電撃文庫

電撃25周年を記念し、約10,000円～24,000円相当の
商品を封入した超豪華福袋を数量限定販売！
秋の祭典2017新商品の電撃文庫アクリルフィギュア
が必ず一個入っています。

ベルサール
電撃25thスペシャルグッズ

秋の祭典2017限定 電撃文庫福袋
イベント価格 3,000円

秋の祭典2017限定で電撃文庫ヒロインたちのちょっ
とえっちなレアイラストがトレーディングミニ下敷き
になって登場！
この機会を逃さずコンプリートしよう！
＜ラインナップ＞
●アクセル・ワールド

●エロマンガ先生

●新説 狼と香辛料

狼と羊皮紙

旅 the Beautiful World ●GENESISシリーズ 境界線上のホライゾン
術の禁書目録

●ストライク・ザ・ブラッド

始める魔法の書

●『青春ブタ野郎』シリーズ

●ソードアート・オンライン

天鏡のアルデラミン

●天使の３Ｐ！

●ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？

●キノの

●新約 とある魔
●ゼロから

●ねじ巻き精霊戦記
●はたらく魔王さま！

●魔法科高校の劣等生

ベルサール

【電撃文庫 秋の祭典2017限定】 トレーディングミニ下敷き（全15種）
イベント価格 コンプリートセット：4,500円／単品：300円

電撃文庫の人気キャラクターが勢揃い！

全14種の描

き下ろしデフォルメイラストを使用したトレーディン
グラバーストラップ。
※単品のみの販売となります。
※秋の祭典2017（10月1日）では電撃文庫SHOP UDX店のみでの
販売です。
※後日、「DENGEKI 25th Anniversary Only Shop」で販売予定
です。

UDX
秋の祭典2017＆DENGEKI 25th Anniversary Only Shop限定

電撃文庫トレーディングラバーストラップ Vol.2（全14種）
イベント価格 700円
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電撃文庫
会場限定特典
ミニ下敷き付き！

毎年大好評の定番商品が今年も登場！
テーマはなんと「裸」と「脱衣」!?
今年の海賊本はひと味違う!?

いつも以上のギリギリ

に挑戦したちょっと(?)エッチなイラストが満載！
電撃文庫作品のヒロインたちの「お着替え」をはじ
め、服が脱げちゃうドキドキなシチュエーションや素
の表情がみられるシーンなど、ここだけのイラストの
数々に期待しよう!!
表紙イラスト／かんざきひろ（描き下ろし）

※会場限定特典が付属しない商品は後日販売予定です。

ベルサール／UDX

電撃文庫公式海賊本 電撃まるはだかっ！
イベント価格 1,600円

「電撃文庫 超感謝フェア2017」用に描き下ろされた
イラストのワクワクな差分イラストを使用した卓上カ
レンダーが登場！

セクシーな下着姿の電撃文庫キャ

ラがキミのデスクにやってくる！
イラスト部分は、日付け部分と切り離してポストカー
ドとしても使えるお得な仕様になっています。

UDX

電撃文庫 卓上カレンダー2018
イベント価格 1,620円
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電撃25周年記念グッズ
電撃25周年を記念して描き下ろされた人気25作品の
イラストが、バンダイとのコラボによりフルグラ
フィックTシャツとして登場！（サイズ：S/M/L/XL）
＜ラインナップ＞
●あしたの今日子さん
●Angel Beats!

●いきのこれ！ 社畜ちゃん

●ガヴリールドロップアウト

の美術部には問題がある！
狼と羊皮紙

●ゼロから始める魔法の書
な父娘ではありますが

全25種

●さらば、佳き日

●新米姉妹のふたりごはん

ポリタン

●苺ましまろ

●城姫クエスト

●新説 狼と香辛料

●新約 とある魔術の禁書目録

●ソードアート・オンライン

●BROTHERS CONFLICT

●魔法科高校の劣等生

●エロマンガ先生

●キノの旅 the Beautiful World ●こ
●スイキャラ

●天使の３P！

●ふつつか

●プリンス・オブ・ストライド

●三ツ星カラーズ

●やがて君になる

●

●ロッテのお

もちゃ!

UDX
電撃25周年 描き下ろしイラスト

フルグラフィックTシャツ
イベント価格 4,000円

電撃25周年を記念して描き下ろされた人気25作品の
イラストが、バンダイとのコラボによりB3サイズフ
ルカラータオルとして登場！
＜ラインナップ＞
●あしたの今日子さん
●Angel Beats!

●いきのこれ！ 社畜ちゃん

●ガヴリールドロップアウト

の美術部には問題がある！
狼と羊皮紙

●ゼロから始める魔法の書
な父娘ではありますが
ポリタン

全25種

●さらば、佳き日

●新米姉妹のふたりごはん

●苺ましまろ

●城姫クエスト

●新説 狼と香辛料

●新約 とある魔術の禁書目録

●ソードアート・オンライン

●BROTHERS CONFLICT

●魔法科高校の劣等生

●エロマンガ先生

●キノの旅 the Beautiful World ●こ
●スイキャラ

●天使の３P！

●ふつつか

●プリンス・オブ・ストライド

●三ツ星カラーズ

●やがて君になる

●

●ロッテのお

もちゃ!

UDX
電撃25周年 描き下ろしイラスト

B3サイズフルカラータオル
イベント価格 2,000円
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86―エイティシックス―

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『86―エイティシックス―』 レーナ

『86―エイティシックス―』レーナ

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

イベント価格 1,620円

イベント価格 680円

86―エイティシックス―

UDX
『86―エイティシックス―』
手帳型スマートフォンケース

エロマンガ先生

UDX
『エロマンガ先生』クリアファイル[6]

イベント価格 3,780円

イベント価格 378円

UDX

UDX

『エロマンガ先生』クリアファイル[7]

『エロマンガ先生』クリアファイル[8]

イベント価格 378円

イベント価格 378円
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エロマンガ先生

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『エロマンガ先生』 和泉紗霧

『エロマンガ先生』和泉紗霧

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

イベント価格 1,620円

イベント価格 680円

UDX

UDX

『エロマンガ先生』

『エロマンガ先生』モバイルバッテリー

手帳型スマートフォンケース[3]
イベント価格 3,780円

イベント価格 4,320円

俺を好きなのはお前だけかよ

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『俺を好きなのはお前だけかよ』 三色院菫子

『俺を好きなのはお前だけかよ』三色院菫子

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

イベント価格 1,620円

イベント価格 680円
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キノの旅 the Beautiful World
１０月よりTVアニメ放送がスタートする「キノの旅」より、原作
イラストレーター・黒星紅白のイラストを贅沢に使用した豪華グッ
ズセットが登場！
2018年カレンダー／カノンキーホルダー／トートバッグ／マグ
カップ／ハンドタオル／【秋の祭典2017限定】時雨沢恵一・黒星
紅白 直筆サイン入りポストカード
※2018年カレンダーはUDX店にて単品販売も予定しております。
※カノンキーホルダーは後日単品販売も予定しております。
※プリントサイン入りポストカード付きグッズセットは電撃屋など
で後日販売予定です。

ベルサール

『キノの旅 -the Beautiful World-』グッズセット2017
イベント価格 5,000円

UDX
『キノの旅 -the Beautiful World-』
カレンダー2018

UDX
『キノの旅』キノのポーチ【リニューアルVer.】

イベント価格 1,620円

イベント価格 1,944円

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『キノの旅 the Beautiful World』 キノ

『キノの旅 the Beautiful World』キノ

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

イベント価格 1,620円

イベント価格 680円
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キノの旅 the Beautiful World

UDX

UDX

『キノの旅 -the Beautiful World- the

『キノの旅 -the Beautiful World- the

Animated Series』クリアファイル[8]

Animated Series』クリアＩＣカードケース

イベント価格 378円

イベント価格 972円

UDX

UDX

『キノの旅 -the Beautiful World- the

『キノの旅 -the Beautiful World- the

Animated Series』手帳型スマートフォンケース

Animated Series』ブックカバー

イベント価格 3,780円

イベント価格 1,296円

UDX

UDX

『キノの旅 -the Beautiful World- the

きゃらくりあ『キノの旅 -the Beautiful World- the

Animated Series』ZEBRA デルガード0.5

Animated Series』キノ アクリルキーホルダー

イベント価格 918円

イベント価格 702円
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キノの旅 the Beautiful World

UDX
『キノの旅 -the Beautiful World- the
Animated Series』モバイルバッテリー
イベント価格 4,320円

境界線上のホライゾン
電撃文庫の人気作『境界線上のホライゾン』の美麗な
キャラクター達がミニ色紙になって登場！

部屋の机

や壁に飾って、魅力的なイラストを思う存分鑑賞し
ちゃおう！

通常BOX全12種。

※限定コンプリートBOXは12種＋会場限定「特製ミニ色紙１種」
付きで販売予定です。
※会場限定「特製ミニ色紙１種」が付属しないコンプリートBOX
は後日販売予定です。

ベルサール

『境界線上のホライゾン』トレーディングミニ色紙 秋の祭典2017限定 コンプリートBOX
イベント価格 5,500円

UDX
『境界線上のホライゾン』トレーディングミニ色紙
（全12種）
イベント価格 432円
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新説 狼と香辛料

狼と羊皮紙

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『新説 狼と香辛料

『新説 狼と香辛料

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

狼と羊皮紙』ミューリ

イベント価格 1,620円

狼と羊皮紙』ミューリ

イベント価格 680円

新約 とある魔術の禁書目録
『新約 とある魔術の禁書目録』から、トレーディン
グ缶バッジが登場!!
原作イラストレーター・はいむらきよたか氏のイラス
トを使用し、通常BOXはシークレット1種を含む全12
種をご用意！
※限定コンプリートBOXは12種＋会場限定「特製缶バッジ１種」
付きで販売予定です。
※会場限定「特製缶バッジ１種」が付属しないコンプリートBOX
は後日販売予定です。

ベルサール

『新約 とある魔術の禁書目録』トレーディング缶バッジ 秋の祭典2017限定 コンプリートBOX
イベント価格 4,000円

UDX

UDX

『新約 とある魔術の禁書目録』

電撃文庫アクリルフィギュア

トレーディング缶バッジ（全12種）

『新約 とある魔術の禁書目録』食蜂操祈

イベント価格 324円

イベント価格 1,620円
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新約 とある魔術の禁書目録

UDX

UDX

『新約 とある魔術の禁書目録』 食蜂操祈

『新約 とある魔術の禁書目録』

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

クリアＩＣカードケース

イベント価格 680円

イベント価格 972円

UDX

UDX

きゃらくりあ『新約 とある魔術の禁書目録』

きゃらくりあ『新約 とある魔術の禁書目録』

インデックス アクリルキーホルダー

御坂美琴 アクリルキーホルダー

イベント価格 702円

イベント価格 702円

UDX

UDX

きゃらくりあ『新約 とある魔術の禁書目録』

きゃらくりあ『新約 とある魔術の禁書目録』

白井黒子 アクリルキーホルダー

食蜂操祈 アクリルキーホルダー

イベント価格 702円

イベント価格 702円
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新約 とある魔術の禁書目録

UDX

UDX

きゃらくりあ『新約 とある魔術の禁書目録』

『とある魔術の禁書目録』

オティヌス アクリルキーホルダー

手帳型スマートフォンケース

イベント価格 702円

イベント価格 3,780円

UDX
『新約 とある魔術の禁書目録』ブックカバー
イベント価格 1,296円

ストライク・ザ・ブラッド

UDX
『ストライク・ザ・ブラッド』
クリアＩＣカードケース
イベント価格 972円

UDX
『ストライク・ザ・ブラッドⅡ』ブックカバー
イベント価格 1,296円
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『青春ブタ野郎』シリーズ

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『青春ブタ野郎』シリーズ 桜島麻衣

『青春ブタ野郎』シリーズ 桜島麻衣

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

イベント価格 1,620円

イベント価格 680円

ゼロから始める魔法の書

UDX

UDX

電撃文庫アクリルフィギュア

『ゼロから始める魔法の書』 ゼロ

『ゼロから始める魔法の書』ゼロ

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

イベント価格 1,620円

イベント価格 680円

※画像はイメージです。
※商品は予告なく、変更・販売中止となる場合がございます。
※イベント価格は販売予定価格（税込）です。今後の通信販売などでの価格とは異なる場合がございます。
※電撃文庫SHOP ベルサール店（ベルサール秋葉原）でのお支払いは現金のみとさせていただきます。
※電撃文庫SHOP UDX店（秋葉原UDX）では、5,000円以上購入の際にクレジットカードがご利用いただけます。
（ご利用いただけるクレジットカード：VISA、Master、JCB、AMEX、Diners、銀聯）
※イベント限定以外の商品は後日販売する予定です。
※セット商品の一部は、後日一般販売を行う場合がございます。
※商品は数に限りがございます。お並びいただいても、ご購入できない場合がございます。予めご了承ください。
(C)安里アサト 2017

イラスト／しらび

(C)2016 伏見つかさ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ
(C)伏見つかさ 2017
(C)支倉凍砂 2017
(C)駱駝 2017

アスキー・メディアワークス／EMP

イラスト／かんざきひろ
イラスト／文倉 十

イラスト／ブリキ

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)時雨沢恵一 2017

イラスト／黒星紅白

12

(C)川上 稔 2017

イラスト／さとやす（テンキー）

(C)鎌池和馬 2017

イラスト／はいむらきよたか

(C)鎌池和馬／アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX MOVIE
(C)2016 三雲岳斗／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／PROJECT STB OVA
(C)鴨志田一 2017
(C)虎走かける 2017

イラスト／溝口ケージ
イラスト／しずまよしのり

(C)蒼山サグ 2017

(C)鎌池和馬 2017

(C)支倉凍砂 2017

(C)川原 礫 2017

(C)佐島 勤 2017
(C)安里アサト 2017

(C)時雨沢恵一 2017

(C)伏見つかさ 2017

(C)時雨沢恵一／川原 礫 2017

(C)虎走かける 2017

(C)鴨志田 一 2017

(C)駱駝 2017
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