モバイル二次元 全316作品の軌跡
タイトル
AINE－アイン－ 剥がれゆく男装の仮面 前編
AINE－アイン－ 剥がれゆく男装の仮面 後編
シスタートラップ！
渚 ビーチに悶える淫堕の女神 後編
渚 ビーチに悶える淫堕の女神 前編
退魔シスタークラリス～主よ、淫らな我が身に魔を祓わせたまえ～

退魔師アイドル瑠璃亜 渚の陵辱撮影会
輪姦潜入教員 ～壊れた学園～
サキュバスアサシン 後編
サキュバスアサシン 前編
思春期なアダム外伝 いけないっ マキナ先生！
くノ一淫風譚――『淫闘帖』薊外伝
私のお嬢様、わたしのたいせつなひと
資料 伊奈澤聡美の書簡：『座敷童の掟』外伝
退魔師たちの乳淫獄 魔斬姫外伝2
魔斬姫伝
けものっ娘は発情中！
コール・オブ・ラト
気になるあの娘は魔法少女
黒犬悪魔×ツンデレ召喚士
Gaia Supreme外伝愛しのお師匠様！
美・少・女ヒロインデュアルクロス 後編
美・少・女ヒロインデュアルクロス 前編
魔風性奴ウィンディア
ウィングファミリー
リージャ姫騎士団記 搾乳の砦
電光鉄火 紅
少女探偵有香 放課後の蜜戯
おしかけお姉さん
ムチむちメイド姫織外伝
レオタード風紀委員長御神楽月見 外伝 麗しの少女は恥辱の躾に啼く

看護婦姉妹 二人がかりのどきどき看護
見習いメイドシスターズ外伝
黒衣の少女探偵 月読百合奈外伝 黒衣の少女は淫虐なメイド修行に啼く

奈々の学園ライフ外伝
蒼甲戦士マリンハート
乳乱の姫騎士ミーナ
魔法少女セイクリッドエンジェル 後編
魔法少女セイクリッドエンジェル 前編
学園対魔捜査官 斎藤綾乃 外伝
鬼面忍者ミツキ
剣姫英雄伝セイレン
陸軍大尉赤坂葉子 屈辱の変態撮影会
宇宙海賊ユリカ＆キョーコ
聖鎧の騎士
飛龍公主イーファン
いもうと日和
お嬢様トライアングルextra 兄妹蜜戯・お風呂編
シスターアンジェラ 常闇の王と聖なる乙女
フェリーシア エルフの守人
漆黒の令嬢シスター外伝 -人獣母子相姦生徒会長 金城真里亜 恥辱の白濁補習
蒼き聖騎士リデア異伝 或る娼婦の日常
白銀の剣帝ミリア 淫乳肛姦録
魔の紅玉ローズマリー外伝 母子堕落
妖猫奇譚 常世送りの使者
俺のフラグはよりどりみデレ番外編 恋の闘争は砂浜で(後編)
俺のフラグはよりどりみデレ番外編 恋の闘争は砂浜で(前編)

魔法淑女ミオン
Ｇオフィサーミユキ２ 淫猥なる女囚惑星
Ｇオフィサーミユキ２ 淫猥なる女囚惑星 Part2
Ｇオフィサーミユキ２ 淫猥なる女囚惑星 Part4
Ｇオフィサーミユキ２ 淫猥なる女囚惑星Part3
エンジェルシードＸ ――淫夢！ 触手軍団――後編
エンジェルシードＸ ――淫夢！ 触手軍団――前編
エンジェルシードプラス ―ローズナイト―
エンジェルシードプラス2 ―ラピス絶体絶命―
エンジェルシードプラス３ ---小牧小夜奮戦記--生徒会厄払執行委員 支倉栞
聖海の巫女
痴漢捜査官 六条かすみ
イブリース外伝 堕天使と炎の女帝

※作者名でのソートになっています。
シリーズ
作者
AINE－アイン－ 剥がれゆく男装の仮面 ０８９タロー
AINE－アイン－ 剥がれゆく男装の仮面 ０８９タロー
０８９タロー
渚 ビーチに悶える淫堕の女神
０８９タロー
渚 ビーチに悶える淫堕の女神
０８９タロー
０８９タロー
０８９タロー
０８９タロー
サキュバスアサシン
kyphosus
サキュバスアサシン
kyphosus
さかき傘
綾守竜樹
綾守竜樹
座敷童の掟外伝
綾守竜樹
魔斬姫伝
綾守竜樹
魔斬姫伝
綾守竜樹
伊吹泰郎
伊吹泰郎
伊吹泰郎
伊吹泰郎
Gaia Supreme外伝
壱状什
美・少・女ヒロインデュアルクロス
壱状什
美・少・女ヒロインデュアルクロス
壱状什
壱状什
羽沢向一
羽沢向一
羽沢向一
黄支亮
岡下誠
岡下誠
岡下誠
岡下誠
見習いメイドシスターズ外伝
岡下誠
岡下誠
岡下誠
火村龍
火村龍
魔法少女セイクリッドエンジェル
火村龍
魔法少女セイクリッドエンジェル
火村龍
岩重十郎太
岩重十郎太
岩重十郎太
岩重十郎太
巨道空二
巨道空二
巨道空二
空蝉
空蝉
空蝉
空蝉
漆黒の令嬢シスター外伝
空蝉
空蝉
空蝉
空蝉
魔の紅玉ローズマリー
空蝉
空蝉
俺のフラグはよりどりみデレ番外編
栗栖ティナ
俺のフラグはよりどりみデレ番外編
栗栖ティナ
栗栖ティナ
Ｇオフィサーミユキ２
御前零士
Ｇオフィサーミユキ２
御前零士
Ｇオフィサーミユキ２
御前零士
Ｇオフィサーミユキ２
御前零士
エンジェルシードＸ
御前零士
エンジェルシードＸ
御前零士
エンジェルシードプラス
御前零士
エンジェルシードプラス
御前零士
エンジェルシードプラス
御前零士
高岡智空
高岡智空
高岡智空
高橋ショウ

禁！無断転載無断使用 キルタイムコミュニケーション

アオリ文
権益に溺れた貴族と結託して暗躍する盗賊ギルドを潰すべく、強襲をかける王国女性騎士団『茨の槍』。
盗賊ギルドに強襲をかけ、壊滅状態にまで追い込んだ王国女性騎士団『茨の槍』。
俊介は普通の少年。しかし姉の麗奈はフツーじゃない。ことあるごとにエッチな誘惑をしかけてきて、いつも俊介はドギマギさせられてばかり。
レズ行為の写真を撮られ、男性選手に脅される人気若手ビーチバレー選手の峰渚と沢垣浅海のコンビ。
人気の若手ビーチバレー選手の峰渚と沢垣浅海のコンビ。エキシビションで男性選手のペアと試合をするのだが、レズ行為をしていた場面を盗撮され、脅されてしまう。
退魔の業を行うシスター・クラリス。彼女は少年に憑いた悪霊を祓おうとするが失敗してしまう。自責の念に駆られるクラリスに、モルガ神父が特別な訓練の話を持ちかける。
新人グラドルとして潜入し、業界に潜む闇の者を狩っていく退魔巫女瑠璃亜だったが、ある日、水着グラビア撮影の仕事で、陵辱の罠にはめられてしまい……。
教師の失踪事件が相次ぐ学園へと潜入した女捜査官。
桜蘭女学院に通う美少女・メーアリムケー。その正体は人間界に召喚されたサキュバスの姫で、召喚士の黒江とともに、法で裁けぬ悪党をその美貌と身体で闇に葬っていた。
桜蘭女学院に転入してきた美少女・メーアリムケー。
自分の瞳に秘められた蛇眼の力を監視する天使少女たちと、同居することになった少年、睦月。
とある武士を籠絡すべく、遊女を装い近づく中忍・薊。だが、その男は筆を用いて女を狂わす使い手だった。
廃棄寸前のところを財閥の令嬢、遙に救われた女性型ヒューマノイド、フリーダ。遙を想うと、フリーダは原因不明の熱暴走とエラーに襲われるのだった。
まだ近世と近代が混在していた時代。鈴木蓉子は人と人ならざるもの・妖怪とのあいだで生じた揉め事を調停する任に就いている。
・九条院法子は女性だけの退魔組織『紅薙姫[ｸｻﾅｷﾞ]』に所属している日本刀遣いである。
日本を古来より守護する組織「神器省」剣課課長・御劔忍は淫魔の肉奴隷と化していた。
猫娘の美鈴、狼娘の白雪という２人の使い魔を従え、化け物を退治する竜也。依頼を済ませて帰宅した竜也に、美鈴はご褒美ということで風呂場でのエッチをねだる。
妖しげな古本屋で偶然見つけた魔術書で悪魔を呼び出した少年・祐はふとしたきっかけで悪魔を呼び出してしまう。
憧れのクラスメイト・椎名葵と一緒に下校することになり、興奮する柴田流。しかし二人の前に突然魔法少女を自称する謎の少女が現れる。
王国の護符を取り戻すため、使い魔の反対を押し切って、朽ちた魔術師のアジトであるダンジョンへ挑んだ召喚士・ミランダ。
強さと美しさを競う格闘エンターテインメントGaia Supreme。プロファイターを目指す少女・風祭レナは隠棲中の元G.S.ファイター・井上真改のもとを訪れる。
男の性欲と女の性感帯をあわせもつことになった性転換魔法少女を射止めるのは、相棒か、それともライバルか？
男の性欲と女の性感帯をあわせもつことになった性転換魔法少女を射止めるのは、相棒か、それともライバルか？
邪悪な思念怪物イメージアと戦う正義のヒロインウィンディアこと観月優奈。
ハイレグレオタードに身を包み、娘たちと超能力を駆使して街の平和を守る羽月。そんな彼女を、闇の組織による淫辱の罠が待ち受ける。
魔界軍を破った姫騎士リージャはその代償に呪いをかけられる。リージャ率いる女騎士団救出に向かう見習い司祭アスクル。
岡っ引きである父を鬼火の権三に惨殺された葵。彼女は父の敵討ちを決意する。家宝である紅雷丸を使い、紅頭巾として盗賊退治を続ける少女剣士。
有香は、学費の面倒をみてくれるおじさまの依頼で、放課後の音楽室に忍び込む。彼女の使命はそこで見たことを、すべて詳細におじさまに報告すること。
勤め先の女子校が近いという理由で孝太の家に押しかけてきた従姉の香澄。幼い頃から慕っていた「お姉さん」と一緒に住むこととなり胸が高鳴る孝太。
立花家に仕える美しく優秀なメイド・姫織は、主人である少年・優に対して、本格的なお勉強とエッチな躾を施していく。
レオタード姿に変装して学園の風紀を実力行使で正す風紀委員長・御神楽月見は、不良少女・夏樹の「妹」になったために、彼女の言いなりにされる。
あの検査入院後、彰はごく普通の大学生活に戻ったが、マンションの中では全ての男が羨むような生活をしていた。
メイドの沙織は尚樹と主従の契りを結んだものの、羞恥心を振り払いきれずにいた。同僚の姫奈乃らと違い、お嬢さま育ちの沙織は濃密な誘惑ができない。
ゴスロリ服を纏い、学園の難事件を解決する少女探偵・月読百合奈のもとに、親友・撫子から手紙がきた。
憧れだった貞聖女子学園の生徒会長・白姫百合と姉妹の契りを交わし、結ばれた舞島奈々。その後の学園生活で、彼女はお姉さまに恥辱と快楽に満ちた躾をされてしまう。
偉大な研究者だった父の遺したブレスレットで変身して、悪の組織ゼルガと戦うサヤ。健闘むなしくも敗れ去ったサヤは友達たちの前で陵辱を受けるのだった。
故郷を滅ぼされ、異世界から地球へと逃れてきたミーナ姫。敗北して捕らえられ、乳房に溜まる極上のエネルギーを狙う敵に乳房を徹底的に陵辱される！
百合と愛の姉妹は魔法少女セイクリッドリリー、セイクリッドアイリスに変身して戦う！ しかし、悪の魔法少女の姦計により分断され、無慈悲な陵辱を受けることに……！
百合と愛の姉妹は魔法少女セイクリッドリリー、セイクリッドアイリスに変身して戦う！ しかし、悪の魔法少女の姦計により分断され、無慈悲な陵辱を受けることに……！
私立橙花学園での壮絶な戦闘で淫気に冒された綾乃は、対魔捜査官として第一線から外される。治安委員会の訓練設備で肉体の再整備に勤しむことに。
ボディスーツと、鬼をあしらったフルフェイスの仮面をかぶる女密偵ミツキ。
大剣を軽々と扱う剣筋で、大陸一の強さと称される女戦士セイレン。彼女は魔王を倒滅するが、その際に呪詛を浴びてしまい、ある魔司祭に解呪をお願いする。
非科学技術を専門とする陸軍大尉、葉子はテロリストを尾行し、雑居ビルに追いつめる。しかし、それは敵の罠だった。
麻薬や軍需物資を潰して回りながら、孤児院の子供たちを養う宇宙海賊のユリカとキョーコ。
その身体に聖鎧の紋章を持つ女騎士アスナは、師匠の仇を討つべく敵の迷宮へと乗り込む。
古代騎馬民族の王女に生まれ、無敵の騎士として育った女将軍イーファン。
都会で一人暮らしをするごく普通の大学生・幸（コウ）。そんな幸の元に、受験という名目で超ブラコンの巨乳妹・ゆきねが転がり込んでくる。
二次元ドリーム文庫『お嬢様トライアングル』本編後のストーリー。同級生のたまきとその姉・縁に翻弄される日々を送っている英一。
孤児院で、子供達と平穏な日々を送る美しきシスター、アンジェラ。そんな彼女の前に突如インキュバス・ハズベルが現れる。
聖なる森を守るエルフの少女、フェリーシア。ある日、彼女は仇敵である盗賊たちに捕らわれてしまう。屈辱の口腔奉仕、噴乳パイズリの果てに純潔を奪われる少女。
腕利きのエクソシスト・黒百合沙希は、父の仇であるギリアムとの子供である３匹の魔犬と平穏に暮らしていた。
生徒会長を務める少女・真理亜は、学内で悪行を働く不良グループを懲らしめる。だが、復讐を目論む彼らによって偽の手紙で呼び出され、陵辱されてしまうことに。
かつて、奸臣に命を狙われた王子護衛の旅を続けていた聖騎士リデア。だが、皇子もろとも敵に捕らわれ心身を辱められた二人は、今や人知れぬ寒村で細々と暮らしていた。
女王にして王国最強の剣士でもあり、「白銀の剣帝」とも称されるミリアは、大事な一人息子・レオンを盗賊団にさらわれ、指定された洞窟に向かう。
二次元ドリームノベルズ『魔の紅玉ローズマリー』の外伝。クオンの子を宿していなかった場合のifストーリー。
時は太平の世、妖猫・彩萌は飴屋を営みながら、座敷童の琉璃と妖を退治する日々を送っている。
小さいころによく遊んでいた砂浜に、美緒と一緒にやってきた遼人だが、詩音の乱入で一気に修羅場に。
小さいころによく遊んでいた砂浜にやってきた美緒と遼人。ツンデレな美緒の水着姿を見たり、サンオイルを塗ったり、さらにはエッチをしたりと、でドキドキの時間を過ごす。
かつて魔法少女として活躍し、魔物たちを封印した美音。十年後、彼女は初々しくも麗しい人妻となり幸せに暮らしていたが、魔物たちが再び地上へ現れる。
宇宙海賊デュバロ一味を逮捕し一躍有名になった銀河連邦警察の美由紀。新たな犯罪現場を独断で押さえに行った彼女は、無実の罪を着せられてしまう。
無実の罪で女囚専門の刑務所惑星に収監された銀河連邦警察の美由紀。かつて逮捕した女海賊と同室になった少女は、布団の中やシャワー室で女囚たちに嬲られる。
無実の罪で女囚専門の刑務所惑星に収監された銀河連邦警察の美由紀。
無実の罪で女囚専門の刑務所惑星に収監され、所長や同室の女囚たちに陵辱された銀河連邦警察の美由紀。
悪の組織「エニグマ」と日夜戦う正義のヒロイン戦隊「エンジェルシード隊」のリーダー千歳。
悪の組織「エニグマ」と日夜戦う正義のヒロイン戦隊「エンジェルシード隊」のリーダー千歳は市民を助けるために囮となるが、敵に囲まれ捕らわれてしまう。
悪の組織エニグマと戦うエンジェルシード隊のローズナイトこと桂木千歳。
陵辱の記憶に苦しむ親友の千歳を小夜に託し、単身パトロールに出たラピスことエミリアは、かつて自らを肛虐した人狼と遭遇する。
大好きな先輩・千歳の力になりたいと日々悩むエスメロードこと小牧小夜は、敵を追って単身海底洞窟に乗り込む。
木刀と護符を手に、学園に現れる厄霊を祓う厄払い執行委員、支倉栞。彼女は現れた厄霊と戦い、自らの体内に封じて浄化しようとする。
海神を祭る神社で巫女を務め、海を守り続ける少女・時乃は、ある日海神の使いより謁見の招待を受ける。
痴漢捜査官の六条かすみは、ある日痴漢をしていた男・外山を現行犯逮捕する。しかし、逆恨みした外山は娘の瑞樹を誘拐。
人類を滅ぼそうとする神の使徒バイオ・エンジェル。その脅威から人々を護るため、人造人間リオは反逆の堕天使イブリースに変身し、立ち向かう。

聖天使ユミエル外伝 ヴァージンブレイク
聖天使ユミエル外伝 エピソードゼロ
聖天使ユミエル外伝 フォールンプリンセス
聖母天使マリエル ハウンティングメモリー
魔法少女カスミ悶絶、異世界のフタナリ地獄
幼馴染みとニーソとドキドキ初体験
お嬢様はボクの調教（おし）え子
淫獄のレディ・リベリオン
続・贄の学園 －弄ばれた絆－
電子淫夢の操り人形（マリオネット）
贄の学園 －受け継がれた縛鎖－
怪魔ハンターイリーナ
いもうとサマーデイズ番外編 秘密の遊園地日記
お嬢さまといっしょ番外編 子ネコちゃんといっしょ
サブマリンガールズ
マーメイドナイト レミィ
ローラーファイター蘭花
宇宙海賊アルフィーナ 淫獄編
宇宙海賊アルフィーナ 逆襲編
紗理奈とサリーナ ココナッツ娘といっしょ
性隷姦長ナナリー 淫獄の捕虜収容所 後編
性隷姦長ナナリー 淫獄の捕虜収容所 前編
性隷剣士エレーナ 後編
性隷剣士エレーナ 前編
絶対音姦 綾香、淫欲のセレナーデ
美化委員長よごしちゃいました でも当人は悦んでいます
放課後たくてぃくす番外編 秘密の誘惑アトリエ
放課後ふぇすてぃばる番外編 あなざーふぇすてぃばる
放課後ふぇすてぃばる番外編 あふたーふぇすてぃばる
魔法天士ミラクルシャーリィＥＸ
しゃーまにっくエクストラ
血弾のナスターシア
生徒会長 浅羽静香の想い人
俺のハーレムのヒロインはなぜか全員都市伝説のようです
精霊騎士アクエアル外伝 ～裏切りの騎士～
無敵の姫騎士がドＭに目覚めたようです外伝南国・常夏・ビーチでドッキリ、ドＭ騎士！ 後編
無敵の姫騎士がドＭに目覚めたようです外伝南国・常夏・ビーチでドッキリ、ドＭ騎士！ 前編

女教師淫辱教え子に飼育されて
女歯科医・冴子 緊縛の悦虐
人妻と未亡人 極上の熟れ肉
汚辱の妖精ピュアキューティ
HENTAI魔法少女サイレントメロディー お料理地獄編
HENTAI魔法少女サイレントメロディー 千年殺し篇
HENTAI魔法少女サイレントメロディー 誕生篇
お嬢様の花嫁修業
淫辱の聖騎士セリア
騎士道物語 ～これも姫様の為だ！～【後編】
騎士道物語 ～これも姫様の為だ！～【前編】
鬼斬り紫苑
鬼巫女さま
剣姫達の黄昏 後編
剣姫達の黄昏 前編
言霊使い華燐
人妻参謀玉鋼出雲～富士山大陵辱作戦～
聖女騎士団のヒメゴト
戦国戦姫 風林火山
鉄機神ゴルバリオン
二次元ファイタードリーミン
二次元ファイタードリーミン3rdParty
二次元ファイタードリーミンNEXT
魔王エリシス
魔界王女 撃滅のミオレシア 前編
魔界王女金眼のファルシア 弱虫王女
魔界王女撃滅のミオレシア 後編
魔法少女テッカメン！
魔法少女ルリカ
夜の狙撃手
エンゼルヴィーナス外伝
エンゼルヴィーナス牝豚へと堕ちた天使
サムライスレイブ外伝 肉悦の牝犬調教
騎士教官シエル 暗黒騎士の策略
紅の破壊天使スカーレット外伝 肉悦の極秘治療
退魔メイド薫の危機
退魔師な幼馴染がエロすぎる
魔法生徒会長２ マジカルアヤメ
魔法生徒会長マジカルアスナ 白濁の契約

聖天使ユミエル外伝
聖天使ユミエル外伝
聖天使ユミエル外伝

黒井弘騎
黒井弘騎
黒井弘騎
黒井弘騎
桜空
桜空
三津谷鷹介
三津谷鷹介
三津谷鷹介
三津谷鷹介
三津谷鷹介
山田だだ
いもうとサマーデイズ番外編
山本沙姫
お嬢さまといっしょ番外編
山本沙姫
山本沙姫
山本沙姫
山本沙姫
宇宙海賊アルフィーナ
山本沙姫
宇宙海賊アルフィーナ
山本沙姫
山本沙姫
性隷姦長ナナリー 淫獄の捕虜収容所 山本沙姫
性隷姦長ナナリー 淫獄の捕虜収容所 山本沙姫
性隷剣士エレーナ
山本沙姫
性隷剣士エレーナ
山本沙姫
山本沙姫
山本沙姫
放課後たくてぃくす番外編
山本沙姫
放課後ふぇすてぃばる番外編
山本沙姫
放課後ふぇすてぃばる番外編
山本沙姫
山本沙姫
狩野景
狩野景
狩野景
酒井仁
精霊騎士アクエアル外伝
酒井仁
無敵の姫騎士がドＭに目覚めたようです外伝 酒井仁
無敵の姫騎士がドＭに目覚めたようです外伝 酒井仁
小鳥遊葵
小鳥遊葵
小鳥遊葵
小豆沢亜澄
HENTAI魔法少女サイレントメロディー
上田ながの
HENTAI魔法少女サイレントメロディー
上田ながの
HENTAI魔法少女サイレントメロディー
上田ながの
上田ながの
上田ながの
騎士道物語 ～これも姫様の為だ！～ 上田ながの
騎士道物語 ～これも姫様の為だ！～ 上田ながの
上田ながの
上田ながの
剣姫達の黄昏
上田ながの
剣姫達の黄昏
上田ながの
上田ながの
上田ながの
上田ながの
上田ながの
上田ながの
二次元ファイタードリーミン
上田ながの
二次元ファイタードリーミン
上田ながの
二次元ファイタードリーミン
上田ながの
上田ながの
魔界王女 撃滅のミオレシア
上田ながの
魔界王女金眼のファルシア
上田ながの
魔界王女 撃滅のミオレシア
上田ながの
上田ながの
上田ながの
上田ながの
エンゼルヴィーナス外伝
新居佑
新居佑
サムライスレイブ外伝
新居佑
新居佑
紅の破壊天使スカーレット外伝
新居佑
新居佑
新居佑
魔法生徒会長
新居佑
魔法生徒会長
新居佑

悠美は光翼天使ユミエルに変身し、怪物エクリプスと戦う。初陣で彼女は怪物を追い詰めるものの、反撃に屈し捕えられる。
彼女の目的は、光翼天使ユミエルとなり、学園に巣食う怪物――欲望に呑まれた人間の成れの果て、エクリプスを狩ることにあった。
煌翼天使ユミエルに敗北したオメガエクリプスは、影の世界に逃げこみ一命は取り留めたものの、かなりの力を消耗してしまう。
人に仇なす異形エクリプスを討つ光翼天使マリエル。だが彼らの支配者との戦いの最中、最愛の娘悠美を人質に取られ、影魔の群れに己の肉体を差し出す事に。
カスミは異世界・クリスタで日々魔獣退治に励む魔法少女。ある日、蚊型魔獣にクリトリスを刺され、ふたなり化したところをライバルの魔女に悪戯されまくってしまう。
園宮学園一の美少女・皐は幼馴染みの貴司が気になってしょうがない。
お嬢様の家庭教師をすることになったが、覚える際に忘れられない刺激があれば、と思わず肢体に手をかけてしまうも、彼女もその覚え方がお気に召したようで……。
高度な人工知能『至高の慈父』により人間の行動すべてが支配されたディストピア。そんな世界の在り方に疑問を持つ、アイラ達はレジスタンス運動を続けていた。
内気な文芸部の少女、瀬島ゆかりは、学園に密かに受け継がれてきた、裏の役割を引継いでしまう。
仮想空間で、アバターを用いバーチャルセックスを楽しんでいる女子大生真那美。罠にはまり、官能世界からログアウトできぬまま、肉体は悦んでいく──。
内気な文芸部の少女、瀬島ゆかりは卒業する憧れの先輩と共に、人気の無い教室で不良達に輪姦されてしまう。
漆黒のセーラー服と闇色のマントに身を包んだ少女・イリーナ。
突然の父の再婚で、四人もの義妹ができてしまった浩介。共に暮らすうちに、彼は美少女姉妹から兄として、一人の男としてしたわれていく。
ふとしたことからお嬢さまたちの婚約者になってしまった恭一。婚約者騒動が終わった後も神宮寺家の屋敷で過ごしていた彼はある夜、ビキニ姿の不思議な少女と出会う。
西暦二〇六六年、化学実験の失敗により世界は焦土と化した。大地を追われた人類は、深海にドーム型都市を築き生き延びるが、そこもまた人類にとっての安住の地ではなかった
港町を舞台に、人魚の戦士として海賊と戦う巨乳娘レミィ。
ローラースケートによるレースと格闘技を組み合わせた「ローラーファイト」が熱狂的な人気を得ている近未来。
ロボットたちを率いて宇宙中の宝石を略奪する美貌の女海賊は、捕えられ淫らな肉尋問に晒されて!?
銀河で名を轟かせる美貌の女海賊は、捕えられ、淫らな肉尋問に晒され屈辱にまみれながらも、暴いた敵の正体は…!?
南国育ちの明るい褐色肌従妹と、日本育ちの清楚な色白幼馴染み。果たして良太郎をゲットするのは…!?
レギイオン帝国の新兵器によって囚われの身となった女艦長のナナリーと令嬢通信兵のアンジェリカ。二人は捕虜となった仲間たちを助けるため、敵兵の性欲処理を行うことに。
レギイオン帝国の武力侵攻を受けるティリグ共和国の海の守りの要である第三機動艦隊は、帝国の新兵器であるステレス艦に強襲されてしまう。
マリアン姫を救出するため、性奴隷として敵国に潜り込んだ剣士・エレーナ。
捕らわれの姫・マリアンを救出する機会を得るため、敵国の性奴隷になることを選んだ剣士・エレーナ。
フルート奏者の宮野森綾香は、ある日の練習帰りに拉致監禁され、「調教師」と名乗る男に陵辱を受ける。
学園の環境美化と整備に情熱を燃やす世話好きな麗美は、柔道部で稽古に励む哲郎の姿を目にして、いつしか男らしく成長した彼の逞しさを感じ取る。
美術部の後輩翔子の依頼で、放課後の体育倉庫にて絵のモチーフとして女神の姿に扮する銀之助。
物語は文庫『放課後ふぇすてぃばる』と同じ時。文化祭の用意をしていた三木達也の前に現れたのはギャルっ娘で天敵の中里しのぶ。
学園祭の実行委員として、メイド喫茶を成功に終わらせた少年・幸太。
女帝メルヴィルのために戦う少年剣士ランディ。いつものように地上への侵略を開始したのだが、メルヴィルが術に失敗して淫乱化してしまう。
汎用戦術格闘メイドの菊野は、愛するご主人さまを独占しようと、ある策略を練る。
自らの処女の血を込めた銃弾で撃ち砕く、吸血鬼ハンター・ナスターシア。
女の子への苦手意識を克服するため、屋上でエッチなグラビア雑誌を読んでいた少年の前に、女生徒会長が現れる。
モテまくりたいという一心でお百度参りを敢行したら、近づいてくるのは、呪いをかけてきたり大きなマスクをつけていたりと、妖しい「都市伝説」少女たちだった！
火の精霊に敗北し、彼の性奴隷となった水の精霊アクエアル。彼女に想いを寄せ、歪んでいく王国の行く末を憂えた青年騎士マリオンは国王への反乱を企てる。
仕事を抜け出し、南国を満喫する姫騎士ローゼリア。しかし怪しい儀式に巻き込まれ、モンスターへの肉欲奉仕ですっかりエロ試練モードに。
南国にやってきた姫騎士ローゼリア。彼女は仕事に忙殺されるパセラの目を盗んで常夏のビーチを満喫する。
北国の学園で英語教師をしている佑子は、妻子持ちの教頭に口説き落とされ、ずるずると不倫関係を続けていた。
美人歯科医・冴子の元で働く耕太。その魅力的な肢体に惹かれながらも、日々叱責され鬱屈していた彼に、義姉・朱美がとんでもない取引を持ちかけた。
とある大型書店に勤める圭介は、ひょんなことからパートの人妻・朱里と関係を持ってしまう。
楽しい学園生活を謳歌する少女・白倉ななせと黒須あさぎの正体は……暗黒の世界から地球を狙う【ダークシード】の野望を挫く美少女戦士・ピュアキューティなのだ！
魔法少女に変身する力を得た、見た目はお嬢様・中身は外道の鳳仙院静音。
魔法少女に変身する、見た目はお嬢様・中身は外道の鳳仙院静音。人類滅亡を企む新たなる魔法少女を前に、変態的な願いを叶えるために、可憐な唇から変身呪文を紡ぐ！
突如表れた魔法少女ミントによって北海道が消滅したこともそれほど深刻に考えず、ただペニスが欲しいと祈る、見た目はお嬢様・中身は外道の鳳仙院静音。
幼馴染みのお嬢様・空に想いを寄せているが、今の関係を失いたくない一心から、なかなか告白に踏み切れない少年・陽樹。
聖騎士団の団長である女騎士セリアは、幼馴染みにして副官のミシェルとともに騎士団を率いて悪の魔術師マルコーとの戦いに赴く。
近衛騎士と姫の教育係を務める堅物の女騎士メリッサは、ひょんなことから友人のレナによってアナルセックスを経験させられてしまう。
国の人々を護るべく騎士となった少女メリッサは、近衛騎士として勤仕する城内でも有名な堅物だった。
達人級の剣術を誇る少女剣士・紫苑。父の死後、寂れた道場を復興させるため鬼退治の依頼を受けるが、人外の淫欲はその幼い容姿をも贄としてしまう……!!
半人前陰陽師・伊勢野四葉は、都を荒らす鬼少女を退治しに神社へやってくるが、力及ばず捕らえられてしまう。
剣奴に堕ち、夜は主への尻穴奉仕を強要される元騎士・ナリアと、剣奴兼性奴として日々身体を開発される元傭兵・ルーナ。
敗残の将・ナリアと、妹の治療費を求めた女傭兵・ルーナの二人は奴隷身分に墜ち、昼は剣奴として戦い、夜はご主人様や性奴を買いに来る男達に
言葉によって、人の悪意に取り憑く精神虫を倒す言霊使い・華燐。
富士山麓基地で指揮をとる、若妻軍人・玉鋼出雲は、上層部が降伏したことにより、夫である司令官とともに敵軍との和平交渉の場へ赴く。
女性しか入隊を許されない由緒正しき聖女騎士団。クリスは幸運の証『オマーラ様』を持っていたためか、夢見ていた入隊を果たす。
物々しい甲冑に身を包む、女武将・葉山凛率いる軍は、敵軍に追い詰められ、籠城戦を強いられてしまう。
純潔の乙女のみが操れる巨大ロボット・鉄機神ゴルバリオン。そのパイロットであるマリカは敵対組織「カントリー」と闘い、敵の兵器によって捕らわれてしまう。
夢子は二次元ドリーム文庫が大好きな女の子。
ありとあらゆる二次元世界に突入する能力を持つ少女虹野夢子。
夢子は二次元ドリーム文庫が大好きな女の子。
魔物たちの頂点に君臨するエリシス。部下たちを統率し人間たちと不可侵の状態を保っていた少女魔王は、居城に侵入した人間の勇者カシウスの卑怯な罠により囚われてしまう。
千年に一度開かれる魔神達の饗宴――魔王の座をかけて六名家の魔神が滅ぼしあう魔神転生の儀。
いつも強気で尊大でワガママし放題の悪魔っ娘ファルシア。そんな彼女がある晩、とても怯えた姿を見せます。魔神は一年に一度、極端に魔力が弱まってしまうのです。
千年に一度開かれる魔神達の饗宴――魔王の座をかけて六名家の魔神が滅ぼしあう魔神転生の儀。
魔法の鉄仮面で顔を隠す、謎の魔法少女・テッカメンに変身する少女・君嶋弓佳。
魔法少女の末裔・日番谷ルリカは、予想だにしなかった罠に嵌められ、親友の目の前で犯されてしまうのだった。
尊敬する上官、功刀空三等陸佐より新中華連合の要人暗殺を命令された、九州独立自衛軍准陸尉、坂上翼。
異星からの侵略者“ラーマ”から地球の平和のために戦う二人の変身ヒロイン――エンゼルヴィーナス。
東京に突如として現れた異星からの侵略者たち“ラーマ”。彼らから地球の平和のために戦う正義の変身ヒロインたる少女たち――それがエンゼルヴィーナスである。
一国の姫でありながら、両親の敵を討つため姫武者として悪行を成敗する咲夜。
優秀な騎士を育てる教官シエル――優秀な剣の才能に恵まれ、美麗な容姿に端整な顔立ちという、誰もが羨む女教師。
市民や抵抗軍を恐怖の底へ陥れた悪の女幹部スカーレット。そんな彼女も現在は、悪魔軍を放れ抵抗軍メンバーとして悪に立ち向かっていた――。
有能な退魔師であった過去を持ち、現在はある資産家の家に仕えるメイド・薫。
高飛車な幼馴染のお嬢様が実は退魔師だった!? 妖魔から催淫攻撃を受けてエロピンチな幼馴染・さやかの性欲を解消すべく、強引に性奴隷にさせられた浩也。
聖イシュタル学園の副生徒会長、伊佐木彩芽。
聖イシュタル学園の生徒会長、周防明日菜。彼女は放課後の学園で、謎の怪物に生徒が襲われるのを目撃する。

誘惑くのいち学園外伝 抜け忍さつき
ザクラリッターサヤ
ザクラリッターミズキ2nd
セイクリッドオーダー ～淫肉の杯は今宵も乾く～
ブランフォードクローゼ 悪霊退治は有料にて
ボクのメイドは同級生 真夏の海と内緒の夜
リトルウィッチくるみPLUS
レッスルエクセレント
機鋼天使アンリミテッドイージス
機鋼天使ストライクハート
女侍 紅蓮ノ楓
女忍 白銀ノ沙希
風紀委員長 相羽瑞穂の屈辱
プリンセスオブヴァンパイア
メイドエンジェル明日香
おにいちゃん大好き！ ふたごいもうとの誘惑合戦 前編
おにいちゃん大好き！ふたごいもうとの誘惑合戦 後編
おねえちゃんと子作りレッスン！
嫁・佳奈子は今夜も義父に犯される
教育実習生は隣のお姉さん
姫剣士ジュリア魔剣の姦計
暴虐の名門学院 啜り泣く女教師
魔導師女王
いじめっ娘彼女
おしかけお嬢様メイド ドMに尽くさせて
ロリ・パニック４/４
淫霧の魔館
王女さまのリンガ
少女エクソシストの消えない記憶 後編
少女エクソシストの消えない記憶 前編
聖騎士クレイア 恥辱牝狩り
魔界王子の変態修行委員長と侍女編
魔道捜査官セルフィナ EP2：古砦の慰女 後編
魔道捜査官セルフィナ ＥＰ２：古砦の慰女 前編
妖貝 姫騎士エルダの受難
穢れた血の勇者 シャロット
ギルティートレイン外伝 淫虐の囮捜査官
すい～と☆死神らいふ！
ダークナイトプリンセス 常闇に伏す凛姫
雨津村における魔障事件報告書
黒牢姫
黒牢姫Ⅱ
魔淫学園記
魔法少女エンジェルリップス
美人双子の童貞嬲り ボクだけの家庭教師
宇宙狩人ミライ 最後にして最初の地球人
剥かれた競泳水着 生徒会長・常盤咲穂の受難 後編
剥かれた競泳水着 生徒会長・常盤咲穂の受難 前編
Lover'S Brother
アサシンガール
ダンジョンプリンセス おてんば姫は冒険中
バッドシスター 尼僧退魔士誕生編
レッドエンフォーサールージュ
呪詛喰らい師外伝 夏祭り封神譚 後編
呪詛喰らい師外伝 夏祭り封神譚 前編
呪詛喰らい師外伝 餓神乳辱 後編
呪詛喰らい師外伝 餓神乳辱 前編
呪詛喰らい師外伝 餓神乳辱 中編
退魔拳士フェイラン外伝 少女剣士陥落編
魔法戦士ルビー＆サファイア

誘惑くのいち学園外伝
ザクラリッター
ザクラリッター

おにいちゃん大好き！ ふたごいもうとの誘惑合戦
おにいちゃん大好き！ ふたごいもうとの誘惑合戦

少女エクソシストの消えない記憶
少女エクソシストの消えない記憶

魔道捜査官セルフィナ ＥＰ２：古砦の慰女
魔道捜査官セルフィナ ＥＰ２：古砦の慰女

黒牢姫
黒牢姫

剥かれた競泳水着 生徒会長・常盤咲穂の受難
剥かれた競泳水着 生徒会長・常盤咲穂の受難

呪詛喰らい師外伝
呪詛喰らい師外伝
呪詛喰らい師外伝
呪詛喰らい師外伝
呪詛喰らい師外伝
退魔拳士フェイラン外伝

ご近所くノ一 ～どっちが上手？～ 前編 お姉さんたちの床術指南!? ご近所くノ一 ～どっちが上手？～

ご近所くノ一 ～どっちが上手？～後編 幼なじみとの床勝負！ ご近所くノ一 ～どっちが上手？～

サイキッカー亜美
トラッシュ・デビルズの大冒険
ナノチェンジャー ハイパーモモナ
ヒカリの巨人 コズミックバニラー
怪人ハンターリィン
銀河剣豪ムサシノ・ツバキは修行中！
故郷の奇祭
私立探偵マヒナ
女艦長シュリア
閃光のジューリュ
魔法少女あきら
未来くノ一スズラン
無敵戦隊ヒャクレンジャー 最終回
エクシードハンター レイ

真慈真雄
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神楽陽子
神崎美宙
神崎美宙
青空白雲
青空白雲
青空白雲
青空白雲
青空白雲
青空白雲
青空白雲
青空白雲
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
千夜詠
倉田シンジ
倉田シンジ
倉田シンジ
倉田シンジ
倉田シンジ
倉田シンジ
倉田シンジ
倉田シンジ
早瀬真人
草飼晃
草飼晃
草飼晃
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
蒼井村正
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大熊狸喜
大杉和馬

見習いくノ一として忍者養成学校で勉強中の五月。
ひょんなことから正義の変身ヒロイン・ザクラリッターとなった瑞希と沙耶は、人間界侵攻を狙う「魔貴族」の野望を阻止するため、二人で協力し合い任務を果たしていた。
スク水姿に変身し、悪と闘うザクラリッターミズキこと浅倉瑞希。彼女はアイドルオーディションに参加するが、そこには敵の罠が待ち受けていた。
王族が悪魔の血を引くルディス王権国家。聖なるビキニ鎧「ルーンジュエリ」に身を包んだ騎士メリアは、悪魔としての血を薄める「聖杯」を探す王女ロゼの護衛につく。
様々な場所に行っては、数々の怪奇事件を解決してきたエクソシストのクローゼだが、ある学校で勝ち気な性格が災いし、除霊に失敗してしまう。
ごく普通の少年、一誠と、クラスで人気を集める委員長、萌葱。一見正反対の少年少女だが、家に帰れば立場が一転、ご主人様とメイドの関係に！
魔法少女ダイヤキュートとして活躍する胡桃。学園に現れたモンスターを倒したのもつかの間、宿敵マーヴェルに不意を突かれ、級友たちの前で晒し者にされてしまう。
女子プロレスラー、エクセレント麻衣としてリング上で人気を集める麻衣。試合を終えた彼女は、興行主の西北野が新人レスラーを使って裏興行を行っていることを知る。
偉大な大天使の血を引く美少女、藤崎礼子。彼女は「アンリミテッドイージス」に変身し、人間社会に干渉する悪魔と戦っていた。
天使の血を引く少女、天城理緒。彼女は「ストライクハート」に変身、レオタードとメカ兵器を身に纏って悪魔と闘っていた。
人間の気力を炎に変換する刀を振るい、旅を続ける侍・楓。立ち寄った村の人々が魑魅魍魎に苦しめられていることを知った彼女は、単身怪物退治へ乗り出す
魍魎を狩るくノ一・沙希。彼女は妖魔を追い詰めるも、敵の奇策に貶められる。縄で縛り上げられた肢体を触手で撫で回され、胎内におぞましい粘液を流し込まれる女忍者。
扇情的なレオタード衣装に身を包み、ブラックマーケットと化した学園の風紀を正す相羽瑞穂。
吸血鬼の姫であるアリスは人間との共存を望んでいた。しかし町では過激な一部の吸血鬼たちは人間を襲い、血を吸い殺していた。
メイド喫茶で働く明日香のもう一つの顔は、外宇宙の侵略者から地球を守る闘うメイドさん。
突然の父親の再婚で双子の妹ができてしまった小池洋太。その日から、ギャルな外見の真奈と清楚な外見の有希になぜか誘惑されちゃって!?
突然の父親の再婚で双子の妹ができてしまった小池洋太。その日から、ギャルな外見の真奈と清楚な外見の有希になぜか誘惑されちゃって!?
父親の再婚により、二人の義姉と毎晩濃厚エッチをする生活が始まった！
夫に構ってもらえない寂しさから、つい魔が差して万引きをしてしまった佳奈子。以来、そのことをネタに義父に執拗なセクハラをされることに。
平凡な少年・春樹のクラスに教育実習生としてやってきたのは、かつて春樹の隣の家に住んでいた優奈だった。
正義感の強い姫剣士・ジュリア。彼女は病に伏せった父に代わり、腐敗した国を立て直そうと奮闘する。
名門学院の英語教師を勤める小宮優理。
清楚で美しく国民からも信頼されているエスター王国の女王・フィーリア。そんなある日、人間の憎悪につけいる妖魔に唆された部下や王子、王女らが謀反を起こす。
校内一強いと目される少年、省吾には人に言えないトラウマがあった。女性との付きあい方にも関係するそれのせいで、人生の楽しみを失い今日も溜め息をつく省吾。
校庭で見知らぬ美少女お嬢様から猛烈なアプローチをかけられた恭介。訳のわからぬまま自宅に戻ると、そのお嬢様・凛音がメイドとして台所に立っている！
ロリっ娘義姉さんが４人に!? 科学者である憧れの義姉が試した若返りの薬は化学変化を起こし、その肉体を個性ある４体に分裂させてしまった！
霧の立ちこめる山中で偶然辿り着いた洋館。赤也はそこで、闇夜に裸身を晒し水と戯れる金髪の美少女を目撃する。
暗殺者として将来を有望視される天才。冷徹な美少年・コルト。
あとみっく文庫『美少女エクソシストの聖水？ むしろご褒美です！』の前日譚となる切なくも淫らなスピンオフ作品が登場！
あとみっく文庫『美少女エクソシストの聖水？ むしろご褒美です！』の前日譚となる切なくも淫らなスピンオフ作品が登場！
魔女狩りと称し人が狩られる時代。聖騎士であるクレイアはその原因となる、人心を乱す悪魔を滅する役を担っていた。
次期大魔王である王子アルモは、悪魔らしからぬ優しい性格を何とかすべく、人間界で百人の処女を淫乱にするよう試練を与えられる。
魔道捜査官セルフィナは、拉致された皇太子妃レリアを砦から救い出し、ウーラとともに帰途につくが、身体に刻まれた淫呪に苛まれることに。
義兄によってその身に淫呪を刻まれた、魔道捜査官セルフィナの新たな使命！ 少女は拉致された皇太子妃を救うため、妖気ただよう砦へと踏み込むが…。
王都辺境に現れた、“妖貝”と呼ばれる怪物を退治した王女・エルダ。しかし油断を突かれ、妖貝の子供に寄生されてしまう。
連れ去られた村人を救うべくシャロットは魔物の巣窟へ単身乗り込むも、トラップによって拘束され、捕らわれた村人男性達と同じ牢獄に監禁される。
売春、麻薬、人身売買。犯罪の巣窟を調査するため地下組織に潜入した捜査官の奈津樹は、風俗店に潜んで調査を進めていた。
運悪く魔族から魂を狙われることになった三郎。その魂を守るべくやってきたのは新人死神の小桃だった。
まだ十代の若さで社交界に政治にと多忙を極めるシア王女。
新任教師として故郷の学園に赴任したエリ。深夜の校舎で謎の触手に襲われる少女を助けようとして、逆に卵を植えつけられてしまう。
王を亡くした斜陽の王国を支えてきた、年若くして聡明なジゼル姫。王女は敵国の奸計に陥り、王国の存続と引き替えに惨めな囚われ人となる。
アクィタニア女王ジゼルの王位認定のためにやってきたアメリア枢機卿は、憧れの彼女が男たちに犯され、よがる姿を見てショックを受ける。
平和だった学園で最近頻発するレイプ事件――そんな中、剣道部所属の学園生徒会副会長・渡辺美月は遅くまで学校に残って部活に勤しむ。
渡瀬ななみ。天使と契約して魔法少女になったものの、実はそんな自分がちょっぴり恥ずかしい微妙なお年頃の彼女の前に、ある日、魔物の群れが現れる。
高校一年の藤川涼太は成績不振。母親同士の仲がいいということで、お隣りに住む女子大生の美人双子が家庭教師につくことになった。
マイニチ・ミライは「宇宙狩人」と呼ばれ恐れられる宇宙鳥獣保護観察官。ソル系の惑星・テラ人の血を引く希少種だったが、ある日、密猟者に逆に捕縛されてしまう。
不良女生徒・蘭子の罠に落とされた生徒会長・咲穂の肢体を飽きることなく貪ってゆくラグビー部員たち。
可憐な女子生徒会長・咲穂は、ある日の放課後、不良女生徒の蘭子に部活棟に呼び出され、彼女の彼氏を奪ったという言いがかりをつけられる。
見た目は可愛らしいショタ少年ながらも、実は精力絶倫な隆は、ひょんなことから兄・章悟の恋人である美希に筆おろしをされることに。
自己催眠により、どんな人格にもなりすますことのできる暗殺者少女、凛。彼女はある学園の理事長暗殺を請け負う。
目付役の少年・ミュウとともに偶然見つけた地下迷宮を探索していたおてんば姫・エルは尿意を催してしまう。
東南アジアの某国で恵まれない人たちのために奉仕活動を行う、シスター理緒。武術に通じ、男勝りな彼女は老若男女問わず、信頼を集めていた。
昼は女性記者、夜はメタルスキンをまとうヒロインとして、犯罪者と戦うルージュ。
クラスメイトを人質に取られた退魔士・常磐城咲妃は、淫神の言われるがままにその豊満な女体を捧げていく。
『呪詛喰らい師』との異名を持つ退魔士・常磐城咲妃は、夏祭りの会場近くの海の家で、二人の少年と肌を重ね合わせていた。
『呪詛喰らい師』との異名を持つ退魔士・常磐城咲妃。神の飢えを満たすべく、自らの母乳を供物として捧げ、神伽の戯を開始するのであったが……。
『呪詛喰らい師』との異名を持つ退魔士・常磐城咲妃。神の飢えを満たすべく、自らの母乳を供物として捧げ、神伽の戯を開始するのであったが……。
『呪詛喰らい師』との異名を持つ退魔士・常磐城咲妃。神の飢えを満たすべく、自らの母乳を供物として捧げ、神伽の戯を開始するのであったが……。
木刀を操り、魔と戦う退魔剣士の武宮優は、強大な淫魔に捕まり、ビデオ撮影されながら下級淫魔によって処女を奪われてしまう。
人間界の平和を守る魔法戦士、ルビーとサファイア。ついに二人は魔王の潜む異世界に乗り込んだ！
坂ノ上六太郎の幼なじみ・細雪と風花は、くノ一目指して猛特訓中。だが、ふたりには一切くノ一の才能がない。
坂ノ上六太郎の幼なじみ・細雪と風花は、くノ一目指して猛特訓中だが、ふたりには一切くノ一の才能がない。
超能力を持つ少女・亜美は、街外れで暴力団が強姦AV撮影を見つけ、不意をつかれて捕らえられてしまう。そして自身がAVの女優役をやらされて!?
宇宙の犯罪者たちから地球の治安を護る連邦捜査官のアイリーンとフミ。
天然ドジっ娘な桃奈の正体は、キュートな正義の味方・ハイパーモモナ!!
光の宇宙人から変身能力を与えられた少女がコズミックバニラーとなって、街を襲う怪獣と闘うことに。勝負は優勢であったが、怪獣は二体現れて捕らえられてしまう。
人を襲う怪人を倒し続ける変身少女・リィンは、義兄の居場所を知っているという手紙を受け取り、町外れの廃工場に赴く。
時は惑星外交時代。銀河武者修行の旅を続ける、少女剣豪ムサシノ・ツバキ。彼女は、流れ着いたセリン・ビレッジの自警団より、村民を搾取するマフィア退治の依頼を請負う。
亡き父の故郷である山奥の村に母と共に越してきた真琴。村人から温かく迎えられ、村に馴染んだある日、同級生から村祭りの誘いを受ける。
ちょっぴりドジな探偵娘マヒナ。彼女は張り込み調査中にたまたま麻薬取引の現場に居合わせてしまい、暴力団の手に捕まってしまう。
名門出身で、お嬢様艦長のシュリア率いる戦艦『ヴァルキュリアス号』。彼女にとってそこは逃げ場のない密室空間だった…!!
未来の世界。賞金稼ぎの少女・ジューリュは街に逃げ込んできた犯罪グループを倒しに向かう。
ソフトボール部所属の快活な少女・桜坂あきら。
遥か未来、宇宙時代を迎えた地球。太古より続く忍者の血を引くスズランは、異星から訪れる犯罪者を始末する任務を負っていた。
悪の帝国「ダークエンパイア」たちの侵略から世界を守る希望の戦士「無敵戦隊ヒャクレンジャー！」。
エクシードと呼ばれる異能力を駆使し麻薬密売組織のみを狙う賞金稼ぎの少女レイ。

紅き魔王の生贄 ルビーアイズ・サクリファイス 後編
紅き魔王の生贄 ルビーアイズ・サクリファイス 前編
精霊姫リーン
蒼の魔法使い サリア
転生天使
魔法のプリンセス アニス 聖姫獣姦
裏切られし令嬢 葉月
おさな魔女ミルキーウェイ
ディアボロスな君
レディーキャット～堕ちた気高き王女～
機甲少女アイ
女怪傑！ スメラギ
女騎士シャール 獣淫の乙女
神弓の舞狐姫
黄金竜を従えた王国外伝 餓狼の目覚め
マイスイートデビィル
白百合の剣士外伝 姉妹蜜戯編
乙女剣士シルフィ
潜入国税査察官 杉野森アキ
いとこ姉のセキ裸ラな秘密
おしかけお嬢さま外伝 私はあなたのメイドですっ！
ボクはカノジョのもの
もっとボクはカノジョのもの
見習い召喚師 リーネの災難
自衛団の聖女 詩鈴 ～奪われた聖痕～ 後編
自衛団の聖女 詩鈴 ～奪われた聖痕～ 前編
女騎士長リフィティア～砕かれる精神～
退魔教師希彩1・5 那柚の退魔行 後編
退魔教師希彩1・5 那柚の退魔行 前編
退魔術札士 凪音 フォーリングメイデン
武具乙女のうつわEP0 後編 長刀クイーン誕従
武具乙女のうつわEP0 前編 長刀クイーン誕従
見習い退魔師イレーネ 淫獄の洋館
破魔の霊刀汚された美少女剣士

紅き魔王の生贄 ルビーアイズ・サクリファイス 大杉和馬
紅き魔王の生贄 ルビーアイズ・サクリファイス 大杉和馬

大杉和馬
大杉和馬
大杉和馬
大杉和馬
大杉和馬
瀧澤春
瀧澤春
瀧澤春
瀧澤春
瀧澤春
瀧澤春
瀧澤春
黄金竜を従えた王国外伝
竹内けん
筑摩十幸
筑摩十幸
茶瓶
長谷剛丼
天戸祐輝
おしかけお嬢さま外伝
天戸祐輝
天戸祐輝
天戸祐輝
天戸祐輝
自衛団の聖女 詩鈴 ～奪われた聖痕～ 天戸祐輝
自衛団の聖女 詩鈴 ～奪われた聖痕～ 天戸祐輝
天戸祐輝
退魔教師希彩1・5
天戸祐輝
退魔教師希彩1・5
天戸祐輝
天戸祐輝
武具乙女のうつわEP0
天戸祐輝
武具乙女のうつわEP0
天戸祐輝
天草白
天草白
美少女騎士シエラ 私に勝たないと恋人にしてあげないんだからっ！
天草白
お嬢様パティシエ桜葉ユリカ 白濁のデコレーション
冬野ひつじ
セレブ母子飼育日記 後編
セレブ母子飼育日記
冬野ひつじ
セレブ母子飼育日記 前編
セレブ母子飼育日記
冬野ひつじ
とろけるいもうと 柚乃の秘蜜
冬野ひつじ
美少女アイドル湯けむり旅辱ツアー 前編
美少女アイドル湯けむり旅辱ツアー
冬野ひつじ
美少女アイドル湯けむり旅辱ツアー後編
美少女アイドル湯けむり旅辱ツアー
冬野ひつじ
エイリアンハンターシア
斐芝嘉和
くノ一あやめ 後編
くノ一あやめ
斐芝嘉和
くノ一あやめ 前編
くノ一あやめ
斐芝嘉和
てんたま 後編
てんたま
斐芝嘉和
てんたま 前編
てんたま
斐芝嘉和
ハッピーハウスの夏休み 後編
ハッピーハウスの夏休み
斐芝嘉和
ハッピーハウスの夏休み 前編
ハッピーハウスの夏休み
斐芝嘉和
淫虜姫囚われのエルフ
斐芝嘉和
王様になった僕の陵辱週姦
斐芝嘉和
機動歩兵ニケ
斐芝嘉和
市警ユイ 恥辱の街角
斐芝嘉和
女スパイ ソフィア
斐芝嘉和
新・呪い屋零２外伝 御影陵辱編
斐芝嘉和
仙獄学艶戦姫ノブヒデッ！ 後編
仙獄学艶戦姫ノブヒデッ！
斐芝嘉和
仙獄学艶戦姫ノブヒデッ！ 前編
仙獄学艶戦姫ノブヒデッ！
斐芝嘉和
特捜姫兵アルテミス外伝
特捜姫兵アルテミス外伝
斐芝嘉和
魔界プリンセス ラーニャ
斐芝嘉和
牝犬奴隷美柚子の成長記録 後編
牝犬奴隷美柚子の成長記録
斐芝嘉和
牝犬奴隷美柚子の成長記録 前編
牝犬奴隷美柚子の成長記録
斐芝嘉和
エルフプリンセス 深緑の護り姫
筆祭競介
プリンセス狂想曲外伝 お風呂で王妃とイチャイチャ編
筆祭競介
奥様はシャドウハンター
筆祭競介
怪盗おしおきハーレム外伝 女教師に嬲られ編
怪盗おしおきハーレム
筆祭競介
破邪弓巫女 ミヤビ
筆祭競介
白翼天使ホワイトウインド
白翼天使ホワイトウインド
筆祭競介
白翼天使ホワイトウインド2
白翼天使ホワイトウインド
筆祭競介
美しき副官の献身 『ハッ！ 隊長殿のご命令ならば！』
筆祭競介
ツインズプリンセス淫辱の闘技場
武猛
噴乳！ミルクシスターズ
武猛
アンドロイドブレイカー ルーシー
舞麗辞
くノ一あやめの不覚
舞麗辞
コードネームは天使
舞麗辞
ボクっ娘勇者ファムの敗北
舞麗辞
壊し屋ルーディー
舞麗辞
Women in Abused Sex Prisoners 強制売春捕虜
風鴇能太

強大な力を持ち、あまねく闇を統べるこの王を討滅するべく、魔城に侵入した勇者ら剣士たちは美しい魔王に対して、獣欲を剥き出しにして姦計を巡らせるのだった。
強大な力を持ち、あまねく闇を統べるこの王を討滅するべく、魔城に侵入した勇者ら剣士たちは美しい魔王に対して、獣欲を剥き出しにして姦計を巡らせるのだった。
精霊を襲っていた瘴気に降り注いだ浄化の白光。静まり返ったその場から現れたのは紅蓮の長髪に小麦色の肌を持つ少女、精霊姫であるリーンだった。
敬愛する兄が所属する世界有数の魔法研究機関。サリアは将来そこへと進むべく天賦の才を弛まぬ努力で研磨し続ける。
人界に顕現し虐殺を繰り広げる天使たちから人々を救ったのは、ルシフェルと名のる可憐な少女だった。
双子星のように存在する地球と魔法の世界。二つの世界のいずれかに周期的に出現する負の澱み、歪み、穢れといったモノを浄化し、代々世界の安寧を守り続ける王家があった。
財閥や華族の子女が集められたお嬢様学校・聖宝女学院。
ボクっ娘魔法少女ミルキーウェイこと藤宮花梨は、悪の魔術師デスフリートの策に嵌まり、衆人環視のなか陵辱を受けることに。
エクソシストの少年司祭・トリスとコンビを組む女悪魔アルテミス。
都市を荒らす盗人を退治するため全身をラバースーツとキャットマスクに身を包み、レディーキャットとして活躍する王女・クリス。
近未来、海上都市トーキョー。特殊スーツを着て機甲少女アイとして改造人間たちの犯罪を取り締まる真瀬藍は、蛸人間ギリーニャフと戦うものの
ゴスロリ衣装を身に纏い生徒の為に闘う怪傑スメラギこと大河内樹。親友の仇を討つつもりであったが、卑劣な罠にかかり淫らな責めを受けることに。
魔術師・ディーナによる皇帝暗殺を食い止めたものの、獣化の呪いをかけられてしまった近衛騎士・シャール。解呪のために訪れた闘技場でディーナの罠が彼女を待ち受ける。
妖狐と退魔巫女の血をひく、美少女巫女・葛葉紫乃。街の平和を守るために孤軍奮闘する彼女の前に、かつて巫女である母親を寝取ろうとした妖魔が現れる。
ドモス王太子ロレントは、側近等と日々山野をかけまわり悠々自適な日々を謳歌していた。
突如、母親から退魔師の血族であることを告げられた少女・奈月。彼女は弟の中で目覚めつつある悪魔の血を封印する為、天使に変身して戦わされることに。
かつては白百合の剣士と呼ばれ、奴隷商と戦っていたブリジット。しかし、彼女は義姉の罠にはまり、奴隷商によってマゾ奴隷へと調教されていた。
神聖な力を持つ処女たちの部隊を率いる少女剣士、シルフィ。だが部隊の前に現れた魔族バルガスが、彼女たちに子宮の疼きを植えつける。
国税査察部六課に所属する査察官・杉野森アキは、捜査のために高級レストランへ潜入するが、事前に情報が漏洩したために罠に嵌められてしまう。
学園でも人気の従姉・柚葉に想いを寄せる歩。同居しているにもかかわらずなかなか告白できない彼は、ひょんなことから彼女の秘密を知ってしまう。
ワガママなお嬢さま・由美那とそのメイド・香澄との同棲生活を送る聡志だが、ある日、家の事情で由美那は実家に帰省することに。
共働きの家庭で育った歩斗と、隣に住む一つ年上の音麗は幼なじみ。物心ついた時からいつも一緒にいる二人だが、互いに意識しながらも今までの関係から抜け出せない。
歩斗と音麗は幼なじみ。いつも一緒にいたせいかなかなか想いを告白できなかったが、ついに二人は想いを確認しあい、初めて結ばれるのだった。
悪魔を倒す者を育成する魔狩師を育成する学園に通うドジな少女、リーネ。彼女は以前助けてもらった召喚師の少女に憧れ、自らも召喚師になろうと志す。
人外に襲撃されている故郷を護るべく、辺境の地で戦闘を続ける少女・詩鈴。突如押し寄せてきた敵と対抗するが、善戦虚しく哀れ敗れてしまう。
人外に襲撃されている故郷を護るべく、辺境の地で人外との戦闘を続ける少女・詩鈴。
美しくて凛々しい辣腕の女騎士長・リフィティア。彼女は、山賊退治の命を受け、辺境の村へと赴く。
手練れの退魔少女として活躍し、現在は都内で物理教師をする紫羽希彩。教え子であり、弟子でもある湖納那柚を人質に取られ、かつて陵辱された倉坂哲に再び辱められる事に。
手練れの退魔少女として活躍し、現在は都内で物理教師をする紫羽希彩。
邪羅という名の魔物を術札を用いて戦う少女・凪音。男の精氣を貯め、邪羅を退治する彼女の前に、圧倒的な力を持つ「ジュダ」が現れる。
その長刀の腕前とクールな美貌で全国に名前を轟かせる少女・瑠香魅。だが、彼女は過去に人でありながら化け物に変化する者たち――オラクルに敗れ、犯された過去を持つ。
その長刀の腕前とクールな美貌で全国に名前を轟かせる少女・瑠香魅。だが、彼女は過去に人でありながら化け物に変化する者たち――オラクルに敗れ、犯された過去を持つ。
日本の『多岐神探偵事務所』で退魔師修行に励むイレーネ。
江戸の城下町で、亡き父に代わり剣術道場を切り盛りする娘・弥生。
王国騎士団に所属するカイルは、ツンツン強気な美少女騎士・シエラに片思い中。
美少女すぎるパティシエとして名を馳せる桜葉ユリカの前に現れたのは、失踪していた専属アシスタントの鈴奈と、屈強な男達だった。
可憐な女子中学生が、罠に嵌り調教され堕ちていく――さらにその母親までが陵辱の餌食に！
可憐な女子中学生が、罠に嵌り調教され堕ちていく――さらにその母親までが陵辱の餌食に！
目覚めた時、柚乃は見知らぬ男が自分を見詰めていることに恐怖した。
清楚系Ｆカップアイドル・椎名翔子ちゃんと行くファンツアーには楽しいイベントがいっぱい！
清楚系Ｆカップアイドル・椎名翔子ちゃんとのファンツアー、ここまではお楽しみいただけましたか？
地球へと降り立った悪意ある異星人たちを狩るエイリアンハンター・シア。
くノ一あやめは、頭領を毒殺したくノ一・桔梗の手から秘伝書を守るため、里を抜けて若頭・ヤスデの柾の元へと向かう。
忍びの里の正統なる跡継ぎを定める「秘伝書」。くノ一あやめは、頭領を毒殺したくノ一・桔梗の手から秘伝書を守るため、里を抜けて若頭・ヤスデの柾の元へと向かう。
立派な愛天使になるべく勉強を続ける少女アンジェリカ。身につけたテクニックで堕天使サリエルをイかせることができ鼻高々。
エッチな研修を重ねるアンジェリカは無事に愛天使へと成長していけるのか――？ ２期にわたっての掲載作品!!
脱サラした勢いで購入した小洒落たペンション――しかし立地条件が悪いのか、利用客はこれまでたったの二組。
脱サラした勢いで購入した小洒落たペンション――しかし立地条件が悪いのか、利用客はこれまでたったの二組。
一族を率いて戦いつづけるエルフの姫君・メリル。彼女は宿敵である鬼族との戦いに赴くが、敵のしかけた巧妙な罠にかかって囚われの身となってしまう。
冴えない学生の俊介は、ある日、祖父の家の土蔵で古ぼけたアラビア風のランプを見つける。
パワードスーツに身を包み、人類の敵――虫型異星人たちと闘う機動歩兵ニケ。
美しき敏腕刑事課長ユイ。彼女はその正義感の強さから、ビルに立てこもった爆弾犯に一人立ち向かう。
単独で国家に立ち向かう女スパイのソフィア。彼女は軍部による麻薬密輸と人身売買の舞台となっているという、施設に潜入したのだった。
日本の呪的防御の要を務める羽賀神道。その跡取り娘――羽賀御影。彼女は「呪い屋」と称される女退魔師・佐々木零を誘き出す罠として、敵の手に囚われてしまう。
聖ジョウントのルイスの超能力〈ナイトメア〉によって、夢の中で襲われた織田〈希莉子〉信秀。
仙獄島に存在する三つの学園――西開学園、北宮学園、聖ジョウント学園。そこでは、超能力を持つ少年少女たちが学生自治の下、青春を謳歌していた。
プロフェッサーＳが作り出す怪人オーバーズと戦う組織「アルテミス」。そのメンバー、晶とデイジーが敵に捕らわれ、肉欲の奴隷に作り替えられていく。
傲岸不遜な魔界のプリンセス・ラーニャ。
増えすぎた人口で女性の価値は暴落し、余剰女性を奴隷化するのが常識となった世界。ふとしたことから、優等生美少女を、牝犬奴隷として躾けることになるのだが……。
増えすぎた人口で女性の価値は暴落し、余剰女性を奴隷化するのが常識となった世界。ふとしたことから、優等生美少女を、牝犬奴隷として躾けることになるのだが……。
緑深き森を守るエルフの姫・エクリシア。森林資源を巡り人間族との間に争いが生じていることを憂い、単身で交渉に赴いた彼女を領主の罠が待ち受けていた。
大国バトルベルンの後宮長を務めるエルダの元に、ある日王妃の一人、香虞夜が相談に来る。
人の心の闇に巣くう妖魔、シャドウ。それに感染した一般人を捕獲するために、日夜活躍するシャドウハンター・紗由里は、引退目前の人妻だ。
二次元ドリーム文庫『怪盗おしおきハーレム』本編後のストーリー。
破邪の弓を使い、妖怪を退治する魅矢美は夜の学校で教師に憑いた妖怪と戦闘するが、不意を突かれ、武器を奪われてしまう。
正義のヒロイン・ホワイトウインドに変身して怪人と戦う少女、風御堂舞子。怪人出現の知らせを受け、現場に向かうものの、精液まみれの触手に全身を絡め取られてしまう。
正義のヒロイン・ホワイトウインドに変身して怨念が生む怪人と戦う少女、風御堂舞子。ある日怪人を倒した際、怨念が周りの男達に伝染する。
大戦直後も、いまだ戦火くすぶる世界。『氷の副官』と渾名される美貌の女少尉クレアは、上官ラリゴに招喚される。
王国の姫騎士である双子、姉のマリスと妹のティリア。マリスは突然城から消えたティリアを探すため、コロシアムのある自由都市へと赴く。
巨乳＆母乳好きな少年・裕人は、隣のあゆ・真夕・美夕の三姉妹に対し、こっそり購入した母乳薬を試してみることに。
人類に反旗を翻したアンドロイドたちに支配され荒廃した街。戦闘スーツに身を包み彼らに戦いを挑む少女・ルーシーは敵地に乗り込み
西国随一のくノ一と知れ渡り恐れられる夢鏡のあやめ。現藩主のもとから、ある書状を奪う密命を受けたあやめだが、敵の企てに嵌り窮地に陥ってしまう。
凄腕の女スパイ――『エンジェル』。彼女は国の依頼によりクローン研究所を襲撃し、研究者たちとクローン兵を闇に葬る。
長い冒険の末、魔王のもとへと辿り着いたファムだが、一瞬の油断から媚薬効果のあるサキュバスの唾液を飲まされてしまう。
刑務所を脱獄し逃亡した凶悪な犯罪者バロスを強引な操船で捕らえ、強烈な格闘術で倒す宇宙捜査官のルーディー。
アメリカ空軍の女性パイロット・パトリシアは欧州飛行中にドイツ軍に撃墜され、女性捕虜を集めた娼館に送られてしまう。

お嬢頭目の婿選び
ショタ魔王は、勇者と淫魔に迫られる

風鴇能太
木森山水道
三人三色の嫁婿探し 貧乏女社長とおぼっちゃんとヴァンパイア
木森山水道
女体育教師の喜辱 学生若牡との背徳蜜事 木森山水道
女体育教師の喜辱 学生若牡との背徳蜜事 後編
女体育教師の喜辱 学生若牡との背徳蜜事 木森山水道
女体育教師の喜辱 学生若牡との背徳蜜事 前編
諦堕の勇者ルドベキア
木森山水道
宝剣の女騎士ゼメリア 後編
宝剣の女騎士ゼメリア
木森山水道
宝剣の女騎士ゼメリア 前編
宝剣の女騎士ゼメリア
木森山水道
優等生は堕落しない こんなのどうってことない……ほ、ほんとなんだからっ！
木森山水道
お風呂でラブ×２ 学園ウィッチーズ
夜士郎
淫撮アイドル 辱獄の集い
夜士郎
姫奴淫落 淫らなる晩餐 エクレア編
姫奴淫落 淫らなる晩餐
夜士郎
姫奴淫落 淫らなる晩餐 サーニャ編
姫奴淫落 淫らなる晩餐
夜士郎
魔女の憂鬱
夜士郎
学園輝装ミスティドラグーン
葉原鉄
舞踏天使プリマーユイ
葉原鉄

若くして盗賊団の頭となったシイラは、地方領事の息子セオドアとその姉アマンダの誘拐に成功。
魔王エルビスを退治しに来た女勇者ベルは見事エルビスを打ち倒すのだが、なぜかその後エルビスを逆レイプしてきて……!?
人材派遣の小会社を取りしきる、貧乏社長のメアリー・ハピネスは、婚約者との出会いを求め婚活にいそしむ日々。
美貌の体育女教師・三島美羽子が生徒であった水瀬卓と関係を結んだ８年後。彼らは夫婦として新たな命を授かり、幸せの絶頂にいた。
美貌の体育女教師・三島美羽子には秘めた欲望があった。しばらく男に抱かれておらず、この性欲に飢えた身体を征服してもらいたい。
魔王を倒した女勇者ルドベキア。彼女は旅の途中にオーガに支配された村を訪れる。オーガ退治を引き受けた彼女だったが、村娘を人質に取られ敗北。
国に代々より伝わりし宝剣を持つ女騎士ゼメリア。彼女は森に巣食う魔物の討伐を行っていたのだが、油断から牝魔物に捕まってしまう。
国に代々より伝わりし宝剣を持つ女騎士ゼメリア。彼女は森に巣食う魔物の討伐を行っていたのだが、油断から牝魔物に捕まってしまう。
夏の日、潔癖な風紀委員・清美が空き教室で見つけたのは、後輩で幼馴染である一（はじめ）と女生徒がセックスする姿。
身体を不可視にする魔法に成功したルイは、ふとした弾みで女風呂に入り込んでしまう。
アイドルユニット「メリッサ」の二人はオタク人気の人気が高く、今日もコンサートは超満員。
二つの小国の姫君のエクレアとサーニャは囚われ、淫らな肉宴の余興に捧げられる。サーニャをかばい、清らかな肉体を男たちの慰み者として捧げるエクレア姫だったが…。
囚われた小国の姫、エクレアとサーニャ。淫らな肉宴の余興に捧げられたエクレア姫を救おうとしたサーニャもまた餌食となるのだった。
黒衣をまとった魔法使いの少女。
特殊な戦闘スーツ姿に変身し、異能の力を持つ者を狩る麗子と都斗子。
普段は運動神経ゼロの少女、古間ユイが相棒の天使アンジーの力でバレリーナ風魔法少女「プリマーユイ」に変身！

