
※品切れの場合には注文保留となります

番線印

様

宝島社 出版営業局
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御担当者 様

1

242014 3
著者名 書名 ISBN 本体価格 ご注文数文庫記号

 藍上ゆう ドS魔女の××× 978-4-7966-8633-4 648 あ-1-1

  創世の大
デ ミ ウ ル ゴ ス

工衆 978-4-7966-7524-6 648 あ-1-2

 逢上央士 オレを二
そ の な

つ名で呼ばないで! 978-4-8002-0274-1 648 あ-2-1

  オレを二
そ の な

つ名で呼ばないで!2 978-4-8002-0645-9 648 あ-2-2

  オレを二
そ の な

つ名で呼ばないで!3 978-4-8002-0971-9 648 あ-2-3

  オレを二
そ の な

つ名で呼ばないで!4 978-4-8002-1719-6 562 あ-2-4

  オレを二
そ の な

つ名で呼ばないで!5 978-4-8002-2182-7 648 あ-2-5

 冲方丁 新装版 冲方丁のライトノベルの書き方講座 978-4-7966-8808-6 590 う-1-1

 遠藤浅蜊 美少女を嫌いなこれだけの理由 978-4-7966-8629-7 619 え-1-1

  魔法少女育成計画 978-4-7966-8039-4 657 え-1-2

  魔法少女育成計画restart （前） 978-4-8002-0182-9 657 え-1-3

  魔法少女育成計画restart （後） 978-4-8002-0525-4 657 え-1-4

  魔法少女育成計画episodes 978-4-8002-0934-4 630 え-1-5

  魔法少女育成計画limited （前） 978-4-8002-1849-0 657 え-1-6

  魔法少女育成計画limited （後） 978-4-8002-1852-0 657 え-1-7

 大泉 貴 ランジーン×コード 978-4-7966-7882-7 457 お-1-1

  ランジーン×コード tale.2  978-4-7966-8029-5 457 お-1-2

  ランジーン×コード tale.3 978-4-7966-8330-2 590 お-1-3

  ランジーン×コード tale.3.5  978-4-7966-8499-6 629 お-1-4

  ランジーン×コード tale4 978-4-7966-8965-6 657 お-1-5

  ランジーン×コード tale5 978-4-7966-8971-7 657 お-1-6

  アニソンの神様 978-4-8002-0120-1 619 お-1-7

  アニソンの神様 score.02 978-4-8002-0540-7 648 お-1-8

  東京スピリット・イエーガー 978-4-8002-2190-2 619 お-1-9
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 大間九郎 ファンダ･メンダ・マウス 978-4-7966-7886-5 457 お-2-1

  ファンダ･メンダ・マウス2 978-4-7966-8033-2 590 お-2-2

  オカルトリック 978-4-7966-9727-9 648 お-2-3

  オカルトリック02 978-4-8002-0082-2 648 お-2-4

  絶名のドラクロア 978-4-8002-1578-9 648 お-2-5

 おかもと （仮） 伝説兄妹! 978-4-7966-7888-9 457 お-3-1

  伝説兄妹2! 978-4-7966-8027-1 457 お-3-2

  伝説兄妹3! 978-4-7966-8234-3 590 お-3-3

  しずまれ! 俺の左腕  978-4-7966-9846-7 648 お-3-4

  しずまれ! 俺の左腕 2 978-4-8002-0180-5 648 お-3-5

 河里一伸 おんせん部! 978-4-8002-1228-3 619 か-1-1

 木野裕喜 暴走少女と妄想少年 978-4-7966-7890-2 457 き-1-1

  暴走少女と妄想少年2 978-4-7966-8025-7 457 き-1-2

  暴走少女と妄想少年3 978-4-7966-8319-7 590 き-1-3

  暴走少女と妄想少年4 978-4-7966-8501-6 619 き-1-4

  暴走少女と妄想少年5 978-4-7966-8793-5 648 き-1-5

  暴走少女と妄想少年6 978-4-7966-9712-5 648 き-1-6

  暴走少女と妄想少年7 978-4-7966-9714-9 657 き-1-7

  スクールライブ・オンライン 978-4-8002-1158-3 619 き-1-8

  スクールライブ・オンライン2 978-4-8002-1818-6 648 き-1-9

 喜多 南 僕と姉妹と幽
カ ノ ジ ョ

霊の約
ル ー ル

束 978-4-7966-8631-0 648 き-2-1

  僕と彼女と幽
カ ノ ジ ョ

霊の秘
メ モ リ ー

密 978-4-7966-8865-9 648 き-2-2

  僕と姉妹と幽
カ ノ ジ ョ

霊の再
コンタクト

会 978-4-8002-0178-2 657 き-2-3

 小泊フユキ 魔
マ ギ ス シ ュ ー レ

法学園の天匙使い 978-4-8002-1696-0 562 こ-1-1

 湖山 真 神滅騎竜の英
サ ー ガ デ ィ ア

雄叙事詩 978-4-8002-2478-1 650 こ-2-1

 里田和登 僕たちは監視されている 978-4-7966-7884-1 457 さ-1-1

  僕たちは監視されているch.2 978-4-7966-8031-8 457 さ-1-2
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 サブ ヒャクヤッコの百夜行 978-4-8002-1688-5 562 さ-2-1

 紫藤ケイ ロゥド・オブ・デュラハン 978-4-8002-0268-0 629 し-1-1

  千の剣の権
エ ク ス シ ア

能者  978-4-8002-0389-2 648 し-1-2

  紅炎のアシュカ 978-4-8002-0391-5 648 し-1-3

  ロゥド・オブ・デュラハン2 978-4-8002-0791-3 657 し-1-4

  クラッキング・ウィザード 鋭奪ノ魔人と魔剣の少女 978-4-8002-1458-4 648 し-1-5

 島津緒繰 薄氷あられ、今日からアニメ部はじめました。 978-4-8002-0278-9 648 し-2-1

 谷 春慶 モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣） 978-4-7966-8627-3 600 た-1-1

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣）2 978-4-7966-8863-5 619 た-1-2

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣）3 978-4-7966-9772-9 638 た-1-3

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣）4 978-4-7966-9776-7 648 た-1-4

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣）5 978-4-7966-9778-1 657 た-1-5

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （妄想） 978-4-8002-0647-3 657 た-1-6

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （入門） 978-4-8002-1029-6 648 た-1-7

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣）6 978-4-8002-0339-7 657 た-1-8

  モテモテな僕は世界まで救っちゃうんだぜ （泣）7 978-4-8002-0341-0 657 た-1-9

  神☆降臨! ロンギヌスの槍は銃刀法にひっかかりますか？ 978-4-8002-2127-8 648 た-1-10

 飛山裕一 ファウストなう 978-4-8002-0270-3 648 と-1-1

 夏緑 暗黒魔王なオレ様TUEEE! 978-4-8002-1737-0 648 な-1-1

 七月隆文 さくらコンタクト route A 小河桃子 978-4-8002-2322-7 648 な-2-1

 英アタル ドラゴンチーズ・グラタン 竜のレシピと風環の王 978-4-8002-0529-2 648 は-1-1

  ドラゴンチーズ・グラタン2 幻のレシピと救済の歌姫 978-4-8002-1129-3 648 は-1-2

 長谷川 也 セクステット 白凪学園演劇部の過剰な日常 978-4-8002-1686-1 562 は-2-1

 深沢 仁 R.I.P. 天使は鏡と弾丸を抱く 978-4-7966-8635-8 648 ふ-1-1

  グッドナイト×レイヴン 978-4-8002-0093-8 657 ふ-1-2

  睦笠神社と神さまじゃない人たち 978-4-8002-1513-8 657 ふ-1-3

 藤八 景 星とハチミツの存
テ ス タ メ ン ト

在証明  978-4-8002-0436-3 648 ふ-2-1
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 藤瀬雅輝 非モテの呪いで俺の彼女が大変なことに 978-4-8002-1698-4 562 ふ-3-1

 ますくど 剣澄む-TSURUGISM- 978-4-8002-0272-7 648 ま-1-1

 遊馬足掻 魔王討伐!俺、英雄…だったはずなのに！？ 978-4-8002-0276-5 648 ゆ-1-1

  魔王討伐!俺、英雄…だったはずなのに！？2 978-4-8002-0628-2 657 ゆ-1-2

  魔王討伐!俺、英雄…だったはずなのに！？3 978-4-8002-1047-0 657 ゆ-1-3

 吉野 匠 クロス・エデン1 978-4-7966-9830-6 648 よ-1-1

  クロス・エデン2 978-4-7966-9832-0 648 よ-1-2

  クロス・エデン3 978-4-8002-0480-6 648 よ-1-3

  真・魔王降臨!1 978-4-8002-0869-9 648 よ-1-4

  真・魔王降臨!2 978-4-8002-0873-6 648 よ-1-5

  終末領域のネメシス 978-4-8002-1539-0 648 よ-1-6

  終末領域のネメシス2 978-4-8002-2129-2 657 よ-1-7

 わかつきひかる 恋愛負け組の僕に、Hなメイドが届きました。 978-4-8002-2168-1 619 わ-1-1
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