
【プリズム文庫 （BL） 】 注文書 （1）

ISBN 書名 著者名／イラスト 定価（税込） 判型 在庫 冊数

2711-5 きみへの愛におぼれる 池戸裕子／史堂櫂 693円 文庫 僅少

2763-4 アバンチュールはベッドで 池戸裕子／鳥海よう子 693円 文庫 僅少

2809-9 五年後の初恋 池戸裕子／中田アキラ 693円 文庫 僅少

2844-0 耳とシッポと恋の病と 池戸裕子／浅井西 704円 文庫 僅少

2220-2 灼熱のプロポーズ 伊郷ルウ／Ciel 713円 文庫 僅少

2744-3 俺をダメにする過保護な男 今井茶環／水綺鏡夜 703円 文庫 僅少

2829-7 お弁当にはハートを添えて 今井茶環／天路ゆうつづ 703円 文庫

2785-6 俺のXX（アレ）は君にあげたい 栢野すばる／すがはら竜 693円 文庫

2793-1 銀の王は黒豹に愛を捧げる 釘宮つかさ／Ciel 713円 文庫 僅少

2836-5 偏愛パラドックス 釘宮つかさ／緋汰しっぷ 724円 文庫

2859-4 救世主は異世界の王に求婚される 釘宮つかさ／やすだしのぐ 714円 文庫

2933-1 魔術師は竜王子の花嫁になる 釘宮つかさ／やすだしのぐ 750円 文庫

2910-2 金の虎はオメガの王子を発情させる 釘宮つかさ／小禄 713円 文庫

2927-0 妖精王は妃に永遠の愛を誓う 釘宮つかさ／尾賀トモ 750円 文庫 僅少

2885-3 王子は無垢な神官をこよなく愛す 釘宮つかさ／みずかねりょう 724円 文庫 品切

2944-7 聖なる騎士は運命の愛に巡り合う 釘宮つかさ／みずかねりょう 750円 文庫

2979-9 王は無垢な神官に最愛を捧げる 釘宮つかさ／みずかねりょう 730円 文庫

2988-1 気高き騎士は初心な王子を一途に愛す 釘宮つかさ／みずかねりょう 788円 文庫

2963-8 狼王は金の子山羊を溺愛する 釘宮つかさ／やすだしのぐ 750円 文庫

2973-7 辺境伯アルファと目覚めた眠り姫 釘宮つかさ／みずかねりょう 740円 文庫

2985-0 救ってくれたのは超人気俳優でした 釘宮つかさ／小禄 766円 文庫

2783-2 偽りの皇子は淫らに啼いて 楠田雅紀／史堂櫂 693円 文庫 僅少

2902-7 堕天使は魔界で喘ぐ 楠田雅紀／鳥海よう子 704円 文庫
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【プリズム文庫 （BL） 】 注文書 （2）

ISBN 書名 著者名／イラスト 定価（税込） 判型 在庫 冊数

2504-3 愛と叱咤があり余る 高月まつり／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2639-2 恋するスイートホーム 高月まつり／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2682-8 恋の調べはランチに乗せて 高月まつり／八百 693円 文庫 僅少

2718-4 秘密はシルクに閉じ込めて 高月まつり／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2751-1 可愛いから、許す。 高月まつり／八百 693円 文庫 僅少

2777-1 俺のご主人様 高月まつり／中田アキラ 693円 文庫 僅少

2828-0 お前が思い出になるわけない 高月まつり／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2913-3 転生ばかりの俺たちが、ついにハッピーエンドを迎える件 高月まつり／こうじま奈月 704円 文庫 僅少

2864-8 魂管理局より愛を込めて 高月まつり／小禄 704円 文庫

2930-0 奪われた記憶で愛を誓う 高月まつり／小禄 721円 文庫

2949-2 オオカミ神の独占的寵愛 高月まつり／こうじま奈月 730円 文庫

2961-4 壊れオメガは俺のもの 髙月まつり／みずかねりょう 730円 文庫

2982-9 俺様社長のもふもふになりたい！ 髙月まつり／みずかねりょう 730円 文庫

3004-7 輝く狼はつがいを寵愛する 髙月まつり／こうじま奈月 730円 文庫

2778-8 恋とデザート、始めました！ 里崎雅／宝井さき 693円 文庫 僅少

2838-9 押しかけ鬼の夜伽レッスン 里崎雅／水綺鏡夜 704円 文庫 僅少

1887-8 慰愛 下僕の花嫁 しみず水都／一夜人見 628円 文庫 僅少

1951-6 ビバリーヒルズ新妻白書 神香うらら／わたなべあじあ 628円 文庫 僅少

2860-0 暴いて暴かれて 墨谷佐和／桜之こまこ 704円 文庫

2588-3 ニャンと素敵な恋魔法 榛名悠／一夜人見 713円 文庫 僅少

2800-6 極上パティシエと理想の結婚 榛名悠／こうじま奈月 713円 文庫 僅少

2843-3 純情狸の嫁入コン 榛名悠／みずかねりょう 714円 文庫

2903-4 求婚相手は吸血鬼につき 榛名悠／毬田ユズ 735円 文庫 僅少

2999-7 最強アルファは家政夫の歌に酔いしれる 榛名悠／小禄 766円 文庫

2728-3 溺愛ツインズの誘惑 雛宮さゆら／不破希海 703円 文庫 僅少

2851-8 獣の騎士に愛されて 雛宮さゆら／一夜人見 704円 文庫 僅少

1845-8 君主サマに全戦全敗 真崎ひかる／蓮川愛 628円 文庫 僅少

2408-4 教官は無慈悲な覇王サマ 真崎ひかる／蓮川愛 693円 文庫 品切

2817-4 恋罠ロックオン 真式マキ／鳥海よう子 693円 文庫 僅少

2180-9 独占警護 松幸かほ／北沢きょう 628円 文庫 僅少
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【プリズム文庫 （BL） 】 注文書 （3）

ISBN 書名 著者名／イラスト 定価（税込） 判型 在庫 冊数

2557-9 略奪花嫁と華麗なる求婚者 真宮藍璃／史堂櫂 693円 文庫 僅少

2808-2 純情淫魔と絶倫社長 真宮藍璃／史堂櫂 703円 文庫 僅少

2837-2 騎士花嫁のしつけ方 真宮藍璃／Ciel 714円 文庫 僅少

2919-5 インモラル・バディ～刹那の恋人～ 真宮藍璃／鳥海よう子 714円 文庫

2938-6 年下アルファと秘密の妊活契約 真宮藍璃／鳥海よう子 750円 文庫

2952-2 発情Ωは運命の悪戯に気づけるか 真宮藍璃／湖水きよ 750円 文庫

2971-3 極上アルファは運命を諦めない 真宮藍璃／小禄 750円 文庫

2978-2 完璧な支配に満たされる Dom/Subユニバース 真宮藍璃／湖水きよ 750円 文庫

3003-0 箱入りオメガは悪い子になりたい 真宮藍璃／みずかねりょう 770円 文庫

3005-4 頑なベータは超アルファに愛されすぎる 真宮藍璃／みずかねりょう 783円 文庫

2000-0 極龍の褥 眉山さくら／水貴はすの 612円 文庫 僅少

2810-5 一度なくした恋の続きを 宮本れん／天路ゆうつづ 693円 文庫

2764-1 強制同居は恋のはじまり 水島忍／一夜人見 693円 文庫 僅少

2712-2 ジュリエットは男子高校生 桃野真幸／宝井さき 693円 文庫 僅少

2818-1 その声で眠らせて 桃野真幸／べっこ 703円 文庫 僅少

2204-2 理事長さまのオモチャ 森本あき／タカツキノボル 713円 文庫 僅少

2876-1 肉食獣はいただかれる 森本あき／すがはら竜 704円 文庫

2827-3 好き、嫌い、やっぱり大好き 柚木ユキオ／浅井西 693円 文庫 僅少

2875-4 王様はいつも不機嫌 柚月美慧／こうじま奈月 704円 文庫

1064-3 花嫁は十七歳 若月京子／椎名ミドリ 607円 文庫 僅少

1492-4 花嫁は十七歳 ハネムーンは豪華客船で 若月京子／椎名ミドリ 628円 文庫 僅少

1613-3 花嫁は十七歳 桜子、危機一髪！ 若月京子／椎名ミドリ 628円 文庫 僅少

1788-8 花嫁は十七歳 和彦、桜子を忘れる！？ 若月京子／椎名ミドリ 628円 文庫 僅少

2514-2 先生とオレの危うい日常 若月京子／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2576-0 魔王様とホグの危うい日常 若月京子／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2752-8 神様には逆らえない 若月京子／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2784-9 男子寮にようこそ 若月京子／こうじま奈月 693円 文庫 僅少

2850-1 オレがオメガなんてありえない、よな？ 若月京子／こうじま奈月 704円 文庫

2893-8 アルファ様には敵わない 若月京子／こうじま奈月 704円 文庫

2950-8 崖っぷちΩは未来の伯爵をモノにする 若月京子／こうじま奈月 730円 文庫

2974-4 未来視Ωは偽聖女から婚約者を救う 若月京子／こうじま奈月 730円 文庫
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