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9327-9 孤高のぼっち令嬢は初恋王子にふられたい―呪いまみれの契約婚約はじめました― ¥638 藍川 竜樹：作　くまの 柚子：絵 文庫

9406-1 孤高の追放聖女は氷の騎士に断罪されたい -魔物まみれの溺愛生活はじめました- ¥664 藍川 竜樹：作　くまの 柚子：絵 文庫 新刊

9382-8 奥様は伯爵家の宝石士　魔法の王冠を納品するまで離縁は無理そうです ¥664 あさば みゆき：作　豆の素：絵 文庫

9078-0 お狐様の異類婚姻譚　元旦那様に求婚されているところです ¥638 糸森 環：作　　凪 かすみ：絵 文庫

9147-3 お狐様の異類婚姻譚　元旦那様に誘拐されるところです  ¥638 糸森 環：作　　凪 かすみ：絵 文庫

9224-1 お狐様の異類婚姻譚　元旦那様と鬼の嫁入りに巻き込まれるところです ¥638 糸森 環：作　凪 かすみ：絵 文庫

9292-0 お狐様の異類婚姻譚　元旦那様が恋を知り始めるところです ¥638 糸森 環：作　凪 かすみ：絵 文庫

9365-1 お狐様の異類婚姻譚　元旦那様は恋狂うところです ¥638 糸森 環：作　凪 かすみ：絵 文庫

4906-1 竜騎士のお気に入り 侍女はただいま兼務中 ¥638 織川 あさぎ：作　　伊藤 明十：絵 文庫

4961-0 竜騎士のお気に入り2 侍女はねがいを実現中 ¥638 織川 あさぎ：作　　伊藤 明十：絵 文庫

9007-0 竜騎士のお気に入り3 侍女はしばらく帰省中 ¥638 織川 あさぎ：作　　伊藤 明十：絵 文庫

9072-8 竜騎士のお気に入り4 ふたりは旅を満喫中 ¥638 織川 あさぎ：作　　伊藤 明十：絵 文庫

9122-0 竜騎士のお気に入り5　竜はふたりを祝福中 ¥638 織川 あさぎ：作　　伊藤 明十：絵 文庫

9182-4 竜騎士のお気に入り６　ふたりは使命を遂行中 ¥638 織川 あさぎ：作　　伊藤 明十：絵 文庫

9238-8 竜騎士のお気に入り７　奥様は密かな恋を応援中 ¥638 織川 あさぎ：作　伊藤 明十：絵 文庫

9305-7 竜騎士のお気に入り８　奥様は異国の空を革新中 ¥638 織川 あさぎ：作　伊藤 明十：絵 文庫

9383-5 竜騎士のお気に入り９　ふたりは宿命に直面中 ¥664 織川 あさぎ：作　伊藤 明十：絵 文庫

9405-4 歌うたいの不本意な婚約　ポンコツ賢者に捧げる祝の歌 ¥664 かい とーこ：作　春野 薫久：絵 文庫 新刊

4960-3 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者 ¥638 香月 航：作　　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9017-9 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者2 ¥638 香月 航：作　　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9079-7 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者3 ¥638 香月 航：作　　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9140-4 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者4 ¥638 香月 航：作　　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9200-5 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者5 ¥638 香月 航：作　　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9257-9 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者６ ¥638 香月 航：作　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9298-2 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者７ ¥638 香月 航：作　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9356-9 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者８ ¥638 香月 航：作　ねぎし きょうこ：絵 文庫

9208-1 出稼ぎ令嬢の婚約騒動　次期公爵様は婚約者に愛されたくて必死です。 ¥638 黒湖 クロコ：作　　SUZ：絵 文庫

9263-0 出稼ぎ令嬢の婚約騒動２　次期公爵様は婚約者と愛し合いたくて必死です。 ¥638 黒湖 クロコ：作　SUZ：絵 文庫

9328-6 出稼ぎ令嬢の婚約騒動３　次期公爵様は婚約者と無事に結婚したくて必死です。 ¥638 黒湖 クロコ：作　SUZ：絵 文庫

9055-1 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中 ¥638 佐槻 奏多：作　　一花 夜：絵 文庫

9130-5 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中２ ¥638 佐槻 奏多：作　　一花 夜：絵 文庫

9199-2 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中３ ¥638 佐槻 奏多：作　　一花 夜：絵 文庫

9270-8 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中４ ¥638 佐槻 奏多：作　一花 夜：絵 文庫

9279-1 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました ¥638 佐槻 奏多：作　笹原 亜美：絵 文庫

9338-5 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました２　古竜の花がもたらす恋の病 ¥638 佐槻 奏多：作　笹原 亜美：絵 文庫

9319-4 事なかれ令嬢のおいしい契約事情　～婚約破棄をされたら、王太子殿下とごはん屋をすることになりました!?～ ¥638 しっぽタヌキ：作　一花 夜：絵 文庫

9285-2 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢　箱から出ても竜に捕まりそうです ¥638 紫月 恵里：作　椎名 咲月：絵 文庫

9329-3 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢２　箱から出たら竜に追いかけられています ¥638 紫月 恵里：作　椎名 咲月：絵 文庫

9398-9 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢３　箱から出たのに竜に呼び戻されそうです ¥664 紫月 恵里：作　椎名 咲月：絵 文庫

9373-6 除霊伯爵家の風変わりな婚約者　おしゃべり黒猫の願いを叶えてみませんか？ ¥664 翔花 里奈：作　風 ことら：絵 文庫

9364-4 聖なる花婿の癒やしごはん　愛情たっぷり解呪スープを召しあがれ ¥638 瀬川 月菜：作　由貴 海里：絵 文庫

9389-7 災厄令嬢の不条理な事情　婚約者に私以外のお相手がいると聞いてしまったのですが！ ¥664 中村 朱里：作　鳥飼 やすゆき：絵 文庫

4998-6 獣人隊長の（仮）婚約事情 突然ですが、狼隊長の仮婚約者になりました ¥638 百門 一新：作　　晩亭 シロ：絵 文庫

9071-1 獣人騎士の求愛事情 一角獣の騎士様は、獣な紳士でした… ¥638 百門 一新：作　　晩亭 シロ：絵 文庫

9141-1 黒兎伯爵の溺愛求婚　獣人伯爵様は、自称紳士な武闘派兎さんでした ¥638 百門 一新：作　　春が野 かおる：絵 文庫

9207-4 獣人貴族の不器用な求愛　ドＳな鷲獣人に婚約を迫られました ¥638 百門 一新：作　　春が野 かおる：絵 文庫

9294-4 獣人神父の求愛騒動　熊獣人は、おちこぼれ聖女に求婚したくてたまりません ¥638 百門 一新：作　春が野 かおる：絵 文庫

9372-9 ライオン獣人の溺愛婿入り事情　リス獣人ですが、怖いライオンに求婚されました ¥664 百門 一新：作　春が野 かおる：絵 文庫

9381-1 皇帝陛下の専属司書姫 　攻略対象に恋人契約されています！ ¥664 やしろ 慧：作　なま：絵 文庫

4753-1 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…1 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

4756-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…2 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

4800-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…3 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

4838-5 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…4 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

4950-4 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…5 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

9045-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…6 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

9113-8 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…7 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

9189-3 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…8 ¥638 山口 悟：作　　ひだか なみ：絵 文庫

9261-6 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…９ ¥638 山口 悟：作　ひだか なみ：絵 文庫

9262-3 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…９ 特装版 ¥998 山口 悟：作　ひだか なみ：絵 文庫

9339-2 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…10 ¥638 山口 悟：作　ひだか なみ：絵 文庫

9390-3 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…11 ¥664 山口 悟：作　ひだか なみ：絵 文庫

9391-0 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…11　特装版 ¥998 山口 悟：作　ひだか なみ：絵 文庫

9174-9 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番 ¥638 山田 桐子：作　　まち：絵 文庫

9225-8 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番２ ¥638 山田 桐子：作　まち：絵 文庫

9286-9 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番３ ¥638 山田 桐子：作　まち：絵 文庫

9346-0 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番４ ¥638 山田 桐子：作　まち：絵 文庫

9397-2 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番５ ¥664 山田 桐子：作　まち：絵 文庫

9347-7 王妃様が男だと気づいた私が、全力で隠蔽工作させていただきます！ ¥638 梨沙：作　まろ：絵 文庫

ISBN メリッサ文庫　 　＜書籍扱い＞
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9384-2 邪魔者のようですが、王子の昼食は私が作るようです ¥700 天の葉：作　花綵 いおり：絵 文庫

9287-6 偏食閣下のまかない係 ¥660 小山内 慧夢：作　炎 かりよ：絵 文庫

9264-7 聖女にはなりたくないので森でまったり暮らします ¥700 桐生 ふーか：作　gamu：絵 文庫

9366-8 一目惚れと言われたのに実は囮だと知った伯爵令嬢の三日間 ¥660 千石 かのん：作　八美☆ わん：絵 文庫

9321-7 騎士団長は元メガネ少女を独り占めしたい ¥660 高瀬 なずな：作　芦原 モカ：絵 文庫

ご担当者名：
貴店印 ㈱一迅社　〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-13　京王新宿追分ビル5階

受注専用FAX：０４８-７２８-５７０３
販売部 TEL：０３-５３１２-６１５０

ご担当者名：
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9392-7 姫様、無理です！ ～今をときめく宰相補佐様と関係をもつなんて～ ¥664 竹輪：作　三浦 ひらく：絵 文庫

4840-8 王太子妃になんてなりたくない!! ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

4891-0 王太子妃になんてなりたくない!!2 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

4942-9 王太子妃になんてなりたくない!!3 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

4971-9 王太子妃になんてなりたくない!!4 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9011-7 王太子妃になんてなりたくない!!5 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9073-5 王太子妃になんてなりたくない!!6 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9099-5 王太子妃になんてなりたくない!!7 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9142-8 王太子妃になんてなりたくない!!8 ¥648 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9167-1 王太子妃になんてなりたくない!!9 ¥700 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9209-8 王太子妃になんてなりたくない!!10 ¥700 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 文庫

9271-5 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編 ¥700 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 文庫

9299-9 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編２ ¥700 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 文庫

9331-6 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編３ ¥700 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 文庫

9399-6 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編４ ¥700 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 文庫

9183-1 王子様に溺愛されて困ってます ～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～ ¥700 月神 サキ：作　アオイ 冬子：絵 文庫

9239-5 王子様に溺愛されて困ってます2 ～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～ ¥660 月神 サキ：作　アオイ 冬子：絵 文庫

9357-6 王子様に溺愛されて困ってます３　～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～ ¥660 月神 サキ：作　アオイ 冬子：絵 文庫

9280-7 花は淫獄へ堕ちずにすむか―転生脇役の奮闘― ¥660 永久 めぐる：作　天路 ゆうつづ：絵 文庫

9407-8 悪役令嬢と鬼畜騎士 ¥700 猫田：作　旭炬：絵 文庫 新刊

9374-3 どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせていただきます ¥700 碧 貴子：作　すらだ まみ：絵 文庫

9348-4 間違いで求婚した公爵様は、そのまま結婚することをお望みです ¥660 ヤマト ミライ：作　芦原 モカ：絵 文庫

ISBN アイリスNEO 　＜書籍扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

9386-6 男爵令嬢の領地リゾート化計画！～悪役令嬢は引きこもりライフを送りたい～ ¥1,200 相原 玲香：作　昌未：絵 四六

9376-7 ご愁傷さま騎士と添い寝令嬢　やらかしを無かったことにした筈が、騎士様は諦めていませんでした ¥1,200 アカラ瑳：作　まち：絵 四六

9401-6 仏頂面な旦那様ですが、考えはお見通し　引きこもり令嬢と貧乏騎士の隠し事だらけの結婚生活 ¥1,200 雨傘 ヒョウゴ：作　ねぎし きょうこ：絵 四六 新刊

9325-5 その悪役令嬢は攻略本を携えている ¥1,200 岩田 加奈：作　桜花 舞：絵 四六

9377-4 視える令嬢とつかれやすい公爵 ¥1,200 霧谷 凜：作　漣 ミサ：絵 四六

9307-1 悪役令嬢、おばあちゃんの知恵で大聖女に?!　〜『医者の嫁』ライフ満喫計画がまったく進捗しない件〜 ¥1,200 小早川 真寛：作　由貴 海里：絵 四六

9243-2 妹に婚約者を取られたら、獣な王子に求婚されました～またたびとして溺愛されてます～ ¥1,200 桜井 悠：作　氷堂 れん：絵 四六

9342-2 妹に婚約者を取られたら、獣な王子に求婚されました ～またたびとして溺愛されてます～２ ¥1,200 桜井 悠：作　氷堂 れん：絵 四六

4956-6 婚約者が悪役で困ってます ¥1,200 散茶：作　　雲屋 ゆきお：絵 四六

9015-5 婚約者が悪役で困ってます2 婚前旅行記 ¥1,200 散茶：作　　雲屋 ゆきお：絵 四六

9335-4 路頭に迷いたくない悪役令嬢は断罪エンド後に備えて『投資』を始めた ¥1,200 斯波：作　ザネリ：絵 四六

9229-6 食事処の付加魔法師 ¥1,200 シンカワ ジュン：作　すがはら 竜：絵 四六

9301-9 食事処の付加魔法師２　王妃の業務は付加魔法も含まれます ¥1,200 シンカワ ジュン：作　すがはら 竜：絵 四六

9177-0 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 ¥1,200 天壱：作　　鈴ノ助：絵 四六

9242-5 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。２ ¥1,200 天壱：作　鈴ノ助：絵 四六

9326-2 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。３ ¥1,200 天壱：作　鈴ノ助：絵 四六

9394-1 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。4 ¥1,200 天壱：作　鈴ノ助：絵 四六

4768-5 魔法使いの婚約者 ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

4813-2 魔法使いの婚約者2 秘密の花嫁と覚めない悪夢 ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

4872-9 魔法使いの婚約者3 偽りの騎士に誓いの花冠を ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

4924-5 魔法使いの婚約者4 碧き海に魔女は泣く ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

4996-2 魔法使いの婚約者5 異国より来たる鏡写しの君 ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

9059-9 魔法使いの婚約者6 砂の大地に恋よ咲け ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

9117-6 魔法使いの婚約者7 オオカミ少年は嘘をつかない ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

9169-5 魔法使いの婚約者8　黒染まる眠り姫は朝焼けを待つ ¥1,200 中村 朱里：作　　サカノ 景子：絵 四六

9219-7 魔法使いの婚約者9　かわいいあなたと紡ぐ祝歌 ¥1,200 中村 朱里：作　サカノ 景子：絵 四六

9266-1 魔法使いの婚約者10　マスカレードで見つけてくれますか？ ¥1,200 中村 朱里：作　サカノ 景子：絵 四六

9308-8 魔法使いの婚約者11　秘密は蝶結びで隠しましょう ¥1,200 中村 朱里：作　サカノ 景子：絵 四六

9369-9 魔法使いの婚約者12　そして同じ空の下で ¥1,200 中村 朱里：作　サカノ 景子：絵 四六

9133-6 チート少女が暴君聖王に溺愛されそうですが、今は魔法に夢中なんです！！！ ¥1,200 夏野 ちより：作　雲屋 ゆきお ：絵 四六

9395-8 花嫁候補の令嬢は、200年前、魔王に恋をした。 ¥1,200 夏 みのる：作　成瀬 あけの：絵 四六 新刊

9343-9 残念令嬢 ～悪役令嬢に転生したので、残念な方向で応戦します～ ¥1,200 西根 羽南：作　深山 キリ：絵 四六

9095-7 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～ ¥1,200 文庫 妖：作　　なま：絵 四六

9152-7 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～2 ¥1,200 文庫 妖：作　　なま：絵 四六

9211-1 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～３ ¥1,200 文庫 妖：作　なま：絵 四六

9297-5 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～４ ¥1,200 文庫 妖：作　なま：絵 四六

9360-6 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります！～５ ¥1,200 文庫 妖：作　なま：絵 四六

9359-0 転生したら悪役令嬢だったので引きニートになります～チートなお父様の溺愛が凄すぎる～ ¥1,200 藤森 フクロウ：作　八美☆ わん：絵 四六

9387-3 訳アリ公爵閣下と政略結婚しましたが、幸せになりたいです ¥1,200 別所 燈：作　條：絵 四六

9333-0 無色の令嬢、魔物の森で肉を焼く。２ ¥1,200 まる：作　縹 ヨツバ：絵 四六

9258-6 捨てられ男爵令嬢は黒騎士様のお気に入り ¥1,200 水野 沙彰：作　宵 マチ：絵 四六

9334-7 捨てられ男爵令嬢は黒騎士様のお気に入り２ ¥1,200 水野 沙彰：作　宵 マチ：絵 四六

9402-3 捨てられ男爵令嬢は黒騎士様のお気に入り３ ¥1,200 水野 沙彰：作　宵 マチ：絵 四六

4879-8 指輪の選んだ婚約者 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　　鳥飼 やすゆき：絵 四六

4947-4 指輪の選んだ婚約者2 恋する騎士と戸惑いの豊穣祭 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　　鳥飼 やすゆき：絵 四六

9014-8 指輪の選んだ婚約者3 花嫁修業と騎士の最愛 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　　鳥飼 やすゆき：絵 四六

9084-1 指輪の選んだ婚約者4 妖精の試練と騎士の花嫁 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　　鳥飼 やすゆき：絵 四六

9151-0 指輪の選んだ婚約者5　蜜月の騎士と不機嫌な公子様 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　　鳥飼 やすゆき：絵 四六

9212-8 指輪の選んだ婚約者6　新婚旅行と騎士の祝福 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　鳥飼 やすゆき：絵 四六

9274-6 指輪の選んだ婚約者７　騎士の故郷と騒乱の前夜祭 ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　鳥飼 やすゆき：絵 四六

9350-7 指輪の選んだ婚約者８　狙われた騎士と楽園への誘い ¥1,200 茉雪 ゆえ：作　鳥飼 やすゆき：絵 四六
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ISBN アイリスNEO 　＜書籍扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

4925-2 マリエル・クララックの婚約 ¥1,200 桃 春花：作　　まろ：絵 四六

4984-9 マリエル・クララックの最愛 ¥1,200 桃 春花：作　　まろ：絵 四六

9043-8 マリエル・クララックの誘惑 ¥1,200 桃 春花：作　　まろ：絵 四六

9100-8 マリエル・クララックの結婚 ¥1,200 桃 春花：作　　まろ：絵 四六

9161-9 マリエル・クララックの蜜謀 ¥1,200 桃 春花：作　　まろ：絵 四六

9221-0 マリエル・クララックの求愛 ¥1,200 桃 春花：作　まろ：絵 四六

9282-1 マリエル・クララックの聖冠 ¥1,200 桃 春花：作　まろ：絵 四六

9351-4 マリエル・クララックの喝采 ¥1,200 桃 春花：作　まろ：絵 四六

4848-4 虫かぶり姫 ¥1,200 由唯：作　椎名 咲月：絵 四六

4912-2 虫かぶり姫2 花守り虫と祈りを捧げる使者 ¥1,200 由唯：作　椎名 咲月：絵 四六

4975-7 虫かぶり姫3 蝶々たちの踊る聖夜の祝宴 ¥1,200 由唯：作　椎名 咲月：絵 四六

9086-5 虫かぶり姫4 春を待つ虫、琥珀の願い ¥1,200 由唯：作　椎名 咲月：絵 四六

9185-5 虫かぶり姫5　冬下虫の見る夢、決別の目覚め ¥1,200 由唯：作　椎名 咲月：絵 四六

9315-6 悪役令嬢はモブ従者を振り向かせたい ¥1,200 夕日：作　煮たか：絵 四六

ISBN メリッサ 　＜書籍扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

9385-9 伯爵令嬢は犬猿の仲のエリート騎士と強制的につがいにさせられる ¥1,200 茜 たま：作　鈴宮 ユニコ：絵 四六

9288-3 邪魔者のようですが、王子の昼食は私が作るようです ¥1,400 天の葉：作　花綵 いおり：絵 四六

9246-3 モブだけど推しが生きてるから毎日が楽しい ¥1,300 KAI：作　炎 かりよ：絵 四六

9341-5 美醜逆転世界の超絶不細工に無理矢理嫁に「はいよろこんでぇ!!」 ¥1,200 すず：作　SHABON：絵 四六

9400-9 王子のデレはツンの底。～婚約破棄も悪役令嬢も難しい～ ¥1,300 来栖 もよりーぬ：作　ワカツキ：絵 四六 新刊

9367-5 海王の娘　孤独な王女は二度目の人生で愛を得る ¥1,300 須東 きりこ：作　コトハ：絵 四六

9281-4 一目惚れと言われたのに実は囮だと知った伯爵令嬢の三日間 ¥1,200 千石 かのん：作　八美☆ わん：絵 四六

9332-3 一目惚れと言われたのに実は囮だと知った伯爵令嬢の三日間２ ¥1,200 千石 かのん：作　八美☆ わん：絵 四六

9234-0 騎士団長は元メガネ少女を独り占めしたい ¥1,200 高瀬 なずな：作　芦原 モカ：絵 四六

9295-1 姫様、無理です！ ～今をときめく宰相補佐様と関係をもつなんて～ ¥1,200 竹輪：作　三浦 ひらく：絵 四六

9349-1 姫様、無理です！２～畏れながら、ご所望の偽護衛騎士は妻を溺愛しております～ ¥1,200 竹輪：作　三浦 ひらく：絵 四六

9176-3 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編 ¥1,300 月神 サキ：作　　蔦森 えん：絵 四六

9210-4 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編２ ¥1,300 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 四六

9241-8 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編３ ¥1,300 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 四六

9300-2 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編４ ¥1,300 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 四六

9358-3 王太子妃になんてなりたくない!!　王太子妃編５ ¥1,300 月神 サキ：作　蔦森 えん：絵 四六

9143-5 王子様に溺愛されて困ってます2 ～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～ ¥1,200 月神 サキ：作　　アオイ 冬子：絵 四六

9265-4 王子様に溺愛されて困ってます３　～転生ヒロイン、乙女ゲーム奮闘記～ ¥1,200 月神 サキ：作　アオイ 冬子：絵 四六

9306-4 悪役令嬢と鬼畜騎士 ¥1,300 猫田：作　旭炬：絵 四六

9375-0 悪役令嬢と鬼畜騎士２ ¥1,300 猫田：作　旭炬：絵 四六

2119-7 どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせていただきます ¥1,300 碧 貴子：作　すらだ まみ：絵 四六

9393-4 どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせていただきます２ ¥1,200 碧 貴子：作　すらだ まみ：絵 四六

ISBN  　ノベル　＜書籍扱い＞

978-4-7580 書名 本体 著者 判型 注文数

9363-7 気高き獅子は孤独なつがいに愛を注ぐ ¥1,300 あじ：作　円陣 闇丸：絵 四六

9371-2 悪役のご令息のどうにかしたい日常 ¥1,200 馬のこえが聞こえる：作　コウキ。：絵 四六

9354-5 ヒロインはゲームの開始を回避したい ¥1,300 詩海猫：作　Laruha：絵 四六

9196-1 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？ ¥1,200 籠の中のうさぎ：作　　krage：絵 四六

9284-5 第七王子に生まれたけど、何すりゃいいの？２ ¥1,200 籠の中のうさぎ：作　krage：絵 四六

9309-5 龍鎖のオリ－心の中の“こころ”－ ¥1,300 ｃａｄｅｔ：作　sime：絵 四六

9403-0 龍鎖のオリII－心の中の“こころ”－ ¥1,300 ｃａｄｅｔ：作　sime：絵 四六 新刊

9388-0 殿下、あなたが捨てた女が本物の聖女です ¥1,200 狭山 ひびき：作　紫藤 むらさき：絵 四六

9162-6 僕の永遠を全部あげる ¥1,200 汐見 夏衛：作　　ふすい：絵 四六

9330-9 さよなら嘘つき人魚姫 ¥1,200 汐見 夏衛：作　みっ君：絵 四六

9256-2 僕は婚約破棄なんてしませんからね ¥1,200 ジュピタースタジオ：作　Nardack：絵 四六

9303-3 僕は婚約破棄なんてしませんからね２ ¥1,200 ジュピタースタジオ：作　Nardack：絵 四六

9396-5 僕は婚約破棄なんてしませんからね３ ¥1,300 ジュピタースタジオ：作　Nardack：絵 四六

9378-1 アンシェーゼ皇家物語１　仮初め寵妃のプライド ¥1,300 タイガーアイ：作　Ciel：絵 四六

9379-8 アンシェーゼ皇家物語２　囚われ令嬢の願いごと ¥1,300 タイガーアイ：作　Ciel：絵 四六

9345-3 悪役令嬢らしいですが、私は猫をモフります ¥1,300 月神 サキ：作　めろ：絵 四六

9404-7 悪役令嬢らしいですが、私は猫をモフります２ ¥1,300 月神 サキ：作　めろ：絵 四六 新刊

9344-6 軍人少女、皇立魔法学園に潜入することになりました。 〜乙女ゲーム？　そんなの聞いてませんけど？〜 ¥1,200 冬瀬：作　タムラ ヨウ：絵 四六

9323-1 ふつつかな悪女ではございますが　～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ ¥1,200 中村 颯希：作　ゆき哉：絵 四六

9370-5 ふつつかな悪女ではございますが２　～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ ¥1,200 中村 颯希：作　ゆき哉：絵 四六

9317-0 アレクサンダー英雄戦記　～最強の土魔術士～ ¥1,200 なんじゃもんじゃ：作　シソ：絵 四六

9268-5 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました～誰も死なせない最強ヒーラー～ ¥1,200 はにゅう：作　shri：絵 四六

9336-1 チートスキル『死者蘇生』が覚醒して、いにしえの魔王軍を復活させてしまいました２～誰も死なせない最強ヒーラー～ ¥1,200 はにゅう：作　shri：絵 四六

9362-0 無口な公爵令嬢と冷徹な皇帝～前世拾った子供が皇帝になっていました～ ¥1,200 ベキオ：作　藤 未都也：絵 四六

9337-8 悪役令嬢の中の人 ¥1,200 まきぶろ：作　紫 真依：絵 四六

9275-3 貧乏令嬢の勘違い聖女伝　～お金のために努力してたら、王族ハーレムが出来ていました!?～ ¥1,200 馬路 まんじ：作　ひさま くまこ：絵 四六

9324-8 貧乏令嬢の勘違い聖女伝２　～お金のために努力してたら、王族ハーレムが出来ていました!?～ ¥1,200 馬路まんじ：作　ひさま くまこ：絵 四六

9361-3 レイドール聖剣戦記 ¥1,200 レオナールＤ：作　冬ゆき：絵 四六

9380-4 猫と呼ばれた男 ¥1,200 れもん：作　転：絵 四六
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