
サイン本はすべて1巻
レーベル 製品名 税込定価 著者

ＭＦ文庫Ｊ 探偵はもう、死んでいる。 704 二語十
ＭＦ文庫Ｊ 自称Ｆランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点に君臨するそうですよ？ 638 三河 ごーすと
ＭＦ文庫Ｊ １４歳とイラストレーター 638 むらさき ゆきや
ＭＦ文庫Ｊ 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最強の少年～　 660 ぶんころり
ＭＦ文庫Ｊ 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？ 638 花間燈
ＭＦ文庫Ｊ 緋弾のアリア 638 赤松 中学
ＭＦ文庫Ｊ 学戦都市アスタリスク　０１　姫焔邂逅 638 三屋咲ゆう
スニーカー文庫 スーパーカブ 704 トネ・コーケン
スニーカー文庫 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い　無能を演じるＳＳランク皇子は皇位継承戦を影から支配する 682 タンバ
スニーカー文庫 戦闘員、派遣します！ 748 暁 なつめ
スニーカー文庫 この素晴らしい世界に祝福を！　あぁ、駄女神さま 704 暁 なつめ
電撃文庫 ソードアート・オンライン　アインクラッド１ 649 川原 礫
電撃文庫 ストライク・ザ・ブラッド１　聖者の右腕 715 三雲 岳斗
電撃文庫 ヘヴィーオブジェクト 671 鎌池 和馬
電撃文庫 新説　狼と香辛料　狼と羊皮紙 693 支倉 凍砂
電撃文庫 安達としまむら 649 入間 人間
電撃文庫 キノの旅　the Beautiful World 671 時雨沢 恵一
電撃文庫 ドラキュラやきん！ 693 和ヶ原 聡司
電撃文庫 新・フォーチュンクエスト1　白い竜の飛来した街 759 深沢 美潮
電撃文庫 やがて君になる　佐伯沙弥香について　 605 入間 人間
電撃文庫 はたらく魔王さま！ 649 和ヶ原 聡司
ファンタジア文庫 ロクでなし魔術講師と禁忌教典 715 羊太郎
ファンタジア文庫 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する　～レベルアップは人生を変えた～ 660 美紅
ファンタジア文庫 デート・ア・ライブ　アンコール 693 橘 公司
ファンタジア文庫 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい 660 合田拍子
ファンタジア文庫 好きすぎるから彼女以上の、妹として愛してください 693 滝沢 慧
ファンタジア文庫 お前ら、おひとり様の俺のこと好きすぎだろ。　 660 凪木 エコ
ファンタジア文庫 織田信奈の野望　全国版１ 704 春日 みかげ
ファンタジア文庫 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルドマスターになった 660 朱月十話
ビーンズ文庫 あやかしの家の仮主さま　衣がさね　狐と狸と焔の娘 759 三川 みり
ビーンズ文庫 やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中 693 永瀬 さらさ
カドカワＢＯＯＫＳ デスマーチからはじまる異世界狂想曲 1,320 愛七 ひろ
カドカワＢＯＯＫＳ 聖女の魔力は万能です 1,320 橘 由華
電撃の新文芸 Unnamed Memory I　青き月の魔女と呪われし王 1,430 古宮 九時
電撃の新文芸 GENESISシリーズ　境界線上のホライゾン NEXT BOX　序章編 1,650 川上 稔
電撃の新文芸 リビルドワールドI〈上〉 1,430 ナフセ
ドラゴンノベルス 神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記１ 1,430 にゃんたろう
画集 てぃんくるイラストレーションズ　Ｓｅｘｔｅｔ　Ｔｅａ　Ｐａｒｔｙ　天使の3P！ 3,300 てぃんくる

らのすぽ！サイン本・お蔵出し販売（第１回）2021年6月18日（金）抽選開始



サイン本はすべて1巻
レーベル 製品名 税込定価 著者

ＭＦ文庫Ｊ ようこそ実力至上主義の教室へ 704 衣笠彰梧
ＭＦ文庫Ｊ 聖剣学院の魔剣使い 682 志瑞祐
ＭＦ文庫Ｊ 僕のカノジョ先生 660 鏡 遊
ＭＦ文庫Ｊ 終焉ノ花嫁 704 綾里 けいし
ＭＦ文庫Ｊ ライアー・ライアー　嘘つき転校生はイカサマチートちゃんとゲームを制するそうです。 682 久追 遥希
スニーカー文庫 回復術士のやり直し　～即死魔法とスキルコピーの超越ヒール～ 726 月夜 涙
スニーカー文庫 マジカル★エクスプローラー エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識使って自由に生きる 704 入栖
電撃文庫 ソードアート・オンライン　プログレッシブ１ 759 川原 礫
電撃文庫 ソードアート・オンライン　オルタナティブ ガンゲイル・オンラインＩ -スクワッド・ジャム- 715 時雨沢 恵一
電撃文庫 エロマンガ先生　妹と開かずの間 715 伏見 つかさ
電撃文庫 ８６―エイティシックス― 693 安里  アサト
電撃文庫 続・魔法科高校の劣等生　メイジアン・カンパニー 693 佐島 勤
電撃文庫 魔王学院の不適合者　～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～ 715 秋
電撃文庫 ガーリー・エアフォース　 649 夏海 公司
電撃文庫 娘じゃなくて私が好きなの!? 693 望公太
電撃文庫 悪魔の孤独と水銀糖の少女 671 紅玉 いづき
電撃文庫 三角の距離は限りないゼロ 671 岬 鷺宮
電撃文庫 創約　とある魔術の禁書目録 737 鎌池 和馬
電撃文庫 俺を好きなのはお前だけかよ 693 駱駝
ファミ通文庫 むすぶと本。『外科室』の一途 737 野村 美月
ファンタジア文庫 アサシンズプライド　暗殺教師と無能才女 660 天城ケイ
ファンタジア文庫 デート・ア・ライブ　フラグメント　デート・ア・バレット 715 東出 祐一郎
ファンタジア文庫 生徒会の周年　碧陽学園生徒会黙示録9 660 葵 せきな
ファンタジア文庫 公女殿下の家庭教師　謙虚チートな魔法授業をはじめます 660  七野りく
ファンタジア文庫 東京レイヴンズ１ 660 あざの 耕平
ファンタジア文庫 フルメタル・パニック！　１　戦うボーイ・ミーツ・ガール 682 賀東 招二
ファンタジア文庫 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 715 細音 啓
ファンタジア文庫 ちょっぴりえっちな三姉妹でも、お嫁さんにしてくれますか？　 693 浅岡 旭
ファンタジア文庫 恋愛する気がないので、隣の席の女友達と付き合うことにした。 748 岬 かつみ
ビーズログ文庫 後宮天后物語　～簒奪帝の寵愛はご勘弁！～ 682 夕鷺 かのう
ビーンズ文庫 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします 693 浜千鳥
メディアワークス文庫 君は月夜に光り輝く 693 佐野 徹夜
ＭＦブックス 八男って、それはないでしょう！　１ 1,320 Ｙ．Ａ
新文芸（男性向け） 異世界のんびり農家　01 1,320 内藤 騎之介
電撃の新文芸 EDGEシリーズ　神々のいない星で　僕と先輩の惑星クラフト〈上〉 1,430 川上 稔
ドラゴンノベルス 刹那の風景１ 68番目の元勇者と獣人の弟子 1,430 緑青・薄浅黄
画集 魔法科高校の劣等生　石田可奈画集　 3,300 石田 可奈
画集 ＮＯＴＥ　変態王子と笑わない猫。　カントクアートワークス　 2,750 カントク

らのすぽ！サイン本・お蔵出し販売（第２回）2021年6月25日（金）抽選開始



サイン本はすべて1巻
レーベル 製品名 税込定価 著者

ＭＦ文庫Ｊ なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？　運命の剣 638 細音 啓
ＭＦ文庫Ｊ 教え子に脅迫されるのは犯罪ですか？ １時間目 638 さがら総
ＭＦ文庫Ｊ ぼくたちのリメイク　十年前に戻ってクリエイターになろう！ 704 木緒 なち
スニーカー文庫 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する 660 月夜 涙
スニーカー文庫 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました　 682 ざっぽん
電撃文庫 アクセル・ワールド１－黒雪姫の帰還－ 715 川原 礫
電撃文庫 幼なじみが絶対に負けないラブコメ 693 二丸 修一
電撃文庫 絶対ナル孤独者１ 649 川原 礫
電撃文庫 魔法科高校の劣等生　司波達也暗殺計画① 715 佐島 勤
電撃文庫 七つの魔剣が支配する 759 宇野 朴人
電撃文庫 錆喰いビスコ　 715 瘤久保 慎司
電撃文庫 声優ラジオのウラオモテ　#01 夕陽とやすみは隠しきれない？ 693 二月 公
電撃文庫 豚のレバーは加熱しろ 693 逆井 卓馬
電撃文庫 乃木坂明日夏の秘密　 693 五十嵐 雄策
電撃文庫 Fate/strange　Fake① 627 成田 良悟
電撃文庫 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 671 伏見 つかさ
電撃文庫 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 693 聴猫 芝居
ファミ通文庫 賢者の孫　常識破りの新入生 671 吉岡 剛
ファンタジア文庫 ゲーマーズ！　雨野景太と青春コンティニュー 715 葵 せきな
ファンタジア文庫 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？ 660 井中 だちま
ファンタジア文庫 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　‐オンリーセンス・オンライン‐ 638 アロハ 座長
ファンタジア文庫 デート・ア・ライブ　十香デッドエンド 693 橘 公司
ファンタジア文庫 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強になっていた1　～落第剣士の学院無双～ 693 月島 秀一
ファンタジア文庫 1LDK、そして2JK。 693 福山 陽士
ファンタジア文庫 古き掟の魔法騎士I 737 羊太郎
ファンタジア文庫 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する　1.神話殺しの優等生 660 下等 妙人
ファンタジア文庫 オーク英雄物語　忖度列伝 693 理不尽な孫の手
ファンタジア文庫 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない　 660 恵比須 清司
ビーズログ文庫 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 660 ぷにちゃん
ビーズログ文庫 なんちゃってシンデレラ　王国騒乱編 お伽話のつづき、はじめました。１ 682 汐邑 雛
ビーズログ文庫 十三歳の誕生日、皇后になりました。 682 石田 リンネ
ビーンズ文庫 悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないので男装することにした。 726 秋桜 ヒロロ
メディアワークス文庫 神様の御用人 693 浅葉 なつ
富士見Ｌ文庫 紅霞後宮物語 638 雪村花菜
カドカワＢＯＯＫＳ この勇者が俺ＴＵＥＥＥくせに慎重すぎる 1,320 土日月
新文芸（男性向け） 幼女戦記　１　Ｄｅｕｓ　ｌｏ　ｖｕｌｔ 1,100 カルロ・ゼン
画集 黒星紅白画集　ｎｏｉｒ　 3,300 黒星 紅白
画集 ソードアート・オンライン　ａｂｅｃ画集　 3,080 abec

らのすぽ！サイン本・お蔵出し販売（第３回）2021年7月2日（金）抽選開始
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