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ｱ1-01 58290-4 オレ様押しかけダーリンは御曹司 明生茉依 ¥600 2018 10 ﾋ2-01 41244-7 ★ 禁断同居生活 日向野ジュン ¥600 2020 6

ｱ1-02 58723-7 恋するモデルルーム 明生茉依 ¥600 2019 5 ﾌ1-01 41241-6 ◎ 脱!? 溺甘オフィスラブ 藤谷　郁 ¥600 2020 5

ｱ1-03 59052-7 溺甘婚 明生茉依 ¥600 2020 2 ﾎ1-01 58724-4 強引上司に迫られてます!? 星咲りら ¥600 2019 6

ｱ2-01 58725-1 〇 お見合いのち、溺愛 雨宮れん ¥600 2019 6 ﾏ1-01 41245-4 ★ エリート警視に捕まりました 真彩-mahya- ¥600 2020 7

ｱ3-01 58889-0 ◎ 90日の恋人 麻生ミカリ ¥600 2019 12 ﾏ1-02 41563-9 2新★ 極上ドクターの旦那様はシークレットベビーとママを溺愛中 真彩-mahya- ¥600 2021 2

ｱ4-01 59053-4 ◎ 極上御曹司とお見合い婚 綾瀬麻結 ¥620 2020 2 ﾐ1-01 58882-1 溺愛宣言 未華空央 ¥600 2019 9

ｱ5-01 41380-2 ★ 墜ちて、溺れる 有坂芽流 ¥620 2020 12 ﾐ2-01 41375-8 ★ かりそめの婚約者なのに極上御曹司に独占されています 水十　草 ¥620 2020 10

ｲ1-01 58722-0 〇 イケメン御曹司はお断り！ 伊月ジュイ ¥600 2019 5 ﾓ1-02 58726-8 焦れ甘オフィス 望月沙菜 ¥600 2019 6

ｲ1-02 59060-2 ◎ 溺愛指南 伊月ジュイ ¥600 2020 5 ﾓ1-03 41376-5 ★ クールな御曹司は新妻に溺れる 望月沙菜 ¥600 2020 10

ｲ1-03 41372-7 ★ 肉食御曹司に溺れるほど愛されています 伊月ジュイ ¥600 2020 9 ﾓ2-01 58644-5 最高の恋、はじめます 桃城猫緒 ¥600 2019 1

ｲ2-01 58730-5 〇 エリート上司の溺甘な独占愛 池戸裕子 ¥600 2019 8 ﾕ1-01 58520-2 熱愛オフィス 有允ひろみ ¥600 2019 4

ｳ1-01 58287-4 〇 次期社長に再会したら溺愛されてます 宇佐木 ¥600 2018 7 ﾕ1-02 59055-8 ◎ かりそめ婚約宣言 有允ひろみ ¥400 2020 3

ｳ1-02 58517-2 次期ホテル王のスイートな求愛 宇佐木 ¥390 2019 3 ﾕ1-03 41374-1 ★ 独占愛欲 有允ひろみ ¥600 2020 10

ｳ1-03 58887-6 〇 週末の片想い 宇佐木 ¥600 2019 10 ﾕ2-01 58727-5 〇 ホテルの王子様 夢野美紗 ¥600 2019 7

ｳ1-04 59057-2 ◎ 次期社長に再会したら溺愛されてます ハッピーウエディング編 宇佐木 ¥600 2020 4 ﾖ1-01 58885-2 〇 かりそめ婚約者に溺愛されてます 吉澤紗矢 ¥600 2019 10

ｳ1-05 41565-3 2新★ お見合い代役からはじまる蜜愛婚 宇佐木 ¥600 2021 2 ﾜ1-01 58282-9 〇 極上CEOに捕獲されました 若菜モモ ¥620 2018 4

ｶ1-01 58281-2 副社長と秘密の恋人契約 花音莉亜 ¥390 2018 3 ﾜ1-02 58514-1 〇 極上彼氏の愛し方 若菜モモ ¥620 2019 2

ｶ1-02 58890-6 〇 秘蜜の新婚生活 花音莉亜 ¥620 2019 12 ﾜ1-03 58886-9 〇 溺甘クルーズ 若菜モモ ¥600 2019 11

ｶ2-01 58515-8 クールな御曹司は甘い恋をご所望です 河野美姫 ¥600 2019 2 ﾜ1-04 59056-5 ◎ 極上御曹司の独占愛 若菜モモ ¥400 2020 3

ｶ2-02 58883-8 極上ドクターの溺愛カルテ 河野美姫 ¥600 2019 9

ｶ2-03 59058-9 ◎ 溺愛も契約のうちに入りますか？ 河野美姫 ¥620 2020 4

ｶ2-04 41377-2 ★ イジワル御曹司の甘美な毒牙 河野美姫 ¥620 2020 11

ｶ3-01 58516-5 〇 婚約破棄、したはずですが？ 栢野すばる ¥600 2019 2

ｶ4-01 58728-2 ◎ 強引ドクターの恋愛包囲網 華藤りえ ¥620 2019 7

ｶ4-02 41250-8 ★ 契約結婚の甘い罠 華藤りえ ¥600 2020 8

ｶ5-01 41246-1 ◎ 極上御曹司と甘くとろける恋愛事情 神埼たわ ¥600 2020 7

ｷ1-01 58519-6 きまじめ御曹司と身代わり婚約者 桔梗　楓 ¥620 2019 4

ｷ1-02 58888-3 いきなり婚約者 希彗まゆ ¥600 2019 11

ｺ1-01 41561-5 旦那様はエリート外科医 小日向江麻 ¥600 2021 1

ｻ2-02 58721-3 〇 地味男を餌付けしたら、実はイケメン御曹司でした 佐倉朱音 ¥600 2019 5

ｻ3-01 59051-0 〇 二度目のプロポーズ 坂井志緒 ¥600 2020 1

ｻ3-02 41564-6 2新★ 私をダメにしたい社長 坂井志緒 ¥600 2021 2

ｻ4-01 59054-1 ◎ 年の差溺愛 斉河　燈 ¥620 2020 2

ｻ5-01 59059-6 ◎ 契約蜜婚 西條六花 ¥620 2020 5

ｻ5-02 41371-0 ★ 強引社長の過剰な独占愛 西條六花 ¥600 2020 8

ｻ6-01 41248-5 ★ 恋愛指導は社長室で 沙紋みら ¥620 2020 8

ｻ7-01 41373-4 ★ 独占求婚 桜羽真央 ¥600 2020 9

ｽ1-01 58881-4 蜜恋ルームシェア 涼川　凛 ¥620 2019 8

ｽ2-01 41379-6 ★ 身ごもり契約花嫁 砂川雨路 ¥600 2020 12

ﾀ1-02 58518-9 敏腕弁護士のお試し恋愛が（予想外に）本気すぎます 高田ちさき ¥390 2019 3

ﾀ1-03 58884-5 〇 オフィスラブ中毒 高田ちさき ¥600 2019 9

ﾀ1-04 41243-0 ★ 一途な恋人はパイロット 高田ちさき ¥600 2020 6

ﾀ2-01 58512-7 愛され注意報 田崎くるみ ¥620 2018 12

ﾀ3-01 41249-2 ◎ なぜかエリート御曹司に求愛されました 橘　柚葉 ¥600 2020 8

ﾅ1-01 41242-3 ◎ 恋育契約 七瀬みお ¥600 2020 6

ﾊ1-02 58729-9 本日、プロポーズ休暇いただきます 春川メル ¥600 2019 7

ﾊ2-01 41378-9 ◎ 偽装婚約 葉嶋ナノハ ¥600 2020 12

ﾊ3-01 41562-2 偽装恋人のはずが極上御曹司に激愛されすぎています 春野リラ ¥600 2021 1

補　充　一　覧　注　文　書　
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ﾋ1-01 58511-0 イケメン社長と甘い溺愛生活 ひなの琴莉 ¥620 2018 11

ﾋ1-02 41247-8 ★ 政略結婚、どうぞよろしく ひなの琴莉 ¥600 2020 7


