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サンケイスポーツ紙の人気コンテンツ

「性ノンフィクション大賞」がついに電子書籍化
DMM.com 電子書籍から 9 月５日販売開始
厳選 10 作品、今だけ 10 円キャンペーン！実施中

サンケイスポーツと産経デジタルは、サンケイスポーツ紙の「おはようサンスポ面」
に掲載している読者投稿「性ノンフィクション大賞」を「体験告白・性の実話」シリー
ズとして電子書籍化し、DMM.com 電子書籍サイトで販売を開始しました。発売を記念し
て『厳選１０作品、今だけ１０円キャンペーン！』を実施中です。

「性ノンフィクション大賞」は、一般読者が自らの性体験を官能小説タッチで執筆し
たノンフィクションです。１９９９年から毎年紙上で募集し、寄せられた投稿の中から
厳選したエピソードを１週間で１話（7 回連載）、年間５２話を掲載しています。男性
からだけでなく女性からも数多く寄せられたその赤裸々な体験描写は、男女を問わず多
くの読者を惹きつけてやみません。

電子書籍化にあたり、過去２年の掲載作品の中から５０話を厳選しました。新聞紙上
で１週間にわたって掲載した１話分を１４０円（消費税別）で、お読みいただくことが
できます。５話分を１冊にまとめたお得なセット本（１巻５４０円、同）も用意しまし
た。また、電子書籍化を記念し、9 月 5 日（金）～9 月 19 日（金）午前 10 時まで、
「厳
選 10 作品、今だけ 10 円キャンペーン」を実施し、
「体験告白・性の実話」各巻の第１
話を１０円（消費税込）で販売いたします。

通常の官能小説のような架空の物語とは一線を画した、体験告白、実話だからこそ描
かれる他人の性の追体験をお楽しみください。

■概要
▽販売作品（10 巻、50 話）
美熟女の熱い誘惑
美熟女の熱い誘惑 FILE.1 炎天の山道 四十路女の屋外プレイ
美熟女の熱い誘惑 FILE.2 夏のソナタ 濡れそぼるピンクの肉壺
美熟女の熱い誘惑 FILE.3 熟女三昧 未亡人管理人と叔母
美熟女の熱い誘惑 FILE.4 夜の特別指導 母と娘のオナニー共演
美熟女の熱い誘惑 FILE.5 欲情のマドンナ 小学校時代の美少女

アブノーマル・ワールド
アブノーマル・ワールド FILE.1 ふたなり 十万分の一の女
アブノーマル・ワールド FILE.2 不倫の代償 高感度の五十女
アブノーマル・ワールド FILE.3 私は踊り子 バレリーナとの秘め事
アブノーマル・ワールド FILE.4 女社長の罠 二穴おもちゃ狂い
アブノーマル・ワールド FILE.5 メンドリの思い出

オスの本能と女事務員

倒錯の愛 ＳとＭの交わり
倒錯の愛 ＳとＭの交わり FILE.1 ユミマゾの冒険

ご主人様、私咥えてます

倒錯の愛 ＳとＭの交わり FILE.2 年上と年下と 淫乱３Ｐ淑女
倒錯の愛 ＳとＭの交わり FILE.3 地下倉庫の秘密

アダルトグッズの思い出

倒錯の愛 ＳとＭの交わり FILE.4 百合、咲き乱れ

お姉さまとの思い出

倒錯の愛 ＳとＭの交わり FILE.5 性の大切さ セックス・リハビリ

淑女と淫乱 女の二つの顔
淑女と淫乱 女の二つの顔 FILE.1 美尻の誘惑 ＡＶ嬢似の女
淑女と淫乱 女の二つの顔 FILE.2 妻公認の援助交際 生出しＳＥＸの理由
淑女と淫乱 女の二つの顔 FILE.3 二股 パイパン美熟女と二十代美女
淑女と淫乱 女の二つの顔 FILE.4 運命の赤い糸 温泉旅行の人妻
淑女と淫乱 女の二つの顔 FILE.5 寂しさの代償 義母と叔母の滴り

隣のお姉さんと人妻 蒼い性の記憶
隣のお姉さんと人妻 蒼い性の記憶 FILE.1 白い指の密愛 寝取られた会長夫人
隣のお姉さんと人妻 蒼い性の記憶 FILE.2 性春の思い出 姉妹貝くらべ

隣のお姉さんと人妻 蒼い性の記憶 FILE.3 蜜壺の味わい 社長の娘は人妻
隣のお姉さんと人妻 蒼い性の記憶 FILE.4 八年越しの合体 家庭教師と教え子の母
隣のお姉さんと人妻 蒼い性の記憶 FILE.5 幼馴染みとの再会 二歳年上のお姉ちゃん

魔性の女 全国穴巡り
魔性の女 全国穴巡り FILE.1 本番スナック 祇園の不思議体験
魔性の女 全国穴巡り FILE.2

絵画の美女 真夜中の全裸露出

魔性の女 全国穴巡り FILE.3

現代のくノ一 銀座ホステスとの交合

魔性の女 全国穴巡り FILE.4

聖女への恋心 脚フェチの欲望

魔性の女 全国穴巡り FILE.5

和菓子屋の女将 若後家のヒップ

アブノーマル・ワールド２

男も女もエッチ大好き

アブノーマル・ワールド２

男も女もエッチ大好き FILE.1

最後の３Ｐ体験

男も女もエッチ大好き FILE.2

私、この人と寝る

テレビ画

男も女もエッチ大好き FILE.3

ヤクザ男との一夜

セックス

男も女もエッチ大好き FILE.4

広島の女

男も女もエッチ大好き FILE.5

女装癖の聖子 怪しい女友達

あぶないデ

リヘル嬢
アブノーマル・ワールド２
面の向こう側
アブノーマル・ワールド２
暴風雨注意報
アブノーマル・ワールド２

修学旅行で外泊セ

ックス
アブノーマル・ワールド２

密壺の熱い罠 うまい話にはご用心
密壺の熱い罠 うまい話にはご用心 FILE.1 浮気の代償 美熟女はかまきり夫人
密壺の熱い罠 うまい話にはご用心 FILE.2 セクハラ相談の罠 浮気疑惑と性病
密壺の熱い罠 うまい話にはご用心 FILE.3 熟女妻の秘め事 寝取られ男の挽歌
密壺の熱い罠 うまい話にはご用心 FILE.4 勃起の記憶 隣の若奥さん、いただきます
密壺の熱い罠 うまい話にはご用心 FILE.5 巨根誕生伝説 ままごと遊びの秘め事

初体験万華鏡 性への目覚め
初体験万華鏡 性への目覚め FILE.1 ドキドキ調教生活 Ｍ男の育成日記
初体験万華鏡 性への目覚め FILE.2 びら巡り ナンパ師の本懐
初体験万華鏡 性への目覚め FILE.3 泡姫との思い出 同郷の女

初体験万華鏡 性への目覚め FILE.4 夜這い 妹と女子大生
初体験万華鏡 性への目覚め FILE.5 むれむれジャージー バレーボール美女と

倒錯の性ワールド 女×女と男×男と
倒錯の性ワールド 女×女と男×男と FILE.1 都合のいい女 セフレの夢
倒錯の性ワールド 女×女と男×男と FILE.2 目覚めのとき ニューハーフとレズ
倒錯の性ワールド 女×女と男×男と FILE.3 変態痴女、襲う 女装ママとの思い出
倒錯の性ワールド 女×女と男×男と FILE.4 孕ませ代行 先輩の妻との秘め事
倒錯の性ワールド 女×女と男×男と FILE.5 壮年男のジレンマ 息子よ、立ってくれ

▽サンケイスポーツ 「体験告白・性の実話」作品リスト URL
http://www.dmm.com/dc/novel/-/list/=/article=maker/id=96709/

▽販売開始記念キャンペーン期間
２０１４年９月５日（金）午前１０時～２０１４年９月１９日（金）午前１０時

▽キャンペーン対象作品（計１０話）
上記販売作品のうち、各巻の「FILE.1」

■DMM.com 電子書籍について
DMM.com 電子書籍サイト
http://www.dmm.com/dc/book/

■お客様用本件に関するお問い合わせ
MyDMM サポートセンター
http://www.dmm.com/help/guest/-/beginner_qa/

■株式会社 産経デジタルについて
2005 年 11 月設立。産経新聞グループ各媒体のウェブサイト運営をはじめ、ポータルサイト・
モバイル端末などへのニュースコンテンツ配信、スマートデバイス向け電子新聞事業など
を手がけています。
http://www.sankei-digital.co.jp

このリリースに関する報道関係者の方のお問い合わせ
（株）産経デジタル コンテンツ部（石毛）
電話
メール

03-3243-8304
comm@sankei.co.jp

（※当プレスリリースは重複して配信されている場合がございます。ご容赦いただけますようお願い申し上げます。）

