
初回配本特典イラストカード 取扱店舗
※取扱店舗は変更になる場合があります。特典をご希望の方は各書店さまに直接お問い合わせください。

北海道 紀伊國屋書店　厚別店
秋田県 ジュンク堂書店秋田店
岩手県 ジュンク堂書店盛岡店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 TSUTAYA水沢店
青森県 本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店
北海道 三省堂書店札幌店
北海道 文教堂書店札幌大通駅店
北海道 MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店
東京都 三省堂書店アトレ秋葉原店
東京都 COMICZIN秋葉原店
東京都 書泉ブックタワー
東京都 有隣堂ヨドバシAKIBA店
東京都 書泉グランデ
東京都 東京堂書店神田本店
東京都 丸善お茶の水店
東京都 山下書店半蔵門店
東京都 丸善日本橋店
東京都 銀座蔦屋書店
東京都 ブックファースト六本木店
東京都 PAPERWALLエキュート品川店
東京都 ブックエキスプレスエキュート上野店
東京都 スーパーブックスあおい書店春日店
東京都 NET21ブックスページワンIY赤羽店
東京都 ブックファーストルミネ北千住店
東京都 TSUTAYA BOOK STORE EQIA 北千住北
東京都 三省堂書店東京ソラマチ店
東京都 ブックファーストレミィ五反田店
東京都 くまざわ書店京急蒲田店
東京都 青山ブックセンター本店
東京都 SHIBUYA TSUTAYA
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東京都 VV渋谷本店
東京都 MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店
東京都 有隣堂アトレ恵比寿店
東京都 文教堂書店二子玉川店
東京都 ブックファーストルミネ新宿店
東京都 ブックファースト新宿店
東京都 紀伊國屋書店新宿本店
東京都 明屋書店中野ブロードウェイ店
東京都 文禄堂あゆみBOOKS高円寺店
東京都 ブックショップ書楽
東京都 今野書店コミック店
東京都 芳林堂書店高田馬場店
東京都 旭屋書店池袋店
東京都 ジュンク堂書店池袋本店
東京都 三省堂書店池袋本店
東京都 あゆみBOOKS平和台店
東京都 ブックスルーエ
東京都 ジュンク堂書店吉祥寺店
東京都 リブロ国領店
東京都 啓文堂書店府中本店
東京都 くまざわ書店武蔵小金井北口店
東京都 紀伊國屋書店国分寺店
東京都 VVセレオ国分寺店
東京都 オリオン書房ルミネ立川店
東京都 オリオン書房アレア店
東京都 ジュンク堂書店立川高島屋店
東京都 丸善多摩センター店
神奈川県 丸善ラゾーナ川崎店
神奈川県 有隣堂横浜駅西口コミック王国
神奈川県 三省堂書店新横浜店
神奈川県 ブックファーストモザイクモール港北店
神奈川県 ブックファースト青葉台店
神奈川県 文教堂書店横須賀MORE'S店
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神奈川県 三省堂書店海老名店
神奈川県 ジュンク堂書店藤沢店
神奈川県 文教堂書店星ヶ丘店
千葉県 三省堂書店カルチャーステーション千葉店
千葉県 くまざわ書店ららぽーと船橋店
千葉県 ブックエキスプレスペリエ西船橋店
千葉県 旭屋書店船橋店
千葉県 ジュンク堂書店柏モディ店
千葉県 宮脇書店ユーカリが丘店
千葉県 ワンダーグー旭店
茨城県 ワンダーグー新ひたち野うしく店
茨城県 ワンダーグー守谷店
茨城県 ワンダーグーつくば店
茨城県 ワンダーグー下館店
栃木県 くまざわ書店宇都宮インターパーク店
栃木県 ワンダーグー大田原店
栃木県 ワンダーグー新足利店
埼玉県 ジュンク堂書店大宮高島屋店
埼玉県 TSUTAYABOOKSTOREビーンズ西川口店
埼玉県 ブックデポ書楽
埼玉県 ブックファーストルミネ川越店
埼玉県 旭屋書店志木店
長野県 平安堂佐久インターウェーブ店
長野県 VVイオン上田店
長野県 文教堂書店JOY松本店
長野県 平安堂飯田店
静岡県 MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店
静岡県 島田書店花みずき店
静岡県 BOOKアマノ有玉店
愛知県 精文館書店本店コミック館
愛知県 本の王国安城店
愛知県 三省堂書店名古屋本店
愛知県 ジュンク堂書店名古屋栄店
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愛知県 ジュンク堂書店ロフト名古屋店
愛知県 ジュンク堂書店名古屋本店
愛知県 三洋堂書店上前津店
愛知県 くまざわ書店一宮店
岐阜県 三洋堂書店市橋店
岐阜県 三洋堂書店穂積店
岐阜県 三洋堂書店大野店
岐阜県 三洋堂書店本巣店
岐阜市 三洋堂書店長良店
岐阜県 丸善岐阜店
岐阜県 三洋堂書店新大垣店
岐阜県 三洋堂書店養老店
岐阜県 三洋堂書店垂井店
岐阜県 三洋堂書店各務原店
岐阜県 三洋堂書店瑞浪中央店
三重県 別所書店イオン津店
滋賀県 ハイパーブックス大津京店
滋賀県 大垣書店フォレオ大津一里山店
滋賀県 ハイパーブックス彦根店
滋賀県 サンミュージック近江八幡店
滋賀県 がんこ堂近江八幡アクア店
滋賀県 サンミュージック守山店
滋賀県 ハイパーブックス駒井沢店
滋賀県 ジュンク堂書店滋賀草津店
滋賀県 ハイパーブックスかがやき通り店
滋賀県 喜久屋書店草津店
滋賀県 ハイパーブックス長浜店
滋賀県 サンミュージック長浜店
滋賀県 ハイパーブックス八日市店
滋賀県 ハイパーブックス水口店
大阪府 ジュンク堂書店大阪本店
大阪府 ブックファースト梅田2階店
大阪府 MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店
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大阪府 清風堂書店
大阪府 ブックスタジオ新大阪店
大阪府 ジュンク堂書店天満橋店
大阪府 文教堂書店淀屋橋店
大阪府 旭屋書店なんばCITY店
大阪府 ブックファーストクリスタ長堀店
大阪府 喜久屋書店　東急ハンズ心斎橋店
大阪府 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
大阪府 紀伊國屋書店天王寺ミオ店
大阪府 ジュンク堂書店上本町店
大阪府 ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店
大阪府 わんだーらんどなんば店
大阪府 くまざわ書店なんばパークス店
大阪府 ジュンク堂書店難波店
大阪府 田村書店千里中央店
大阪府 田村書店吹田さんくす店
大阪府 田村書店南茨木店
大阪府 ダイハン書房高槻店
大阪府 大垣書店高槻店
大阪府 TSUTAYA寝屋川駅前店
大阪府 水嶋書房くずはモール店
大阪府 ヒバリヤ書店コミックランドヒバリヤ
大阪府 丸善八尾アリオ店
大阪府 丸善高島屋堺店
大阪府 大垣書店イオンモール堺鉄砲町店
京都府 くまざわ書店四条烏丸店
京都府 ふたば書房京都駅八条口店
京都府 くまざわ書店京都ポルタ店
京都府 大垣書店京都ヨドバシ店
京都府 アバンティBC京都店
京都府 大垣書店イオンモールKYOTO店
京都府 大垣書店イオンモール京都桂川店
京都府 丸善京都本店
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京都府 ふたば書房ゼスト御池店
京都府 大垣書店烏丸三条店
京都府 ブックファースト四条大宮店
京都府 大垣書店二条駅店
京都府 平和書店TSUTAYA松ヶ崎店
京都府 大垣書店高野店
京都府 ふたば書房山科駅前店
京都府 平和書店アルプラザ宇治東店
京都府 富士書房大久保店
京都府 平和書店TSUTAYA藤の森店
京都府 くまざわ書店桃山店
京都府 未来屋書店久御山店
京都府 ブックファースト西院店
京都府 宮脇書店亀岡店
京都府 大垣書店亀岡店
奈良県 喜久屋書店JR奈良駅店
奈良県 TSUTAYAアクロスプラザ橿原店
奈良県 喜久屋書店大和郡山店
兵庫県 ジュンク堂書店三宮店
兵庫県 エンジョイスペースGUILD
兵庫県 ジュンク堂書店神戸さんちか店
兵庫県 大垣書店神戸ハーバーランドumie店
兵庫県 ジュンク堂書店三宮駅前店
兵庫県 紀伊國屋書店神戸店
兵庫県 ふたば書房FUTABA+プリコ垂水店
兵庫県 ジュンク堂書店神戸住吉店
兵庫県 ふたば書房つかしん店
兵庫県 ジュンク堂書店西宮店
兵庫県 ブックファースト西宮ガーデンズ店
兵庫県 NET21ブックラウンドサンクス宝塚ソリオ店
兵庫県 ジュンク堂書店姫路店
兵庫県 未来屋書店三木店
兵庫県 ジュンク堂書店明石店
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鳥取県 今井書店錦町店
岡山県 啓文社岡山本店
広島県 フタバ図書アルティ福山本店
広島県 フタバ図書TERA広島府中店
香川県 宮脇書店南本店
徳島県 南海ブックス
愛媛県 明屋書店松山本店
福岡県 喜久屋書店小倉南店
福岡県 VV福岡パルコ店
福岡県 ジュンク堂書店福岡店
福岡県 六本松蔦屋書店
福岡県 未来屋書店福津店
福岡県 丸善博多店
福岡県 蔦屋書店コマーシャルモール博多
熊本県 蔦屋書店熊本三年坂店
熊本県 蔦屋書店嘉島店
大分県 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店
宮崎県 蔦屋書店宮崎高千穂通り店
鹿児島県 ジュンク堂書店鹿児島店
鹿児島県 丸善天文館店
鹿児島県 明屋書店川内店
沖縄県 ジュンク堂書店那覇店
石川県 未来屋書店金沢フォーラス店
石川県 金沢ビーンズ明文堂
石川県 明文堂書店金沢野々市店
富山県 文苑堂書店藤の木店
富山県 文苑堂書店福田本店
新潟県 紀伊國屋書店新潟店
新潟県 知遊堂三条店
福島県 岩瀬書店福島駅西口店
福島県 岩瀬書店富久山店プラスゲオ
宮城県 喜久屋書店仙台店
宮城県 くまざわ書店エスパル仙台店
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宮城県 TSUTAYA仙台荒井店
山形県 こまつ書店西田店
山形県 こまつ書店寿町本店
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