
　　　　　　KADOKAWA新文芸 冬のイチオシフェア
    　　　　 　　　購入者特典  書下ろし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『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』・『役立たずと言われたので、わたしの家は
独立します！ ～伝説の竜を目覚めさせたら、なぜか最強の国になっていました～』MFブックス『転生少女はまず一歩からはじ
 めたい～魔物がいるとか聞いてない！～』・『ほのぼの異世界転生デイズ ～レベルカンスト、アイテム持ち越し！ 私は最強
幼女です～』ドラゴンノベルス『田中家、転生する。』のシリーズが対象となります。

・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。  
・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。  
・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 。
・昨今の状況をふまえ、配布店舗は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

地区 書店名 地区 書店名
北海道 江別 蔦屋書店 岐阜県 アニメイト 岐阜店
北海道 函館 蔦屋書店 静岡県 精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店
北海道 コーチャンフォー 旭川店 静岡県 明屋書店 イケヤ高丘店
北海道 アカシヤ書房 ちとせモール店 静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
北海道 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店
北海道 コーチャンフォー 新川通り店 静岡県 マルサン書店 駅北店
北海道 コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 静岡県 未来屋書店 浜松市野店
北海道 喜久屋書店 小樽店 静岡県 アニメイト 浜松店
北海道 コーチャンフォー 美しが丘店 静岡県 戸田書店 富士店
北海道 アニメイト 札幌店 静岡県 戸田書店 富士宮店
北海道 ゲーマーズ 札幌店 静岡県 アニメイト 静岡パルコ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店 静岡県 アニメイト 浜松店
青森県 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店 静岡県 ゲーマーズ 沼津店
岩手県 ジュンク堂書店 盛岡店 愛知県 くまざわ書店 一宮店
岩手県 ブックポートねぎし 猪川店 愛知県 精文館書店 尾張一宮店
宮城県 喜久屋書店 仙台店 愛知県 精文館書店 新豊田店
宮城県 ブックＴＯＷＮ 角田店 愛知県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 名古屋大須店
宮城県 アニメイト 仙台店 愛知県 精文館書店 豊明店
宮城県 紀伊國屋書店 仙台店 愛知県 精文館書店 荒尾店
宮城県 アニメイト 仙台店 愛知県 星野書店 近鉄パッセ店
宮城県 ゲーマーズ 仙台店 愛知県 精文館書店 安城店
秋田県 加賀谷書店 茨島店 愛知県 三洋堂書店 鳥居松店
山形県 こまつ書店 堀川町店 愛知県 精文館書店 本店
山形県 松田書店 コム店 愛知県 精文館書店 汐田橋店
山形県 ファミリーマート ハラトク書店米沢店 愛知県 あおい書店（らくだ） 西尾店
福島県 岩瀬書店 ヨークベニマル福島西店 愛知県 精文館書店 三ノ輪店
福島県 西沢書店 北店 愛知県 精文館書店 新田原店
福島県 アニメイト 郡山店 愛知県 本のメグリア 三好店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店 愛知県 カルコス 扶桑店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店 愛知県 アニメイト 名古屋店
栃木県 ゲオ 足利鹿島店 愛知県 アニメイト 豊橋店
栃木県 博文堂書店 那須塩原店 愛知県 アニメイト 名古屋パルコ
栃木県 アニメイト 宇都宮店 愛知県 ゲーマーズ 名古屋店
群馬県 ゲオ 内ケ島店 三重県 コメリ書房 鈴鹿店
群馬県 喜久屋書店 太田店 三重県 宮脇書店 久居インター店
群馬県 文真堂書店 関根店 三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ久居店
群馬県 戸田書店 前橋本店 三重県 ウィズ・ユー
群馬県 文真堂書店 原町店 滋賀県 ジュンク堂書店 滋賀草津店
群馬県 アニメイト 高崎店 滋賀県 サンミュージック ＨＢかがやき通り店
埼玉県 ｙｃｖｏｘ ワカバウォーク店 滋賀県 喜久屋書店 草津店
埼玉県 書泉芳林堂書店 エミオ狭山市店 滋賀県 本のがんこ堂 石部店
埼玉県 成文堂 南浦和店 京都府 ＷＡＹ書店 イズミヤ八幡店



埼玉県 未来屋書店 羽生店 京都府 ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 三郷店 京都府 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店
埼玉県 戸田書店 熊谷店 京都府 大垣書店 京都ヨドバシ店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 入間店 京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク
埼玉県 宮脇書店 北本店 京都府 まるぜん書店 野田川店
埼玉県 宮脇書店 行田持田店 京都府 アニメイト 京都店
埼玉県 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 大阪府 ＷＡＹ書店 イズミヤ八尾店
埼玉県 ほんのいえ 宮脇書店 越谷店 大阪府 大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店
埼玉県 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ 松原店 大阪府 未来屋書店 りんくう泉南店
埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 大阪府 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ富田林店
埼玉県 アニメイト 大宮コミック館 大阪府 宮脇書店 コムボックス光明池店
埼玉県 アニメイト 川越店 大阪府 アニメイト 梅田店
埼玉県 ゲーマーズ 大宮店 大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
千葉県 喜久屋書店 松戸店 大阪府 ジュンク堂書店 難波店
千葉県 山下書店 南行徳店 大阪府 未来屋書店 大日店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店 大阪府 アニメイト 大阪日本橋店
千葉県 くまざわ書店 モラージュ柏店 大阪府 ジュンク堂書店 大阪本店
千葉県 精文館書店 花見川店 大阪府 ジュンク堂書店 天満橋店
千葉県 精文館書店 木更津店 大阪府 パルネット ベルマージュ堺店
千葉県 精文館書店 おゆみ野店 大阪府 喜久屋書店 富田林店
千葉県 堀江良文堂書店 松戸店 大阪府 コミックランド ヒバリヤ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ 三川屋国道店 大阪府 アニメイト 天王寺店
千葉県 アニメイト 津田沼店 大阪府 アニメイト 京橋店
千葉県 アニメイト 千葉店 大阪府 アニメイト 大阪日本橋店
千葉県 アニメイト 柏店 大阪府 アニメイト 梅田店
千葉県 ゲーマーズ 津田沼店 大阪府 ゲーマーズ なんば店
東京都 書泉芳林堂書店 高田馬場店 兵庫県 喜久屋書店 東急プラザ新長田店
東京都 コーチャンフォー 若葉台店 兵庫県 喜久屋書店 北神戸店
東京都 文教堂 広尾店 兵庫県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店
東京都 オリオン書房 エミオ秋津店 兵庫県 ジュンク堂書店 西宮店
東京都 ゲーマーズ 町田店 兵庫県 ジュンク堂書店 三宮店
東京都 駅前の本屋まこと 兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ 三木店
東京都 ブックファースト 新宿店 兵庫県 アニメイト 三宮店
東京都 オリオン書房 イオンモールむさし村山店 兵庫県 アニメイト 姫路店
東京都 啓文堂書店 久我山店 奈良県 ＷＡＹ書店 イズミヤ広陵店
東京都 コミックとらのあな 秋葉原店Ａ 奈良県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ天理店
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ 奈良県 喜久屋書店 奈良駅店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店 奈良県 喜久屋書店 大和郡山店
東京都 アニメイト 渋谷店 奈良県 喜久屋書店 橿原店
東京都 ブックショップ書楽 奈良県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ御所店
東京都 書泉グランデ 和歌山県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店
東京都 書泉ブックタワー 和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 橋本店
東京都 ジュンク堂書店 池袋本店 和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山
東京都 竹島書店 江古田南口店 和歌山県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ田辺東山店



東京都 増田書店 和歌山県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ美浜店
東京都 博文堂書店 田無店 和歌山県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡオークワ本社店
東京都 啓文堂書店 府中本店 和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ海南店
東京都 アニメイト 池袋本店 鳥取県 喜久屋書店 国府店
東京都 アニメイト 町田店 鳥取県 今井書店 錦町店
東京都 アニメイト 吉祥寺パルコ 鳥取県 宮脇書店 境港店
東京都 アニメイト 八王子店 鳥取県 今井書店 アプト店
東京都 アニメイト 渋谷店 鳥取県 今井書店 倉吉パープルタウン店
東京都 アニメイト 秋葉原本館 鳥取県 今井書店 吉成店サウンドスタジアム
東京都 アニメイト 立川店 鳥取県 ブックセンターコスモ 吉⽅店
東京都 アニメイト 蒲田店 鳥取県 今井書店 湖山メディア館
東京都 アニメイト 新宿ハルク 鳥取県 今井書店 倉吉店
東京都 ゲーマーズ 町田店 鳥取県 今井書店 境港店
東京都 ゲーマーズ 秋葉原本店 鳥取県 本の学校 今井ブックセンター
東京都 原宿ゲーマーズ 島根県 今井書店 木次マルシェリーズ店
神奈川県 ブックポート２０３ 大和店 島根県 今井書店 ゆめタウン出雲店
神奈川県 精文館書店 下瀬谷店 島根県 今井書店 出雲店
神奈川県 ブックポート２０３ 鶴見店 島根県 今井書店グループセンター店
神奈川県 有隣堂 横浜駅西口店 島根県 今井書店 安来プラーナ店
神奈川県 文教堂 溝ノ口駅前店 島根県 今井書店 学園通り店
神奈川県 有隣堂 厚木店 島根県 ブックセンターコスモ 出雲店
神奈川県 三省堂書店 海老名店 岡山県 啓文社 岡山本店
神奈川県 中村書店 本店 岡山県 津山ブックセンター イオン店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ 平塚真土店 岡山県 喜久屋書店 倉敷店
神奈川県 Ｂｏｏｋプラザ文華堂 岡山県 宮脇書店 総社店
神奈川県 くまざわ書店 横須賀店 岡山県 アニメイト 岡山店
神奈川県 アニメイト 藤沢店 広島県 大垣書店 ジ アウトレット広島店
神奈川県 アニメイト 横浜ビブレ 広島県 フタバ図書ツタヤ アルティアルパーク北棟
神奈川県 アニメイト 川崎店 広島県 ジュンク堂書店 広島駅前店
神奈川県 アニメイト マルイファミリー海老名店 広島県 アニメイト 広島店
神奈川県 アニメイト オンラインショップ 山口県 くまざわ書店 下関店
神奈川県 ゲーマーズ 横浜店 山口県 宮脇書店 宇部店
新潟県 くまざわ書店 新潟亀田店 山口県 宮脇書店 徳山店
新潟県 アニメイト 新潟店 徳島県 カルチャーシティ平惣 川内店
富山県 文苑堂書店 富山豊田店 徳島県 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
富山県 明文堂書店 富山有沢橋店 香川県 宮脇書店 南本店
富山県 明文堂書店 富山新庄経堂店 愛媛県 ジュンク堂書店 松山店
富山県 明文堂書店 新入善店 福岡県 金修堂書店 サンリブ古賀店
石川県 コメリ書房 穴水店 福岡県 喜久屋書店 小倉店
石川県 うつのみや 上林店 福岡県 ジュンク堂書店 福岡店
福井県 じっぷじっぷ 文京店 福岡県 アニメイト 福岡パルコ店
福井県 勝木書店 大野店 福岡県 紀伊國屋書店 福岡本店
福井県 山田書店 本館 福岡県 ＢＯＯＫＳあんとく みづま店
山梨県 ジュンク堂書店 岡島甲府店 福岡県 アニメイト 福岡パルコ店
長野県 文教堂 ＪＯＹ松本店 福岡県 アニメイト 小倉店
長野県 平安堂 伊那店 福岡県 ゲーマーズ 博多店
長野県 東京書店 上田店 福岡県 ゲーマーズ 小倉店
長野県 平安堂 飯田店 佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店 鹿島店
長野県 平安堂 更埴店 長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ 長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ
長野県 せいりん堂 長崎県 メトロ書店 本店
長野県 平安堂 あづみ野店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ 天草店
長野県 アニメイト 長野店 熊本県 アニメイト 熊本店
岐阜県 未来屋書店 各務原店 大分県 明屋書店 コスモタウン佐伯店
岐阜県 カルコス 本店 宮崎県 りーぶる金海堂 クロスモール店
岐阜県 ブックスアイオー 沖縄県 ジュンク堂書店 那覇店
岐阜県 大洞堂 羽島店 沖縄県 アニメイト 那覇国際通り店
岐阜県 好文堂 本店
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