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76857-5 ｱ1-01 椎名さん、沼ってます。　1 あめこ ¥790 2023/03

41486-1 ｳ1-01 十億のアレ。～吉原いちの花魁～    1 宇月あい ¥820 2021/02

41487-8 ｳ1-02 十億のアレ。～吉原いちの花魁～    2 宇月あい ¥820 2021/02

01336-1 ｳ1-03 十億のアレ。～吉原いちの花魁～　3 宇月あい ¥820 2021/09

01618-8 ｳ1-04 十億のアレ。～吉原いちの花魁～　4 宇月あい ¥820 2021/12

74836-2 ｳ1-05 十億のアレ。～吉原いちの花魁～　5 宇月あい ¥820 2022/09

31710-0 ｴ1-01 抜き差しならない二人　1 江本　晴 ¥769 2022/02

31712-4 ｴ1-02 抜き差しならない二人　2 江本　晴 ¥769 2022/03

01836-6 ｸ1-01 ０から始めるオフィスラブ　１ 楠　もこ ¥769 2022/01

01838-0 ｸ1-02 ０から始めるオフィスラブ　2 楠　もこ ¥769 2022/01

42858-5 ｸ1-03 ０から始めるオフィスラブ　3 楠　もこ ¥769 2022/05

59159-3 ｼ1-01 お嬢様、私に屈服してください。 式　nui ¥750 2020/11

74954-3 ｽ1-01 Sugar Sugar Honey 1 鈴木有布子 ¥790 2022/10

75823-1 ｽ1-02 Sugar Sugar Honey 2 鈴木有布子 ¥790 2023/01

59155-5 ﾀ1-01 僕らは恋がヘタすぎる　1 橘　えいこ ¥769 2020/09

59156-2 ﾀ1-02 僕らは恋がヘタすぎる　2 橘　えいこ ¥769 2020/09

41482-3 ﾀ1-03 僕らは恋がヘタすぎる　３ 橘　えいこ ¥769 2020/12

41488-5 ﾀ1-04 僕らは恋がヘタすぎる　4 橘　えいこ ¥769 2021/04

01338-5 ﾀ1-05 僕らは恋がヘタすぎる　5 橘　えいこ ¥769 2021/10

31708-7 ﾀ1-06 僕らは恋がヘタすぎる　6 橘　えいこ ¥769 2022/02

70678-2 ﾀ1-07 僕らは恋がヘタすぎる　7 橘　えいこ ¥769 2022/06

59157-9 ﾁ1-01 となりのメガネ王子とヤンキーと！　１ 千秋りえ ¥750 2020/12

59158-6 ﾁ1-02 となりのメガネ王子とヤンキーと！　２ 千秋りえ ¥750 2020/12

41483-0 ﾁ1-03 となりのメガネ王子とヤンキーと！３ 千秋りえ ¥750 2020/12

41484-7 ﾁ1-04 となりのメガネ王子とヤンキーと！４ 千秋りえ ¥750 2021/01

41485-4 ﾁ1-05 となりのメガネ王子とヤンキーと！　5 千秋りえ ¥980 2021/02

70676-8 ﾅ1-01 遅咲きシンデレラ　大人だって甘やかされたい！　1 中野まや花 ¥699 2022/06

75615-2 ﾅ1-02 遅咲きシンデレラ　大人だって甘やかされたい！　2 中野まや花 ¥699 2022/12

59152-4 ﾌ1-01 美人なジュン君の溺愛指導　1 ふどのふどう ¥715 2020/04

59153-1 ﾌ1-02 美人なジュン君の溺愛指導　2 ふどのふどう ¥715 2020/04

59154-8 ﾌ1-03 美人なジュン君の溺愛指導　3 ふどのふどう ¥715 2020/09

41490-8 ﾌ2-01 この恋は地獄のはじまり 深原にな ¥750 2021/05

76859-9 ﾌ2-02 初恋事変　1 深原にな ¥748 2023/03

59151-7 ﾖ1-01 家政夫のナギサさん 四ツ原フリコ ¥879 2020/04

59160-9 ﾖ1-02 整形シンデレラ　１ 四ツ原フリコ ¥799 2020/12

41481-6 ﾖ1-03 整形シンデレラ　２ 四ツ原フリコ ¥799 2020/12

41489-2 ﾖ1-04 整形シンデレラ　3 四ツ原フリコ ¥799 2021/04

41811-1 ﾖ1-05 整形シンデレラ　4 四ツ原フリコ ¥799 2021/07

01616-4 ﾖ1-06 整形シンデレラ　5 四ツ原フリコ ¥799 2021/11

74956-7 ﾖ1-07 整形シンデレラ　6 四ツ原フリコ ¥799 2022/10

70862-5 ﾖ2-01 その初恋は甘すぎる～恋愛処女には刺激が強い～　1 陽華エミ ¥769 2022/07

75475-2 ﾖ2-02 その初恋は甘すぎる～恋愛処女には刺激が強い～　2 陽華エミ ¥769 2022/11

75992-4 ﾖ2-03 その初恋は甘すぎる～恋愛処女には刺激が強い～　3 陽華エミ ¥769 2023/02

33408-4 ﾜ1-01 わたしは愛される実験をはじめた。　1 渡部美朋 ¥750 2022/04

74663-4 ｲ1-01 1日1回、果てるまで…飢えた絶倫オジサマは私を貪り尽くす 1 稲本いねこ ¥710 2022/08

74838-6 ｲ1-02 1日1回、果てるまで…飢えた絶倫オジサマは私を貪り尽くす 2 稲本いねこ ¥710 2022/09

70928-8 ｳ1-01 情熱とかいて性欲とよむ　1 うもう ¥699 2022/07

75477-6 ｳ1-02 情熱とかいて性欲とよむ　2 うもう ¥699 2022/11

●プティルハニーコミックス

●プティルコミックス
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42860-8 ﾂ1-01 後輩君が下着のヒモを咥えたら。解けるまであと…1秒　1 津々見はと ¥750 2022/05

70680-5 ﾂ1-02 後輩君が下着のヒモを咥えたら。解けるまであと…1秒　2 津々見はと ¥750 2022/06

75617-6 ﾂ1-03 後輩君が下着のヒモを咥えたら。解けるまであと…1秒　3 津々見はと ¥750 2022/12

31896-1 ﾅ1-01 さわって教えて高橋くん！同僚とふしだらな休日 なるせまこと ¥699 2022/03

74952-9 ﾅ1-02 XLで奥までトントンされて…リベンジHから抜け出せない！ 1 なるせまこと ¥730 2022/10

75996-2 ﾅ1-03 XLで奥までトントンされて…リベンジHから抜け出せない！ 2 なるせまこと ¥730 2023/02

01068-1 ﾌ1-01 キスでふさいで、バレないで。　１ ふどのふどう ¥737 2021/08

74661-0 ﾌ1-02 キスでふさいで、バレないで。　2 ふどのふどう ¥737 2022/08

41771-8 ﾓ1-01 秘密×調教　婚約者と人形男子から攻められて困ってます～私を濡らす男たち～ 桃凪めぐ ¥780 2021/06


