サーガフォレスト「ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。❹巻」発売延期のお知らせとお詫び
「ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。④巻」

2021年1月15日に発売を予定させていただいておりました、サーガ
フォレスト「ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。④巻」につきまして、
諸般の事情により発売日を延期させていただくことになりました。
発売直前のご案内となってしまい、関係各位には多大なるご迷惑をおか
けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

ISBN：978-4-89199-686-4
価格：1,200円＋税

旧発売日

事前に頂いております冊数にて新刊配本致します。

発売日

2021年1月15日（金）
202１年２月15日（月）

「サーガフォレスト」
ノベル
2021年２月15日（月）発売の新刊
小説家になろう発
エンターティンメント
小説レーベル

サイズ：四六判
価格：1,200円＋税

小説家になろう内から厳選した読み応えのある小説を中心に書籍化!!

「転生幼女は
あきらめない ⑤巻
著者：カヤ

Web
未掲載
書き下 の
エピソ ろし
ード
収録

既刊の注文も承ります。

」

四六判
各1,200円＋税

転生幼女はあきらめない①

注文冊数

冊

ISBN：978-4-89199-541-6

転生幼女はあきらめない②

イラスト：藻

冊

ISBN：978-4-89199-581-2

ISBN：978-4-89199-693-2

冊

©Kaya

転生幼女はあきらめない③

冊

ISBN：978-4-89199-612-3

MAGCOMIにてコミカライズ連載中！
転生した世界で幼女が大奮闘！

転生幼女はあきらめない④

冊

ISBN：978-4-89199-641-3

「特典SS小冊子のご注文方法」がご希望の書店様のみに変更となりました。
新刊事前注文

5冊

新刊事前注文5冊でSS小冊子をご用意!! 購入特典としてSS小冊子
（A6判・8〜16ページ）をご用意致します。

以上

特典のお知らせ

で

SS小冊子をご用意!!

新刊事前注文5冊以上のご注文を頂いた書店様
でSS小冊子をご希望の書店様は右記のチェッ
ク欄にチェックをお願い致します。

チェック欄

ご希望の場合は【必ず】
チェックをお願い致します。

※チェックをいただいた書店様はHPの特典配布店一覧に掲載させていただきます。

チェックが無い書店様にはお送りが出来ませんのでご希望の場合は【必ず】チェックをお願い致します。
※「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。

上記の事前注文は2021年1月20日（水）AMまでにお願いします。
番線印

ご 注 文日
年

月

日

ご担当者様
様
お問い
合わせ

FAXでの
ご注文を
お待ちして
おります。

FAX

ご利用
いただける取次

03-3264-2626

トーハン・日販・中央社・文苑堂・
楽天ブックスネットワーク（旧：大阪屋栗田）

東京都千代田区一ツ橋2-4-3 光文恒産ビル8F
株式会社一二三書房 TEL.03-3265-1881
〒101-0003

FAXの無断転載を禁止します

※番線印の押し忘れ・番線印潰れにご注意下さい。番線印の確認が取れない場合指定を付けることが出来ません。
※お送りいただいたFAXが複数枚に分かれて送られてくる場合があります。切れている箇所によっては指定数・番線印の確認ができない場合がございます。

・コミカライズ原作
「サーガフォレスト」
ノベル 新刊
既刊注文書承ります。
ISBNコード13
（978-4-共通）

89199-541-6
89199-581-2
89199-612-3

書

名

ご注文数

転生幼女はあきらめない①
著者／カヤ

イラスト／藻

MAGCOMIにて
コミカライズ連載決定！

転生幼女はあきらめない②
著者／カヤ

イラスト／藻

転生幼女はあきらめない③
著者／カヤ

イラスト／藻

89199-641-3

転生幼女はあきらめない④

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

89199-538-6

四度目は嫌な死属性魔術師⑤

著者／カヤ

イラスト／藻

著者／デンスケ

著者／デンスケ

著者／デンスケ

著者／デンスケ

著者／デンスケ

イラスト／ばん!

四度目は嫌な死属性魔術師⑥
89199-589-8
著者／デンスケ イラスト／ばん!
ガベージブレイブ①

89199-539-3

ガベージブレイブ②

著者／なんじゃもんじゃ イラスト／珠梨やすゆき

MAGCOMIにて
コミカライズ連載中!

ガベージブレイブ④

89199-586-7

宮廷魔法師クビになったんで、田舎に帰って魔法科の先生になります①

89199-614-7

宮廷魔法師クビになったんで、田舎に帰って魔法科の先生になります②

89199-679-6

宮廷魔法師クビになったんで、田舎に帰って魔法科の先生になります③

89199-670-3

ダンジョンおじさん①

冊
冊

イラスト／だぶ竜

冊

イラスト／だぶ竜

冊

イラスト／だぶ竜

イラスト／ジョンディー

89199-465-5

冊

著者／なんじゃもんじゃ イラスト／大熊まい キャラクター原案／珠梨やすゆき

著者／広路なゆる

冊

冊

89199-660-4

著者／世界るい

冊

89199-434-1 転生貴族の異世界冒険録①

冊

89199-590-4 ガベージブレイブ③
著者／なんじゃもんじゃ イラスト／大熊まい キャラクター原案／珠梨やすゆき

著者／世界るい

89199-666-6

冊

著者／なんじゃもんじゃ イラスト／珠梨やすゆき

著者／世界るい

冊

冊

イラスト／ばん!

89199-524-9

89199-625-3

冊

世界観イラスト／J.タネダ

魔物の国と裁縫使い①
魔物の国と裁縫使い②

冊

著者／今際之キワミ イラスト／狐ノ沢

MAGCOMIにて
コミカライズ連載中！

転生貴族の異世界冒険録②

89199-608-6

転生貴族の異世界冒険録③

冊

著者／夜州 イラスト／藻

冊

転生貴族の異世界冒険録⑤

冊

著者／夜州 イラスト／藻

転生貴族の異世界冒険録⑥

冊

著者／夜州 イラスト／藻

ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。
①
89199-563-8
著者／綾河ららら イラスト／ネコメガネ
89199-595-9

ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。
②

89199-630-7

ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。
③

著者／綾河ららら イラスト／ネコメガネ

著者／綾河ららら イラスト／ネコメガネ

ルイ16世に転生してしまった俺はフランス革命を全力で阻止して
89199-663-5
著者／スカーレッドG
アントワネットと末永くお幸せに暮らしたい① イラス
ト／いの
異世界領地改革①
89199-658-1
著者／布袋三郎

89199-685-7

イラスト／イシバシヨウスケ

異世界領地改革②
著者／布袋三郎

イラスト／イシバシヨウスケ

2021年
1月15日発売

89199-676-5 バートレット英雄譚①
著者／上谷岩清 イラスト／桧野ひなこ
89199-657-4

魔王令嬢の教育係①

89199-675-8

魔王令嬢の教育係②

著者／新人

著者／新人

冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊

第８回ネット小説大賞、
期間中受賞作！

イラスト／巻羊

冊
冊

著者／夜州 イラスト／藻

転生貴族の異世界冒険録④
89199-526-3
著者／夜州 イラスト／藻
89199-562-1

冊
冊

著者／今際之キワミ イラスト／狐ノ沢

著者／夜州 イラスト／よつば

89199-501-0

ご注文数

現実世界に現れたガチャに給料全部つぎ込んだら
引くほど無双に① 著者／ARATA イラスト／めばる

冊

冊

イラスト／ばん!

名

89199-637-6

冊

イラスト／ばん!

書

冊

冊

イラスト／ばん!

ISBNコード13
（978-4-共通）

サイズ：四六判
価格：1,200円＋税

冊
冊

イラスト／巻羊

※「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。

コミックポルカ既刊注文書承ります。サイズ：B6判

各680円＋税〜

ISBNコード13
（978-4-共通）

ISBNコード13
（978-4-共通）

書

名

ご注文数

89199-673-4

転生貴族の異世界冒険録〜カインのやりすぎギルド日記〜 ①

89199-645-1

藤倉君のニセ彼女 ①

少女マンガ

89199-570-6

隣の席の佐藤さん ①

少女マンガ

89199-647-5

レベル１の最強賢者 ①

漫画／佐々木あかね 原作／夜州 キャラクター原案／藻

冊

漫画／かなめもにか 原作／村田天 キャラクター原案／pon-marsh
漫画／sumie
漫画／かん奈

原作／森崎 緩 キャラクター

原作／木塚麻弥

冊
冊

原案／げみ

重版出来！

冊

キャラクター原案／水季

書

名

89199-569-0

千のスキルを持つ男 ①

89199-617-8

千のスキルを持つ男 ②

89199-648-2

千のスキルを持つ男 ③

89199-629-1

ウィル様は今日も魔法で遊んでいます ①

漫画／しぶや大根 原作／長野文三郎 キャラクター原案／新堂アラタ
漫画／しぶや大根 原作／長野文三郎 キャラクター原案／新堂アラタ
漫画／しぶや大根 原作／長野文三郎 キャラクター原案／新堂アラタ
漫画／あきの実 原作／綾河ららら キャラクター原案／ネコメガネ

ご注文数
冊
冊
冊
冊

上記の事前注文は順次搬入致します。
番線印

ご 注 文日

ご利用
いただける取次
年

月

日

トーハン・日販・中央社・文苑堂・
楽天ブックスネットワーク（旧：大阪屋栗田）

メール・FAXでのご注文お待ちしております

ご担当者様

リリ ース

様

無断転載を禁止します

release@hifumi.co.jp
お問い
合わせ

FAX

03-3264-2626

株式会社一二三書房 TEL.03-3265-1881
東京都千代田区一ツ橋2-4-3 光文恒産ビル8F
〒101-0003

※番線印の押し忘れ・番線印潰れにご注意下さい。番線印の確認が取れない場合指定を付けることが出来ません。
※お送りいただいたFAXが複数枚に分かれて送られてくる場合があります。切れている箇所によっては指定数・番線印の確認ができない場合がございます。

