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70880-9 禁断秘戯　ヤンデレ義兄の一途な執愛 水瀬もも ¥1,320 2022/09

41432-8 ｱ1-01 極戀　ワケあり弁護士のたったひとつの執着 あさぎ千夜春 ¥1,320 2020/10

41636-0 ｱ1-02 甘く柔らかな檻　無垢な雛は過保護な小説家の愛に乱れる あさぎ千夜春 ¥1,320 2021/05

31810-7 ｱ1-03 元婚約者に迫られてます　俺様御曹司の十年越しのプロポーズ あさぎ千夜春 ¥1,320 2022/02

41433-5 ｱ2-01 溺愛プロポーズ　極上御曹司は一途なストーカー!? 浅見茉莉 ¥1,320 2020/11

41635-3 ｱ2-02 ＮＯから始まる溺愛同居　策士なドクターの危うい独占欲 浅見茉莉 ¥1,320 2021/05

01443-6 ｱ2-03 異世界の後宮に輿入れですか!?　主上、后のおつとめはお断りです！ 浅見茉莉 ¥1,320 2021/09

33500-5 ｱ2-04 今度、あなたに逢えたなら 浅見茉莉 ¥1,320 2022/04

01277-7 ｱ3-01 甘党御曹司は看板娘を絶対に逃がさない　栗かのこの恋わずらい 東　万里央 ¥1,320 2021/08

01739-0 ｱ4-01 身代わり婚活なのに超美形の生真面目社長に執着されてます！ 麻生ミカリ ¥1,320 2021/11

70874-8 ｱ4-02 6年前からイジワル御曹司に愛されっぱなしです 麻生ミカリ ¥1,320 2022/07

41634-6 ｳ1-01 誤算だらけの契約結婚 宇佐川ゆかり ¥1,320 2021/04

42756-4 ｳ1-02 不本意ながら、社長と同居することになりました 宇佐川ゆかり ¥1,320 2022/04

41637-7 ｳ2-01 渇欲 愛を求め、淫らに堕ちる 宇奈月　香 ¥1,320 2021/06

01048-3 ｵ1-01 秘密の若奥様　妻を溺愛するのは夫の役目です 緒莉 ¥1,320 2021/07

74950-5 ｵ1-02 副社長、これは訓練なので溺愛しないでください！　いきなり結婚なんて困ります!? 緒莉 ¥1,320 2022/09

41434-2 ｶ1-01 とんでもなく一途な男と結婚したら、愛されすぎて困っています 加地アヤメ ¥1,320 2020/11

01050-6 ｶ1-02 一途なボディガードは極上男子　とろけるように守られてます 加地アヤメ ¥1,320 2021/07

41633-9 ｶ2-01 甘く不実な恋人契約 ワケあり御曹司は元お嬢様を逃がさない 奏多 ¥1,320 2021/04

74948-2 ｶ2-02 堅物御曹司は、奪った花嫁に甘い忠愛を誓う 奏多 ¥1,320 2022/09

31768-1 ｶ3-01 逆！政略婚　既成事実を目指して婚前同居はじめます 神城　葵 ¥1,320 2022/01

74802-7 ｶ4-01 溺愛は強引御曹司のなすがまま　取引婚のはずが蜜月準備は万端です!? 梶本真夏 ¥1,320 2022/08

41438-0 ｸ1-01 憑くほど愛して　イケメン御曹司の生き霊にストーカーされています クレイン ¥1,320 2021/01

01737-6 ｸ2-01 交際0日夫婦　政略婚の蜜月が甘いようです 紅　カオル ¥1,320 2021/11

70878-6 ｸ2-02 かりそめ婚約者ですが、私を忘れた極上社長と二度目の恋、はじめます 紅　カオル ¥1,320 2022/08

01490-0 ｺ1-01 年下御曹司の裏の顔　隠れケモノ男子に翻弄されています 小日向江麻 ¥1,320 2021/09

41431-1 ｻ1-01 イケメン御曹司と甘くて不埒な政略結婚 佐木ささめ ¥1,320 2020/10

41440-3 ｻ2-01 次期家元のみだらな純愛 西條六花 ¥1,320 2021/02

01275-3 ｻ2-02 旦那さまは我慢できない　勢いで結婚したDr.は昼も夜もハイスペックでした 西條六花 ¥1,320 2021/08

33412-1 ｻ2-03 秘めごと　策士な秘書は初心なお嬢様を愛したい 西條六花 ¥1,320 2022/03

70872-4 ｻ2-04 上海艶夜　花いばらの褥で恋は眠る 西條六花 ¥1,320 2022/07

33414-5 ｻ3-01 完璧御曹司が異常な愛し方で迫ってきます 斉河　燈 ¥1,320 2022/03

01741-3 ﾀ1-01 溺愛シンデレラ 極上御曹司に見初められました 田沢みん ¥1,320 2021/11

70736-9 ﾀ1-02 みんなに優しい夏目くんは私にだけ冷たい 田沢みん ¥1,320 2022/05

41436-6 ﾂ1-01 彼と私のドルチェな事情 月城うさぎ ¥1,320 2020/12

42752-6 ﾃ1-01 クールな御曹司は地味な眼鏡OLを愛し尽くしたい 天ヶ森　雀 ¥1,320 2022/05

41632-2 ﾄ1-01 極上御曹司との秘密の恋は屋上で ととりとわ ¥1,320 2021/03

33410-7 ﾄ1-02 夫と秘密の恋をしています ととりとわ ¥1,320 2022/03

01279-1 ﾆ1-01 甘く、蕩ける。　エリート上司の一途すぎる溺愛　 にしのムラサキ ¥1,320 2021/08

31766-7 ﾆ1-02 恋、初める　こじらせ検事は初心な彼女を啼かせたい にしのムラサキ ¥1,320 2022/02

70740-6 ﾆ1-03 〈極上自衛官シリーズ〉陸上自衛官に救助されたら、なりゆきで結婚して溺愛されてます!? にしのムラサキ ¥1,320 2022/06

41439-7 ﾈ1-01 運命の恋は赤い糸の先に 年下エリートに甘く誘惑されてます 猫屋ちゃき ¥1,320 2021/02

31764-3 ﾊ1-01 ワケあり御曹司のわがままな執着愛に翻弄されています 春野リラ ¥1,320 2022/01

41437-3 ﾋ1-01 エリート御曹司の契約婚約者 ひらび久美 ¥1,320 2021/01

01624-9 ﾋ1-02 Fake　イケメン御曹司には別の顔がありました ひらび久美 ¥990 2021/10

31602-8 ﾎ1-01 授かり婚ですが、旦那様に甘やかされてます 本郷アキ ¥1,320 2021/12

41631-5 ﾏ1-01 溺愛貴公子は猫令嬢を可愛がりたい 舞　姫美 ¥1,320 2021/03

01622-5 ﾏ2-01 推し婚　婚姻届は、提出用、観賞用、保管用の３枚でお願いします！ 槇原まき ¥990 2021/10

41638-4 ﾐ1-01 敏腕セレブ社長と内緒で愛を育んでいます 水島　忍 ¥1,320 2021/06

31808-4 ﾐ1-02 Dolce Vita　エリート社長の献身的な誘惑 水島　忍 ¥1,320 2022/02

41435-9 ﾔ1-01 美味しい恋の始め方　強引社長の欲ばりな指先 山内　詠 ¥1,320 2020/12

31604-2 ﾕ1-01 濃蜜同棲　クールな社長の過剰な溺愛 有允ひろみ ¥1,320 2021/12

70738-3 ﾘ1-01 結婚願望ゼロなのに、執着系御曹司の包囲網から逃げられません!? りりす ¥1,320 2022/06

01441-2 ﾚ1-01 恋なんかじゃない 極上ドクターの溺愛戦略　 連城寺のあ ¥1,320 2021/09
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