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『私、愛しの王太子様の

側室辞めたいんです！ 1』

貴店番線印

作画／ 悦若えつこ、原作／ 天織みお
本体630円 、ISBN：978-4-8137-6096-2

【あらすじ】 グレンフィル王国の後宮で、ユリ
シーズ王太子の第一側室として暮らしている
ローズマリーは、ある日、側室の義務である
『閨の儀』を果たすよう命じられてしまう…! 実
は、後宮歴10年の最古参にもかかわらず、年
齢的な問題から正式な側室としては認められ
ていなかったローズマリー。もし『閨の儀』を果
たしてしまえば、本当に後宮から出られなくなっ
てしまう! 回避するべく、あの手この手で奮闘す
るローズマリー。けれど、ユリシーズはそれを
許さなくて…!?

※ ISBN978-4-8137 BC＝ベリーズコミックス、BFC＝ベリーズファンタジーコミック

↓↓新刊おすすめ！ ↓↓

レーベル 書　名 著者名
本体

価格
ISBN 作家 番号 注文数 ランク

BFC 転生王女のまったりのんびり!?異世界レシピ  1 池知奈々 640 ※6062-7 い1-1 A

BFC 転生王女のまったりのんびり!?異世界レシピ　2 池知奈々 640 ※6079-5 い1-2 A

BFC 婚約破棄されたので、異世界で温泉宿始めます1 Emi⁺ 650 ※6068-9 え1-1 A

BFC 婚約破棄されたので、異世界で温泉宿始めます2 Emi⁺ 630 ※6080-1 え1-2 A

BFC 婚約破棄されたので、異世界で温泉宿始めます3 Emi⁺ 640 ※6090-0 え1-3 新12

BFC 男装したら数日でバレて、国王陛下に溺愛され…1 ゴゴちゃん 640 ※6054-2 こ1-1 S

BFC 男装したら数日でバレて、国王陛下に溺愛され…2 ゴゴちゃん 640 ※6074-0 こ1-2 S

BFC 悪役令嬢なので喜んで仕返しいたします　1 ザネリ 630 ※6058-0 さ1-1 A

BFC 悪役令嬢なので喜んで仕返しいたします　2 ザネリ 640 ※6073-3 さ1-2 A

BFC 悪役令嬢って何をすればいいんだっけ？  1 相良なほ 630 ※6064-1 さ2-1 A

BFC 悪役令嬢って何をすればいいんだっけ？　2 相良なほ 630 ※6087-0 さ2-2 新12

BFC 破滅エンドまっしぐらの悪役令嬢に転生した…1 七緒たつみ 660 ※6063-4 な1-1 A

BFC 破滅エンドまっしぐらの悪役令嬢に転生した…2 七緒たつみ 640 ※6089-4 な1-2 新12



貴店番線印

【ベリーズコミックス売れ筋注文書】 在庫状況は3/7時点のものです。
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レーベル 書　名 著者名
本体

価格
ISBN 作家 番号 注文数 ランク

BFC 追放された悪役令嬢ですが、モフモフ付き!?ス…1 ねこ田太子 640 ※6059-7 ね1-1 A

BFC 追放された悪役令嬢ですが、モフモフ付き!?ス…2 ねこ田太子 630 ※6072-6 ね1-2 A

BFC 追放された悪役令嬢ですが、モフモフ付き!?ス…3 ねこ田太子 630 ※6097-9 ね1-3 新2

BFC 懲らしめて差し上げますっ！1 葉々ねろ 640 ※6069-6 は1-1 A

BFC 懲らしめて差し上げますっ！2 葉々ねろ 650 ※6098-6 は1-2 新2

BFC 異世界で、なんちゃって王宮ナースになりました。1 服部万利 640 ※6075-7 は2-1 A

BFC 異世界で、なんちゃって王宮ナースになりました。2 服部万利 650 ※6088-7 は2-2 新12

BFC しあわせ食堂の異世界ご飯1 文月マロ 630 ※6053-5 ふ1-1 SS

BFC しあわせ食堂の異世界ご飯2 文月マロ 630 ※6057-3 ふ1-2 SS

BFC しあわせ食堂の異世界ご飯3 文月マロ 630 ※6067-2 ふ1-3 SS

BFC しあわせ食堂の異世界ご飯　4 文月マロ 630 ※6078-8 ふ1-4 SS

BFC 私、愛しの王太子様の側室辞めたいんです！　1 悦若えつこ 630 ※6096-2 よ1-1 新2

BC －50kgのシンデレラ　1　 紅月りと。 630 ※6020-7 こ1-1 A

BC －50kgのシンデレラ　2　 紅月りと。 630 ※6021-4 こ1-2 A

BC －50kgのシンデレラ　3 紅月りと。 630 ※6028-3 こ1-3 A

BC －50kgのシンデレラ　4 紅月りと。 630 ※6039-9 こ1-4 A

BC －50kgのシンデレラ　5 紅月りと。 620 ※6061-0 こ1-5 S

BC ー50kgのシンデレラ　6 紅月りと。 610 ※6085-6 こ1-6 新12

BC お気の毒さま、今日から君は俺の妻　1 孝野とりこ 630 ※6048-1 こ2-3 S

BC お気の毒さま、今日から君は俺の妻　2 孝野とりこ 630 ※6049-8 こ2-4 S

BC お気の毒さま、今日から君は俺の妻　3 孝野とりこ 630 ※6060-3 こ2-5 S

BC お気の毒さま、今日から君は俺の妻　4 孝野とりこ 630 ※6071-9 こ2-6 SS

BC お気の毒さま、今日から君は俺の妻 5 孝野とりこ 630 ※6095-5 こ7-2 品切 新2

BC 暴君、あるいは溺愛 1 篠貴よう 620 ※6093-1 さ1-1 新2

BC 蜜愛婚 1 シラカワイチ 640 ※6076-4 し1-3 A

BC 見習い夫婦　1 チドリアシ 630 ※6070-2 ち1-1 SS

BC 見習い夫婦 2 チドリアシ 630 ※6094-8 ち1-2 新2

BC 腹黒御曹司がイジワルです 2 七里ベティ 640 ※6031-3 な3-1 A

BC 腹黒御曹司がイジワルです　1 七里ベティ 650 ※6027-6 な3-2 A

BC 初めましてこんにちは、離婚してください 1 七里ベティ 640 ※6045-0 な3-3 SS

BC 初めましてこんにちは、離婚してください 2 七里ベティ 630 ※6046-7 な3-4 SS

BC 初めましてこんにちは、離婚してください 3 七里ベティ 640 ※6055-9 な3-5 SS

BC 初めましてこんにちは、離婚してください 4 七里ベティ 630 ※6077-1 な3-6 SS

BC クールなCEOと社内政略結婚!?　1 猫原ねんず 630 ※6066-5 に1-1 A

BC クールなCEOと社内政略結婚!?　2 猫原ねんず 630 ※6086-3 に1-2 新12

BC エリート専務の甘い策略 1 ましろ雪 640 ※6038-2 ま1-1 S

BC エリート専務の甘い策略 2 ましろ雪 640 ※6044-3 ま1-2 S

BC エリート専務の甘い策略 3 ましろ雪 640 ※6050-4 ま1-3 S

BC エリート専務の甘い策略 4 ましろ雪 640 ※6065-8 ま1-4 S


