオレを超えてみろ！！ ルール説明と～発売中！！決闘の参考にしよ
う！！

夢をあきらめないこと…
それも決闘者の強さ
だ！！

1999 14 3月15日 32巻 遊闘 仲間だから 「アニメフェア」の劇場版は僕の見たかったアニメ 遊戯一回戦突破！！ すべてを賭けて決闘へ臨 鋼鉄の恐怖が襲来す1999 14 3月15日 32巻
12号

遊闘
119

仲間だから 「アニメフェア」の劇場版は僕の見たかったアニメ
に多少近づいたかも！！期待します

遊戯一回戦突破！！ すべてを賭けて決闘へ臨
む！！熱情の決闘者城之内燃
ゆ！！

鋼鉄の恐怖が襲来す
る！！



1999 15 3月22日 32巻
13号

遊闘
120

鋼鉄の襲撃者 前田日明がついに引退しました。これからのマッ
ト界がさびしくなるなぁ……

許すことのできない敵キース！！城之内の
燃えさかる魂（ソウル）が決闘に炸裂す
る！！

怒りという名の紅蓮の炎　決闘
に燃えあがれ！！

まずは軽く小手調べだ
ぜ！！

1999 16 3月29日 32巻
14号

遊闘
121

追いくる機械 インフルエンザが仕事場ではやっています。アシ
さんたちがバタバタと倒れていってます。みんな
もインフルエンザにはくれぐれも気をつけて下さ
い。僕も気をつけますっ！！

決戦開始！！まずは城之内一撃！！ 雲間から差し込む明るい陽光
展決闘が終わっても皆で笑い
合えたらいいね

～中！！決闘の教科書だ！！ 城之内　一歩も退か
ず！！

1999 17 4月5日 32巻
15号

遊闘
122

勝利への賭け！！ ＰＳソフト「サイレントヒル」超こわい！！暗闇ヘッ
ドフォンプレイはかなりきます

猛き者共よ！！行くぜ！！総
攻撃！！

～中　決闘を楽しめ！！ キースのギャンブル攻
撃に城之内が応え
る！！目には目を
だ！！決闘！！

賭けに勝利！！

1999 18 4月12日 32巻
16号

遊闘
123

最後のターン 今年夏、いよいよ「ＳＷエピソード１」公開！！予
告を見るだけでも、目がうるうる！！

鋼鉄の衝撃を撃て！！城之内！！ 背負うものの大きさは時に強さ
になり武器になる！！決意の
城之内！！決闘！！

～中　決闘の参考書 ついにその手に！！
城之内　至高の勝
利！！

1999 19 4月19日 32巻
17号

遊闘
124

その時 最近、体がなまってます。ディズニーランドの次
は健康ランドへ行きます！！！！！！

鋼鉄の壁をぶち破ったぜ！！ 光を手にしたのは城之内！！
背負うものの強さが勝利を導
いた！！

～発売中　決闘者は書店へ急げ！！ 全ての決闘者がここを
目指した！！頂上決戦
開始！！

1999 20 4月26日 32巻
18号

遊闘
125

読まれてる！？ １８号の「校則特集」を読んで、思わず絶句…そ
の後、爆笑！！これってマジなのかっ！？

激闘があった、去っていった者、そして仲間
がいた！！最後の決戦が始まる！！

総力戦！！最強の決闘伝説戦
（レジェンドオブデュエル）

圧倒的不利！！”決闘
の神”に勝つ手段
は！？

1999 21 5月3日 32巻
19号

遊闘
126

反撃不能 仕事場のベランダに巨大ガラスが毎日やってく
る。うるさくて、もうかなわん！！！！

目で射ぬけ！！　退くことは敗
北だ！！

すべての手札が読まれ
てしまう！！

不可能にどう挑む！？
遊戯！！

遊戯に対抗策はあるの
か！？が、次回さらな
る絶望が！？

1999 22,23 ５月１０日
／１７日

32巻
20号

遊闘
127

不可能への挑戦 次号は、取材のため１週お休みします。２５号か
ら再開しますので、よろしくねっ！！

最後まであきらめない！決闘
者の力は信じることの強さだ！

攻撃不可能にどう挑む
遊戯！！

一筋の光がさしてき
た！！遊戯反撃！！

次号、高橋先生取材の
ため休載させていただ／１７日 20号 127 ら再開しますので、よろしくねっ！！ 者の力は信じることの強さだ！ 遊戯！！ た！！遊戯反撃！！ ため休載させていただ
きます

1999 24 5月24日 32巻
21号

休み 休み

1999 25 5月31日 32巻
22号

遊闘
128

トゥーンワールド攻略 休みの日に「バグズライフ」を観てきました！！
最高のＣＧ技術に感動。面白かった！！

再開！！史上最大の決闘！！不可能に挑
め！！

心強い味方はすぐそばにい
た！！

これで互角の決闘
だ！！

1999 26 6月7日 32巻
23号

遊闘
129

死への生け贄！ ８月２６日、決戦の日！！全国の決闘者諸
君！！東京ドームで会おう！！腕を磨いてこ
い！！！

カードに託す！！二人の運命
と最高の勝利！！

ＴＷ（トゥーンワールド）
破壊！！

死へ…敗北へ　いざな
われるのか！？

1999 27 6月14日 32巻
24号

遊闘
130

心の闘い トルキッシュっていう豆ごと煮込むコーヒーに凝っ
てます。おいしいけど胃にくる

闇のゲームに倒れた表遊
戯！！史上最大の決闘の行方
は！？

遊戯の心　燃えさか
る！！！！

黒色の魔術師よ！！
反撃を開始せよ！！

1999 28 6月21日 32巻
25号

遊闘
131

混沌の一撃 いよいよ仕事場の引っ越しを考えています！！
デュエルスペースも完備予定ですっ！！

見据えろ！！決闘から眼をそ
らすな！！決闘者の用意は眼
で語られる！！さぁ決戦！！

黒き怒りをぶつけ
ろ！！遊戯！！

栄光よ！！真の決闘者
と友のために輝け！！

1999 29 6月28日 32巻
26号

遊闘
132

哀しみの千年眼 一足先に「スターウォーズ」を観ました。ダース
モールがめちゃかっこよかった！！

一人の勝利ではない！！信じ
る者　支える者達の”こころ”が
勝利を手にしたんだ！！

魔が棲むのか！？千
年アイテム…

1999 30 7月5日 32巻
27号

遊闘
133

大切なピース 長～～いシリーズがようやく終わりました！！次
の展開もぜひ期待して下さい！！！！

闘いは終わり…遊戯の胸に去
来するものは…

栄光を手に決闘者達還
る……！！次号より新
展開！！決闘者の王
国編完

次号センターカラーで
進展開！！「新遊戯
（ニューゲーム）」だ
ぜ！！国編完 ぜ！！

1999 31 7月12日 32巻
28号

遊闘
134

新遊戯（ニューゲー
ム）

最近、ごひいきにしているお弁当屋さんがめちゃ
サービスしてくれます！！感謝！！！！！！

この街に響くぜ！！オレ達の
ゲームマインド！！さぁ新遊戯
の準備はいいかい！？

ＧＢ版遊☆戯☆王ＤＭⅡ「闇界決闘記」発売直前
２号連続！！決戦前の大特集！！Ｐａｒｔ２

ペガサス島の死闘が終
わり、童実野町に新し
い朝がきた！！新遊戯
スタート！！

御伽の恐ろしさが牙を
むく！！

1999 32 7月19日 32巻
29号

遊闘
135

仕組まれた罠 久々に高校時代の友達に会いました！！案外み
んな変わっていなくて、びっくり！！！！

カモってみな！！痛い目見る
ぜ！！（王様のセリフ）

～発売中「王国編」燃ゆ 城之内がカモられ
た！？　引けない！！

御伽の不敵さの意味と
は！？

1999 33 7月26日 32巻
30号

遊闘
136

Ｄ・Ｄ・Ｄ ＧＢソフト「ＤＭⅡ」発売中！！オレはもうハマリ
中だけど、みんなは、やってる！？

御伽が遊戯にしかけるゲームのワナと
は！？

復讐と！！　意地と！！ ダンジョンに怪物（モン
スター）の咆吼が！！

1999 34 8月2日 32巻
31号

遊闘
137

暗闇の道！！ 暑くなりました！！そろそろ豊島園に行く季節に
なったので、早く泳ぎに行きたい！！

未知の遊戯の新しい恐怖開幕！！ 千年パズルを奪われた遊戯…
暗闇が恐怖にそまる！！

～発売中！！決闘も満載だぜ！！ 暗闇の中をつらぬ
け！！魔法の光よ！！

別紙に鬼
瓶日記 1999 35 2004/8/9

（発売日は
7/27）

32巻
32号

遊闘
138

ダンジョンクライシス １９９９年ノストラダムスの予告の７月が過ぎ去ろ
うとしていますが…エセ予言者どもは、はたして、
責任をとってくれるのかっ！？

ＷＪ表紙のコメント－巻頭カラー－盛り上が
りの新展開！！

怪物（しもべ）達よ！！暗闇を
つき進み希望の光へ！！そし
て勝利を手に！！

ＧＢソフト「遊☆戯☆王ＤＭⅡ」大人気感謝巻頭カ
ラー

直前で敵をくい止め
た！！

新遊戯（ニューゲーム）
にも冴えわたる戦
略！！

マンガ道
場１ 1999 36 8月16日 32巻

33号
遊闘
139

レアｖｓレア 昔、ハマったＳＦ（スーパーファミコン）のエストポ
リス２が１７８円で売ってた。なつかしくて即ゲット

遊戯反撃！！さあ、行くぜ！！ 千年パズルを狙う御伽の策略
に遊戯の戦意たぎる！！

進め！！遊戯！！敵
は目前だ！！

マンガ道
場２ 1999 37､

38
８／２３、８
／３０

32巻
34号

遊闘
140

壊れた絆！！ やっぱ、夏は怖い話っすね～深夜の仕事場で盛
りあがってます。Ｓ（スタッフ）も好きだから…

絆があるかぎり…僕らは負け
ない！！

形勢遊戯に傾く！！ 波乱！！千年リングの
意味するものとは！？

マンガ道
場３ 1999 39 9月6日 32巻

35号
遊闘
141

呼び合う力 「遊戯王ＤＭ」世界大会直前！！世界一の栄冠
は誰に輝くか！？僕も期待しています！！

なぜ獏良がっ！？ 千年の力が男達を呼ぶ！！ JUMP J BOOKS「遊☆戯☆王」９月３日（金）発
売！！ＯＳ（オリジナルストーリー）を小説で！！

逆転なるか！？ 獏良の真意とは！？次
号、遊戯に勝機はくる
のか！？

1999 40 9月13日 32巻
36号

遊闘
142

パズルを解け！！ バンダイから発売している遊戯王リアルコレク
ションのブルーアイズの出来に感動

ひとつひとつの力は友情によっ
て結束する！！誰にも負けな
い！！僕たちはっ！！

千年の力に操られた獏
良の真意とは！？

千年の力が遊戯の勇
気だ！！

ＷＪ表紙コ
ナミのお詫
び

1999 41 9月22日 32巻
37号

遊闘
143

攻撃力０（ゼロ）の戦
い！！

東京ドームで、全国から来てくれたみんな、ご迷
惑をかけて、すいませんでした。

御伽の策略で閉じこめられた遊戯！！急
げ！！仲間たちよ！！

交差する愛憎　決闘！！ 本当の力は強く想うこと
なんだっ！！

1999 42 9月27日 32巻
38号

遊闘
144

復讐の行方 来週は取材のため、１回おやすみさせてもらいま
す。パワーアップして帰ってくるから、№４４から
また、よろしくお願いします。

巻頭カラー 闇にとらわれた遊戯の王　その
眠りの中　光明はすぐそばに迫
るのか！？

ＰＳ版「デュエルモンスターズ」始動！！遊戯新世
紀！！　巻頭カラー

千年パズルの継承者
は遊戯！！

パズルを外さねば！！ 次号、高橋先生取材の
ため、休載させていた
だきます。

1999 44 10月11日 32巻
40号

遊闘
145

炎からの逃走 自宅の引っ越しをしました。古い本がでてきて読
みふけってしまいました。懐しい

紅蓮の炎はすべてを飲み込ん
でしまうのか！？急げ遊戯の
もとへ！！

燃えさかる炎！！遊戯
とパズルの運命がもて
あそばれるのか！？

絆とはつかみとるもの
その手でつかむも
の！！

1999 45 10月18日 32巻４
１号

遊闘
146

古の石盤 最近パンツが、ＭサイズからＬサイズへ…ＬＬに
なる日は、果たしてくるのか！？！？

そして…新たな札（カード）の世
界を開く秘密の女（ひと）！！

炎から遊戯生還 Ｍ＆Ｗの闇が開かれ
る！！

1999 46 10月25日 32巻
42号

遊闘
147

失われしカード 最近アシスタントがカードの腕をあげてきている
ので、うかうかしてられません！！

遊戯と古代エジプトの関係とは！？ 決闘者よ　カードよ　この視線
の先のもの全て我に屈せ
よ！！

結束！！そして新たな
決闘の幕が開く！！

次号、巻頭カラー！！
海馬がレアカードを集
めるために秘密の手を
使う！！一体……！？

マンガ賞
／表紙 1999 47 11月1日 32巻 遊闘 鬼神のごときカード 尊敬する、スターウォーズアーティストのドゥ 赤黒き燃ゆる闇とほの白き闘 イシズにレアカードの捜 「神」の力を得　海馬強／表紙 1999 47 11月1日 32巻

43号
遊闘
148

鬼神のごときカード 尊敬する、スターウォーズアーティストのドゥ
ルー・ストゥルーザンのサインをもらったぜ！！
本当に、もう超感激しました

赤黒き燃ゆる闇とほの白き闘
志！！男たちは全てをかけ決
闘の戦場へ向かう！！

イシズにレアカードの捜
索を託された海馬！！
その一方、決闘新世紀
が始まる！！

「神」の力を得　海馬強
大化！！



1999 48 11月8日 32巻
44号

遊闘
149

自分の場所 １０・１１東京ドーム。橋本選手は再び立ち上がっ
てくるに違いない！信じているぜ！！

新たな決闘が動きだす中、遊
戯の想いは駆ける…自分を探
しに…

運命に向き合え！！闘
いを制するために
も！！

1999 49 11月15日 32巻
45号

遊闘
150

集いし者共 行列のできるタコ焼き屋が近所にあって、おいし
いです！！メチャメチャお気に入り

その先の世界に何が待つのか！？　決闘
開始！！

いざ示さん！！汝の行くべき道
…新たなる決闘道（バトルロー
ド）を

過酷なＳＤ（ストリート
デュエル）へ準備せ
よ！！

1999 50 11月22日 32巻
45号

遊闘
151

レアハンター 最近は観たい映画がめじろ押しなので、毎週
オールナイトを観に行ってますっ！！！！

決闘大会直前！！　千年の闇も動き出して
いた！！

決闘の両雄よ！！　伝説とな
れ！！

強力！！　強烈！！
闇よりの使者！！

1999 51 11月29日 32巻
46号

遊闘
152

ＢＣを駆けろ！！ 某カードゲームで４ターンで勝ったぞ！！　これ
が最短記録での勝利になりましたっ！！

荒ぶる神召喚！！　恐るべき敵！！ 飛び出せ！！　闘いの街（バト
ルシティ）へ翔べ！！

究極神とどう立ち向か
う！？

1999 52,53 12/6，
12/13

32巻
47号

遊闘
153

奴を許すな！！ いつも、ファンレターをありがとうございます。な
かなか返事は書けませんが、全部読んでいま
す！！本当にいつもありがとうねっ！！

その男を許すな！！　強大な
敵を超えろ！！

バトルシティを生き抜け！！　決闘開始！！セン
ターカラー

城之内のカードを奪っ
たグールズを粉砕せ
よ！！

究極神（エクゾディア）
の復活を許すな！！

2000 1 1月1日 33巻1
号

遊闘
154

崩れゆくデッキ！？ ＰＳ版「遊☆戯☆王真ＤＭ」発売直前！！　アナ
ザーストーリーを楽しんでね！　Ｂ（バトル）は凄
い！

究極神相手に遊戯の戦略は！？ 手札一閃！！　敵を瞬殺せ
よ！！

千年の敵立ちはだか
る！！

マリクのさしむける第２
の刺客！？　次号、城
之内にレアハンター
が！？

2000 2 1月8日 33巻2
号

遊闘
155

千年の闘い！！ ジャンプフェスタで僕もステージで参加！！みん
なと会場で会えるのを楽しみにしています

かかってきな！！　咆吼一
撃！！　完璧突破だ！！

「グールズ」の全てを操
る男…マリク！！その
狙いとは一体！？

真の決闘者なら引けな
いぜ！！

2000 3,4 1/10，1/15 33巻3
号

遊闘
156

超能力を撃て！！ さらば１９９９年！！　今年一年ありがとうござい
ました。みなさんもよいお年をむかえてね！！

城之内ｖｓカードを読む超能力
者決闘者！！

超能力！？
号 156 ました。みなさんもよいお年をむかえてね！！ 者決闘者！！

2000 5,6 1/16，1/22 33巻4
号

遊闘
157

サイコデッキ猛
攻！！

みなさん、明けましておもでとうございます！！
今年も熱く頑張ります！！よろしくねっ！！

その場所へ！！　その高み
へ！！　負けられネェ！！

逆転！！ 未来を掴め！！

2000 7 1月31日 33巻5
号

遊闘
158

勇気ある賭け！！ 何やらデュエル新年会があるらしい！！　負けら
れない！！ごんぶとり遊戯、待ってろよっ！！

立ち上がれ！！　未来のために！！ はいあがれ！！たどりつ
け！！　約束の場所へ！！

最新刊１６巻　絶賛発売中！！Ｄ．Ｄ．Ｄ．編　白
熱だぜ！！

近づいた！！真の力を
つかめ！！

ジャンフェ
ス 2000 8 2月7日 33巻6

号
遊闘
159

神を見よ！！ プライド、船木・ヒクソン戦、新日本プロレスドー
ム大会と今年もマット界は熱いぜ！！

集いし強者たちの闘い　さらにヒートアッ
プ！！

街（ストリート）が俺たちを呼ん
だんじゃない！！　街を制すた
めに俺たちは来た！！

海馬の恐怖のカードは
遊戯たちを危機へと連
れさるのか！？

2000 9 2月14日 33巻7
号

遊闘
160

マリク動く！！ この間、部屋に観葉植物を置きました。けっこう
心がなごむんで気に入ってます！！！！

カードをけがすグールズを許すな！！ 闇を撃て！！　グールズをたた
け！！

～発売　決闘の聖書（バイブル）だ！！ 黒の決戦を勝ち抜け

2000 10 2月21日 33巻8
号

遊闘
161

極限決闘！！ 次号、「遊☆戯☆王」に重大発表があるらしい…
………期待してくれ！！

Ｇ（グールズ）の刺客！！！　黒の使い手
が！！

黒の力よ爆発せよ！！ ～発売中　決闘の聖書をチェックせよ！！ 真の使い手を教えてや
るぜ！！

アニメ化 2000 11 2月28日 33巻9
号

遊闘
162

魔術戦！！ という訳で、アニメ化が決定しました！！迫力あ
るデュエルがみれそうなので期待です！！

奇術師の戦略を読み　遊戯召喚成功！！ 行け！！真の決闘魔術見せ
ろ！！

激突！！拮抗！！黒
に塗りこめるのはどっ
ちだ！！

2000 12 3月6日 33巻
10号

遊闘
163

十字の罠 近所のイタ飯屋の一人前はハンパじゃない！！
これを食いきれるというのか！？　俺は食べた

黒の魔法戦互角！！　死闘続
行！！

決闘とは魂！！　燃や
せ！！遊戯！！魂
を！！

2000 13 3月13日 33巻
11号

遊闘
164

よみがえる魂 最近、やりそこなったゲームをやってます。朝ま
で目を真っ赤にはらしてやってます！！

魂と魂！！　それが決闘者の
力！！

犠牲！！ 魂（スピリット）は必ず
勝つ！！

次号、遊戯の前につい
にマリクが！！　もう一
枚のレアＣ（カード）とは
…！？

2000 14 3月20日 33巻
12号

遊闘
165

石板の記憶 遅くなりましたが、バレンタインのチョコありがとう
ございます！！今も食べ続けています

カードの守護者よ　襲撃者を撃
て！！

カードを信じる力が勝
つ！！

それぞれの思惑を胸に
バトルシティは走
る！！

2000 15 3月27日 33巻
13号

遊闘
166

未来を見る眼 ＰＳ２ついに発売！！これを機にＤＶＤで旧作の
ソフトをどんどん発売してほしいです！！

バトルシティ続行！！　決勝戦を目指し、火
花散る！！

友よ……その未来（さき）を見
ようぜ！！

大事な人の為に城之内
の負けられぬ決闘！！

2000 16 4月3日 33巻
14号

遊闘
167

とりつかれる！！ ブルーというアメリカで人気のあった、かわいい
キャラがあまり日本に入らず、ブルー

城之内の相手は強豪羽蛾！！ 俺が闘る！！光を求めて！！ 負けられない！！光へ
翔ぶんだ！

次号、さらなる羽蛾の
猛攻！！城之内の起
死回生策とはっ！？

2000 17 4月10日 33巻
15号

遊闘
168

虫！！虫！！
虫！！

最近、春のせいか、眠い。本を読んでは寝てしま
い、映画を観ては寝る。困ったもんだ

遊戯（ゲーム）が作るあったか
い輪！！

恐怖の虫戦略（インセ
クトタクティクス）！！

虫撃破！！行くぜ！！

2000 18 4月17日 33巻
16号

遊闘
169

包囲網！！ 米（アメリカ）で買ってきた、自動カードシャッフ
ラー。結構、いい感じで決闘には欠かせませ
ん！！

頭脳勝ち！！罠で撃破！！ 完全無欠の攻撃を打ち破
れ！！

夢へ未来へ一歩前進
だっ！！

次号、巻頭カラー
だ！！本格的に動き出
したグールズの力と
は！？

巻頭
カ
ラー

2000 19 4月24日 33巻
17号

遊闘
170

迫り来る神！！ ごんぶとり遊戯と寿司屋に行った。奴は、１００個
も食べてしまった！！その喰いっぷりに仰天
だ！！その調子で決闘も精進してくれ！！

バトルシティ！！激突の予感 ☆アニメ放送カウントダウ
ン！！　巻頭カラー　決闘の闘
将たちよ！その手の一枚に賭
けよ！！己の魂を！！

神のカードを探る”眼”
が決闘者をみつめ
る！！

神の爪が遊戯をひきさ
くのか！？

ＷＪ
王様
表紙

2000 20 5月1日 33巻
18号

遊闘
171

千年の対決！！ 毎週火曜日の「遊戯王」のアニメで、キミの家の
食卓は、決闘場に変わるぜ！！！！！！

マリクｖｓ遊戯だ！！ 遙か幾千年の時を越え…魂は
ぶつかり合う！！己の存在を
賭け死闘場へ臨め！！

頂上対決！！全てを賭
し挑め！！

2000 21,22 5/8,5/15 33巻
19号

遊闘
172

悪夢召喚 ゴールデンウィークはちょっと旅行に行く計画を
立てています！！海もいいなぁ……

凄まじき読み合い！！頂上決
戦にふさわしい決闘！！燃え
よ遊戯！！”神”を倒せ！！

超ド級の恐怖が迫
る！！神を打ち破
れ！！

2000 23 5月22日 33巻
20号

遊闘
173

絶望のコンボ 来週は取材でパワー補充のため一週お休みさ
せていただきます。２５号でまた会いましょう

悪夢か…最凶竜出現！！ 破壊の凶神を迎え撃て！！遊
戯！！

運命は呼び合い導き合
うのか…！？

高橋先生取材のため
来週は休載させていた
だきます。

アフ
レコ
写真

2000 24 5月29日 33巻
21号

やすみ アフレコ写真

巻頭
カ
ラー

2000 25 6月5日 33巻
22号

遊闘
174

神のコンボ！！ ちょっと前になりますが、「ＰＲＩＤＥグランプリ」で
桜庭選手がホイスを倒す！！何日も過ぎた今で
も興奮と感動がさめません

神との激突！！燃えよ！！遊
戯！！

闘気充満！！カードよ！！俺を信じよ！！敵が
いる限り俺達は勝つ！！

絶対無比！！オシリス
攻略法は！？

海馬の忠告の意味は
……遊戯の勝機
は！？

2000 26 6月12日 33巻
23号

遊闘
175

決闘者の可能性 まずいことに体脂肪率が肥満ゾーンに突入！！
またスイミングジムに通うことにしました

圧倒的な”神”の力！！遊戯よ！！立
て！！

立ち向かう者にだけ運命は扉
を開くんだ！！

神を撃て！！遊戯のコ
ンボ！！

2000 27 6月19日 33巻
24号

遊闘
176

神墜つ ついに、ごんぶとりと決闘真剣勝負！！やはり俺
の敵ではなかった！！修行してまた来い！！

最後の賭け！！あくまで立ちむかうぜ！！ カードの中に勝利がみえ
る！！

神…墜つ！！覇者　勝
利の地平に立つ！！

2000 28 6月26日 33巻 遊闘 その敵を撃て アニメの声優さんたちと飲み会を開く。皆のＰ（パ ”神”のカードを撃破！！遊戯！！”神”を越 途方もない力（タッグ）2000 28 6月26日 33巻
25号

遊闘
177

その敵を撃て アニメの声優さんたちと飲み会を開く。皆のＰ（パ
ワー）があふれて作品に反映されていると実
感！！

”神”のカードを撃破！！遊戯！！”神”を越
える！！

途方もない力（タッグ）
がグールズを追いつめ
る！！



2000 29 7月3日 33巻
26号

遊闘
178

それぞれの決闘！！ うちのスタッフの伊藤くんが４月に晴れて結
婚！！アキラくん（はあと）ゆりこさんおめでと
う！！

マリクの黒い計画が童実野町に近づく！！ 最後の”神”が遊戯を狙う！！ 千年の力を持つ男
達！！危険な出会
い！！

2000 30 7月10日 33巻
27号

遊闘
179

全力で行け！！ ＪＣの１９巻が７月４日に発売になります！！魔
術師対戦を収録しています！！よろしくねっ！！

交差する熱い意思！！決闘の
街（バトルシティ）はすべてを乗
せてｈ走る！！栄光へ！！

マリクと獏良！！千年
の意思がよびあう！！

本気（マジ）になった
ぜ！！ぶっとばせ！！
城之内！！

2000 31 7月17日 33巻
28号

遊闘
180

海の恐怖再び！！ 友達の結婚式で名古屋に行きました。ひつまぶ
しを食べてきました！！うまかったです！！

城之内ｖｓ梶木！！本気の決闘！！ 歴戦の勇士たち！！そして俺
達を支える最強相棒（デッキ）

１９巻７月４日（水）発売 悪の契約か！？ マリクと獏良のたくらみ
が城之内を撃つ！！遊
戯は！？「ら抜け」誤字

2000 32 7月24日 33巻
29号

遊闘
181

海攻略 仕事場で恐い話のビデオをスタッフみんなで見て
います！！そろそろそういう季節だし…

究極の海モンスター！！城之内、ヤバい
ぜ！！

自らを傷つけた獏良！！その
真意は！？千年の悪意が結合
する！！

強敵にこそ熱くな
れ！！

2000 33 7月31日 33巻
30号

遊闘
182

戦士に賭けよ！！ 毎年恒例の「としまえん」ツアーの計画を立てて
ます！！今年もやっぱり泳ぎまくるぞ！！

剣に賭けよ！！魂で倒せ 城之内快勝！！しかし
…梶木に何が！？

2000 34 8月7日 33巻
31号

遊闘
183

決闘の理由！！ 久しぶりに同窓会を開きました。なつかしい連中
と久々に飲んでかなり盛り上がりました

照りつける太陽！！どこまでも
海！！この場（フィールド）では
誰にも負けない！！夏とも決
闘じゃ！！

城之内勝つ！！しか
し、なぜ梶木はこの
カードを…！？

誇り高き決闘者よ！！
邪を撃ちぬけ！！

2000 35 8月14日 33巻
32号

遊闘
184

死の決闘場（デュエ
ル場）

「ＤＭⅢ（スリー）」をやっているが、どうにも欲し
いカードが入手できず。誰かデータをくださ
い！！

疾駆（しっく）する街を駆け抜け
よ！！己の魂のスピード
で！！

城之内のもとへ急げ！
マリクの魔手におとす
な！！

闘いをけがす者を許す
な！！

カ
ラー
表紙

2000 36，
３７

8/21.28 33巻
33号

遊闘
185

神よよみがえれ Ｇ４キューブ！！またまたやってくれました！！こ
の間Ｇ４買ったばかり。そりゃねえよ！！

遊戯よ！！海馬よ！！グールズを許す
な！！

☆神よ！！燃え上がれ！！絶
好調センターカラー

轟け！！決闘魂！！怒りもて敵を撃て！！至高
の決闘者達よ！！燃え上がらせろ！！怒りの神

結束とは己の身で示す
ものだ！！表紙

海闇
オベ

３７ 33号 185 の間Ｇ４買ったばかり。そりゃねえよ！！ な！！ 好調センターカラー の決闘者達よ！！燃え上がらせろ！！怒りの神
を！！

ものだ！！

2000 38 9月4日 33巻
34号

遊闘
186

結束の怪物（モンス
ター）！！

８月２０日のＡＣＳ（アジアチャンピオンシップ）の
会場は全国からの決闘者の熱気で、熱く熱く盛り
あがっていたぜ！！

遊戯のクリボーが海馬を危機から救っ
た！！

仲間を裏切らないのが魂の決
闘者だ！！

呼びだせぬなら蘇生さ
せるまでだ！！ほえ
ろ！！青眼！！

2000 39 9月11日 33巻
35号

遊闘
187

本当の結束！！ 担当のＨ氏がＯＣＧ「遊戯王ＤＭ」の台湾大会を
視察に行った。俺も行きたかったなぁ～

相克する光と影！！そして勇
気と力！！運命をのせ決闘は
走っていく！！勝利へ！！

敗れない壁を２人の力
が破った！！

ケタ違い！！最強の
タッグを恐れよ！！

2000 40 9月18日 33巻
36号

遊闘
188

力　結合！！ ＪＣ「遊☆戯☆王」２０巻が９月４日に発売！！オ
シリスｖｓ遊戯戦を収録！！よろしくねっ！！

与（あずか）り知らぬ力！！より強い力
だ！！

誇りよ！！ふりそそげ！！力
持つ者たちを祝福せよ！！俺
達の力に負けはないぜ！！

猛々しき結束の力！！
力と力よ！！百万倍に
なれ！！

ＷＪ
表紙

2000 41 9月25日 33巻
37号

遊闘
189

最強召喚！！ スピルバーグ関連のＤＶＤがこれから発売に。お
気に入りの「ジョーズ」を久しぶりに見た。傑作で
す

己の手の中にある最強！！恐
れない！！立ち止まらな
い！！進め！！決闘者よ！！

☆タッグバトル燃えあがる！！巻頭カラー（王様
とオシリス：クリアファイル絵）

起死回生！！ 一撃！！おそれよ！！
究極神激打！！

2000 42 10月2日 33巻
38号

遊闘
190

約束の場所 ゲーセンの金魚つかみゲームで金魚が一匹とれ
てしまったものだから飼うハメに……

神の一撃！！爆殺！！ 地上の全ての者よ！！おそ
れ、たたえよ！！力強き決闘
神を！！

運命の地へ！！最大
そして過酷な決闘
へ！！

2000 43 10月9日 33巻
39号

遊闘
191

運命の場所 いつもＦＬありがとう！！なかなか返事書けませ
んが、皆のＭ（モンスター）も参考にしています
よ！！

千年の闇の力よ…邪悪なる力
よ…従僕をしたがえ、そのたく
らみは如何（いかん）…

”人形”にされた２人…
牙をむくのか！？

過酷な決闘開戦
か！？

2000 44 10月16日 33巻
40号

遊闘
192

望まざる対決！！ ちょっと前ですが、仕事をしてても、オリンピック
が気になりＴＶに目が釘付けに……

操られし親友！！届け！！遊戯の叫
び！！

過酷な決闘！！倒すべきは親
友（とも）！！！

その眼は死なない！！
立ちどまるな！！

2000 45 10月23日 33巻
41号

遊闘
193

心への砲撃 仕事場の引っ越しを計画しています。問題なの
はフィギュアやおもちゃの山………

心に響く一撃！！目を覚ませ！！城之
内！！

痛みをこえろ！！心をとりもど
すんだ！！遊戯！！

”心”切り札だ！！

2000 46 10月30日 33巻
42号

遊闘
194

誇り（プライド）のカー
ド

コナミで遊戯王会議が開かれました。議題はご
んぶとり遊戯のバツゲーム！！ニヤッ…

残酷な運命を乗りこえろ！！ 城之内君！！この小さなカード
に友情がつまってるんだ！！

固い決意は必ず心を開
く！

2000 47 11月6日 33巻
43号

遊闘
195

もう１人の決意 来週は取材のため、休載させていただきます。Ｐ
Ｕ（パワーアップ）して戻ってくるのでよろしく
ねっ！！

痛みよ！！伝われ！！この鎖
のように断ちきれない絆のため
に！！

真紅眼の一撃！！城
之内は目覚めるの
か！？

運命よ三人を救え！！

2000 48 11月13日 33巻
44号

休み 休み

2000 49 11月20日 33巻
45号

遊闘
196

一片の重み 道路で、遊戯王カードの袋がたまに落ちていま
す。あけた後のいらない袋は、きちんとゴミ箱に
捨てるのが決闘者のマナーだぞ。

センターカラー 黒き飛竜よ！！紅蓮の悲しみ
で友を撃て！！

”敵”城之内にパズルを
託した意味は……！？

涙もて、撃て！！友の
ために！！

2000 50 11月27日 33巻
46号

遊闘
197

生死の一枚 久しぶりにアニメのスタッフと飲みました。大勢の
人に支えられている事を痛感です！！

猛る魔獣！！城之内の心をと
りもどせるか？

極限の選択！！死の
魔法が降るのか！？

次号、城之内が遊戯に
とどめをさす！？緊迫
の決闘に終止符
が！？

2000 51 12月4日 33巻
47号

遊闘
198

友情に向けて撃て 海外へ取材に行くと、おなかが減って、すごく食
べてしまい、健康的になるのは何故！？

その手に運命の１枚　城之内
はトドメをさすのか！？

飛竜よ　砲撃という名
の涙を友情にかえ
よ！！

2000 52 12月11日 33巻
48号

遊闘
199

ボク達の宝 連載表彰式に出席しました。いつの間にやらボク
も古株になったなぁ…と実感しました

真紅眼の一撃で遊戯の鍵が！！ 信念を呼べ！！守れぬものな
どない！！

守るべきもう１人の者
…だがマリクの視線の
意味は！！

ＷＪ
カ
ラー
表紙
赤王

2001 1 1月1日 34巻1
号

遊闘
200

見ることの遊戯 ２００回４周年を無事迎えられました。皆さんの応
援のおかげです。これからもさらにふんばります
のでよろしくお願いします！！

目覚めてはならぬ最後の竜が憎しみと共に
甦る！！遊戯者よ！　４周年突破記念巻頭
カラー

遊☆戯☆王４周年突破ありが
とう！！決闘者よ共に進も
う！！

俺の勇気（カード）達よ！！集え！！光の彼方へ
舞え！！

最強を目指す全ての者
達！！集え！！史上
最大の決闘開始！！

2001 2 1月8日 34巻2
号

遊闘
201

決戦の闘士達！！ ２０世紀最後のイベントとして、スタッフとの旅行
を計画中！！ＣＤ（カウントダウン）ごとに飲みま
くるぞ！！

遅れんなよ！！仲間達！！走
るぜ！！バトルシティ決戦
へ！！

勝利を獲れ！！ 激戦！！激闘！！開
戦！！！

１回戦の組み合わせ
は！？そこにかくされ
た恐るべきワナと
は！？

2001 3,4 1/10,15 34巻3
号

遊闘
202

闘技場の者たち ２１世紀の目標は、規則正しい生活にきりかえ、
毎日運動して、好き嫌いをなくすぜっ！！

闘いのコロシアムで闘士達が燃えあが
る！！

決闘者を待つのは大空
の闇！！そしてもう１人
の闇よりの使者！？

１回戦開始！！遊戯の
相手は一体誰だ！？そ
して意外なカード
が！？

2001 5,6 1/17.22 34巻4
号

遊闘
203

一回目の敵！！ いよいよ２１世紀！！今世紀こそ、ＵＦＯ，超能
力，心霊，ＵＭＡ（ユーマ）をきっぱり解明してく
れ！！

決勝の舞台は空へ！！　決闘者の高みを
目指せ！！

天空の闘技場で運命を決せ
よ！！

１～２２巻発売　カードの原点がここに！！ 千年の激闘が、暗く燃
え上がる！！

次号、遊戯のデッキに
異変が！？　千年の闘
いの行方はどうな
る！？

2001 7 1月29日 34巻5
号

遊闘
204

潜む者！！ 年末にスタッフと旅行に行きました！！この時期
なのに、ちょっと日焼けしてきました！！

バトル・シティ決勝！！　初戦に千年の闘
い！

死闘から視線をそらすな！！ 恐怖の特殊能力と
は！？

次号、恐るべきカード
が遊戯を襲う！！　対
抗する術はないの
か！？

2001 8 2月5日 34巻6
号

遊闘
205

怨念の魂！！ 年末の大掃除で１年半ぶりぐらいに机の上を掃
除しました！！でも、すぐちらかるかなぁ

形勢一気に逆転！！ 墓地の魂が恐怖をよぶ！！ 死へのカウントダウンを
止めろ！！遊戯！！

2001 9 2月12日 34巻7 遊闘 折れない闘志 新年会で久々に作家さん達とお会いしました。 完璧に追いつめられた！！だが、あきらめ とぎすまされた鋭利な視線に折 逆転のカードは！？ 最後のターンに遊戯が2001 9 2月12日 34巻7
号

遊闘
206

折れない闘志 新年会で久々に作家さん達とお会いしました。
色々話ができて、とても楽しかったです！！

完璧に追いつめられた！！だが、あきらめ
の先に勝利はないぜ！！

とぎすまされた鋭利な視線に折
れない心よ！！燃えあが
れ！！

逆転のカードは！？ 最後のターンに遊戯が
立てた戦略とは！？次
号、決着かっ！？



2001 10 2月19日 34巻8
号

遊闘
207

１ターンの死闘！！ 今、スタッフの間で麻雀がはやりつつあります！
早くＲ（ルール）を覚えてオレに挑戦しなさい！！

次のカードで撃ちぬくぜ！！
カードは決闘者の魂の弾丸
だ！！

ターンがあるうちは敗
北はないぜ！！

大空（たいくう）を震わ
せろ！！雷鳴をまとい
し竜よ！！神の一撃
を！！

2001 11 2月26日 34巻9
号

遊闘
208

撃てるのか！？ 「モー娘」ドンジャラでスタッフと仕事場は大盛り
上がり！！ヒイキの娘（ムス）を狙うと負けちゃう
ぜ！！

舞い降りよ！！至高の竜よ！！ 伝説を目にやきつけろ！！絶
対無比の、その姿を！！

獏良の計略が遊戯の
前途に立ちふさがるの
か！？

2001 12 3月5日 34巻
10号

遊闘
209

絆のために！！ 小川、ヒクソン戦は本当にやるのか！？　やるな
ら何をおいても、絶対見に行きたい！！！
！！！

邪悪なる意思…未完の対戦なのか！？ 千年の闘いとはかくも過酷に運
命を弄ぶのか！？

天空を轟かし、第２ラウ
ンドスタート！！

2001 13 3月12日 34巻
11号

遊闘
210

神殿の罠！！ 最近Ｆ（フィクション）なのかＤ（ドキュメント）だか
分からない番組が多い！！でも、だまされて見る
のが一番楽しいよね

罠使いｖｓ城之内！！　緊迫のスタート！！ 黒き雲がおしよせる！！不吉
なる千年の刺客が睥睨（へい
げい）する！！城之内よ！！
魂で撃て！！

～巻発売　決闘者よ　書店へ急げ！！ もがくほどハマる！！
無限の罠をしのげ！！

2001 14 3月19日 34巻
12号

遊闘
211

死の罠の世界！！
（トラップワールド）

バレンタインのチョコを送って下さった方、ありが
とうございます。Ｓ（スタッフ）一同頂いていま
す！！

地獄の罠世界に踏み込んだか！！ 闘志だけは失うな！！決闘者
の眼は死ねない！！

冥界より来りし罠！！
まだ見ぬ恐怖！！

2001 15 3月26日 34巻
13号

遊闘
212

決闘を継ぐ者 不覚にもカゼをひいてしまいました。これが、また
しつこい…早く誰かにうつさねば…

まだ見ぬ恐怖！　罠モンスターが城之内を
追いつめる！！

未だ知らぬ恐怖へ向かって行
け！！その先には必ず勝利が
待つ！！

全力で闘った者は裏切
れないぜ！！

2001 16 4月2日 34巻
14号

遊闘
213

意外なる１枚 半年ぶりに新しい出前メニューが仕事場に。頼ん
だけど、おいしくなくて、ガッカリ！！

出よ！！決闘者の魂！！走りつづけるため
に！！至高の場所へ向かうために！！

最大の窮地から城之内
生還！！

異形の物が呼び覚ます
神という名の恐怖！！

ＷＪ
表紙

ｗｊ表紙 2001 17 4月9日 34巻
15号

遊闘
214

復讐の一族！！ 今、ゼルダに大ハマリ！！Ｇ（グラフィック）が凄く
なる一方で、記号的ゲーム性の面白さを改めて

神殿を守りし憎悪が城之内を
襲う！！

千年の深き悲しみが城
之内をとらえるの15号 214 なる一方で、記号的ゲーム性の面白さを改めて

痛感！！
襲う！！ 之内をとらえるの

か！！

2001 18 4月16日 34巻
16号

遊闘
215

一族の証！！ 次号は取材のため、１週お休みさせて頂きます。
パワーアップして、帰ってきます！！！　！

一族の暗き運命が城之内を撃
つ！？

あふれでる恐怖！！
その憎悪は何を生むの
か！！

次号、作者取材のため
休載させていただきま
す

2001 19 4月23日 34巻
17号

やすみ

2001 20 4月30日 34巻
18号

遊闘
216

神の裁き！！ Ａ（アニメ）スタッフと一周年を記念して飲みまし
た！！ペガサスＪａｙ二郎さんはイカした人だ！！

ためらいの果てにリシドは”あのカード”を使
う！！

おそれよ　神の恐怖を猛々しき
爪を！！

底知れぬ憎悪と底知れ
ぬ闇が扉を開けた！！

次号、衝撃の結末！！
そして、３戦目の意外な
組み合わせとは！？

2001 21.2 ５月７日．１
４日

34巻
19号

遊闘
217

闇の目覚め！！ この前、横浜中華街に中華料理を食べに！！中
華のハシゴで、さすがに中華はもういいや

太陽神の怒りにふれ倒れたリシド！！そし
て異変はマリクにも襲いかかった！！

闇より黒き闇……………千年
の鼓動と共に目覚める………

運命という名の黒き口
が牙をむき決闘者をの
むのか！！

2001 23 5月21日 34巻
20号

遊闘
218

決闘者一人 金魚キャッチャーでとってきて飼ってる金魚が巨
大化しすぎて、もう水槽がもちまえん！！

１回戦３戦目開戦だ！！ 闇よ！！闇よ！！汝が愛す邪
悪なる魂を解き放て！！千年
の永き憎しみのために！！

１人じゃない！！信じよ
う！！闇を吹きとばす
ために！！

2001 24 5月28日 34巻
21号

遊闘
219

漆黒のゲーム 最近、体重が増えてしまったので夏に向けてＦＣ
（フィットネスクラブ）に通おうと思ってますが、遅
いか……

美しく獲物を制すか！！闇に
全てをとかすか！！暗黒決闘
開始（スタート）！！

もう１人のマリクの恐怖
の宴が始まる！！

闇の幻惑から戻るん
だ！！

2001 25 6月4日 34巻
22号

遊闘
220

折れない決闘者 ドラマのロケ現場に偶然出くわして、女優のＦ．
Ｎ．を目撃しました！！東スポみたい！？

闇の決闘！　危険度はＭＡＸ！！ 命が闇に削られてゆく！！漆
黒の空間に決死の決闘が塗り
込めれらる！！

禁断のカードをゲッ
ト！！　神は荒れ狂う
か！？

2001 26 6月11日 34巻
23号

遊闘
221

神を降せ！！ 遊戯王、海外進出のため来週渡米してお休みで
す。取材もかねリフレッシュしてきます。

最強の神のカードを奪取！！舞の反撃が始
まるか！？

闇の決闘者！！深き黒き闇の
谷底より来たリし者！！千年の
復讐よ！！

これが神の姿！？舞に
訪れる運命は栄光か敗
北か！？

次号、作者取材のた
め、休載です。

2001 27 6月18日 34巻
24号

2001 28 6月25日 34巻
25号

遊闘
222

神の目覚め！！ ロスでいきなり橋本真也選手に遭遇！！僕と担
当で裸でバチーンとやってもらい、感激！！

闘いの闇に戦慄の太陽がのぼ
る！！

神召喚は成功か？ まさに絶大無比！！無
力なる人よ！！立ち向
かえ！！

次号、ラーの力が炸
裂！！その時、城之内
は……！？

2001 29 7月2日 34巻
26号

遊闘
223

闇の深み！！ ファンレターいつも、ありがとうございます。とて
も、元気の素になっていますよっ！！

マリクの手に渡った神！！　闇の宴の始まり
なのか！？

恐怖機動！！　暗黒へ向かっ
て！！

憎しみを受け入れ
よ！！友情のため
に！！

2001 30 7月9日 34巻
27号

遊闘
224

「未来」の始まり！！ 何げに、もうすぐ稼働するＶ（ヴァーチャ）ファイ
ター４が気になる。またゲーセンに通いそう……
…

太陽神（ラー）の一撃を魂で受けとめた！！ 千年の扉を開け、襲いくる闇に
立ち向かえ！！力よ！！魂
よ！！歯をくいしばれ！！

運命という激流にそれ
ぞれが立ち向かう！！

次号、海馬のデッキに
異変！？未来を変える
事は可能かっ！？

2001 31 7月16日 34巻
28号

遊闘
225

海馬開戦！！ 最近見たい映画が目白おし！！たまには映画の
ハシゴを計画中！！上映中ＰＣ（ポテトチップ）食
わないぞ！！

運命は、まためぐりくる！！　予期せぬ流れ
になって！！

閃光の決闘者！！選ばれし稲
妻！！　海馬！！

「遊☆戯☆王」の決闘を振り返ろう！！「遊☆戯
☆王クリニクル」は８７Ｐへ！！

手のとどかない未来は
ない！！運命に抗
え！！

2001 32 7月23日 34巻
29号

遊闘
226

「神」が選びし者 うちの仕事場でスタッフの１人が夏バテで倒れま
した。みんなも気をつけようねっ！！

待ちうける未来！！切り開く未来！！戦い
の果ては！？

現在を戦う者！！　海馬！！ 神の選択は誰だ！？ 次号、運命が海馬をピ
ンチに！？海馬に残さ
れた最後の手とは！？

2001 33 7月30日 34巻
30号

遊闘
227

昏き墓穴 １０年ぶりに動物園へ行きました。恥ずかしなが
ら初めてパンダを見てきました………

オベリスクは勝利の神か！？　それと
も！！

視線よ！！未来を指し示
せ！！強者のために！！

闘いがある限り決闘者
の未来は続く！！

2001 34 8月6日 34巻
31号

遊闘
228

巨神壊滅！？ 夏休み！恒例の「としまえん」ツアーを今年も予
定！とびこみＰ（プール）で度胸試しするぞっ！！

決闘者だけに見える！燦然たる勝利の未
来！！

背中合わせの運命！！交差す
る宿命！！決闘者よ！！猛々
しく立ち向かえ！！

破滅への一撃は未来
の必定なのか！？

2001 35 8月13日 34巻
32号

遊闘
229

蒼い記憶！！ 夢でラスヴェガスという所へ行って、カードとかを
やって、ちょっと勝ちましたよ！！

破滅への召喚か！？最強の誕
生か！？

攻撃すなわち敗北！！
海馬の命運は！？

神よりも気高く美しき龍
が未来を超えるか！？

2001 ３６，
３７

８／２０，２
７

34巻
33号

遊闘
230

未来撃破 夏の赤マルジャンプでうちのアシスタントの後藤
君が読切を描きます。皆、読んでね！

至高龍召喚か！？ 崇高なる蒼白き炎　天空に還
る！！

新たな運命が襲う！！

2001 38 9月3日 34巻
34号

遊闘
231

過去の闇 輸入ＤＶＤを見ようと思い、海外版ＰＳ２を入手。
が英語が分からなくて見てません

何故　海馬にその古代の秘密はささやくの
か！？

その錫杖（ロッド）…千年の闇
より来る決闘者達を貫く運命の
槍！！

王の意思とは！？ 次号、マリクの過去と
は！？そして準決勝に
立ち向かう決闘者達に
…！？

2001 39 9月10日 34巻
35号

遊闘
232

一族の闇！！ ＶＦ４にハマって、僕もゲーセンに通ってます。
久々にゲーセンに活気が戻ってきた。

千年アイテムある所に謎の男あり！！ 千年の鍵が決闘者達の前に
徐々に形をなす！！

シャーディーの真実
は！？　運命は全てを
傷つけるのか！？

2001 40 9月17日 34巻
36号

遊闘
233

闇の闘争！！ 総合格闘技界で一番気になるのは猪木軍対Ｋ
－１の対抗戦！とっても熱いです！！

魂は震える！！曇りなき双眸
に！！

闘いのつかの間……
決闘者達の想いが満ち
ていく……

争うべき闘うべき千年
の力の激突！！

2001 41 9月24日 34巻 遊闘 闇ｖｓ闇 アメリカで放映される遊戯王のプロモビデオ見ま 荒ぶる風が邪悪な対決を呼ぶ！！ かかってきな！！運命よ！！ とどまることなき闇の暴 闇の決闘に意外な罠が2001 41 9月24日 34巻
37号

遊闘
234

闇ｖｓ闇 アメリカで放映される遊戯王のプロモビデオ見ま
した！ＢＭＧがラップでクールだ！

荒ぶる風が邪悪な対決を呼ぶ！！ かかってきな！！運命よ！！
荒涼とした闘いの地平も俺が
切り開くぜっ！！

とどまることなき闇の暴
走！！消えるのは！？

闇の決闘に意外な罠が
…！？次号、消えるの
はどっちだ！？



2001 42 10月1日 34巻
38号

遊闘
235

崩れゆく闇！！ 「遊戯王」のＡ（アニメ）のアメリカスタッフと寿司
屋へ。アメリカ人の寿司好きにも程があるぞ！

獏良ｖｓマリクの闇深く！！ 闇を超えた闇！！闇を切り裂く
闇！！塗り込められた憎
悪！！消えさるのは貴様
だ！！

ついに２番目の恐怖が
目を覚ます！！

2001 43 10月8日 34巻
39号

遊闘
236

暗黒の神生誕！！ 時間が足りなくて、ヴァーチャ修行ができねえ！
みんな強くなってくのであせるぜ！

神の発動か！？ 運命の逆流よ！！流れよ！！
吠えよ！！決闘者とは、とまど
う事なき魂達の事だ！！

暗黒さえつき抜けたマ
リク！！闇はどこまで
深いのか？

次号、ついに準決勝の
舞台へ！！そして決闘
者達に過酷な運命が訪
れるっ！！

2001 44 10月15日 34巻
40号

遊闘
237

死闘前夜！ 偶然、ＦＦの監督とお会いしました。サインをいた
だいて、ありがとうございました！！

恐るべき太陽神（ラー）！！命
に代えて闇滅ぶ……！！

闘いの太陽が登る！！
死闘の島が曙にそま
る！！

2001 45 10月22日 34巻
41号

遊闘
238

決戦の陽は昇る！！ 去年、飼い始めた金魚が３倍位の大きさに！！
これから一体どうなってしまうのだろう…

船は決勝の地へ！！昇れ！！闘いの
陽！！

運命がたどりつく先、魂がこが
れた最終決勝地！！

戦わざる者に栄光な
し！！魂の高みを目指
す故に戦う！！

2001 46 10月29日 34巻
42号

遊闘
239

クロスする魂！！ 今、サイレント・ヒル２にハマっています。毎夜、
怖いと思いつつＣ（コントローラー）に手を伸ばし
ます。

準決勝の組み合わせをかけ、クロスバトル
開始！！

声なき限りない闘志が叫
ぶ！！己の魂のその向かう場
所に向け！！

人は闘いの中にこそ真
に大切なものを見
る！！

2001 47 11月5日 34巻
43号

遊闘
240

迫撃！！追撃！！ 昔とった、スキューバのライセンスが眠ったまま
です。海に行きたくなってきました。

四人の超絶死闘（バトルロイヤル）開始！！ １１月３日放送分からＴＶアニメ
のＯＰ・ＥＤがリニューアル「wild
drive」「楽園」

交差する意思！！運命
を選ぶのは誰だ！！

2001 48 11月12日 34巻
44号

遊闘
241

標的を見据えよ！！ 来週は取材のため一週お休みさせていただきま
す。パワーアップして戻ってきますよ！！

交錯し、ぶつかりあう！決闘者たちの意思と
思惑（おもわく）！！

次なる闘いを見据えて吠え
よ！！決闘者の魂！！

遊戯のターン！！その
矛先は！？

次号、作者取材のため
休載させていただきま
す。

2001 49 11月19日 34巻
45号

やすみ
45号

2001 50 11月26日 34巻
46号

遊闘
242

真の決闘者 長年一緒だった担当さんが変わりました。島田さ
んヨロシクね。瓶ちゃんありがとね。

相撃つ決闘者たち！真の勝者は誰だ！？ 求めよ！！真の決闘者の
魂！！

因縁の決闘へ！！ ついに準決勝の舞台
へ！！驚きの戦場（バ
トルフィールド）が明ら
かに！！

2001 51 12月3日 34巻
47号

遊闘
243

最終ステージへ！！ 久しぶりにアニメのスタッフの皆さんと飲み会を
開きました。とても楽しかったです！

宿命と因縁を迎え撃て！！ 準決勝開戦！！ 囚われた魂を救え！熱
き心もて　いざ闇の只
中へ！！

闇のゲームに突入した
城之内！待ち受ける恐
るべき罠とは！？

2001 52 12月10日 34巻
48号

遊闘
244

地獄の歌 鼻のてっぺんにできたおできが真っ赤に腫れて
…みっともないったらありゃしません！

沸き出ずる闇…！！凍らすな！！決闘者の
魂！！

闇の抗え！！誇り高き決闘者
よ！！

闇の戦略に運命が惑
う！！

2002 1 1月1日 35巻1
号

遊闘
245

死の闇に墜つ！？ いまだにしし座流星群を見忘れたことが残念でな
りません。起きてたのになー、あの時間…。次は
いったいいつになるのかな。

闇へと誘う地獄の詩…決闘の運命は墜ちゆ
くのか！？

吠えよ！！決闘者！！奮い立
つ魂で闇に抗え！！

砕け！！闇の魔
手！！

2002 2 1月8日 35巻2
号

遊闘
246

灼熱の檻！！ うちのアシスタントのＳ君は映画ハリーポッター
の主役にそっくり！！まさに和製ポッターだ！！
魔法で原稿仕上げてほしいぞ！！

果てなき夢の為　己が道を行
け！誇り高き決闘者よ！！

魂と勇気が死の罠を越
える！！

灼熱の炎の檻に運命
が揺らぐ！！

2002 3 1月15日 35巻3
号

遊闘
247

逆境を貫く稲妻！！ 年末は12/31猪木祭さいたまスーパーアリーナ、
年始は１／４新日東京ドーム。プロレス観戦で終
わりプロレス観戦に始まる予定。

不敵なる灼熱の檻が閉ざす決闘の光！！
魂の灯りすら蝕むのか！？

特報！！公式カードカタログ
「ザ・ヴァリュアブル・ブック４」２
００２年１月２５日（金）発売決
定！！詳しくは次号で！！

意思を掲ぐか…！！野望に墜つか…！？ 至高の戦士よ！稲妻の
剣技で闇を切り裂
け！！

次号、城之内の切札、
ギルフォード・ザ・ライト
ニングの剣技が炸
裂！！

2002 4,5 1/17,22 35巻4
号

遊闘
248

神　第３の能力 今年も一年間どうもありがとうございました。来年
もとりあえず行けるところまでがんばりますので、
ヨロシクお願いします。

友とともに闘う！そのまなざし
の先に勝利を信じて！！

２００２年は元旦から遊戯王 至高のしもべよ！闇を
打ち砕け！！

走る戦慄！！第３の能
力とは！？

2002 6,7 1/23,29 35巻5
号

遊闘
249

不死鳥　舞う！！ 今年こそはディズニーシーとかユニバーサルスタ
ジオジャパンとか温泉とか行って…！　…いや、
行きたいと思っています。

友よ！！突きすすめ勝利への
道（ロード）！！誓いを胸に…

荒ぶる熱炎！！猛る劫
火（ごうか）！！神から
今、降り立つ！！

志半ば…城之内、散
る！！

2002 8 2月4日 35巻6
号

遊闘
250

未来への光！！ 忘れていましたが、明けましておめでとうござい
ます。送ればせながら、たくさんの年賀状本当に
ありがとうございました。

決闘者よ…闇（現在）に惑う
な！！光（未来）を信じよ！！

炸裂した恐るべき神の
劫火！！城之内、つい
に屈す！？

信じる力が奇跡を呼
ぶ！！

巻頭カラー 2002 9 2月11日 35巻7
号

遊闘
251

空を裂く鬨（とき）の
声

みなさんのおかげで５周年をむかえることができ
ました。ありがとうございます。

過酷なる現実を越え　運命の決闘者へ！！ ５周年突破！宿命の対決の幕
が開く－巻頭カラー

刮目せよ！！宿命と運命が導く闘いのロー
ド！！

運命の時はきた！！ 遂に開戦！神（オベリ
スク）と神（オシリス）の
激突が早くも実現！？
先に運命のカードを引
き当てたのは…！？

2002 10 2月18日 35巻8
号

遊闘
252

天空決闘闘戯
場！！

ジャンプの新年会に出席！ほかの漫画家さんの
仕事も大変だ…そしてやっぱりオレも大変だと実
感したのであった！！！！！

巨神兵（かみ）…ＶＳ天空竜（か
み）

宿命の決闘　ついに開
戦！！

火花散る！！剣（カー
ド）と剣（カード）！！

封印された神（オベリス
ク）を前に遊戯反
撃！！先に神を呼び起
こすのは…！？

2002 11 2月25日 35巻9
号

遊闘
253

神を手に！！ 風邪をひきかけた時は近所のインドカレーのお
店で激辛カレー（５倍）を食べるとあたまがすっき
りすっきりになります！

剣（カード）一閃！！神（オベリスク）をつらぬ
く封札の光！！

決闘の神に選ばれし者よ！！
吼えよ！！全てを賭けた更な
る高みへ！！

魂のカードで神奪
還！！

次号、作者取材の為
休載させていただきま
す。

2002 12 3月4日 35巻
10号

休み

2002 13 3月11日 35巻
11号

遊闘
254

神を呼ぶ秘策！！ 担当のＳさんに女の子が誕生しました。よろこび
のあまり打ち合わせのときも顔がほころびっぱな
し。おめでとうございます。

天高きコロシアムに宿命は決
す！！誇りの剣（カード）
よ！！我が闘士（グラディエー
ター）たれ！！

神（オシリス）　奪
還！！

神（オシリス）　降臨

2002 14 3月18日 35巻
12号

遊闘
255

迎撃！！オベリスク 最近毎日近所のレンタルビデオ屋さんに通って、
必ず一日に一本映画を観るようにしてます。やっ
ぱ映画って楽しいですよね。

決闘の神よ！！運命よ！！雷
の咆吼をもて勝利を示せ！！

先に神を呼んだのは…
遊戯！！

神　直接対決！！

2002 15 3月25日 35巻
13号

遊闘
256

神（オシリス）ｖｓ神
（オベリスク）！！

電気でお腹をブルブルさせる運動器具。アレやり
ながら仕事している漫画家さんどのくらいいるの
かな？………やオレもです。

降臨せよ！！我　絶対の神オ
ベリスク！！

神（かみ）　直接対
決！！

勝敗を賭し　神々が吼
える！！

2002 16 4月1日 35巻
14号

遊闘
257

宿命の記憶！！ ようやく僕の手元にも全員サービスの賞品デュエ
ルディスク型ウォッチが届きました。めっちゃいい
出来なので気に入ってます。

背中合わせの宿命！！交差す
る運命！！時を超え求む決着
に魂が吼える！！

神（オシリス）ｖｓ神（オ
ベリスク）　勝敗の行方
は…！？

時を越え　魂荒ぶ
る！！

2002 17 4月8日 35巻
15号

遊闘
258

神を超えたしも
べ！！

いつもファンレターありがとうございます。仕事に
疲れたときでも読むといっきに元気になれるので
大切に読んでいます。

神　相殺の光が三千年を導く！！ 神が消えた今、熱き魂の決着
は時を越えさらなる高み
へ！！

真のしもべに魂を委ね
よ！！

2002 18 4月15日 35巻
16号

遊闘
259

ガラスのデッキ まわりの連中がみんなしてディズニーシーに行っ
たと言っている。よし、ゴールデンウィークはオレ
も絶対行ってやる！！！

苛烈なる宿命の先に導く光
よ！！真の決闘者の道（ロー
ド）を照らせ！！

甦る石版の決闘！！真
の決着をつけよ！！

三千年を越えた勝者は
………海馬！？

2002 19 4月22日 35巻
17号

遊闘
260

真紅き魂！！ 「ラスベガス」というところに行く夢をみました。一
度は行ってみたいものです。どんなところだろう。
ワクワク。ドキドキ。

友よ…魂の鼓動よ…決闘（た
たかい）にある熱き血潮に応え
よ！！

怒濤の海馬！！遊戯
宿命に墜つ！？

反撃の刻（とき）！！

2002 20 4月29日 35巻
18号

遊闘
261

憎しみの先へ！！ 最近、８０年代の洋学（楽）を聞きまくってます。
「ティアーズ・フォーティアーズ」はオレの永遠の
テーマソングだ！！

勇気と友の魂を背に…行く
ぜ！！反撃開始だ！！

危機脱却！！　反撃な
るか…！？

最終決戦ッ！！

2002 21 5月6日 35巻 遊闘 友として！！ 最近「バイオハザード・ゲームキューブ版」にハマ 憎しみも怒りも宿命をも越え 究極を越えよ！！超魔 宿命に決着！！2002 21 5月6日 35巻
19号

遊闘
262

友として！！ 最近「バイオハザード・ゲームキューブ版」にハマ
りまくってます。これはリメイクを越えた傑作だと
思う！手強い！！

憎しみも怒りも宿命をも越え
る！！今、我らが決着の
刻！！

究極を越えよ！！超魔
導剣士召喚！！

宿命に決着！！



2002 22-
23

5/13－
5/20

35巻
20号

遊闘
263

勝敗を分かつ魔物 ウン年ぶりに歯医者さんに通ってます。軽い点検
のつもりだったのに、虫歯が２本も発見されて大
ショ～～～ク！！

遊戯ｖｓ海馬決着！！ 勝者と敗者。決闘の神が引い
た境界線の中に宿命は今分か
たれた－！！

勝利の鍵は海馬が
…！？

三千年前の碑文に刻ま
れた友情の証！！マリ
ク戦勝利へのバーツと
なるか！？

2002 24 5月27日 35巻
21号

遊闘
264

たくされる一枚（カー
ド）

来週は遊戯王関連のアメリカ視察＆取材のた
め、一回お休みさせていただきます。しっかりと
パワーを充電してきます。

古の常闇より届く真実の詩（ことば）。今　曳
光となりて三千年をつらぬく－

最強の敵に向かう好敵手（ライ
バル）へ…たくすべきは希望…
それとも！？

好敵手が託す勝利へ
の布石！！

2002 25 6月3日 35巻
22号

やすみ

2002 26 6月10日 35巻
23号

遊闘
265

頂上決戦！！ ふと時計を見たら３時３３分だったので、なにかイ
ンスピレーションを感じ、パチンコ屋さんに行った
ら……負けました。

好敵手が託す一枚の布石（カード） 決戦の刻 決勝開始ッ！！

2002 27 6月17日 35巻
24号

遊闘
266

速攻に潜む罠 デジタルカメラがなんとなくニガ手です。写真は
一発勝負が楽しいと思うのだけれど、使いなれた
ら意外にハマるかな？

強大なる闇！！暗き力！！魂を喰らう罠に
対峙せよ！！

闇に紛れ潜む狂乱の刃が切り
裂く決闘の魂！！悪なる邪に
立ち向かう刻！！

闇を制す！！神召喚の
手札はそろった！！

2002 28 6月24日 35巻
25号

遊闘
267

激突！！天空竜ｖｓ
太陽神！！

アメリカで一足先に「スターウォーズエピソード２」
を観てきました。一番の見所は×××です。かな
り盛り上がりました。

闇なる力を制す！！金色の三銃士見
参！！

強き者よ！！勇を携え立ち向
え！！この一枚（カード）が切り
拓く未来へ！！

天空竜と太陽神！！勝
利の咆吼はいずれ
に！？

天翔ける竜と不死なる
翼　直接対決！！苛烈
なる爆火の先に勝利を
得るのは…！？

2002 29 7月1日 35巻
26号

遊闘
268

不死なる神
（ラー）！！

最近また運動不足になってしまいました。そろそ
ろ夏に向けて出っ張った腹をひっこめなくては。
よし。まず食い過ぎに注意だ！

天空に神が集う！！決闘を求め牙を剥
く！！

太陽神（ラー）ｖｓ天空竜（オシリ
ス）

窮地に活路は！？

2002 30 7月8日 35巻
27号

遊闘
269

運命の一枚（カー
ド）！！

つい映像特典につられてＤＶＤを買ってしまう自
分がいます。…なんだか物置のレーザーディスク

闇なる罠が場に満ちる！！暗き力が獄に誘
う！！

見えるけど見えない未来。切り
拓くべき魂はこのデッキに！！

悪魔の聖域（デビルズ・
サンクチュアリ）…その27号 269 ド）！！ 分がいます。…なんだか物置のレーザーディスク

が泣いていそうです。
う！！ 拓くべき魂はこのデッキに！！

この一枚（カード）に！！
サンクチュアリ）…その
秘められた力とは
…！？

2002 31 7月15日 35巻
28号

遊闘
270

悪魔の聖域！！ Ｗ（ワールドカップ）杯は燃えに燃えました。日本
代表選手おつかれさまでした。４年後目指してが
んばって下さい。ところで優勝はどこ！？

悪しき力！！禍々しさと交わりて邪なる炎
（ほむら）と化す！！

強敵（とも）がくれた布石。熱き
魂の鼓動が奇跡への序章！！

闇への鉄槌！！

2002 32 7月22日 35巻
29号

遊闘
271

不死なる壁！！ 最近のマンガ家さんの仕事場は禁煙にしている
ところが多いようですね！エライなぁ…ウチは空
気清浄機フル活動です。…ゲホ

マリクの真なる闇！！強大なる
邪悪な心！！漆黒の暗闇が我
が身をも覆い尽くす！！

渾身の一撃がマリクを直撃！！ 崩せない壁…！？

2002 33 7月29日 35巻
30号

遊闘
272

攻略不能！？ 最近７０年代に放映されたテレビドラマ「俺たちの
旅」にめちゃくちゃハマっています。昔の青春ドラ
マは熱くて面白いぜ！！

不死の壁が立ちはだかる！！ そびえ立つ巨神！！邀（むか）
え撃つ邪の映し身！！闘いの
拳（こぶし）が、魂が今荒ぶ
る！！

マリクの邪に終止符を
打てるか…リシド復
活！！

2002 34 8月5日 35巻
31号

遊闘
273

神の剣（つるぎ）、神
の盾！！

今、仕事場では麻雀が流行っています。ルール
を覚えたてのアシ君もメキメキ腕を上げているの
で、オレも頑張ります。

闇に怯（ひる）まず！！恐れず！！暗き力に
身を削られても、この”結束”は揺らがな
い！！

一気呵成！！マリクの
闇！！

深淵の闇から追撃！？ 次号、作者取材のため
休載させていただきま
す。

2002 35 8月12日 35巻
32号

やすみ メモ－ジャンプ付属ゲーム：あの花火、オレ
の髪型に似ていないか？ＷＪ特製キャラク
ター缶バッジ１００００名プレゼント

ＷＪ
表紙

2002 36 8月19日 35巻
33号

遊闘
274

闇からの奇襲！！ この前　久しぶりにプールで泳いでみたら…もう
バテたバテた。やっぱり日頃の運動不足とタバコ
が原因か……。あと年齢（とし）

最終局面！！神なる盾（オシリス）、剣（オベ
リスク）よ！！迫りくる闇の神を迎え撃
て！！

終局を叫ぶ闇！！光の声は何
処！？

神拳炸裂！！ オベリスク最強の鉄槌
はマリクの闇をつらぬ
けるのか！？次号、
「魂の力」！！

2002 37-
38

8/26-9/2 35巻
34号

遊闘
275

１ポイントの命（ちか
ら）！！

最近テレビでグルメ番組の多さにウンザリさせら
れる　たまに観るとおいしそうに感るけど…コレっ
て夏バテ気味かな？

唸れ！！神の拳（こぶし）！！ 信ずる力よ！！闇に打
ち勝て！！

2002 39 9月9日 35巻
35号

遊闘
276

生なる闇に光を！！ この前　自宅で風呂に入っていたらいきなり断
水！！一時間も泡だらけで困り果てました。水の
大切さが身に沁みました。あと泡も。

信頼と結束！！強き力よ勝利
への光となれ！！

究極の黒魔導が闇を打
ち砕く！！

闇バクラ復活！？そし
てついに３枚の神（ゴッ
ド）が…！！

2002 40 9月16日 35巻
36号

遊闘
277

先日アメリカで発売された遊戯王のフィギュア見
本が届きました。ポーズがガニ股チックで、なか
なかいい出来ばえで笑えます。

決闘王　そして真の決闘者とし
て！！

ついに揃った３枚の神
（ゴッド）カード！！

バトルシティの終
焉！！その先にあるそ
れぞれのロード（夢）と
は！！

崩壊する人工島！！海
馬とモクバの選んだ道
とは！？そして遊戯と
城之内は！？

2002 41 9月23日 35巻
37号

遊闘
278

それぞれの旅立
ち！！

３年弱の長いシリーズがやっと終わりました。とり
あえず、もうちょっとだけ続きます。４６号から再
開です。よろしくね。

決闘（たたかい）を越え　その
先の未来（ロード）へ！！

人工島壊滅を前に海馬
が消えた！？

バトルシティ編　完 失われた記憶を求めて
…遊戯の新たなる旅が
始まる！！新章再開は
待て４６号

2002 42 9月30日 35巻
38号

休み

2002 43 10月7日 35巻
39号

休み

2002 44 10月14日 35巻
40号

休み

2002 45 10月21日 35巻
41号

休み

巻頭
カ
ラー

2002 46 10月28日 35巻
42号

遊闘
279

千年の秘宝！！ たま～の休みを満喫して気分充実して帰ってき
ました。今までのシリーズとはまた変わった視点
で作品を描いていきたいです。

ついに語られる千年パズルの謎！！すべて
の”始まりの闘い”が紐解かれる！！
★悠久の時を越えよ！！秘められし古代の
扉が導く衝撃の新章！！
待望の連載再開巻頭カラー！！

新章開始！！
真実を求め幾千年の旅へ！！

謎の鍵は千年パズル
に！？

すべての運命を紐解く
鍵！！千年アイテムの
謎が明らかに！！

2002 47 11月4日 35巻
43号

遊闘
280

胸騒ぎの夜！ 東京ディズニーシーという所へ行ってきました。
アトラクションはともかく、ホットドックを買うのに３
０分並んだのは疲れました

記憶探しの旅を前に… 三枚の神カード、石版…真実
の記憶を求める旅が今、始ま
る－！！

闇バクラの真意は！！ バクラが語る驚愕の事
実！！千年アイテムと
神カード、石版との関
係とは！？

2002 48 11月11日 35巻
44号

遊闘
281

超古代遺物（アー
ティファクト）の真実

久々に東京ドームでプロレス観戦しました。今、
格闘技界を揺るがすボブ・サップの暴れっぷりが
一番おもしろかったっす。

語らるるは真実（まこと）か　そ
れとも…！？

闇獏良の真意は！？ 千年アイテムの金庫
番！？

2002 49 11月18日 35巻
45号

遊闘
282

記憶への旅へ！！ 遊戯初のキャラクターブックが出ます。色んな
キャラのプロフィールを思い出す記憶の旅に出ま
した。笑える入魂の一冊です！

千年アイテムの金庫番！？巨漢ボバサ推
参！！

突如現われた男（ボバ
サ）・何者！？

よみがえる！！三千年
前の真実！！

ついに語られる失われ
た記憶の世界！！次
号、「６神官と王（ファラ
オ）」超必見！！

2002 50 11月25日 35巻
46号

遊闘
283

選ばれし６神官 今のコンビニは本当に便利。でも昔自分がバイト
していたときに比べたら、おでんからＡＴＭまで店
員さんは本当に大変そ…。

溢れる光芒がいざなう真実の扉！！その先
に待つのは！？

こなたより遙けき彼方へ！！失
われた記憶を求め、光となりて
刻を超えよ！！

この不敵なる笑み…ど
こかで！？

2002 51 12月2日 35巻
47号

遊闘
284

邪悪なる影 １２月４日にＪＣ３１巻が出ます。決闘都市編を完
全収録！で、記念にカードを描きました。キャラ
ブックのと３枚で遊んでね。

消えたもう一人の遊戯！！残された仲間達
は！？

今よみがえる三千年前の真
実！！

王（ファラオ）も神をも畏
れぬ！！盗賊王バクラ
その真意は！？

次号、盗賊王バクラｖｓ
６神官！『石版の魔力
（ちから）』！！

2002 52 12月9日 35巻
48号

遊闘
285

盗賊王バクラ！！ 散髪から帰って家の鏡で見たら明らかに左右の
モミアゲの長さが違ってた。恥ずかしい思ったら、
誰も気付いていませんでした

もう１人の遊戯を追え！！記憶の世界を目
指す一行！！

王宮に招かざる侵入者！！ 魔力（ヘカ）激突っ！！

2003 1 1月1日 36巻 遊闘 精霊獣（ディアバウン 眠れない時にラベンダーの香りを嗅ぐとよく眠れ 深淵なる迷宮へ挑む遊戯たち！！ 圧倒的！！盗賊王バクラの魔 挑発の盗賊王！！遊2003 1 1月1日 36巻
01号

遊闘
286

精霊獣（ディアバウン
ド）ｖｓ魔物（ガレスト
ゴラス）！！！

眠れない時にラベンダーの香りを嗅ぐとよく眠れ
ると聞いたので試したらよく眠れました。でもその
前の寝酒が効いたのかな？

深淵なる迷宮へ挑む遊戯たち！！ 圧倒的！！盗賊王バクラの魔
力（ヘカ）

挑発の盗賊王！！遊
戯（ファラオ）は！？



2003 2 1月8日 36巻
02号

遊闘
287

父の影 今回のエジプト編に入って原稿の重さが２倍にな
りました。トーン作業をしてくれているアシさんた
ちに感謝しております。

呼び覚ませ！！オレの真実（き
おく）！！

バクラ、セトの召喚獣
（ガレストゴラス）を撃
退ッ！！

呼び起こされる記憶（チ
カラ）…！！今、激突の
時！！

2003 3,4 １月10,15日 36巻
03号

遊闘
288

神の名のもとに 年末のカレンダーを彩る赤丸はすべて飲み会。
今から楽しみです。ドキドキ。ワクワク。締め切り
なんか知らない。飲むぞー！！

父の亡骸を前によみがえる記
憶（チカラ）

巨神降臨！！

ｗｊ表
紙に
王様
が
ちょ
っと
登場

2003 5 1月22日 36巻
04号

遊闘
289

至高の鉄槌！！ 今年も１年、なんとか乗り切りました。来年も行け
るところまで、がんばってみようと思います。みな
さん、よいお年を！！！！！！

王（ファラオ）と王国を囲み力は
巡り悠久は廻る！！運命を手
に携えながら！！

彼方の地にも伝説が降
臨する！！

黄昏の幕開きかっ！？

ＷＪ
表紙
にゲ
スト
出演

2003 6,7 １月23,29日 36巻
05号

遊闘
290

王（ファラオ）の名を
探し！！

去年の締めくくりは３９度の熱でダウン！！みな
さんも、くれぐれ風邪には注意してください。今年
もよろしくお願いしますねっ！！！！

扉を探せ！！ 天に地に記憶は満ちる！！己
という川を遡る旅に！！

王国と王（ファラオ）の
運命が激しく動き出
す！！

次号、セトの狂気が爆
発！？そしてバクラの
邪悪な闘争が始ま
るっ！？

2003 8 2月3日 36巻
06号

遊闘
291

古（いにしえ）の決闘
（ディアハ）！！

担当さんが体調を崩して、現在療養中です。ゆっ
くり休んで治して下さい。そして、早く治って飲み
にでもいきましょうねっ！！

大いなる脅威にさらされた王国！！力を結
集しバクラにいかに対抗するのか！？

闘いの王！！長き死闘の運命
（さだめ）

真の力は不変！！

ＷＪ
表紙

2003 9 2月10日 36巻
07号

遊闘
292

魔術師の闘い！！ 遅ればせながら、年賀状を頂いた皆さん、ありが
とうございました。返事はだせないかもしれませ
んが、全部読んでいます！！！！

昔　遙か時を見つめる者あり
時を越え己がさまよいし未来を
見つめる者あり！！

王国の大いなる災
厄！！バクラを止め
よ！！

千年輪（リング）をはさ
む死闘　限界越えの決
闘（バトル）！！

次号、マハードを待つ
運命とは！？千年輪の
真の魔力が！！究極
死闘！！

2003 10 2月17日 36巻
08号

遊闘
293

黒き奥義！！ 仕事中にアメリカ版のアニメ『遊☆戯☆王』のサ
ントラ盤を聴きまくっています！！これが、けっこ
ういいっス！！クールって感じ！！

犠牲を求める恩讐！！王の忠
実なる魂！！闘いの円環（リン
グ）は激しくめぐる！！

バクラｖｓマハード！！
千年輪をめぐる王墓の
激突！！

黒き魂は静かに叫
ぶ！！その敵を滅せ
よ！！

遊戯よ命賭しバクラを
許すな！！次号、王国
をあげ殲滅戦開始！！

2003 11 2月24日 36巻
09号

遊闘
294

見えない扉を開け
よ！！

ボクのジャンプでの最初の担当さんは故高橋編
集長でした。残念でなりません。心よりご冥福を

果てなき迷宮！！真の友が待
つ世界を探せ！！

複雑怪奇！！出口なき
迷宮（ラビリンス）！！

友との邂逅を求め…走
れ！！09号 294 よ！！ 集長でした。残念でなりません。心よりご冥福を

お祈りいたします。
つ世界を探せ！！ 迷宮（ラビリンス）！！

活路は！？
れ！！

2003 12 3月3日 36巻
10号

遊闘
295

ナイルに流る涙 ３年ぶりくらいに携帯電話を買い換えたら、機能
がすげー充実していてビックリ！こんなにたくさ
ん使いこなせるのか！？

刻まれし永遠なる魂！！命賭
し意志よ！！朽ちなき礎となり
て我が胸に抱かん！！

忠実なる魂（マハー
ド）、散る！！

セトの狙いは！？ 次号、暴発するセトの
狂気！王都に走る戦慄
の「魔物（カー）狩り」と
は！？

2003 13 3月10日 36巻
11号

遊闘
296

魔物（カー）狩り！ ３月４日に遊☆戯☆王の最新コミックス３２巻が
発売されます。今本誌で展開中の新章からの収
録です。ぜひよろしく！

揺るぎなき野心！！飽くなき忠
誠！！明かされる三千年の真
実！！

王都に走る緊張！！セ
トの兵が街に溢る！！

運命の…出会い！！

2003 14 3月17日 36巻
12号

遊闘
297

盗賊王（バクラ）生
還！！

先日、仕事場恒例のマージャン大会を開催。ア
シスタントのＴ君が国士無双の１３面待ちでダブ
ル役満であがりました。

セト何を企む！！ 青き運命（さだめ）の扉が開け
放たれる！！

バクラの次なる標的
は！？

王宮に張り巡らされた
盗賊王（バクラ）の
罠！？恐るべき王宮崩
壊の輪舞曲（ロンド）と
は！！

2003 15 3月24日 36巻
13号

遊闘
298

神殿夜襲！！ 近所のカレー屋さんのバイキングに大ハマリ！
激辛好きのボクには丁度いいけどアシさんたち
はヒーヒー言いながら食べてます。

誘うは闇　導くは邪　悪なる力
纏いし王よ！！

千年眼を司どるアクナ
ディン！！最古参の神
官の胸中が揺れる！！

闇が！！邪が！！飽く
なき力が蹂躙する！！

千年眼ｖｓ千年輪！！
恐るべき千年宝物（ア
イテム）同士の対決が
もたらす結末は！？

2003 16 3月31日 36巻
14号

遊闘
299

迎撃の王宮！！ 来週で３００回を迎える遊☆戯☆王ですが、こち
亀はなんとさらに１０００回も連載しています。秋
本先生は偉大すぎる！人間国宝だ！！

青き瞳…白き龍を宿す女を捕えたセト！！
何を企むのか！？

闇に捕わるッ！！ 追撃！！迫撃！！侵
入者（バクラ）逃さ
じ！！

2003 17 4月7日 36巻
15号

遊闘
300

天空竜（オシリス）ｖｓ
精霊獣（ディアバウン
ド）

今、ＺＥＲＯ－ＯＮＥが熱くて面白い！Ｃ（キャラク
ター）の持つ個性のぶつかり合いこそプロレスエ
ンターテイメントの真髄だと実感！

盗賊王（バクラ）を追え！！ 砂塵よ！！神よ！！滾り駆け
よ！！

疾走する殺意！！止め
られるのか！？

2003 18 4月14日 36巻
16号

遊闘
301

天の雷ｖｓ天の
闇！！

去年のお花見は桜が散ってしまっていてろくなも
のじゃなかった。今日から４月。今年こそ満開の
桜の下でお花見したい～！

狂気が！！殺意が！！疾走する！！ 常夜の闇！！満ち溢る殺
意！！天空竜（オシリス）
よ！！覇者の光よ！！雷（い
かずち）の件で邪を切り払

天空竜（オシリス）が敗
北…！？

かずち）の件で邪を切り払
え！！

2003 19 4月21日 36巻
17号

遊闘
302

奇襲！！強襲！！ 最近アクションゲームに凝ってます。ゼルダとス
ライ・クーパーにハマリまくり。かくれんぼ要素が
あるのが好きみたいです。

オシリス轟沈！？ 天空竜…墜つ！？ 激突！！ナイル河
岸！！

巻頭
カ
ラー
ＷＪ
表紙
に
ちょ
こっ

2003 20 4月28日 36巻
18号

遊闘
303

闇を切り裂く力！！ 自分は大丈夫だと思っていたのに、突然きたー。
鼻のムズムズ、くしゃみ止まんねー。花粉症はホ
ントにつれー！

見えざる敵を討て！！ 神を従え王は闘う！！ 祝！！連載３００回突破記念巻頭カラー！！
★連載３００回突破記念特製ポスター３００名プレ
ゼント！！
「三幻神と王の勇姿をキミの部屋に！！この絵を
特大ポスターにして３００名にプレゼントする
ぞ！」

太陽神（ラー）降臨！！

2003 21 5月5日 36巻
19号

遊闘
304

太陽神（ラー）降
臨！！

新年会の飲み会で澤井先生と約束したコラボ
レーション計画が発動中です。でも未だにぬのハ
ンカチを出すタイミングが……

別たれた魂（ちから）よ一つ
に！！光の神を導け！！

闇を切り裂け！！ 神の業火がが焼き尽く
す！！

ＷＪ
表紙
に海
賊姿
の王
様

2003 22,23 2005/5/12,
19

36巻
20号

遊闘
305

闇の支配者！！ 残念なことにＧＷ休みに予定していたアメリカＥ３
の取材旅行が中止。その結果急遽ＵＳＪ（大阪）
へ行くことになりました。

灼熱の太陽神（ラー）が勝利を
呼ぶ！！

闇が！！悪しき力が世
界を狂わす！！

2003 24 5月26日 36巻
21号

遊闘
306

戻された時間！！ ヒマをみつけてはＧＢＡのＤＭインターナショナル
をやっています。なかなかいいカードが手に入ら
ないので結構大変です。

真なる敵！！闇の支配者（ゾーク・ネクロ
ファデス）の圧倒的な力！！

オシリス陥落！！今一度悪夢
が蘇る！！

新たなる悪夢の始まり
…！？

2003 25 6月2日 36巻
22号

遊闘
307

訪れた闇！！ 来週は取材のため１週お休みします。たまってる
本やゲームやＤＶＤ…特に黒澤ＢＯＸ！見直す時
間もとれればいいんだけど。

新たなる悪夢が！！ 千年宝物（アイテム）の中
…！！光と闇の闘いの勝者は
誰か！？

静寂が意味するものは
…！？

次号は作者取材の為
休載させていただきま
す。

2003 26 6月9日 36巻
23号

2003 27 6月16日 36巻
24号

遊闘
308

千年宝物（アイテム）
の誕生！！

人という字は互いに支えあっていると言われます
が、短い方が支えて長い方が楽をしてるように見
えるオレってひねた大人？

語られる闇の真実！！ ファラオよ何処！？主なき空白
の玉座に闇の力が囁く！！蠢
く！！忍び寄る！！

絶大な力！！千年宝
物の誕生の瞬間！！

2003 28 6月23日 36巻
25号

遊闘
309

闇の波紋 連載表彰式で初めて六本木ヒルズに行きまし
た。帰り際、コナミ本社にもお邪魔。一日に色々
な人に会えて楽しかったです。

暗躍する盗賊王（バクラ）ッ！！ 大いなる七つの秘宝！！闇の
手に落ちた数は…すでに三
つ！！

白き龍の正体とは！？

2003 29 6月30日 36巻
26号

遊闘
310

白き龍の目覚め！！ 手塚賞の授賞式に出席。受賞者の皆さんの漫画
に対する熱い情熱をとても感じました。今後もい
い作品を作って頑張って下さい。

神秘なる青き瞳よ！！宿したる
神を示せ！！

青き瞳の娘…恩人セト
と相見ゆ！！

神をも越える力…今目
覚める！！

2003 30 7月7日 36巻
27号

遊闘
311

白き龍の器 昔からまずいまずいと聞いていた青汁ですが、
実際に飲んでみたら…！最近のものは飲みやす
くておいしいのでハマってます！

大いなる力！！今　覚醒！！ 強き光！！白き力が溢れ出
す！！

満身創痍の王（ファラ
オ）！！立ちはだかる
大いなる争いとは！？

2003 31 7月14日 36巻
28号

遊闘
312

ファラオ発見！！ 遊戯王の８月世界大会に向けてスケジュールを
調整中。ＮＹという所は初めてなので今からとて
もワクワクしています。

傷負いし王！！奪われた秘
宝！！闘いの風未だ止ま
ず！！

行方不明…王（ファラ
オ）よ何処！！

王（ファラオ）を待つ死
霊の罠！！

クル・エルナの廃村に
潜む死霊の罠！！王
（ファラオ）を待ち受ける
バクラの策略とは！？

2003 32 7月21日 36巻
29号

遊闘
313

死霊の村！！ 只今、MOTER1+2に大ハマリ中。なつかしいキャ
ラや音楽、場面を思い出せるってすごい事だと思
う。名作だなー！

決戦の地に罠が満つる！！ 盗まれし千年の秘宝をこの手
に！！奪還の決戦迫る！！

強き魂の絆！！推
参！！

2003 33 7月28日 36巻
30号

遊闘
314

ｖｓ精霊超獣ッ！！ アメリカ版の遊☆戯☆王コミックを見たら、効果
音の表現がかなり面白い。ちなみに「ドン！」は
「ＣＨＯＯＭ」なのだ！！

魂の絆！！心強き味方参
上！！

邪悪なる獣を粉砕せ
よ！！

2003 34 8月4日 36巻 遊闘 闇の迷彩！！ 世界大会に出場する日本代表４人のデュエリス 王と魔術師！！時すらも超え 闇への先制！！一撃 闇に屈せず！！破邪2003 34 8月4日 36巻
31号

遊闘
315

闇の迷彩！！ 世界大会に出場する日本代表４人のデュエリス
トが決まりました。ＮＹで世界の強豪にぜひ勝っ
て欲しいと思います。頑張れ！

王と魔術師！！時すらも超え
る魂の絆は何者にも揺るがな
い！！

闇への先制！！一撃
必中！！

闇に屈せず！！破邪
の猛撃！！



2003 35 8月11日 36巻
32号

遊闘
316

怨念（オーラ）の
盾！！

ファンレターいつもありがとうございます。なかな
か返事は書けませんが、担当さんに届けてもらっ
て全部読んでいます。

邪を砕け！！王の連撃！！ 魔術師　渾身の猛
撃！！

弟子よ窮地を救え！！ 次号、石盤を巡る死
戦！！強大な死霊の
群れに対する神官団の
切札とは…！？

2003 36 8月18日 36巻
33号

遊闘
317

神官団ｖｓ精霊超
獣！！

先日、久しぶりにアニメのスタッフの皆さんと飲み
会を開きました。主役の遊戯を演じる風間くんは
ようやく２０歳！若いなぁ！

師弟が！！仲間が！！絆が邪
を打ち砕く！！

来援！！神官団！！ 王（ファラオ）ｖｓ盗賊王
（バクラ）！！最終局
面！！

2003 37,38 ８／２５，９
／１

36巻
34号

遊闘
318

結束よ貫け！！ 「Ｔ３」「ハルク」…この夏、観たい映画はたくさん
あるけど、イチバン観たいのはなんと言っても
「地獄甲子園」だぁ！！

束ねしは絆！！つむがれるは
魂！結ばれた強き力が勝利を
呼び吼え哮るける！！

邪を滅せ！！竜魔の騎
士よ！！

結束が導く　最終決
着ッ！！

次号、作者取材の為休
載させて頂きます。

2003 39 9月8日 36巻
35号

2003 40 9月15日 36巻
36号

ＷＪ
表紙
に
ちょ
こっ
と世
界レ
ポー

2003 41 9月22日 36巻
37号

遊闘
319

記憶世界の
『駒』！！

ここ最近の大発見！！タバコの本数を減らせば
減らすほど、ゴハンが美味しく感じます。このまま
がんばって禁煙しようかな！！

幾千年を越えた記憶（ピー
ス）！！束ねし我らが力よ！！
この世界（パズル）に立ち向か
え！！

魔術師　最終奥義炸
裂！！

ついに解き明かされ
る！！記憶戦争の真
実！！

2003 42 9月29日 36巻
38号

遊闘
320

究極！！闇・Ｒ・Ｐ・Ｇ
（ダーク・ロール・プレ
イング・ゲーム）

机の上の作業スペースが狭くなっていくのは限り
なく本やＣＤを積み上げてしまう自分の責任。整
理整頓は人生のテーマかも！

王（ファラオ）ｖｓ盗賊王！！記憶戦争の正体
は遊戯ｖｓバクラ！？

時を越えた戦い！！明かされ
る真実！！

千年の邪神降臨！！

2003 43 10月6日 36巻
39号

遊闘
321

大邪神降臨！！ 最近話題の「座頭市」を観てきました。勝新太郎
のも観たくなって、思わずＤＶＤボックスを予約し

三千年を越えた光ｖｓ闇のＲＰＧ（ゲーム） 破壊が！！終焉が！！禍々し
き暗黒をまとい君臨する！！

生死を懸けた究極決
戦ッ！！39号 321 のも観たくなって、思わずＤＶＤボックスを予約し

てしまいました！
き暗黒をまとい君臨する！！ 戦ッ！！

2003 44 10月13日 36巻
40号

遊闘
322

幻のＮＰＣ（ノンプレイ
ヤーキャラクター）

先日スタッフと世界のボードゲーム大会をしまし
た。「カタン」「ブロックス」などなど、かなり面白い
のでおすすめです！

王（ファラオ）の危機！！再び姿を現した仮
面の男！！

時を越えた場（フィールド）！！
記憶と魂の火花散る熱き戦
場！！

聖なる魂が眠る地…何
が待つ！？

次号、王（ファラオ）ｖｓ
大邪神（ゾーク）にハサ
ン参戦！！幻のＮＰＣ
（ノンプレイヤーキャラ
クター）「石盤の精霊」
の真意とは！？

2003 45 10月20日 36巻
41号

遊闘
323

王墓探求！！ ＦＬやゲームのアイデア等、皆さんからの手紙を
楽しく読んでます。なかなか返事はできません
が、いつも有難うございます。

主なき聖墓にただよう死の匂
い！！待ち受けし邪影の先に
「王の名」を求め！！

幻のＮ・Ｐ・Ｃ（ノンプレイ
ヤーキャラクター）参
戦ッ！！

熱き魂の指名が守護
す！！

2003 46 10月27日 36巻
42号

遊闘
324

聖墓の決闘（たたか
い）！！

腰をじっくり据えて将棋が指したい。でも、自分の
まわりに将棋を知ってる人が全然いないこの現
実…。さみしいなぁ…！！

研ぎ澄まされる記憶（カード）を
手に！！　千年の時間（ゲー
ム）を制す！！

魂の守護者ハサン！！ 死闘開戦！！ もう一人の遊戯（ボク）
を救う！！強き誓いこ
められた遊戯のデッキ
の実力は！？

2003 47 11月3日 36巻
43号

遊闘
325

沈黙の決闘者（デュ
エリスト）！！

アメリカで作られた遊戯王のフィギュア見本が届
きました。組み立て式の神３体の出来がものすご
くいいのでうれしいです。

キミを救いたい！！分かたれ
た魂（とも）の為にすべての力
よ！！デッキ（ここ）へ集え！！

ｖｓバクラ開戦ッ！！ 時を経た力が闇を制
す！！

2003 48 10月10日 36巻
44号

遊闘
326

場（フィールド）に満
ちる死霊！！

ラーメン家戦争のあおりを食らって、近所のお気
に入りの店が２軒なくなってしまった！だから戦
争反対だっての！

時を飛躍（こえ）た力　死霊（バクラ）を切り裂
く！！

キミの決闘（さだめ）はボクの運
命（たたかい）－！！

呪怨満つ！！ 命（デッキ）を削られる
恐怖の戦術！！対する
遊戯の選択は！？「不
死なる呪詛」！！

2003 49 10月17日 36巻
45号

遊闘
327

ボクはあきらめな
い！！

夜長の秋。資料用に買ってくる厚めの専門書の
数々。これが殊のほか睡眠効果を発揮するので
助かっています。

命（デッキ）削りの呪詛が満ちる！！決闘場
（フィールド）の光よ何処！？

儚くも強き決闘（たたかい）の
掟！！仲間（ちから）よ！！友
の為に集え！！

邪影（バクラ）を一
閃ッ！！

2003 50 11月24日 36巻
46号

遊闘
328

世界崩壊！！ 日本シリーズは久々に燃えました。阪神、一歩届
かなかったけど。今年一年感動をありがとうござ
いました！…でも僕は巨人党です。

破邪の一閃！！ 決闘（デュエル）の勝利がもた
らす一撃！！記憶戦争起死回
生の契機（チャンス）到
来っ！！

記憶世界の崩壊
…！！生き残るのは王
（ファラオ）か闇（ゾー
ク）か！？来っ！！ ク）か！？

2003 51 12月1日 36巻
47号

遊闘
329

魂（バー）尽きるま
で！！

最近よく届く海外からのファンレターも、いろんな
オリジナルモンスターを考案してくれて楽しいで
す。子供は万国共通だなー！

王（ファラオ）ｖｓ闇（ゾーク）　最
終局面ッ！！

宿命の歯車が…動き出
す！！

2003 52 12月8日 36巻
48号

遊闘
330

伝説の守護神！！ なに！今年の大晦日は猪木祭・PRIDE・Ｋ－１を
各局同時放映～！？格闘技ファンとしては非常
に困る～～！！

父と子…闇の宿命が動き出
す！！

激突！！闇の魔王神
（ゾーク）ｖｓ王宮の魔神
（エクゾディア）！！

2004 1 1月1日 37巻1
号

遊闘
331

魂の灯す光！！ ３回悪夢を見ました…いえ、恐いゲームにハマっ
ちゃったせいなんですけど。やめられないんです
よね。

魔神（エクゾディア）ｖｓ邪神
（ソーク）ッ！！

無二の友よ！！今キミ
の力となる！！

2004 2 1月8日 37巻2
号

遊闘
332

現世の石版！！ アシスタントのＫ君の結婚式の日に合わせて年
末スケジュールを調整しています。おめでとう！

間に合った…現世組来
援ッ！！

勝利への鍵…王（ファラ
オ）の真の名は…！？

2004 3 1月15日 37巻3
号

遊闘
333

王の名のもとに！！ ２００３年は仕事中に最も胃薬を飲んだ年でし
た！！やっぱ「健康第一」！それが来年の目標
です！！

崩れゆく聖墓の中で見つけた
王（とも）の名前！！刻まれし
希望を今キミの力へ！！

束ねし神の力　光となり
て闇を裂く！！

ｗｊの
表紙
にス
キー
ウェ
アの
王様
が

2004 4,5 1月16,22日 37巻4
号

遊闘
334

生き残りし者！！ あっという間に年の瀬に。今年も一年ありがとう
ございました。来年もがんばりますのでよろしく！

友との結束が導く光！！三千
年の闇を照らす！！

永遠（とこしえ）の闇が
光に包まれる…！！

避けられぬ宿命ッ！！

ＷＪ
表紙
に猿
の表
君

2004 6,7 1月12,29日 37巻5
号

遊闘
335

白き龍！！黒き魔術
師！！

明けましておめでとうございます。今年は世界に
はばたく！を目指してがんばりたいと思います！

宿命の刻！！避けえぬ決闘
（たたかい）！！

白き力が邪の呪縛を越
える！！

2004 8 2月2日 37巻6
号

遊闘
336

光を継ぐ者 今年は総合格闘技で勝ちまくるプロレスラーよ現
れてくれー！もうほんとプロレスファンの切実な
願いなのだ！

永遠（とこしえ）の記憶とともに
光（パズル）が託されゆく！！

白き閃光に…闇が滅
す！！

エジプトを舞台に…何
かが起こるッ！！

2004 9 2月9日 37巻7
号

遊闘
337

ナイルを越えて！！ 今年こそ…今年こそ「どっこい大作」のＤＶＤボッ
クスが出ますよーに！

長き旅、その目的は…！？ 三千年の旅路より約束の地
へ！！仲間と共に王の帰
還！！

様々な想いを胸に…決
闘（たたかい）の地
へ！！

2004 10 2月16日 37巻8
号

遊闘
338

闘いの儀！！ ジャンプの新年会は楽しかった！でも新人作家
さんや編集者さん、半分くらい顔知らないんだよ
な～！

伝うべき言葉はすべてこのデッ
キに！！身を分かつ二つの魂
は決闘（たたかい）の地へ！！

全米Ｎｏ．１達成（2003年度グラフィック・ノベル売
上堂々１位）！！

決闘（たたかい）の刻、
迫る！！

過去も…未来も…すべ
てを賭け決闘（たたか）
え！！

2004 11 2月23日 37巻9
号

遊闘
339

遊戯ｖｓ王（アテ
ム）！！

仕事の合間に足裏マッサージに行ってきました。
かなり痛かったけど、ツボに良く効きました。

『闘いの儀』へ！！ 二つの魂　今　決闘（うんめい）
の刻！！

乱戦必至！！

2004 12 3月1日 37巻
10号

遊闘
340

強い気持ち！！ 次週２月２３日発売のジャンプにアシスタントの
後藤君の作品が掲載されます。よろしくね！！

交錯する視線（まなざし）は覚
悟の光！！今こそ己のすべて
を賭けて最強の敵と対峙せ
よ！！

新ＯＰ・ＥＤに絶賛の声！！ 熱戦！！遊戯ｖｓ王（ア
テム）

強さ…譲らず！！

2004 13 3月8日 37巻
11号

遊闘
341

ｖｓ最強の仲間（しも
べ）！！

ＤＭＥＸ３を、世界大会に向けて猛特訓中です。
デッキを鍛えまくって、まずは町内制覇目指して
ます！

遊戯ｖｓ王（アテム）　大激闘ッ！！ 神をも越え…決闘（たたか）
え！！

決着の…刻（とき）
…！？

映画
発表

2004 14 3月15日 37巻
12号

遊闘
342

最後の賭け！！ 全米劇場版「遊☆戯☆王」が着々と進行していま
す。ボクも今からとても楽しみにしています。

最後の一瞬まで諦めない！！
勇気と絆と！！キミがくれた全
ての力でボクは闘う！！

決着の刻（とき）…来
る！！

勝者はいずれか！？ 次号、超大増３１Ｐスペ
シャルセンターカ
ラー！！

ＷＪ
表紙

2004 15 3月22日 37巻 遊闘 遊戯　王 長きに渡り遊戯王を応援して下さったファンの皆 遊戯ｖｓ王（アテム）！！最後の賭けの勝者 すべては光の中へ！！ 連載７年、長い間　御
表紙
ちょ
っと

2004 15 3月22日 37巻
13号

遊闘
343

遊戯　王 長きに渡り遊戯王を応援して下さったファンの皆
さん、作品に携わって下さったスタッフに、心から
感謝致します。ありがとうございました。

遊戯ｖｓ王（アテム）！！最後の賭けの勝者
は！？
☆決闘は永遠となる！！刻まれし魂の絆セ
ンターカラー大増３１Ｐ

すべては光の中へ！！ 連載７年、長い間　御
愛読、応援ありがとうご
ざいました！！


