「エマのごちそう」
書店チェーン別限定特典一覧
※配布状況についてはご購入前に店舗様へご確認ください。
●コミコミスタジオ様限定

4Pリーフレット

「エマのごちそう」
チェーン限定有償特典一覧
●アニメイト様限定

8P小冊子付限定版

986円（コミックス736円 + 小冊子250円）+税
●とらのあな様限定

8P小冊子付限定版

936円（コミックス736円 + 小冊子200円）+税
●コミコミスタジオ様限定

アクリルコースター付き限定版

1,336円（コミックス736円 + アクリルコースター600円）+税

「エマのごちそう」
応援書店限定描き下ろしペーパー配布書店一覧
北海道

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店
三省堂書店 札幌店
喜久屋書店 帯広店
文教堂書店 札幌大通駅店
蔦屋書店 木野店
アカシヤ書房 ちとせモール店
青森県
TSUTAYA WonderGOO 弘前店
岩手県
ジュンク堂書店 盛岡店
ブックスアメリカン 北上店
リラパークこなり
秋田県
ミライア 本荘店
宮城県
喜久屋書店 漫画館仙台店
山形県
こまつ書店 桜田店
福島県
岩瀬書店 富久山店プラスゲオ
みどり書房 桑野店
茨城県
WonderGOO つくば店
TSUTAYA 鹿嶋宮中店
栃木県
喜久屋書店 宇都宮店
群馬県
蔦屋書店 前橋みなみモール店
喜久屋書店 太田店
東京都
丸善 丸の内本店
有隣堂 ヨドバシAKIBA店
書泉ブックタワー （秋葉原）
書泉グランデ （神保町）
BOOK EXPRESS エキュート赤羽店
BOOK EXPRESS エキュート上野店
三省堂書店 有楽町店
ブックファースト ルミネ北千住店
有隣堂 大井町店
ブックファースト アトレ大森店
くまざわ書店 グランデュオ蒲田店
SHIBUYA TSUTAYA
HMV&BOOKS SHIBUYA
福家書店 新宿サブナード店
ブックファースト 新宿店
紀伊國屋書店 新宿本店
ジュンク堂書店 池袋本店
三省堂書店 池袋本店
芳林堂書店 高田馬場店
ブックファースト 中野店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
紀伊國屋書店 国分寺店
オリオン書房 立川ルミネ店
真光書店 本店
啓文堂書店 府中店
有隣堂 町田モディ店
文教堂アニメガ 二子玉川店
くまざわ書店 コミックランドビーワン錦糸町店
啓文堂書店 吉祥寺店
椿書房
アニメガ×ソフマップ AKIBA4号店アミューズメント館
啓文堂書店 荻窪店
丸善 多摩センター
神奈川県 丸善 ラゾーナ川崎店
文教堂書店 溝の口本店
三省堂書店 海老名店
有隣堂 横浜駅西口コミック王国
有隣堂 厚木店
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 戸塚モディ店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 藤沢店
ブックファースト 青葉台店
平坂書房 MORE'S店
ブックポート２０３ 大和店
有隣堂 ららぽーと海老名店
ヴィレッジヴァンガード 本厚木ミロード店
ジュンク堂書店 藤沢店
Ｂｏｏｋプラザ文華堂
伊勢原書店 秦野店
伊勢原書店 城山店
千葉県
BOOK EXPRESS ペリエ西船橋店
ACADEMIA くまざわ書店 津田沼パルコ店
丸善 津田沼店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉
堀江良文堂 松戸店
くまざわ書店 松戸店
旭屋書店 船橋店
ジュンク堂書店 柏モディ店
Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店
埼玉県
ジュンク堂書店 大宮店
文教堂書店 川口駅前店
ブックデポ書楽
蔦屋書店フォレオ菖蒲店
ブックファースト ルミネ川越店
ブックマルシェ 上尾店
書泉芳林堂書店 みずほ台店
新潟県
ジュンク堂書店 新潟店
知遊堂 三条店
長野県
文教堂 松本JOY店
平安堂 あづみ野店
長野西沢書店
石川県
金沢ビーンズ 明文堂書店
富山県
喜久屋書店 高岡店
文苑堂書店 富山豊田店
文苑堂書店 清水町店
福井県
SuperKaBoS 新二の宮店
SuperKaBoS 敦賀店
静岡県
MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店
あおい書店 富士店
谷島屋 浜松本店
江崎書店 袋井店
谷島屋新流通店
愛知県
星野書店 近鉄パッセ店
精文館書店 本店コミック館
精文館書店 蒲郡三谷店
TSUTAYA 春日井店
TSUTAYA ウイングタウン岡崎店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
丸善 イオンタウン千種店
岐阜県
カルコス 各務原店
丸善 岐阜店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店
三重県
TSUTAYA ミタス伊勢店
TSUTAYA 鈴鹿中央通店
宮脇書店 津ハッピーブックス店
滋賀県
いけだ書店 長浜店
ジュンク堂書店 滋賀草津店
本のがんこ堂 守山店
本のがんこ堂 石山駅前店
本のがんこ堂 石部店
本のがんこ堂 アクア店
本のがんこ堂 野州店
大阪府
ジュンク堂書店 大阪本店
ジュンク堂書店 難波店
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
ジュンク堂書店 天満橋店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
ヨドバシカメラ 梅田店
TSUTAYA EBISUBASHI
喜久屋書店漫画館 阿倍野店
大垣書店 高槻店
大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
未来屋書店 イオンモール大日店
京都府
大垣書店 イオンモールKYOTO店
TSUTAYA AVIX福知山店
丸善 京都本店
大垣書店 京都ヨドバシ店
未来屋書店 高の原店
アバンティブックセンター 洛北店
奈良県
喜久屋書店 橿原店
喜久屋書店 大和郡山店
兵庫県
ジュンク堂書店 三宮駅前店漫画館
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 芦屋店
ジュンク堂書店 明石店
喜久屋書店 姫路店
岡山県
喜久屋書店 漫画館倉敷店
啓文社 岡山本店
宮脇書店 新平島店
丸善 岡山シンフォニービル店
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
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
山口県
宮脇書店 徳山店
今井書店 本の学校メディア館
鳥取県
今井書店 倉吉パープルタウン店
今井書店 グループセンター店
島根県
今井書店 出雲店
ブックセンターコスモ 出雲店
TSUTAYA 丸亀郡家店
香川県
宮脇書店 本店
宮脇書店 南本店
明屋書店 松山本店
愛媛県
福岡県
丸善 博多店
ジュンク堂書店 福岡店
紀伊國屋書店 福岡本店
フタバ図書 TERA福岡東店
喜久屋書店 小倉店
蔦屋書店 コマーシャルモール博多
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
福岡金文堂 行橋店
福岡金文堂 大橋駅店
長崎県
TSUTAYA 遊ING浜町店
熊本県
蔦屋書店 熊本三年坂店
蔦屋書店 嘉島店
宮崎県
蔦屋書店 宮崎高千穂通り店
鹿児島県 丸善 天文館店
明屋書店 川内店
紀伊國屋書店 鹿児島店
沖縄県
ジュンク堂書店 那覇店
HMV&BOOKS OKINAWA
未来屋書店 沖縄ライカム店
通販
ホーリンラブブックス・まんが王
（実施の有無については各店舗様にお問い合わせください）
他

