サーガフォレスト既刊注文書承ります。
ISBNコード13
（978-4-共通）

書

名

ご注文数

89199-327-6

レジェンド・オブ・イシュリーン①

89199-362-7

レジェンド・オブ・イシュリーン②

89199-377-1

レジェンド・オブ・イシュリーン③

89199-407-5

レジェンド・オブ・イシュリーン④

89199-435-8

レジェンド・オブ・イシュリーン⑤

89199-475-4

レジェンド・オブ・イシュリーン⑥

89199-330-6

天と地と狭間の世界イェラティアム①

89199-371-9

天と地と狭間の世界イェラティアム②

89199-388-7

天と地と狭間の世界イェラティアム③

89199-381-8

機動城砦サラトガ①

89199-431-0

機動城砦サラトガ②

89199-328-3

かみがみ〜最も弱き反逆者〜①

89199-370-2

かみがみ〜最も弱き反逆者〜②

89199-387-0

かみがみ〜最も弱き反逆者〜③

89199-329-0

傭兵物語〜純粋なる叛逆者(リベリオン)〜①

89199-379-5

傭兵物語〜純粋なる叛逆者(リベリオン)〜②

89199-410-5

傭兵物語〜純粋なる叛逆者(リベリオン)〜③

89199-363-4

白薔薇の剣①

89199-378-8

白薔薇の剣②

89199-409-9

明かせぬ正体〜乞食に堕とされた最強の糸使い〜①

89199-436-5

明かせぬ正体〜乞食に堕とされた最強の糸使い〜②

89199-523-2

木枯らしリョウマ異国道中記

89199-525-6

千のスキルを持つ男 異世界で召喚獣はじめました！

著者／木根楽

イラスト／匈歌ハトリ

著者／木根楽

冊

イラスト／匈歌ハトリ

著者／木根楽

冊

イラスト／匈歌ハトリ

著者／木根楽

冊

イラスト／匈歌ハトリ

著者／木根楽

冊

イラスト／匈歌ハトリ

著者／木根楽 イラスト／匈歌ハトリ
著者／夜々里 春
著者／夜々里 春
著者／夜々里 春

冊

異世界コミックにて
コミカライズ連載中！

冊

イラスト／村上ゆいち

冊

イラスト／村上ゆいち

冊

イラスト／村上ゆいち

冊

著者／円城寺正市 イラスト／ERIMO

冊

著者／円城寺正市 イラスト／ERIMO
著者／真上犬太
著者／真上犬太
著者／真上犬太

冊

イラスト／黒ドラ

冊

イラスト／黒ドラ

冊

イラスト／黒ドラ

冊

著者／進藤jr和彦 イラスト／白井鋭利

冊

著者／進藤jr和彦 イラスト／白井鋭利

冊

著者／進藤jr和彦 イラスト／木塚カナタ キャラクター原案／白井鋭利

冊

著者／葵れい イラスト／ミヤジマハル

冊

著者／葵れい イラスト／ミヤジマハル

冊

著者／ポルカ イラスト／pica
著者／ポルカ イラスト／pica
著者／謙虚なサークル

イラスト／転

著者／長野文三郎 イラスト／新堂アラタ

冊

冊

冊

第６回ネット小説大賞受賞作
コミカライズ決定!

冊

冊

ISBNコード13
（978-4-共通）

書

本体1,200円＋税

名

ご注文数

89199-408-2

四度目は嫌な死属性魔術師①

89199-433-4

四度目は嫌な死属性魔術師②

89199-471-6

四度目は嫌な死属性魔術師③

89199-507-2

四度目は嫌な死属性魔術師④

89199-432-7

平凡なる皇帝①

89199-464-8

平凡なる皇帝②

89199-474-7

平凡なる皇帝③

89199-521-8

平凡なる皇帝④

89199-434-1

転生貴族の異世界冒険録 〜自重を知らない神々の使徒〜①

89199-465-5

転生貴族の異世界冒険録 〜自重を知らない神々の使徒〜②

89199-501-0

転生貴族の異世界冒険録 〜自重を知らない神々の使徒〜③

89199-526-3

転生貴族の異世界冒険録 〜自重を知らない神々の使徒〜④

89199-430-3

レベルリセッター 〜クリスと迷宮の秘密〜 ①

89199-459-4

レベルリセッター 〜クリスと迷宮の秘密〜 ②

89199-499-0

レベルリセッター 〜クリスと迷宮の秘密〜 ③

89199-437-2

墓守は意外とやることが多い①

89199-469-3

墓守は意外とやることが多い②

89199-458-7

異世界に転生したので日本式城郭をつくってみた。①

89199-488-4

異世界に転生したので日本式城郭をつくってみた。②

89199-462-4

フロンティアダイアリー 〜元貴族の異世界辺境生活日記①

89199-500-3

フロンティアダイアリー 〜元貴族の異世界辺境生活日記②

89199-506-5

異世界でも無難に生きたい症候群

89199-524-9

ガベージブレイブ【異世界に召喚され捨てられた勇者の復讐物語】

89199-540-9

愛弟子に裏切られて死んだおっさん勇者、史上最強の魔王として生き返る

著者／デンスケ イラスト／ばん！

冊

著者／デンスケ イラスト／ばん！

冊

著者／デンスケ イラスト／ばん！

異世界コミックにて
コミカライズ連載中！

著者／デンスケ イラスト／ばん！
著者／三国司

著者／三国司
著者／三国司
著者／三国司
著者／夜州
著者／夜州
著者／夜州
著者／夜州

冊

冊

ヤングエースUP！にて
コミカライズ連載中＆
コミック発売中！

イラスト／やまかわ

冊

イラスト／やまかわ

冊

イラスト／やまかわ

冊
在庫希少

イラスト／やまかわ

イラスト／よつば

冊

MAGCOMIにて
コミカライズ連載中！

イラスト／藻
イラスト／藻

重版出来‼

イラスト／藻

著者／ブロッコリーライオン イラスト／saraki
著者／ブロッコリーライオン イラスト／saraki
著者／ブロッコリーライオン イラスト／saraki
著者／やとぎ イラスト／Genyaky

著者／リューク イラスト／村カルキ

著者／鬼ノ城ミヤ イラスト／狂zip
著者／鬼ノ城ミヤ イラスト／狂zip

著者／六志麻あさ

イラスト／カンザリン

冊

冊

冊

冊

冊

冊

著者／リューク イラスト／村カルキ

著者／なんじゃもんじゃ イラスト／珠梨やすゆき

冊

冊

著者／やとぎ イラスト／Genyaky

著者／安泰 イラスト／ひたきゆう

冊

重版
出来‼

第６回ネット小説
大賞受賞作！

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。
番線印

FAXでのご注文をお待ちしております。

ご注 文日
年

月

FAX

様

ご利用いただける取次

ご担当者様

お問い
合わせ

03-3264-2626

日

株式会社一二三書房

トーハン・日販・中央社・文苑堂・大阪屋栗田

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋2-14-2 雄邦ビル

TEL.03-3265-1881

FAXの無断転載を禁止します

ブレイブ文庫

その手に〝勇気〟を──

勇気ある者にこだわった
ライトノベルレーベル

http://www.bravenovel.com/

ブレイブ文庫は、10〜20代の若い世代をメインターゲットにした文庫判のライトノベルレーベルです。西
洋ファンタジーを舞台にした作品を中心に、オリジナル作品と、小説投稿サイト「小説家になろう」発の作品

あらすじや最新情報は
ブレイブ文庫
公式ホームページより！

の中から、勇気があり、魅力的なキャラが織りなす、爽快な物語を書籍化してゆきます。
本体650円＋税

ISBNコード
「978-4-」共通

89199-491-4

魔王の後継者①

89199-533-1

魔王の後継者②

89199-502-7

ガチャ運ゼロの最強勇者①

89199-496-9

異世界に再召喚された勇者の隠密できないアサシン無双

著者：吉野匠

イラスト：星咲怜汰

著者：吉野匠

著者：天草白

冊

イラスト：星咲怜汰

冊

イラスト：ぴず

著者：鳥村居子

冊

イラスト：兎塚エイジ

冊

89199-492-1

チート薬師のスローライフ①

89199-534-8

チート薬師のスローライフ②

89199-493-8

Walhalla① -e戦場の戦争芸術-

89199-495-2

ガラクタ王子と覇竜の玉座

青年向け小説投稿サイト「ノクターンノベルズ」
発

著者：ケンノジ

著者：ケンノジ

イラスト：松うに

イラスト：松うに

著者：柳内たくみ

著者／藤春都

11月28日発売

イラスト：ヨシモト

イラスト／桑島黎音

冊

冊

冊

冊

オルギスノベル公式ホームページ
最新情報やあらすじはこちら

「オルギスノベル」

http://www.orgis-novel.com/

オルギスノベル既刊注文書承ります。 本体1,200円＋税
89199-423-5

89199-441-9

89199-476-1

ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚①
〜迷い人は女性の敵に認定されました〜
著者／シンギョウ ガク イラスト／アサヒナヒカゲ

冊

ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚②
〜迷い人は女性の敵に認定されました〜
著者／シンギョウ ガク イラスト／アサヒナヒカゲ

冊

ネタキャラ仮プレイのつもりが異世界召喚③
〜迷い人は女性の敵に認定されました〜
著者／シンギョウ ガク イラスト／アサヒナヒカゲ

89199-425-9

パンデミックで俺は英雄になった①

89199-443-3

パンデミックで俺は英雄になった②

89199-478-5

35歳の選択〜異世界転生を選んだ場合〜①

89199-505-8

35歳の選択〜異世界転生を選んだ場合〜②

89199-509-6

夢の湯の、
夢のような日々①

著者／佐々木 篠

イラスト／蒼井遊美

著者／佐々木 篠

イラスト／蒼井遊美

著者／大前 田助

著者／大前 田助

著者／Peace

冊

冊

冊

イラスト／ぐすたふ

冊

イラスト／ぐすたふ

冊

イラスト／緒方てい

冊

ISBNコード
「978-4-」共通

89199-424-2

俺が聖女たちを奴隷にしながら魔王を目指す話①

89199-442-6

俺が聖女たちを奴隷にしながら魔王を目指す話②

89199-426-6

フォーリナーの過ち①

89199-427-3

転生隠者はほくそ笑む①

89199-463-1

転生隠者はほくそ笑む②

89199-479-2

捨てられ最強王子は実力でどんな女も抱きまくる①

89199-481-5

闇夜の王

89199-480-8

勇者製造機

著者／黒水蛇

著者／黒水蛇

イラスト／誉

イラスト／誉

著者／ご隠居さま

著者／住須 譲治

著者／住須 譲治

著者／イクヒト

著者／RIP

冊

冊

イラスト／ズッキーニ

イラスト／逢魔刻壱

イラスト／逢魔刻壱

イラスト／ねくたー

〜異世界物語は傍若無人に〜①
イラスト／内々けやき

著者／芽中要

〜子作りするのが仕事です〜①
イラスト／稲鳴四季

冊

冊

冊

冊

冊

冊

※「ノクターンノベルズ」は株式会社ナイトランタンの登録商標です。

★既刊のご注文に関しては随時搬入させていただきます。
番線印

FAXでのご注文をお待ちしております。

ご注 文日
年

月

FAX

様

ご利用いただける取次

ご担当者様

お問い
合わせ

03-3264-2626

日

株式会社一二三書房

トーハン・日販・中央社・文苑堂・大阪屋栗田

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋2-14-2 雄邦ビル

TEL.03-3265-1881

FAXの無断転載を禁止します

