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ベリーズ文庫新刊・ランク注文書
３０～５０代の女性に大人気の恋愛小説ベリーズ文庫は ,毎月10日発売！

ご注文 F A X048-877-0179

『俺様パイロットは
契約妻を容赦なく溺愛する
【極上悪魔なスパダリシリーズ】』

葉月りゅう（はづきりゅう）/著、イラスト:えまる・じょん
税込715円、ISBN： 978-4-8137-1171-1

冷徹外科医とお見合い溺愛婚!?

【あらすじ】 空港で運航管理のオペレーション業務をして
いるつぐみは、家が火事に巻き込まれたことをきっかけに、
ドSパイロットの天澤とまさかの契約結婚することに!? 愛
のない形だけの新婚生活だったはずが、ひょんなことか
ら独占欲を煽ってしまい…！ 「お前が欲しい」――息つく
暇もないほどに容赦なく注がれる激愛に、つぐみは身も
心もとろとろに蕩けて…。【極上悪魔なスパダリシリーズ】
第三弾！
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書名 著者 本体 ＩＳＢＮ 注文数

俺様パイロットは契約妻を容赦なく溺愛する【極上悪魔なスパダリシリーズ】 葉月りゅう 650 ※1171-1

エリート外交官の激愛～秘密の一夜で身ごもった子ごと愛されています～ 藍里まめ 640 ※1172-8

子作り政略婚のはずが、冷徹御曹司は蕩ける愛欲を注ぎ込む 晴日青 640 ※1173-5

内緒の赤ちゃんごとエリート御曹司に最愛を刻まれました～極上シークレットベビー～ 皐月なおみ 650 ※1174-2

政略懐妊～赤ちゃんを宿す、エリート御曹司の甘く淫らな愛し方～ 田崎くるみ 650 ※1175-9

破滅エンド回避のため聖女を目指してみたら魔王様が溺甘パパになりました 瑞希ちこ 660 ※1176-6

*-*-*-*-*-*-*-*-*　11月10日発売　*-*-*-*-*-*-*-*-*
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悪役幼女だったはずが、最強パパに溺愛されています！ 朧月あき 660 ※1134-6 Iお2-2 新9

異世界でお菓子を振舞ったら、王子と竜騎士とモフモ～ 栗栖ひよこ 660 ※0968-8 Iく1-2 S

８度目の人生、嫌われていたはずの王太子殿下～ 坂野真夢 680 ※1148-3 Iさ1-3 新9

獣人皇帝は男装令嬢を溺愛する　ただの従者のはずで～ 友野紅子 660 ※1061-5 Iと2-4 A

男装即バレ従者、赤ちゃんを産んだらカタブツ皇帝～ 友野紅子 640 ※1133-9 Iと2-5 SS

悪役令嬢ですが、チートが目覚めて溺愛されています 真彩-mahya- 640 ※0985-5 Iま1-1 S

ループ10回目の公爵令嬢は王太子に溺愛されています 真崎奈南 660 ※1033-2 Iま2-1 S

竜王陛下のもふもふお世話係 三沢ケイ 670 ※1047-9 Iみ2-1 SS

崖っぷち令嬢が男装したら、騎士団長に溺愛されました 三沢ケイ 660 ※1106-3 Iみ2-2 S

竜王陛下のもふもふお世話係２ 三沢ケイ 650 ※1119-3 Iみ2-3 SS

転生悪役幼女は最恐パパの愛娘になりました 桃城猫緒 660 ※1032-5 Iも1-2 A

平凡な私の獣騎士団もふもふライフ 百門一新 650 ※0952-7 Iも3-1 SS



F A X ： 0 4 8 - 8 7 7 - 0 1 7 9
SS：10点、S：10点、A：20点、新10：10月新刊、新9：9月新刊
※ I S B N 9 7 8 - 4 - 8 1 3 7 作家番号 ：無印＝オフ ィスラブ
等 、 Ａ＝アンソロジー 、 Ｆ＝フ ァ ン タジー 、 Ｉ ＝異世界
在庫は 1 1 / 2時点のものです 。在庫状況により冊数は調
整させて頂 く場合がございます 。
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平凡な私の獣騎士団もふもふライフ２ 百門一新 660 ※1017-2 Iも3-2 SS

平凡な私の獣騎士団もふもふライフ３ 百門一新 660 ※1090-5 Iも3-3 SS

平凡な私の獣騎士団もふもふライフ４ 百門一新 660 ※1163-6 Iも3-4 新10

婚約破棄されたので薬師になったら、公爵様の溺愛が～ 吉澤紗矢 650 ※1149-0 Iよ1-3 新10

183日のお見合い結婚 藍里まめ 650 ※1027-1 あ3-12 A

御曹司の蜜愛は溺れるほど甘い あさぎ千夜春 660 ※1084-4 あ5-10 A

捨てられたはずが、赤ちゃんごと極上御曹司の愛妻に～ 宇佐木 650 ※1073-8 う1-9 A

身代わり政略結婚～次期頭取は激しい独占欲を滲ませる～ 宇佐木 650 ※1117-9 う1-10 A

極上パイロットの赤ちゃんを溺愛初夜で宿しました 紅カオル 640 ※1158-2 く2-15 新10

激愛～一途な御曹司は高嶺の花を娶りたい～ 佐倉伊織 660 ※0947-3 さ2-20 S

大正蜜恋政略結婚【元号旦那様シリーズ大正編】 佐倉伊織 660 ※1028-8 さ2-22 A

天才脳外科医は新妻に激しい独占欲を放ちたい 佐倉伊織 670 ※1071-4 さ2-23 SS

天敵御曹司と今日から子作りはじめます～愛され妊活婚～ 佐倉伊織 670 ※1115-5 さ2-24 S

冷徹弁護士の独占欲にママとベビーは抗えない 佐倉伊織 660 ※1159-9 さ2-25 新10

契約結婚のはずが、極上弁護士に愛妻指名されました 皐月なおみ 660 ※1103-2 さ9-4 A

エリート外科医は最愛妻に独占欲を刻みつける 砂原雑音 650 ※1118-6 す1-10 S

捨てられ妻の私がエリート御曹司に甘く娶られるまで 砂川雨路 640 ※1161-2 す2-16 新10

エリート脳外科医の溢れる愛妻渇望 鈴ゆりこ 650 ※1130-8 す3-5 A

離婚するはずが、極上社長はお見合い妻に滾る愛を貫く 高田ちさき 650 ※1160-5 た3-14 新10

双子を身ごもったら、御曹司の独占溺愛が始まりました 田崎くるみ 660 ※1131-5 た4-21 SS

極上御曹司の愛妻に永久指名されました 滝井みらん 650 ※0981-7 た5-14 A

極上御曹司に初めてを捧ぐ 滝井みらん 660 ※1146-9 た5-17 新9

懐妊初夜 兎山もなか 660 ※0825-4 と3-2 A

クールな外科医はママと息子を溺愛したくてたまらない 夏雪なつめ 640 ※1144-5 な3-11 新9

最後の一夜のはずが、愛の証を身ごもりました 葉月りゅう 660 ※1031-8 は2-12 A

秘密の出産でしたが、御曹司の溺甘パパぶりが止まりません pinori 650 ※1116-2 ひ2-9 S

溺愛まみれの子づくり婚 宝月なごみ 650 ※1162-9 ほ3-7 新10

俺様パイロットに独り占めされました 水守恵蓮 670 ※1012-7 み4-16 A

令和最愛授かり婚【元号旦那様シリーズ令和編】 水守恵蓮 670 ※1070-7 み4-18 A

政略妻は冷徹ドクターの溺愛に囚われる 水守恵蓮 670 ※1128-5 み4-19 S

契約結婚ですが、極上パイロットの溺愛が始まりました 未華空央 660 ※1074-5 み7-7 S

君との子がほしい～エリート脳外科医とお見合い溺愛結婚～ 未華空央 650 ※1147-6 み7-8 新9

官能一夜に溺れたら、極上愛の証を授かりました 美森萠 650 ※1143-8 み8-3 新9

捨てられママのはずが、御曹司の溺愛包囲で娶られました 美希みなみ 650 ※1114-8 み9-1 A

カタブツ竜王の過保護な求婚 もり 650 ※1076-9 も4-1 SS

かりそめ婚ですが、一夜を共にしたら～ 夢野美紗 650 ※1099-8 ゆ1-5 A

冷徹旦那様との懐妊事情 吉澤紗矢 650 ※1072-1 よ1-2 A

極上パイロットが愛妻にご所望です 若菜モモ 660 ※0845-2 わ1-17 A

エリート御曹司が花嫁にご指名です 若菜モモ 660 ※0914-5 わ1-18 SS

平成極上契約結婚【元号旦那様シリーズ平成編】 若菜モモ 650 ※1058-5 わ1-21 A

若旦那様は愛しい政略妻を逃がさない 若菜モモ 660 ※1104-9 わ1-22 A

エリート外交官と至極の契約結婚【極上悪魔なスパダリシリーズ】 若菜モモ 650 ※1145-2 わ1-23 新9


