
オークラ出版　【海外翻訳文庫】注文書
※ご担当者様に回覧をお願いします

ご担当者様：

番線印

FAX：03-3793-7048
株式会社オークラ出版　〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-18-6
TEL：03-3792-2411(代) 担当：

本体シリーズ名 翻訳者書名ISBN 在庫判型

文庫

僅少

僅少

僅少

僅少

僅少

僅少

僅少

僅少

僅少

文庫

文庫

冊数

2869-3 862謎解きは公爵とともに

秘められた過去2760-3 928

琥珀色の瞳の家庭教師2134-2 829

芦原夕貴

草鹿佐恵子

出水 純

文庫ハイランドの逃亡者2186-1 829出水 純

文庫スキャンダル公爵の愛しい人2841-9 898松木りか子

文庫伯爵は棘のある薔薇2857-0 934多田桃子

文庫禁じられた恋を公爵と2767-2 820市ノ瀬美麗

文庫わたしを愛した王子2679-8 857卯月陶子
文庫海賊に心とらわれて2768-9 919桐谷真生

文庫ハイランドの悪魔2546-3 943大原 葵

文庫危険な夜のキャスティング2692-7 1048多田桃子

オークラ出版 ISBN：978-4-7755
《レーベル：マグノリアロマンス（文庫版）》

アリー・ブロードフィールド

イザベラ・ブラッドフォード

ヴィクトリア・ホルト

ヴィクトリア・ロバーツ

エヴァ・デヴォン

エリザベス・キージャン

ガーレン・フォリー

カレン・ホーキンス

カレン・ラニー

文庫記憶の迷宮2824-2 852市ノ瀬美麗
キャスリーン・ビトナー・ロス

文庫ルールをすべて破ったら2792-4 943高岡 香
クリスティ・コールドウェル

文庫貧民街の貴婦人2807-5 987高岡 香

文庫ハイランダーからの手紙2726-9 928草鹿佐恵子
サブリナ・ヨーク

ザラ・コックス

文庫 僅少2652-1 943大嫌いゲーム 日下部　圭
サリー・ソーン

202108

文庫 僅少愛だけが呪いを解くの2671-2 914草鹿佐恵子

サリー・マッケンジー



文庫 僅少2630-9 914傷を負った悪魔 荻窪やよい
ブロンウェン・エヴァンス

オークラ出版　【海外翻訳文庫】注文書
※ご担当者様に回覧をお願いします

ご担当者様：

番線印

FAX：03-3793-7048
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僅少

僅少

僅少

僅少

僅少

文庫

冊数

愛に手錠をかけるとき2041-3 943多田桃子

文庫真実を探して2618-7 829市ノ瀬美麗

文庫時間の恋人2748-1 1081

文庫愛の処方箋2782-5 915桐谷真生

文庫時間の邂逅2849-5 1109高岡 香
高岡 香

文庫時間の裏切2923-2 1100高岡 香

僅少

僅少

文庫公爵夫人の秘密2476-3 857小桑みお

文庫かりそめのレディ2603-3 829樫尾朋花

文庫公爵と秘密の鍵2874-7 1006多田桃子

文庫すれ違う愛2709-2 874荻窪やよい

オークラ出版 ISBN：978-4-7755
《レーベル：マグノリアロマンス（文庫版）》

シャイラ・ブラック／シルヴィア・デイ／シャイロー・ウォーカー

シャロン・カレン

ジュリア・ケリー

ジュリー・マッケルウェイン

ジョアンナ・シュープ

ジョアンナ・レイラー

スカーレット・ペッカム

タマラ・ギル

文庫放蕩貴族の天使2494-7 800芦原夕貴
ドナ・リー・シンプソン

文庫ロマンス作家の恋のお悩み2716-0 991多田桃子
ナタリー・チャールズ

文庫ハイランダーと恋に落ちて2532-6 886草鹿佐恵子
バーバラ・ロングリー

文庫公爵の理想の花嫁2806-8 987大原 葵

文庫かりそめの婚約2858-7 930荻窪やよい

パメラ・ラバド

ブリアンナ・ラバスクス

202108

文庫 僅少アロス城の獣2815-0 852卯月陶子
ヘザー・マッカラム

僅少文庫スコットランドの誘惑2568-5 886鈴原愛理
マデリン・マーティン



文庫壊れた心のかけら2842-6 858草鹿佐恵子
リリー・マクストン
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文庫ハイランドの略奪された乙女2200-4 886草鹿佐恵子
文庫永遠（とわ）の愛につつまれて 上2456-5 800大原 葵

僅少
僅少

僅少

僅少

文庫闇を照らす天使2556-2 943市ノ瀬美麗

文庫復讐と愛のはざまで2710-8 1027市ノ瀬美麗

文庫嵐のあとに2791-7 1075市ノ瀬美麗
文庫あなたへ帰る道2781-8 857草鹿佐恵子

文庫テキサスの風と大地に抱かれて2835-8 889多田桃子

文庫女王陛下に愛を捧げて2908-9 1024多田桃子

文庫あなたの笑顔が眩しくて2921-8 953市ノ瀬美麗

文庫永遠（とわ）の愛につつまれて 下2457-2 829大原 葵

文庫運命の愛2732-0 991市ノ瀬美麗

文庫夜明けのささやき2646-0 886市ノ瀬美麗

文庫復讐の連鎖2848-8 957市ノ瀬美麗
文庫夜明けの奇跡2899-0 1077市ノ瀬美麗

文庫真実の愛を公爵と2912-6 925草鹿佐恵子

文庫異なる愛のかたち2073-4 943市ノ瀬美麗

文庫シルクの誘惑2749-8 1117荻窪やよい

オークラ出版 ISBN：978-4-7755
《レーベル：マグノリアロマンス（文庫版）》

マヤ・バンクス

マヤ・バンクス／ローレン・デイン

文庫危険な男の誘惑1935-6 914市ノ瀬美麗
マヤ・バンクス／カーリン・タブキ／シルヴィア・デイ

文庫カサンドラ　炎をまとう女2834-1 898荻窪やよい
ミア・マーロウ

文庫伯爵は嘘をつかない2890-7 997大原 葵
ミシェル・ウィリンガム

文庫侯爵の謎めいた花嫁2825-9 987高岡 香
ミネルヴァ・スペンサー

ラヴィニア・ケント

202108

文庫子爵への企み2884-6 943

文庫伯爵への挑戦2863-1 953草鹿佐恵子
草鹿佐恵子

レネー・アン・ミラー
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僅少

僅少

僅少

僅少
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文庫偽りの婚約2121-2 1000荻窪やよい
僅少文庫黒い髪の悪魔2717-7 1063樫尾朋花

文庫ウエディング・ベルズ2637-8 857草鹿佐恵子

文庫激動の時代のなかで2797-9 1083芦原夕貴

文庫熱夜の夢にとらわれて2917-1 951多田桃子

文庫かなわぬ夢を抱いて1878-6 829田中リア 僅少

文庫公爵令嬢の逃亡2816-7 866草鹿佐恵子

文庫悪魔とワルツを2575-3 886芦原夕貴

文庫悪魔のような男2725-2 955芦原夕貴

オークラ出版 ISBN：978-4-7755
《レーベル：マグノリアロマンス（文庫版）》

ローズマリー・ロジャーズ

ローラ・ランドン

ローラ・リー

ローレン・レイン

ロリ・アン・ベイリー

ロレイン・ヒース

202108


