
『聖女の魔力は万能です』×『魔導具師ダリヤはうつむかない』フェア
特典　書き下ろし両面SSペーパー

・配布対象は下記店舗リストの書店様となります。
※注意事項※
　・特典配布は、カドカワBOOKS『聖女の魔力は万能です』1～4 巻および、
　　MFブックス『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～』1～3巻が対象となります。
　・特典は配布枚数に限りがございます。なくなり次第終了とさせて頂きます。
　・その他、一部書店でも配布する事がございます。店頭にてご確認ください
　・配布方法、配布対象、配布時期などは店舗様によって異なる場合がございます。
    詳細は店舗様にお問い合わせください。

都道府県 書店名 都道府県 書店名
北海道 紀伊國屋書店　札幌本店 埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 埼玉県 博文堂書店　千間台店
青森県 伊吉書院西店 埼玉県 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店
青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店
岩手県 ジュンク堂書店　盛岡店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店
宮城県 アニメイト　仙台店 埼玉県 リブロ　ららぽーと富士見店
宮城県 丸善　仙台アエル店 埼玉県 内山書店
宮城県 ブックＴＯＷＮ　角田店 千葉県 博文堂書店　君津店
宮城県 喜久屋書店　仙台店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店
山形県 ファミリーマート　ハラトク書店米沢店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店
山形県 松田書店　ジョイントパークコム店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店
富山県 明文堂書店　高岡射水店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店
富山県 文苑堂書店　野村店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店
石川県 ＫａＢｏＳ　大桑店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店
石川県 うつのみや野々市上林店　上林店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　真岡店 千葉県 くまざわ書店　モラージュ柏店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 東京都 書泉ブックタワー
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　足利店 東京都 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 東京都 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ
栃木県 小山進駸堂ＩＹ店 東京都 ジュンク堂書店　池袋本店
栃木県 喜久屋書店　宇都宮店 東京都 東京旭屋書店　池袋店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　友部店 東京都 明屋書店　中野ブロードウェイ店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大穂店 東京都 駅前の本屋まこと
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 東京都 八重洲ブックセンター　本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 東京都 啓文堂書店　府中本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店 東京都 丸善　多摩センター店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 東京都 アニメイト　町田店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 神奈川県 ブックポート２０３　大和店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 神奈川県 Ｂｏｏｋプラザ文華堂
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 神奈川県 伊勢原書店　秦野店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 神奈川県 アニメイト　本厚木店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　石岡店 神奈川県 紀伊國屋書店　横浜みなとみらい店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　常陸大宮店 長野県 平安堂　あづみ野店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 長野県 平安堂　諏訪店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 長野県 平安堂　座光寺店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 長野県 平安堂　長野店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 長野県 平安堂　川中島店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 長野県 平安堂　若槻店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 長野県 平安堂　東和田店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 長野県 平安堂　飯田店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 長野県 平安堂　上田しおだ野店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 長野県 平安堂　伊那店
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静岡県 マルサン書店　サントムーン店 兵庫県 アニメイト　姫路店
静岡県 マルサン書店　駅北店 兵庫県 ジュンク堂書店　神戸住吉店
静岡県 戸田書店　リブレ菊川店 兵庫県 ジュンク堂書店　三宮駅前店
静岡県 戸田書店　藤枝東店 兵庫県 ジュンク堂書店　三宮店
静岡県 戸田書店　静岡本店 兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店
静岡県 谷島屋　富士宮店 鳥取県 ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ１
静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 鳥取県 宮脇書店　境港店
愛知県 カルコス　扶桑店 島根県 ブックセンターコスモ　出雲店
愛知県 滝書店 岡山県 喜久屋書店　倉敷店
愛知県 ちくさ正文館書店　ターミナル店 岡山県 津山ブックセンター　イオン店
愛知県 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店
愛知県 ジュンク堂書店　名古屋栄店 山口県 宮脇書店　徳山店
三重県 丸善　四日市店 山口県 フタバ図書　ＧＩＧＡ防府店
三重県 宮脇書店　久居インター店 山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店
岐阜県 ブックスアイオー 山口県 明屋書店　宮野店
和歌山県 本と文具ツモリ　西部店 徳島県 南海ブックス
滋賀県 サンミュージック　長浜店 香川県 宮脇書店　南本店
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス八日市 香川県 紀伊國屋書店　丸亀店
滋賀県 ジュンク堂書店　滋賀草津店 愛媛県 ジュンク堂書店　松山店
京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店 福岡県 紀伊國屋書店　福岡本店
京都府 丸善　京都本店 福岡県 アニメイト　福岡天神店
京都府 大垣書店　ブックパル　桂南店 福岡県 ジュンク堂書店　福岡店
大阪府 紀伊國屋書店　泉北店 福岡県 丸善　博多店
大阪府 ジュンク堂書店　天満橋店 福岡県 明屋書店　豊前店
大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店 大分県 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店
大阪府 ジュンク堂書店　難波店 鹿児島県 ブックスミスミ オプシアミスミ店
大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 鹿児島県 丸善　天文館店
大阪府 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店
大阪府 アニメイト　大阪日本橋店


