
「偽りのフレイヤ」２巻　購入特典
キャラクター初期設定リーフレット　配布書店

県名 都市名 書店名
北海道 恵庭市 岡本書店TSUTAYA恵庭店
北海道 千歳市 TSUTAYA サーモンパーク店
北海道 帯広市 ザ・本屋さんエルマー店
青森県 八戸市 成田本店みなと高台店
岩手県 盛岡市 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 北上市 ブックスさんわ
宮城県 東松島市 ブックセンター湘南 矢本店
宮城県 角田市 ブックタウン角田店
宮城県 加美郡 ヤマテル加美店
宮城県 仙台市太白区 宮脇書店仙台鈎取店
宮城県 登米市 宮脇書店佐沼店
宮城県 栗原市 TSUTAYA 築館店
宮城県 柴田郡 金港堂大河原店
宮城県 柴田郡 ヤマテル柴田店
宮城県 大崎市 スクラム古川店
福島県 会津若松市 西沢書店門田店
福島県 岩瀬郡 スクラム鏡石店
栃木県 宇都宮市 TSUTAYA 宇都宮テクノ店
栃木県 真岡市 TSUTAYA 真岡店
栃木県 那須塩原市 TSUTAYA 黒磯店
埼玉県 越谷市 CROSSBOOKS　せんげん台店
埼玉県 春日部市 リブロ ララガーデン春日部店
埼玉県 南埼玉郡 CROSSBOOKS　動物公園駅店
埼玉県 加須市 TSUTAYA 大利根店
埼玉県 富士見市 リブロららぽーと富士見店
埼玉県 行田市 宮脇書店行田持田店
千葉県 千葉市中央区 三省堂書店 カルチャーステーション千葉
千葉県 白井市 BOOKOFF　白井冨士店　
千葉県 市川市 ときわ書房　本八幡店
千葉県 茂原市 WonderGOO 茂原店
東京都 千代田区 丸善・丸の内本店
東京都 港区 虎ノ門書房田町店
東京都 荒川区 リブロエキュート日暮里店
東京都 足立区 CROSSBOOKS　EQUiA北千住中央店
東京都 豊島区 成文堂書店 巣鴨駅前店
東京都 調布市 真光書店本店
東京都 府中市 啓文堂書店　府中本店
東京都 日野市 啓文堂書店　府中本店書店　高幡店
東京都 多摩市 啓文堂書店　多摩センター店
神奈川県 横浜市神奈川区 BOOKSえみたすピアゴ大口店
神奈川県 横浜市港北区 天一書房大倉山店
神奈川県 横浜市港北区 天一書房綱島店
神奈川県 横浜市港南区 浜書房バーズ店
神奈川県 海老名市 三省堂書店海老名店
神奈川県 相模原市緑区 伊勢原書店城山店
神奈川県 秦野市 伊勢原書店秦野店
神奈川県 秦野市 伊勢原書店渋沢店
石川県 金沢市 文苑堂書店 示野本店
石川県 金沢市 BOOKSえみたす　アピタ金沢店
福井県 越前市 ひしだい書店 国高店
長野県 下伊那郡 BOOKSえみたす高森店
長野県 上伊那郡 ブックスニシザワ宮田店
岐阜県 美濃市 スーパーセンターオークワ WAY 美濃インター店
岐阜県 加茂郡 スーパーセンターオークワ WAY 坂祝店
静岡県 駿東郡 長倉書店　サントムーン店



静岡県 富士宮市 谷島屋富士宮店
静岡県 静岡市葵区 谷島屋新流通店
静岡県 静岡市葵区 谷島屋マークイズ静岡店
静岡県 静岡市駿河区 谷島屋高松店
静岡県 焼津市 BOOKSえみたす焼津店
静岡県 浜松市西区 TSUTAYA 佐鳴台店
静岡県 浜松市浜北区 谷島屋サンストリート浜北店
愛知県 名古屋市西区 ＴＳＵＴＡＹＡミユキモール庄内通店
愛知県 名古屋市熱田区 WAYパレマルシェ 神宮店
愛知県 名古屋市守山区 白沢書店
愛知県 名古屋市天白区 BOOKSえみたすピアゴ植田店
愛知県 大府市 滝書店
愛知県 大府市 BOOKSえみたすアピタ大府店
愛知県 稲沢市 TSUTAYA 稲沢店
三重県 鈴鹿市 BOOKSえみたすアピタ鈴鹿店
三重県 津市 TSUTAYA WAY 久居店
三重県 尾鷲市 TSUTAYA WAY 尾鷲店
三重県 熊野市 TSUTAYA WAY 熊野店
滋賀県 大津市 本のがんこ堂石山駅前店
滋賀県 野洲市 本のがんこ堂野洲店
滋賀県 近江八幡市 本のがんこ堂アクア店
京都府 京田辺市 富士書房新田辺駅店
京都府 宇治市 富士書房大久保店
大阪府 大阪市中央区 文教堂淀屋橋店
大阪府 茨木市 コジマBOOKS文教堂 茨木店
大阪府 高槻市 ダイハン書房高槻店
大阪府 枚方市 水嶋書房くずは駅店
大阪府 富田林市 WAY書店 TSUTAYA富田林店
大阪府 大阪狭山市 水嶋書房 金剛店
大阪府 堺市北区 WAY書店 フレスポしんかな店
大阪府 阪南市 WAY わくわくシティ尾崎店
兵庫県 神戸市北区 喜久屋書店 北神戸店
兵庫県 神戸市東灘区 ダイハン書房 岡本店
兵庫県 尼崎市 ダイハン書房本店
兵庫県 豊岡市 TSUTAYA AVIX豊岡店
兵庫県 三田市 TSUTAYA WAY 新三田店
兵庫県 明石市 TSUTAYA 西明石店
兵庫県 神崎郡 TSUTAYA WAY 福崎店
奈良県 奈良市 WAY書店 TSUTAYA奈良押熊店
奈良県 桜井市 スーパーセンターWAY 桜井店
奈良県 磯城郡 宮脇書店田原本店
奈良県 御所市 TSUTAYA WAY 御所店
和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
和歌山県 和歌山市 WAY書店 TSUTAYA オークワ本社店
和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY 和歌山高松
和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店
和歌山県 有田郡 WAY 湯浅店
和歌山県 有田郡 TSUTAYA WAY 有田川店
和歌山県 御坊市 WAY ロマンシティ御坊店
和歌山県 日高郡 WAY書店 TSUTAYA美浜店
和歌山県 田辺市 TSUTAYA WAY オーシティ前 田辺店
和歌山県 田辺市 WAY書店 パビリオンシティ田辺店
和歌山県 新宮市 スーパーセンターWAY 南紀店
和歌山県 新宮市 TSUTAYA WAY 新宮仲之町店
和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店
和歌山県 東牟婁郡 TSUTAYA WAY 串本店
和歌山県 岩出市 WAY ミレニアシティ岩出店
和歌山県 岩出市 WAY書店 TSUTAYA岩出店
鳥取県 八頭郡 鳥取ブックセンター郡家店



岡山県 岡山市北区 紀伊國屋書店エブリイ津高店
岡山県 津山市 津山ブックセンターアルネ店
岡山県 津山市 津山ブックセンターイオン店
岡山県 津山市 津山ブックセンター　本店
広島県 福山市 啓文社ポートプラザ店
広島県 福山市 啓文社コア春日店
広島県 呉市 啓文社ゆめタウン呉店
山口県 宇部市 幸太郎本舗 TSUTAYA 宇部
徳島県 徳島市 紀伊國屋書店徳島店
香川県 丸亀市 宮脇書店フジ丸亀店
福岡県 北九州市戸畑区 ブックセンター クエスト鞘ケ谷店
福岡県 福岡市東区 紀伊國屋書店ゆめタウン博多店
福岡県 大野城市 積文館書店 大野城店
福岡県 筑紫野市 積文館ゆめタウン筑紫野店
福岡県 糸島市 TSUTAYA 前原店
佐賀県 鹿島市 TSUTAYA 積文館書店 鹿島店
長崎県 諫早市 ブックマート諫早
宮崎県 延岡市 TSUTAYA AVクラブ 岡富店
鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ オプシアミスミ店
鹿児島県 出水市 TSUTAYAリリーズ出水緑町店
沖縄県 宮古島市 ブックスきょうはん宮古南店


