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Story Foreign Character Occupation Role Magazine Nationality
1 『Race』 ラスティ professional baseball player uke GUSH American

2 『ベリキュ』 ケイン famous volleyball player seme GUSH American

3 『蜜の烙印』 シェリク crown prince seme GUSH Arab

4 『セックス・セラピスト』 ジョエル・マウリッツオ  Olympic gold-medalist figure skater seme GUSH unknown

5 『ラブ・エゴ』 クロード member of royal family of Western country seme GUSH unknown

6 『朔楽屋・湯けむり万華鏡』 理史 half-German manager of luxury hotel seme GUSH German

7 『うちのダーリン外国人』 アレックス university student seme GUSH American

8 『英国式１６夜綺談』 エドワード aristocrat, archeologist seme GUSH English

9 『戻っておいて僕の犬』 トート seme GUSH German

10 『キスと蜜月』 エーリヒ university researcher seme GUSH German

『龍絡の華』 李ファミリー Hong Kong mafia GUSH
11 『蜜と十字架』 ルネ aristocratic vampire from Western countr seme GUSH unknown

12 servant from Western country
Blood

ユング seme

police officer
unknown

13 『 』 サイ CIEL Hong Kong

14 『天気予報恋人』 レオン・カイザー famous news anchor seme CIEL American

15 『結婚できない男たち』 ルシェン・モンテカルロ chef at well-established restaurant seme CIEL French

16 『砂の上の恋人たち』 アサド crown prince seme CIEL Arab

17 ヨハン blonde, blue-eyed servant uke Arab

18 シャムス member of royal family seme Arab

19 マタル member of royal family uke Arab

20 サクル member of royal family uke Arab

21 ファハド member of royal family seme Arab

22 『パラダイス・ロスト』 カイル male prostitute uke CHARA American

23 『マカロニ』 テッド gunman seme CHARA American

24 シドニーシド gunmang seme American

25 ロビン son of a lord uke American

26 『マイフラッグシップ』 聖 half-French junior high school student uke CHARA French

27 『暗夜』 城 head of Hong Kong mafia CHARA Hong Kong

28 飛 leader of Hong Kong mafia Hong Kong

29 『坊ちゃまと主治医』 坊ちゃま aristocrat uke CHARA English

30 アダム medical doctor seme English

31 『王様と恋のから騒ぎ』 フィリップ King uke CHARA unknown

32 コールリッジ duke seme unknown

33 ラザフォード prime minister seme unknown

34 『恋愛証明』 クリストファー CEO of conglomerate seme CHARA American

35 『ビューティフルライフ』 ダニエル professional tennis player uke CHARA Australian

36 『Voice or Noise』 イサアド high school student seme CHARA American

37 『不思議ポット』 シバ Arabian Genie of the Magic Lamp seme CHARA Arab

38 『伯爵様の華麗なる挑戦』 アルヴィン・フレーザー earl seme CHARA English

39 ダリル male prostitute uke English

crown prince of Western country40 『太陽の貴公子』 レオ seme CHARA unknown

41 『仏様の言うとおり』 レイ Buddhist monk seme CHARA English

42 『愛の言葉をキミに』 カール・クラウス A.I. modeled by  an American man CHARA American

43 『ホテル菱沼楼』 レイ heir of plutocratic family seme CHARA American

44 『僕たちの王国』 怜 half-American son of American plutocratic fami seme BE-BOY American

45 ラウル son of plutocratic family seme American

46 『Sex Pistols』 国政 half-American son of world-famous sculptor seme BE-BOY American

47 米国 half-English son of world-famous architect seme English

48 ジンジャー world-famous sculptor seme American

49 マクシミリアン world-famous architect seme English

50 セス member of royal family seme Arab

51 ヨシュア son of American millionaire seme American

52 『神様の腕の中』 キース teacher uke BE-BOY English

53 レイン son of famous dancer seme English

54 メレディス son of wealthy aristocrat seme English

55 エッタ servant uke English



86 Jewish servant seme Jew

83 army commander seme unknown

85 『ザイオンの小枝』 uke BE-BOY German

58 ノア Christian priest uke English

58 ラッシュ son of wealthy family seme English

60 サーシャ son of owner of large corporation uke English

61 『王様と乞食』 カイ president of large corporation seme BE-BOY English

62 『犬の王』 アーチャー leader of street gang seme BE-BOY American

63 コーキ police officer uke American

Chinese mafia 
64 『異国恋愛方式』 Unnamed Korean boy uke BE-BOY Korean

65 『恋の経穴』 彗星 son of wealthy family uke BE-BOY Chinese

66 孫海 seme Chinese

67 総龍 wealthy merchant seme Chinese

68 楊寿 son of aristocrat uke Chinese

69 明秋 medical doctor uke Chinese

70 月影 student seme Chinese

71 『炎の砂』 カッシーミ King seme BE-BOY Arab

72 『この恋は秘密』 アルヴィン earl uke BE-BOY English

73 ラジール servant seme Indian

74 『僕らの王国アラビアンナイト』アシフ 3rd prince uke BE-BOY Arab

75 『ネクラートホリック』 ヘルシング medical doctor and vampire hunter uke BE-BOY English

76 『Yebisuセリブリティーズ』 レオン World-famous architect seme BE-BOY American

77 フランソワ aristocrat, CEO of conglomerate uke French

78 『この恋は秘密』 ユージーン medical doctor uke BE-BOY English

79 オスカー son of aristocrat seme English

80 『ロリポップドラグーン』 ユン Chinese Tai Chi Chuan master seme Chinese

81 『夢の日々？』 ティル vampire from Western country uke BE-BOY unknown

82 『セニエール・エ・ヴァサル』 エーメル prince uke BE-BOY unknown

83 リオンリオン army commander seme unknown

84 『カフェラテ・ラプソディ』 ケイト mixed-race university student seme BE-BOY Mixed

Earl, ex-Nazi officer 
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