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ISBN 分類番号 在庫 タイトル 著者 税込価格 刊行年月 注文数

01665-2 ｱ1-01 契約秘書～強引社長の命令で婚約者になりました～ 1 兄崎ゆな ¥693 2021/11

70792-5 ｱ1-02 契約秘書～強引社長の命令で婚約者になりました～　２ 兄崎ゆな ¥693 2022/06

01974-5 ｱ2-01 身ごもり契約花嫁～ご執心社長に買われて愛を孕みました～1 秋月　綾 ¥693 2022/07

70953-0 ｱ3-01 初対面ですが結婚しましょう～お見合い夫婦の切愛婚～1 安崎羽美 ¥693 2022/08

41830-2 ｳ1-01 焦れ甘オフィス～クールな御曹司の独占欲～1 梅星あやめ ¥693 2022/05

75621-3 ｳ1-02 焦れ甘オフィス～クールな御曹司の独占欲～2 梅星あやめ ¥693 2022/12

75483-7 ｳ2-01 過保護なエリート弁護士の溺愛がとまりません 1 卯月たける ¥693 2022/11

41317-8 ｴ1-01 副社長と秘密の恋人契約　１ 榎本さく ¥693 2021/02

41703-9 ｴ1-02 副社長と秘密の恋人契約 2 榎本さく ¥693 2021/07

58779-4 ｷ1-01 きまじめ御曹司と身代わり婚約者　１ 貴一みや ¥693 2020/06

41316-1 ｷ1-02 きまじめ御曹司と身代わり婚約者　2 貴一みや ¥693 2021/01

58776-3 ｸ1-01 御曹司の罠はスイーツよりも甘く　１ 黒田うらら ¥693 2020/02

41313-0 ｸ1-02 御曹司の罠はスイーツよりも甘く　２ 黒田うらら ¥693 2020/09

70772-7 ｸ1-03 90日の恋人～同居契約から始まる愛され生活～　１ 黒田うらら ¥693 2022/06

01840-3 ｺ1-01 イケメン御曹司はお断り！～極上彼氏の嘘から始まる愛され生活～ 1 小中いえやす ¥693 2021/12

74704-4 ｺ1-02 イケメン御曹司はお断り！～極上彼氏の嘘から始まる愛され生活～ 2 小中いえやす ¥693 2022/09

31828-2 ｺ2-01 蜜恋ルームシェア～御曹司とひとつ屋根の下～１ 小池菓しおり ¥693 2022/02

75868-2 ｺ2-02 蜜恋ルームシェア～御曹司とひとつ屋根の下～２ 小池菓しおり ¥693 2023/01

75856-9 ｺ03-01 記憶を失くして豹変した社長に昼も夜も溺愛されてます１ 五味 ¥693 2023/01

70951-6 ｻ1-01 ホテルの王子様～再会した憧れの人は御曹司でした～　１ 佐藤ニッキ ¥693 2022/07

58774-9 ｼ1-01 愛され注意報～初恋御曹司は婚約者を逃がさない～　１ 志音　新 ¥693 2019/12

58780-0 ｼ1-02 愛され注意報～初恋御曹司は婚約者を逃がさない～　２ 志音　新 ¥693 2020/07

42772-4 ｼ2-01 禁断同居生活～イジワル御曹司の独占欲～１ シリ崎 ¥693 2022/04

74730-3 ｼ2-01 溺甘クルーズ～御曹司は身代わり婚約者に夢中です～1 しげまつ貴子 ¥693 2022/10

74732-7 ｼ2-02 禁断同居生活～イジワル御曹司の独占欲～2 シリ崎 ¥693 2022/12

42912-4 ｼ3-01 婚約破棄、したはずですが？～カリスマ御曹司に溺愛されてます～1 渋谷うらら ¥693 2022/05

41314-7 ﾀ1-01 俺様社長と誘惑トラップ作戦　１ 高山ねむ子 ¥660 2020/11

41704-6 ﾀ1-02 俺様社長と誘惑トラップ作戦　２ 高山ねむ子 ¥660 2022/02

58773-2 ﾄ1-01 エリート上司と秘密のキス　１ 藤丞めぐる ¥693 2019/10

58778-7 ﾄ1-02 エリート上司と秘密のキス　２ 藤丞めぐる ¥693 2020/05

41319-2 ﾄ2-01 最高の恋、はじめます～エリート御曹司の独占愛～　１ とうばききょう ¥693 2021/03

01661-4 ﾄ2-02 最高の恋、はじめます～エリート御曹司の独占愛～　2 とうばききょう ¥693 2021/11

70870-0 ﾄ3-01 子育て社長と交際０日契約婚 豊玉エリー ¥660 2022/06

70943-1 ﾅ1-01 お見合い代役からはじまる蜜愛婚～エリート御曹司に見初められました～ 1 南雲ジュリ ¥693 2022/08

41315-4 ﾊ1-01 イジワル社長の恋人レッスン　１ はやぶち伶子 ¥693 2020/12

41702-2 ﾊ1-02 イジワル社長の恋人レッスン　2 はやぶち伶子 ¥693 2021/06

33317-9 ﾊ1-03 一途な恋人はパイロット～エアポートラブ～　１ はやぶち伶子 ¥693 2022/03

75545-2 ﾊ1-04 一途な恋人はパイロット～エアポートラブ～　2 はやぶち伶子 ¥693 2022/11

74702-0 ﾊ2-01 偽装婚約～冴えない彼の正体はオオカミ御曹司でした～ 1 春峰 ¥693 2022/09

41311-6 ﾋ1-01 オレ様押しかけダーリンは御曹司～別れても別れても好きな人～　１ 氷室　桜 ¥693 2020/08

41318-5 ﾋ1-02 オレ様押しかけダーリンは御曹司～別れても別れても好きな人～　２ 氷室　桜 ¥693 2021/03

41701-5 ﾎ1-01 旦那様は新妻を(予想外に）愛しすぎてます　1 星浦みさと ¥693 2021/05

58771-8 ﾔ1-01 極上CEOに捕獲されました　１ 柳矢真呂 ¥693 2019/06

58775-6 ﾔ1-02 極上CEOに捕獲されました　２ 柳矢真呂 ¥693 2020/01

58772-5 ﾕ1-01 次期社長に再会したら溺愛されてます　１ 由多いり ¥693 2019/08

58777-0 次期社長に再会したら溺愛されてます　２ 由多いり ¥693 2020/03

41312-3 ﾕ1-03 次期社長に再会したら溺愛されてます　３ 由多いり ¥693 2020/09

41320-8 ﾕ1-04 次期社長に再会したら溺愛されてます　4 由多いり ¥693 2021/04

01310-1 ﾕ1-05 次期社長に再会したら溺愛されてます　5 由多いり ¥693 2021/09

42782-3 ﾕ1-06 次期社長に再会したら溺愛されてます　6 由多いり ¥693 2022/04

75405-9 ﾕ1-07 次期社長に再会したら溺愛されてます　7 由多いり ¥693 2022/10

【　番　線　印　】

補　充　一　覧　注　文　書

搬入ご希望日


