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概要
モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが

もんもんモノノ怪<１>（ＫＣｘ ＡＲＩＡ）. by 車谷晴子. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail · Icn fb; Icn tw. A$13.12 Online Price; A$11.81 Kinokuniya Card

Member Price; Availability Status : In stock at the Fulfilment Centre. Usually dispatches around 3 working days. Retail store and online prices may vary.
Arrow up02; Arrow down; ADD TO CART; Icn heart02 off. domestic delivery FREE Shipping on orders over A$50.00. N.B. While every attempt has
been made to ensure stock availability,.
モノノ怪旅館の若旦那に嫁いだ女子高生・椿。はじめは何とも思っていなかった旦那様・桐也のことを好きになり両想いになり.遂に!?
2017年4月16日 . 引用元：book.dmm.com今すぐ登録せずに立ち読みができる電子コミック「もんもんモノノ怪」の無料まんが試し読みサイトをまとめます。 まんが
の詳細著者名車谷晴子出版社講談社連載誌・レーベルARIAマンガのあらす.
2017年1月6日 . もんもんモノノ怪 4巻(車谷晴子)。モノノ怪旅館の若旦那に嫁いだ女子高生・椿。はじめは何とも思っていなかった旦那様・桐也のことを好きに
なり両想いになり…遂に!?
漫画 #少女漫画 #マンガ #manga #まんが ・ #もんもんモノノ怪 #車谷晴子(4巻完結) ・ 16歳の誕生日に椿が目を覚ますと知らないイケメンが父親と話してい
た。 どちら様？ あなたの夫になる男です。 そう言われ無理矢理連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」 見知らぬイケメンはそこの若旦那でありモノノ怪の桐
也だった。 桐也が言うには椿はモノノ怪の子を宿す特別な身体を持った人の娘らしい。 自分の宿命を知った椿は嫁入する事を了承するが、イケメン桐也にはモ
ノノ怪の他にとんでもない性癖が‼ ・ 恋あり爆笑.
車谷晴子先生の作品のもんもんモノノ怪。 16歳の誕生日に見知らぬイケメンの逢坂桐也が押しかけてきた！ 彼の正体はモノノ怪。 なんでも椿はモノノ怪の子
供が産める特別な人間らしく 桐也の目当ては椿の身体だけ！？ どうせ産むなら好きな人の子供が産みたいと思った椿は 桐也の秘めたる危険な性癖を目覚
めさせてしまい.
2017年6月17日 . もんもんモノノ怪 第4巻 もんもんモノノ怪 zip もんもんモノノ怪 rar もんもんモノノ怪 raw もんもんモノノ怪.
面白かった漫画から、また別の面白い漫画を探してみませんか。恋と怪モノと生徒会に類似した漫画作品は、1.生徒会のヲタのしみ。、2.生徒会の一存、3.もん
もんモノノ怪、4.イチゴーイチハチ! 1518!、5.ふたり生徒会.
車谷晴子「保坂先生の愛のむち」２巻 @kurumatani_h. 講談社ARIA「保坂先生の愛のむち」連載中。「もんもんモノノ怪」全4巻「兄が妹で妹が兄で。」全7
巻発売中。お返事は気まぐれ。仕事に関するお問い合わせはkurumatani_haruko☆yahoo.co.jp(☆を@に変更)までお願いします.

http://kurumatani.jugem.jp/.
今なら50円で売れる！もんもんモノノ怪 1-4巻 コミックセット (KCx)[全巻セット]の買取価格を12社で比較して一番高い店舗への買取依頼ができます。ウリドキ
なら簡単登録で様々な店舗にすぐ売れます。口コミレビューや評判、実際に売った感想なども確認できます。
もんもんモノノ怪 １. 車谷晴子. ＫＣｘ ＡＲＩＡ. 講談社. 2015/11 発売, ( コミック・168ページ ). ISBN： 9784063808100. 価格： 627円 ( 本体： 581円 ).
2017/12/08 16:08 の在庫情報. 在庫情報取得中です。しばらくお待ちください．．． 取得状況（ 33 ／ 33 ）. 下記の店舗に在庫がございます. ららぽーと海老名
店, 棚： E-4-4 コミック／講談社, 在庫あり, 店舗情報・お取置き. アトレ大井町店, 棚： D-2-1 コミック／集英社・新書館女性向, 在庫あり, 店舗情報・お取置
き. 町田モディ店, 棚： C-15-1 コミック／講談社少女向, 在庫あり.
スキマなら無料キャンペーン・ポイント還元が豊富！「もんもんモノノ怪」について： 16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイ
ケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを
産むように言われた椿は…!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回されながら旅館の若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!? . 全巻を
カートに追加(¥2,000 / 4冊).
もんもんモノノ怪 第２巻. ＫＣｘ ３３５ ＡＲＩＡ. 車谷晴子／著. 出版社名, 講談社. 出版年月, 2016年3月. ISBNコード, 978-4-06-380835-3 （4-06-380835-1）.
税込価格, 627円. 頁数・縦, １冊 １９ｃｍ. シリーズ名, もんもんモノノ怪. この商品を買った人は、こちらにも興味をもっています. 黒執事 ２６: 枢やな／著. 神様
☆ダーリン ６: 相葉キョウコ … 天地創造デザイン部 ＷＨＡ … 蛇蔵／原作 … 蘭と葵 ３: 上田倫子／著. 来世は他人がいい １: 小西明日翔／ … もんもんモ
ノノ怪 第４巻: 車谷晴子／著. もんもんモノノ怪 第３巻: 車谷.
漫画 #少女漫画 #マンガ #manga #まんが ・ #もんもんモノノ怪 #車谷晴子 (4巻完結) ・ 16歳の誕生日に椿が目を覚ますと知らないイケメンが父親と話してい
た。 どちら様？ あなたの夫になる男です。 そう言われ無理矢理連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」 見知らぬイケメンはそこの若旦那でありモノノ怪の桐
也だった。 桐也が言うには椿. 56 6 4 months ago Download · #もんもんモノノ怪 #漫画部 怖いのは嫌いだけど、妖怪は好きだ。 #夏目友人帳とか #鬼灯の冷
徹 とか休みの前に大量に借りてきた#ゲオ.
【ポイント還元率３％】漫画全巻ドットコムの【在庫あり/即出荷可】【新品】もんもんモノノ怪 (1-4巻 全巻) 全巻セットを紹介。商品の購入でポイントがいつでも
３％以上貯まって、お得に買い物できます.
16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂
亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は.!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回されながら旅館の
若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!?
Amazonで車谷晴子の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレッ
トなど、様々な端末でもお楽しみいただけます。
もんもんモノノ怪 の最終巻、4巻は2016年11月07日に発売され完結しました。 (著者：車谷晴子). 一度登録すればシリーズが完結するまで新刊の発売日や予
約可能日をお知らせします。 メールによる通知を受けるには下に表示された緑色のボタンをクリックして登録。 このタイトルの登録ユーザー：157人. この作品をア
ラート登録(無料). 1：発売済み最新刊 もんもんモノノ怪(4)<完> (KCx). 発売日：2016年11月07日. 読む.
2015年11月6日 . 16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎
の旅館「逢坂亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は…!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回さ
れながら旅館の若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!?
2017年5月24日 . １６歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・ 逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは
謎の旅館「逢坂亭」。桐也は モノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた 椿は… もんもんモノノ怪4巻最終巻（13～
最終話）のあらすじ（注：ネタバレあり）. 毎夜桐夜と一緒に寝ている椿でしたが、寝る以外の進展がなく寂しい椿。そんなある日桐夜が人間界で椿とデートした
いといってくれて喜びますが、そのデートにはほかの4.
【DVD】怪〜ayakashi〜化猫＋モノノ怪全5巻（初回限定版）. ¥ 10,500. 10. (税込). 漫画 もんもんモノノ怪 ４巻. ¥ 2,000. (税込). もんもんモノノ怪＊全巻. ¥
1,500. 1. (税込). モノノ怪 海坊主 漫画 全巻&初回限定スリーブ. SOLD. モノノ怪 海坊主 漫画 全巻&初回限定スリーブ. ¥ 900. (税込). 「アシュラ」ジョージ
秋山著 上下巻. ¥ 750. 1. (税込). 怪ーayakashiー 化猫 DVD. SOLD. 怪ーayakashiー 化猫 DVD. ¥ 999. 1. (税込). モノノ怪 第５巻 〜化猫〜初回限定
版. SOLD. モノノ怪 第５巻 〜化猫〜初回限定版. ¥ 1,500.
2016年12月19日 . 車谷晴子先生の作品のもんもんモノノ怪。 しっかり者の女子高生・椿が覚ますと布団の中には 見知らぬイケメン・逢坂桐也が添い寝をして
いて。 父親に問いただしたところ誕生日のプレゼントだと言われたり 他にも何か理由がありそうで・・・。 ところ椿はご学校帰り桐也からなかば強引に 不思議な空
間にある「逢坂亭」へと連れて来られるのです。 そこは魔物たちが営む旅館で桐也は自分は若旦那であり そして霊獣・麒麟であることを打ち明けます。 妖怪ら
に振り回されながらも旅館の若女将としての 修行を.
もんもんモノノ怪 第４巻/車谷晴子」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具など
の生活家電まで、アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で送料無料です。

一定期間更新がないため広告を表示しています. - | | - | -. 「もんもんモノノ怪」4話 · 2015.09.28 Monday. author : 車谷晴子. 151018_2119~02.jpg 発売中の
ARIA11月号に「もんもんモノノ怪」4話目掲載されています。 今回は新キャラもどんどん登場します！ よろしくお願いいたします。
13 Aug 2016 - 1 min - Uploaded by 漫画図書館【もんもんモノノ怪】が全巻無料で読めるって本当！？ ⇒http://w7vn.info/m/ycom →→ →アマゾンで全巻 .
もんもんモノノ怪/車谷晴子（著）（ラブコメ）シリーズのhontoレビュー（感想）ページです。電子書籍の購入に役立つ評価や . 四霊獣そろう. 0人中、0人の方がこ
のレビューが役に立ったと投票しています。 投稿者：真太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る. モノノ怪の世界もイロイロとにぎやかですが、なかなか桐也とうまく
いかない椿。そんな中で、藍が優しくしてくれるのが唯一のよりどころ。でもそれは、表の顔で実はどす黒い藍の企み . 【期間限定 無料】もんもんモノノ怪（１）. 電
子書籍【期間限定 無料】もんもんモノノ怪（１）.
2016年12月9日 . 『もんもんモノノ怪』を無料で安全に読む方法を紹介します。 好きな漫画の新刊が欲しい。 ランキングに入ってる漫画が気になる。 友達とか
フォロワーが絶賛してるから読んでみたい。 漫画って常に新刊が出るからお財布事情と相談して購入を断念するパターンって多いですよね。 そんな時は無料で読
めないかなと思って、何とかダウンロードす…
"モノノ怪"をお探しなら価格.comへ。全国のネットショップの価格情報や、人気のランキング、クチコミなど豊富な情報を掲載しています。たくさんの商品の中から
あなたが探している"モノノ怪"を比較・検討できます。
デビルズライン』アニメ化記念 恋する人外 試し読み無料パック. 花田陵/松浦だるま/光永康則/田口ホシノ/久保保久/道明宏明/あだちとか/鳥海ペドロ/野切耀
子/車谷晴子/ほおのきソラ/衿沢世衣子/樋口彰彦/島袋全優/硝音あや/柚月純. 『人外』の恋愛を描いた漫画17作品の1話目が大集結！724ページ収録！
『デビルズライン』『累』『怪物王女』『南Ｑ阿伝』『まがつき』『よんでますよ、アザゼルさん。』『さよならジュリエッタ』『ノラガミ』『百鬼恋乱』『私のオオカミくん』『もんも
んモノノ怪』『ワンニン！』『うちのクラスの女子がヤバい』『.
【漫画全巻ドットコム】もんもんモノノ怪 4 冊セット全巻の電子書籍がアプリで今すぐ読めます。□ ポイント100円分プレゼント □ 無料試し読み □ 紙版新品2508円
□ 漫画全巻ドットコムはコミック,まんが,マンガ,ライトノベルの漫画全巻専門書店です。少女コミックや少年コミック、 青年コミック、ライトノベルを全巻セットで購入で
きます。なつかしのあの作品から最新の作品まで漫画大好きなあなたにおすすめ！
もんもんモノノ怪４/車谷晴子のレンタルコミックは【TSUTAYA 店舗情報】です。
霊亀 (四霊)とは? 霊亀（れいき）は、古代中国神話等に登場する怪物の一種とされ、四霊の一つにあげられている。表・話・編・歴東アジアの伝説の生物四神
（五獣）青竜 - 朱雀 - （黄竜） - 白虎 - 玄武五竜青竜 - 赤竜.
【コミック】もんもんモノノ怪(4). 画像一覧はこちら · 無料立ち読み. 価格：: ¥581+¥46(税). ポイント：: 29. 在庫：: 通常2～5日以内に入荷. 発売日：:
2016/11/07 発売. メール便OK! (メール便適合5点). 個数：. 1. カートへ. animateBookstore 電子コミックを買う. 通常、2～5日以内に入荷予定となります。 ご
注文のタイミングによっては提携倉庫在庫が確保できず、キャンセルとなる場合がございます。 ※カートボタンの見方に関する注意事項 (「カートボタンの見方を
教えてください」を参照してください). 講談社 KCx(ARIA) 車谷晴子
2016年11月7日 . 本日11月7日に発売されるコミックスの一覧です。今日は『嘘つきボーイフレンド』の最新6巻が発売となります。気になる作品を買い忘れの無
いようにチェックしてください。 過去の日付はこちらでご覧になれます。 ※発売情報は予告無く変わる場合があります。 最新情報はストア等でご確認ください。 講
談社. ○KCxARIA 『ラブコメのバカ（3）』 櫻井しゅしゅしゅ 『嘘つきボーイフレンド（6）』 キリシマソウ 『もんもんモノノ怪（4）』 車谷晴子 『あのなつ。（2）』 チカ 『孤
島の鬼（2）』 naked ape 江戸川乱歩.
少女漫画 もんもんモノノ怪: 車谷晴子: 評価：3.9 3.9 (106件). 完結; ファンタジー; 恋愛. 無料で読む 12話無料 · もんもんモノノ怪. 少女漫画 僕らの恋は死に
いたる病のようで: 車谷晴子: 評価：3.8 3.8 (13件). 完結; 恋愛; ダーク. 無料で読む 1話無料 · 僕らの恋は死にいたる病のようで. 青年漫画 なのに、ボクはイヤ
といえない: 車谷晴子: 評価：3.3 3.3 (4件). 完結; 女装; フェチ. 無料で読む 1話無料 · なのに、ボクはイヤといえない. 女性漫画 LOVE&BEAST: 水波風南/
高坂ゆう香/紫海早希/車谷晴子/天音佑湖/堀田敦子/悠妃.
漫画#少女漫画#マンガ#manga #まんが ・ #もんもんモノノ怪#車谷晴子4巻完結・ 16歳の誕生日に椿が目を覚ますと知らないイケメンが父親と話していた。 ど
ちら様？ あなたの夫になる男です。 そう言われ無理矢理連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」 見知らぬイケメンはそこの若旦那でありモノノ怪の桐也だっ
た。 桐也が言うには椿はモノノ怪の子を宿す特別な身体を持った人の娘らしい。 自分の宿命を知った椿は嫁入する事を了承するが、イケメン桐也にはモノノ怪
の他にとんでもない性癖が‼ ・ 恋あり爆笑あり.
2015年10月15日 . １６歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは
謎の旅館「逢坂亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は…！？ 次々出てくるモノノ怪たちに振
り回されながら旅館の若女将として、桐也の妻として、椿の子作りを迫られる日々が始まる！？
2016年11月7日 . モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが、桐也には
秘密があるようで…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っているということだった。椿を死なせたくない桐也は子どもは別の女性に産ませると言い出
すのだった。そんなわけで、椿に手を出さない桐也に愛を交わすのは子づくりだけが目的ではないと椿が説明し、遂にふたりは！？
漫画 #少女漫画 #マンガ #manga #まんが ・ #もんもんモノノ怪 #車谷晴子 (4巻完結) ・ 16歳の誕生日に椿が目を覚ますと知らないイケメンが父親と話してい
た。 どちら様？ あなたの夫になる男です。 そう言われ無理矢理連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」 見知らぬイケメンはそこの若旦那でありモノノ怪の桐
也だった。 桐也が言うには椿はモノノ怪の子を宿す特別な身体を持った人の娘らしい。 自分の宿命を知った椿は嫁入する事を了承するが、イケメン桐也にはモ
ノノ怪の他にとんでもない性癖が‼ ・ 恋あり爆笑.
P最大5倍☆モバイ. 本/もんもんモノノ怪 第4巻/車谷晴子. 627 円(税込). P最大5倍☆モバイ. 本/モノノ怪 のっぺらぼう/蜷川ヤエコ. 626 円(税込). P最大5倍
☆モバイ. 本/モノノ怪 海坊主 下/蜷川ヤエコ. 626 円(税込). P最大5倍☆モバイ. 本/もんもんモノノ怪 第1巻/車谷晴子. 627 円(税込). P最大5倍☆モバイ. 本/
もんもんモノノ怪 第3巻/車谷晴子. 627 円(税込). P最大5倍☆モバイ. 本/モノノ怪 海坊主 上/蜷川ヤエコ. 626 円(税込). P最大5倍☆モバイ. 【コミック】 蜷川
ヤエコ / モノノ怪-座敷童子- ゼノンコミックス.
モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが、桐也には秘密があるよう
で…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っているということだった。椿を死なせたくない桐也は子どもは別の女性に産ませると言い出すのだった。そん
なわけで、椿に手を出さない桐也に愛を交わすのは子づくりだけが目的ではないと椿が説明し、遂にふたりは!?
モノノ怪 / C / 青の祓魔師 / 僕のヒーローアカデミア. 【名前変換アリ】青の祓魔師 モノノ怪 Ｃ 僕のヒーローアカデミア【名前変換ナシ】 僕のヒーローアカデミア『群
青の』→光と影の個性を持つ“訳アリ”ヒロインが何やかんやあって雄英高校でヒーローを目指します。※PASS設定外しました。自己責任でお読みください。(原作
沿い。進み過ぎてネタバレ注。) ノラガミ『風花は雪の夜に』男夢主です。 気まぐれ更新・放置です。
もんもんモノノ怪 ４の本の通販、車谷晴子の本の情報。未来屋書店が運営する本の通販サイトmibonでタイトルを購入すれば、ポイントが貯まります。本の通
販 mibonではコミック・ゲームの本 新刊・既刊や雑誌など約250万冊の本が購入できます。未来屋書店店頭と本の通販サイトの売上ランキングや、検索本ラン
キング、本のレーベル、人気著者の本など、本と雑誌の購入に役立つ豊富な情報を提供しています。

0. もんもんモノノ怪（４） (ＡＲＩＡコミックス) · 車谷晴子. 登録. 0. もんもんモノノ怪（３） (ＡＲＩＡコミックス) · 車谷晴子. 登録. 0. [まとめ買い] 僕らの恋は死にいた
る病のようで（フラワーコミックス · [まとめ買い] 僕らの恋は死にいたる病のようで（フラワーコミ… 車谷晴子. 登録. 0. もんもんモノノ怪 コミックセット (KCx) [マーケッ
トプレイスコミックセット] · もんもんモノノ怪 コミックセット (KCx) [マーケットプ… 車谷 晴子. 登録. 0. もんもんモノノ怪(3) (KCx) · 車谷 晴子. 登録. 30. なのに、
ボクはイヤといえない（２） (サンデーGXコミックス).
車谷晴子 漫画・コミック／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
2017年6月17日 . もんもんモノノ怪 第01-04巻 [Monmon Mononoke Vol 01-04]. もんもんモノノ怪 zip online dl and discussion. Title :もんもんモノノ怪 第0104巻. Associated Names (一般コミック)(車谷晴子) もんもんモノノ怪もんもんモノノ怪 (Monmon Mononoke (NEW)Monmon Mononoke (もんもんモノノ怪)
Vol 04(NEW). DOWNLOAD LINKS/ダウンロード: (No Password and added recovery record). ダウンロードするリンクが死んでいる場合は、この記事にコメン
トしてください! (Please comment on this.
【オークファン】過去10年のデータから車谷晴子の相場・平均価格を知って、フリマやオークション、ショッピングを楽しもう！ヤフオク!・楽天・Amazonなどに対応.
【TSUTAYA オンラインショッピング】もんもんモノノ怪（4）/車谷晴子 Tポイントが使える・貯まるTSUTAYA/ツタヤの通販サイト！本・漫画やDVD・CD・ゲーム、
アニメまで人気の付録・特典やおすすめの新作・予約受付、ランキング・発売日情報まで盛りだくさん！
2016年11月7日 . 本日11月7日に発売されるコミックスの一覧です。今日は『嘘つきボーイフレンド』の最新6巻が発売となります。気になる作品を買い忘れの無
いようにチェックしてください。 過去の日付はこちらでご覧になれます。 ※発売情報は予告無く変わる場合があります。 最新情報はストア等でご確認ください。 講
談社. ○KCxARIA. 『ラブコメのバカ（3）』 櫻井しゅしゅしゅ. 『嘘つきボーイフレンド（6）』 キリシマソウ. 『もんもんモノノ怪（4）』 車谷晴子. 『あのなつ。（2）』 チカ.

『孤島の鬼（2）』 naked ape 江戸川乱歩.
2017年6月23日 . コミックもんもんモノノ怪！１、２巻のネタバレありの感想です！ もんもんモノノ怪1～2巻. 16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団
の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」。桐也は . モノノ怪と女子高生のドタバタ恋愛モノでご
ざいます！ モノノ怪の桐也(きりや)の正体は、霊獣麒麟！ そして、人ならざる者の子を宿す身体をもった特別な人の娘、女子高生・椿(つばき)。 モノノ怪の子
は、人の子しか産めない…そうで、４人の霊獣…
2016年11月7日 . プリンセスサイド通販トップ ＞ コミックス・書籍トップ ＞ もんもんモノノ怪 第4巻. 前月<<, 2017/10. 日, 月, 火, 水, 木, 金, 土. 1 · 2 · 3 · 4 · 5
· 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31. 前月<<, 2017/09, >>翌月. 日, 月, 火, 水, 木, 金,
土. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30. 2017/08, >>翌月. 日,
月, 火, 水, 木, 金, 土. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11.
もんもんモノノ怪 -車谷晴子の電子書籍・漫画(コミック)を無料で試し読み[巻]。16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケ
メン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたの . もんもんモノノ怪(4). 197ページ | 500pt. モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった
椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが、桐也には秘密があるようで…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っていると
いうことだった。椿を死なせたくない桐也は.
漫画 #少女漫画 #マンガ #manga #まんが ・ #もんもんモノノ怪 #車谷晴子 (4巻完結) ・ 16歳の誕生日に椿が目を覚ますと知らないイケメンが父親と話してい
た。 どちら様？ あなたの夫になる男です。 そう言われ無理矢理連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」 見知らぬイケメンはそこの若旦那でありモノノ怪の桐
也だった。 桐也が言うには椿はモノノ怪の子を宿す特別な身体を持った人の娘らしい。 自分の宿命を知った椿は嫁入する事を了承するが、イケメン桐也にはモ
ノノ怪の他にとんでもない性癖が‼ ・ 恋あり爆笑.
もんもんモノノ怪<３>（ＫＣｘ ＡＲＩＡ）. by 車谷晴子. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail · Icn fb; Icn tw. S$11.88 Online Price; S$10.69 Kinokuniya Privilege

Card Member Price; Availability Status : Out of stock. The item is subject to availability at publisher/manufacturer. We will e-mail you with an estimated
delivery date as soon as we have more information. Retail store and online prices may vary. Arrow up02; Arrow down; ADD TO CART; Icn heart02
off. domestic delivery FREE Shipping on.
2015年10月1日 . ARIA 2015年11月号 もんもんモノノ怪、第4話 感想 ※ネタバレ注意です※
【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻. タイトル：もんもんモノノ怪. 作者：車谷晴子. 発売日：2016年08月05日. 閲覧数：10 PV. 10. PV. もんもんモノノ怪（３） (ＡＲ
ＩＡコミックス) · 【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻 無料試し読み · 【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻 WEBビューアーで閲覧 · 【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻
zip · 【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻 rar · 【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻 ダウンロード · 【車谷晴子】もんもんモノノ怪 3巻 raw · 【車谷晴子】もんもんモノ
ノ怪 3巻 torrent · HOMEへ戻る.
もんもんモノノ怪 3巻 ラブコメのバカ 3巻 マーメイド・ボーイズ 1巻 マーメイド・ボーイズ 2巻 つまさきおとしと私 2巻 初恋モンスター 4巻 初恋モンスター 5巻 初恋モ
ンスター 6巻 初恋モンスター 8巻 初恋モンスター 7巻 まとめ☆グロッキーヘブン 1巻 まとめ☆グロッキーヘブン 2巻 まとめ☆グロッキーヘブン 3巻. 友達にこのコミック
を紹介する!! LINE‹. Tags: ARIA ホラー もんもんモノノ怪 ラブコメ 講談社 車谷晴子. Category:少女コミック.
兄が妹で妹が兄で。(1) / 車谷晴子. B6コミック. 兄が妹で妹が兄で。(1) / 車谷晴子. 100円. もんもんモノノ怪(3) / 車谷晴子. B6コミック. もんもんモノノ怪(3) /
車谷晴子. 330円. もんもんモノノ怪(4) / 車谷晴子. B6コミック. もんもんモノノ怪(4) / 車谷晴子. 330円. もんもんモノノ怪(2) / 車谷晴子. B6コミック. もんもんモノ
ノ怪(2) / 車谷晴子. 310円. S×Mスイッチ(1) / 車谷晴子. 少女コミック. S×Mスイッチ(1) / 車谷晴子. 100円. 兄が妹で妹が兄で。 全7巻セット / 車谷晴子. B6コ
ミック. 兄が妹で妹が兄で。 全7巻セット / 車谷晴子.
Amazonで車谷 晴子のもんもんモノノ怪(1) (KCx)。アマゾンならポイント還元本が多数。車谷 晴子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またも
んもんモノノ怪(1) (KCx)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
【試し読み無料】本来の夫が麒麟の桐也(きりや)ではなく鳳凰･藍(らん)だということが判明。でも、椿(つばき)が好きなのは桐也…そう気づいた矢先、紳士的だっ
た藍が本性をあらわにする。彼に囚われた椿は彼の子を宿したと知らせれてしまうのだった。藍の子を宿した身で愛する桐也のもとには戻れない。悩んだ末に椿
は…。そして、椿を好きだと気が付いた桐也は!?
2013年9月25日 . 現在、好評放送中のテレビアニメ『義風堂々!!兼続と慶次』。その原作漫画『義風堂々!! 直江兼続－前田慶次 酒語り－』の掲載誌「コミッ
クゼノン」の11月号が、本日9月25日発売だ。 同誌では、なんと『義風堂々‼』の新シリーズ『疾風の軍師-義風堂々‼黒田官兵衛』が連載開始だ。 また、テレビ
アニメ『モノノ怪』（2007年放送）の新エピソードを描いた『モノノ怪-海坊主-』の連載もスタート！以下に詳細をお伝えしよう！
これまで作った動画たち by もんもん - うp主制作動画をとりあえずまとめておきました。「【画質向上】KINGDOM HEARTS-ソラ×ロクサス-」「【MAD】DRAG-ON
DRAGOON×EXEC_COSMOFLIPS/.」「【高画質MAD】DRAG-ON DRAGOON×EXEC_COSMOFLIPS/.」
突然モノノ怪の嫁になった女子高生・椿と、モノノ怪のイケメン旦那様・桐也。そして次々出てくるたくさんのモノノ怪たち。椿の結婚生活はどうなるのか！？「もん
もんモノノ怪」1～3巻発売中です。http://amzn.to/1Q4dB1z.
もんもんモノノ怪｜ドラマ・映画の原作の人気マンガが読める！最新作品から定番人気作品まで、少年マンガ、青年マンガ、マンガ雑誌と様々なジャンルのコミッ
クを4万冊以上配信中！
グランドカオス以外のお店でも出品しています. SAHRA. 講談社 アリアKC 車谷晴子 もんもんモノノ怪 4. 378円(税込). 商品詳細. カートに入れる. こちらの商
品に興味ありませんか? SAHRA. nitem-00H8F0PA (0100423863-0000000). 在庫あります. マッグガーデン ブレイドコミックスアヴァルス 青桐ナツ flat<完> 8 · あと
で見る. カート. 194円. SAHRA. nitem-00HIH4M2 (0100643239-0000000). 在庫あります. リブレ クロフネコミックス 椎名秋乃 ガム彼!-アイドルはじめました- · あ
とで見る. カート. 216円. グランドカオス.
モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが、桐也には秘密があるよう
で…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っているということだった。椿を死なせたくない桐也は子どもは別の女性に産ませると言い出すのだった。そん
なわけで、椿に手を出さない桐也に愛を交わすのは子づくりだけが目的ではないと椿が説明し、遂にふたりは!?au公式の電子書籍ストア「ブックパス」です。月額
562円(税抜)の読み放題プランに入会すれ.
Description. 16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅
館「逢坂亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は…!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回されな
がら旅館の若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!?
2016年11月7日 . 本日11月7日に発売されるコミックスの一覧です。今日は『嘘つきボーイフレンド』の最新6巻が発売となります。気になる作品を買い忘れの無
いようにチェックしてください。 過去の日付はこちらでご覧になれます。 ※発売情報は予告無く変わる場合があります。 最新情報はストア等でご確認ください。 講
談社 ○KCxARIA 『ラブコメのバカ（3）』 櫻井しゅしゅしゅ『嘘つきボーイフレンド（6）』 キリシマソウ『もんもんモノノ怪（4）』 車谷晴子『あのなつ。（2）』 チカ『孤島の
鬼（2）』 naked ape 江戸川乱歩 ○KCxITAN
2015年11月6日 . もんもんモノノ怪。無料本・試し読みあり！16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也が
いた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり…まんがをお得に買うなら、無料で
読むなら、品揃え世界最大級のまんが・電子書籍販売サイト「eBookJapan」！ . セット一覧セット購入でポイントがお得! もんもんモノノ怪 （全巻）. 4巻分 2000
円(税別) 100pt(5%). 購入.
2016年11月7日 . モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが、桐也には
秘密があるようで…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っているということだった。椿を死なせたくない桐也は子どもは別の女性に産ませると言い出
すのだった。そんなわけで、椿に手を出さない桐也に愛を交わすのは子づくりだけが目的ではないと椿が説明し、遂にふたりは!?
2016年1月30日 . 少女マンガの感想、紹介のブログ あらすじ、ネタバレ記載にご注意ください.
モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだが、桐也には秘密があるよう
で…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っているということだった。椿を死なせたくない桐也は子どもは別の女性に産ませると言い出すのだった。そん
なわけで、椿に手を出さない桐也に愛を交わすのは子づくりだけが目的ではないと椿が説明し、遂にふたりは!? . もんもんモノノ怪. コミック立ち読み完結. 著. 車
谷晴子. 巻. 4巻配信中.
もんもんモノノ怪 4巻 先行配信. モノノ怪旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好きだと気が付いた桐也と両想いになったのだ
が、桐也には秘密があるようで…。その秘密とはモノノ怪の子を産んだ嫁には死が待っているということだった。椿を死なせたくない桐也は子どもは別の女性に産ま
せると言い出すのだった。そんなわけで、椿に手を出さない桐也に愛を交わすのは子づくりだけが目的ではないと椿が説明し、遂にふたりは！？【全197ページ】.

無料サンプル · 無期限レンタル 5チケット.
16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館｢逢坂
亭｣。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は…!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回されながら旅館
の若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!? 作品(4); まとめ買い. 新刊通知. ONOFF.
2016年10月13日 . 今日のおすすめ漫画は「もんもんモノノ怪」です。 妖怪（霊獣）の妻になることになった女子高生のコメディファンタジーです。 ありがちなストー
リーなんですが、かわいくて個性的で魅力的なキャラ達とイケメン＆かわいい姿にやられました！ この先ネタバレがあるので、まだ読んでない方はご注意ください
ね！ もんもんモノノ怪 1巻. まんが王国は無料試し読みできるのでおすすめです ⇨もんもんモノノ怪無料試し読み （「もんもんモノノ怪」と検索窓に入力！） 目次.
1 もんもんモノノ怪のあらすじをネタバレ！
See Tweets about #もんもんモノノ怪 on Twitter. See what people are saying and join the conversation.
もやしもん リターンズ 第01話 「もや. 3.02 GB; もやしもん リターンズ 第02話 「発酵. 2.88 GB; もやしもん リターンズ 第03話 「チー. 3.08 GB .. 4. 30.7 GB. 11. 3
years ago. 20111230190000 ドラえもん ＃２３６ テレビ朝日.ts Other. 20111230190000 ドラえもん ＃２３６. 5.26 GB. 1. 5.26 GB. 1. 2 years ago.
20140711190000 ドラえもん[デ][字] ＴＶ ＡＳＡＨＩ ＳＤ.ts Other. 20140711190000 ドラえもん[デ][字]. 568.59 MB. 1. 568.59 MB. 1. 2 years ago. ドラえもん
(新)_346_テレビ朝日.ts Other. ドラえもん(.
Download youtube to mp3: 妖怪とJKが子づくり!? ：もんもんモノノ怪【ARIA】. 「椿さん、もういっぺんぶってください！」 ある日、女子高生の椿が目を覚ますと布
団の中になぜか謎のイケメンが！ 彼に無理矢理連れられて訪れた「逢坂亭」でJK嫁を待ち受けてるものとは？！ 信じられない性癖を持つ旦那×JK嫁ラブコメ
ディ。 第３巻は8月5日発売です♪ 第１話試し読みはこちらから▽ http://goo.gl/tri4Hl. Tags もんもんモノノ怪 ,車谷晴子 ,福山潤 ,ラブコメ ,イケメン ,エロ ,. one

year ago . 4 years ago - By KODANSHAcojp.
モノノ怪に関連する商品を一覧で表示しているページの1ページ目です。 . モノノ怪 -のっぺらぼうー （ゼノンコミックス） [ 蜷川ヤ. 626円. 楽天ブックス. ゼノンコミック
ス 蜷川ヤエコ モノノ怪 製作委員会 ノース・スターズ・ピクチャー. . もんもんモノノ怪4巻【電子書籍】[ 車谷晴子 ]. 540円. 楽天Kobo電子書籍ストア. モノノ怪
旅館に嫁ぎ、旦那様である桐也のことを好きになった椿。やっと椿のことが好き.
車谷晴子「保坂先生の愛のむち」２巻. Honeypot · Japan. 講談社ARIA「保坂先生の愛のむち」連載中。「もんもんモノノ怪」全4巻「兄が妹で妹が兄で。」全
7巻発売中。お返事は気まぐれ。仕事に関するお問い合わせはkurumatani_haruko☆http://yahoo.co.jp(☆を@に変更)までお願いします. View Full Profile.

72. Overview; Content; Demographics; Network. Update Profile (5w).
2016年12月9日 . . 投稿しましたもんもんモノノ怪4巻最終回の結末を無料でZIPやRARを使わずに - 暇つぶしスペシャリスト
http://ymgyaya3.hateblo.jp/entry/2016/12/09/%E3%82%82%E3%82%93%E3%82%82%E3%82%93%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%8E%E6%80%AA4%E5%B
ダイヤのA act2』好評のポストカード付き 『ダイヤのA act2』原作コミック単行本・最新第8巻が特装版／通常版で発売。特装版は前巻でも好評だったポスト
カード10枚セット付き。寺嶋裕二描き下ろしカードあり。 ローチケHMV|1日前. 『七つの大罪』特製Tシャツ付き限定版 数々のグッズ付き特装版をリリースしてき
た『七つの大罪』、第27巻めは特製Tシャツ付きの限定版で登場。合わせやすいブラックボディ、バックプリントは鈴木央描き下ろしイラスト。 ローチケHMV|1日前.
ゴールドミニ四駆付き『ハイパーダッシュ！四駆郎』.
2～3巻のセットになります。 セット価格 800円バラ売り 300円2回ほど読んだけなので汚れやシミはありません。 バラ売り希望の方はコメントお願いします。
Amazonで車谷 晴子のもんもんモノノ怪(4)<完> (KCx)。アマゾンならポイント還元本が多数。車谷 晴子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
またもんもんモノノ怪(4)<完> (KCx)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
もんもんモノノ怪 1（KCx ARIA） [コミック]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイン
ト取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
きょうのキラ君 2巻. みきもと凜. 青葉くんに聞きたいこと 1巻. 遠山えま. ちっちゃいときから好きだけど 1巻. 春木さき. ちっちゃいときから好きだけど 2巻. 春木さき.
私のオオカミくん 1巻. 野切耀子. 黒豹と16歳 1巻. 鳥海ペドロ. おとむらいさん 1巻. 大谷紀子. セキララにキス 1巻. 芥文絵. もんもんモノノ怪 1巻. 車谷晴子. キ
ス&ネバークライ 1巻. 小川彌生. キス&ネバークライ 2巻. 小川彌生. キス&ネバークライ 3巻. 小川彌生. 九十九くんの愛はまちがっている 分冊版 1巻. 雪森さく
ら. 九十九くんの愛はまちがっている 分冊版 2巻.
車谷 晴子（くるまたに はるこ、5月7日 - ）は日本の漫画家。大阪府出身。血液型はAB型。 目次. [非表示]. 1 来歴; 2 作品一覧. 2.1 オムニバス作品. 3 脚
注; 4 外部リンク. 来歴[編集]. 2001年、『少女コミック』4月増刊号に掲載された「願い事ひとつ」でデビュー。 以後、同誌を中心に活動していたが、『ぜんぶちょー
だい』連載終了を期に『Sho-Comi』の妹雑誌、『ChuChu』へと移籍した。 しかし、2009年12月に『ChuChu』が休刊することとなった為、現在は『Cheese!』や『モ
バイルフラワー』などで執筆活動を展開している。
もんもんモノノ怪 まとめ. モノノ怪との恋い悩む椿の悩みが、. 片思いに苦しむ普通の女子高生の恋のようで、キュンとする物語です。 ただ、桐也の変態度合が、
子ども向けではなく、大人が楽しむ作品です。 この後、普通の恋ができそうなモノノ怪、. 椿に恋するモノノ怪・・・など椿は誰の嫁になるのか悩むことになりそ
う・・・。 この先が楽しみです。 「もんもんモノノ怪」は4巻まで出ていて、完結しています。 この作品は、人間ではないものの世界を楽しみながら、. 恋に悩む女の
子にキュンとできる作品です！ スマホの方はこちら.

Томов: 4. Категории: Манга. Переводчик: Rain Drops. Авторы: КУРУМАТАНИ Харуко. Однажды утром я проснулась. невестой красивого
незнакомца?! А он, оказывается, еще и не человек!.. Содержание. Безутешный муж-монстр Том 3. Глава 10. 14.01.2018. Безутешный мужмонстр Том 3. Глава 9. 08.10.2017. Безутешный муж-монстр Том 2. Глава 8. 15.08.2017. Безутешный муж-монстр Том 2. Глава 7. 15.08.2017.
Безутешный муж-монстр Том 2. Глава 6.
2015年6月27日 . 兄が妹で妹が兄で。」で知られる車谷晴子の新連載「もんもんモノノ怪」が、本日6月27日発売のARIA8月号（講談社）にてスタートした。
The latest Tweets from 車谷晴子「保坂先生の愛のむち」２巻 (@kurumatani_h). 講談社ARIA「保坂先生の愛のむち」連載中。「もんもんモノノ怪」全4巻
「兄が妹で妹が兄で。」全7巻発売中。お返事は気まぐれ。仕事に関するお問い合わせはkurumatani_haruko☆https://t.co/Xtx28AllxF(☆を@に変更)までお
願いします. 日本.
もんもんモノノ怪の最新巻や漫画、コミックの電子販売、無料立ち読みや試し読み、もんもんモノノ怪の電子書籍の購入はアニメイトブックストアにお任せくださ
い。もんもんモノノ怪と一緒に付けられている主なタグは車谷晴子や講談社があり、豊富な作品の電子購入が可能です。
【もんもんモノノ怪4(Ｂ６版)】などの古本、中古コミック、中古漫画の買取や購入は日本最大級のコミック通販サイトは日本最大級のコミック通販サイト ネットオ
フをご利用ください。ご自宅で本の買取が依頼できる『本&DVD買取コース』や『ポストにポン買取』など宅配買取サービスも充実。コミックのほかにも中古CD／
DVD、中古ゲームなど40万タイトル／100万点の品揃えで、1600円以上で送料無料！
もんもんモノノ怪(2). 講談社. 発売日 2016年03月07日. 書籍. HOTワード. 1/18頃発売グッズ · ポイント景品 · 全国ご当地マップ · ポプテピピック · イケメン戦国
· ブロメイト · HiGH&LOW · ダンデビ My Carol · Fate/EXTRA Last Encore · 弱虫ペダル · カードキャプターさくら · サンリオ男子 · 宇宙よりも遠い場所 ·
DISSIDIA診断 · ダーリン・イン・ザ・フランキス · POMMOP · 冬コミッパ · イヤホン. 店舗NEWS. アニメイトAKIBAガールズステーション 限定情報 · 「アニメイト
百合部」 · アニメイトカフェ キャラクターケーキ · もっと見る.
2016年11月9日 . 車谷晴子先生の作品『もんもんモノノ怪』のネタバレと1巻丸ごと無料で読む方法を紹介しています。 以下ネタバレが含まれますので 先に無料
の試し読みをオススメします。 『もんもんモノノ怪』で検索. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓. →『もんもんモノノ怪』を無料立ち読み. PCの方はこちら. →『もん
もんモノノ怪』を無料立ち読み. [ad#ani]. 目次 [閉じる]. 1 『もんもんモノノ怪』のあらすじ; 2 『もんもんモノノ怪』のネタバレと感想; 3 １巻全部無料で読むならコ
コ！ 4 まとめ.
モノノ怪-鵺- (ゼノンコミックス) 蜷川ヤエコ https://www.amazon.co.jp/dp/4199803815/ref=cm_sw_r_pi_dp_x_OOKrybGRXC4KT.
16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館「逢坂
亭」。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は…!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回されながら旅館
の若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!?
《講談社_冬☆電書2018》コミックセット割引！2017-12-15～2017-12-28迄の期間限定配信！
16歳の誕生日に、女子高生・椿が目を覚ますと布団の中になぜか見知らぬイケメン・逢坂桐也がいた。彼に無理やり連れられて訪れたのは謎の旅館｢逢坂
亭｣。桐也はモノノ怪と人間が邂逅する旅館の若旦那で、嫁になり彼の子どもを産むように言われた椿は…!? 次々出てくるモノノ怪たちに振り回されながら旅館
の若女将として、桐也の妻として椿の子作りを迫られる日々が始まる!? 続きを読む. ジャンル. ホラー・怪奇・オカルト · ラブコメ · ファンタジー · ラブストーリー. 掲
載誌. ARIA. 出版社. 講談社. 巻で購入 全4巻完結.

