
電撃文庫25周年プレミアムグッズ

イベント価格 コンプリートBOX：10,800円　単品：700円 商品番号：01,02

電撃文庫25周年プレミアムグッズ

イベント価格 700円 商品番号：03

電撃文庫25周年プレミアムグッズ

イベント価格 3,000円 商品番号：04

電撃文庫

【秋の電撃祭限定】電撃文庫25周年記念 トレーディングラバーストラップ(全14種)

電撃文庫創刊25周年を記念して『狼と香辛料』シリーズでおなじ

みのイラストレーター・文倉 十氏が描き下ろした電撃ヒロインズ

の可愛いSDイラストがラバーストラップになりました！　秋の電

撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、コンプリート

BOXに特典として文倉 十氏が描き下ろしたイラストを収録した原

画小冊子が付いてきます。

■収録キャラクター

『86—エイティシックス—』（レーナ）／『エロマンガ先生』（和泉紗霧）／『狼と香辛料』（ホロ）／

『キノの旅』（キノ）／『灼眼のシャナ』（シャナ）／『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』（ミューリ）／『新

約 とある魔術の禁書目録』（インデックス）／『ストライク・ザ・ブラッド』（姫柊雪菜）／『青春ブタ野

郎』シリーズ（桜島麻衣）／『ソードアート・オンライン』（アスナ）／『とらドラ！』 （逢坂大河）／

『ブギーポップは笑わない』（ブギーポップ）／『魔法科高校の劣等生』（司波深雪）／『ロウきゅーぶ！』

（湊 智花）

電撃文庫ゆかりの人気クリエイター陣が秋の電撃祭のために描き下

ろした、ステキな色紙の数々。その中から7名をピックアップし

て、トレーディング形式のマイクロファイバータオル(約20cm×

20cm)に仕上げました！

秋の電撃祭（ベルサール会場）でしか手に入りませんので、イベン

ト来訪の記念に、おみやげに、ぜひどうぞ♪

秋の電撃祭 トレーディングマイクロファイバータオル

【秋の電撃祭限定】電撃文庫25周年記念福袋 

電撃文庫25周年を記念し、約10,000円～26,000円相当の商品が

封入された超豪華福袋を数量限定販売！

秋の電撃祭の新商品の電撃文庫25周年アクリルフィギュアが必ず1

種入ってる！！
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電撃文庫創刊25周年記念！ 公式海賊本

イベント価格 1,600円 商品番号：05

イベント価格 6,000円 商品番号：06

イベント価格 1,600円 商品番号：07

電撃文庫

毎年大好評の公式海賊本が電撃文庫25周年でさらにパワーアッ

プ！今年のテーマは南の島でのバケーション!!

リゾートで開かれる「電撃文庫 創刊25周年記念パーティー」に電

撃ヒロインズが招待された!?　開放的なビーチでのひとときや、

パーティードレスを着こなしたセクシーなカットなど、普段とは違

うちょっと(?)エッチなシチュエーションのイラストが満載です！

表紙イラストは『新約 とある魔術の禁書目録』のはいむらきよた

か氏描き下ろし！

秋の電撃祭（ベルサール会場）では、限定特典として表紙イラスト

を使用したA5クリアファイルつきで販売予定です。

電撃あいらんど！

電撃文庫MAGAZINEで歴代の表紙を飾ってきた美麗イラストがミ

ニ色紙になって登場！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

として『ソードアート・オンライン』のキリトと『ソードアート・

オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』のレンがコ

ラボしたブロマイドつきで販売予定です。

●作品ラインナップ

アクセル・ワールド／エロマンガ先生／狼と香辛料／キノの旅 the Beautiful World／

GENESISシリーズ 境界線上のホライゾン／灼眼のシャナ／ストライク・ザ・ブラッド／

ソードアート・オンライン／ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オン

ライン／天使の３Ｐ！／とある魔術の禁書目録／とらドラ！／はたらく魔王さま！／魔法

科高校の劣等生

【秋の電撃祭限定】電撃文庫MAGAZINE10周年記念トレーディングミニ色紙 コンプリートBOX

電撃文庫 卓上カレンダー2019
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イベント価格 1,600円 商品番号：08 イベント価格 1,600円 商品番号：09

イベント価格 3,000円 商品番号：10

イベント価格 1,600円 商品番号：11 イベント価格 1,600円 商品番号：12

 電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『エロマンガ先生』和泉紗霧

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『イリヤの空、UFOの夏』伊里野加奈

86－エイティシックス－

エロマンガ先生

エロマンガ先生 俺を好きなのはお前だけかよ

電撃文庫25周年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

『電撃文庫 超感謝フェア2017』にて描き下ろされた、和泉紗霧の

ヒミツのランジェリーイラストがスポーツタオルになりました！

肌触り＆速乾性抜群のマイクロファイバー素材なので、拭き心地も

実用性もバッチリです！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

としてリバーシブルイラストカードつきで販売予定です。

※限定特典の付かないMFスポーツタオルは後日発売予定です。

【秋の電撃祭限定】『エロマンガ先生』紗霧MFスポーツタオル ヒミツのランジェリーVer.

【リバーシブルイラストカード付き】

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『86－エイティシックス－』レーナ

イリヤの空、UFOの夏
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イベント価格 6,400円 商品番号：13

イベント価格 1,600円 商品番号：14

イベント価格 1,600円 商品番号：15 イベント価格 1,600円 商品番号：16

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『ガーリー・エアフォース』グリペン

ガーリー・エアフォース

アフターバーナー全開で贈る、美少女×戦闘機ストーリー『ガー

リー・エアフォース』からアクリルキーホルダーが登場!!

TVアニメ化が決定した電撃文庫作品『ガーリー・エアフォース』

から、原作のカバーに掲載されたキュートなアニマ達のSDイラス

トがトレーディングアクリルキーホルダーに！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

として特製アクリルキーホルダー1種つきで販売予定です。

※限定特典がつかないコンプリートBOXは10月7日より発売予定となります。

【秋の電撃祭限定】『ガーリー・エアフォース』

トレーディングアクリルキーホルダー コンプリートBOX

新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙灼眼のシャナ

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『灼眼のシャナ』シャナ

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』ミューリ
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イベント価格 1,600円 商品番号：17 イベント価格 1,400円 商品番号：18

イベント価格 5,500円 商品番号：19

イベント価格 2,200円 商品番号：20

ストライク・ザ・ブラッド

【秋の電撃祭限定】『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』グッズセット

原作イラストレーター・溝口ケージ氏のイラストを使用した、シ

リーズヒロイン大集合のグッズセットが登場！

家でも外出先でも作品の世界観を楽しめる豪華な内容になっている

ので、この機会を逃さず手に入れよう!!

■セット内容：A4クリアファイル2種／B2タペストリー／缶バッ

ジ7種セット／トートバッグ

※缶バッジ、トートバッグは本セットの限定アイテムです。

※A4クリアファイル2種は10月7日より発売予定です。

※B2タペストリーは後日発売予定です。

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『ストライク・ザ・ブラッド』姫柊雪菜
『ストライク・ザ・ブラッドⅢ』ブックカバー

『青春ブタ野郎』シリーズ

大人気！　きゃらくりあシリーズより『青春ブタ野郎』シリーズが

登場♪

チェーンを外して飾っても良し、カバンにつけても良しなアクリル

キーホルダーです。

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、桜島麻

衣、古賀朋絵、梓川かえでの３個セットに限定特典としてきゃらく

りあと一緒に持ち歩けるアクリルチャームつきで販売予定です。

【秋の電撃祭限定】『青春ブタ野郎』シリーズ きゃらくりあ3個セット
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イベント価格 7,100円 商品番号：21

イベント価格 1,600円 商品番号：22 イベント価格 3,700円 商品番号：23

イベント価格 1,400円 商品番号：24

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『青春ブタ野郎』シリーズ桜島麻衣

『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』

手帳型スマートフォンケース

『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』

ブックカバー

『青春ブタ野郎』シリーズ

2018年10月から放送のTVアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール

先輩の夢を見ない』が待ち遠しい『青春ブタ野郎』シリーズより、

イラストレーター・溝口ケージ氏が描くかわいいSDイラストがト

レーディングアクリルキーホルダーに！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

として特製アクリルキーホルダー1種つきで販売予定です。

※限定特典がつかないコンプリートBOXは10月7日より発売予定となります。

【秋の電撃祭限定】『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』

トレーディングアクリルキーホルダーコンプリートBOX
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イベント価格 6,000円 商品番号：25

イベント価格 5,000円 商品番号：26

イベント価格 3,000円 商品番号：27

ソードアート・オンライン

10月よりTVアニメ放送がスタートする『ソードアート・オンライ

ン アリシゼーション』より、原作イラストレーター・abec氏のイ

ラストを使用した豪華グッズセットが登場！　アスナやアリスの美

麗イラストをグッズで堪能しよう！

■セット内容：ＨＤタペストリー（B2）／A4クリアファイル／ス

クエア缶バッジ2種／アンブレラマーカー（アスナ）／トートバッ

グ

※スクエア缶バッジ2種、トートバッグは本セットの限定アイテムです。

※A4クリアファイルとアンブレラマーカー（アスナ）は10月7日より発売予定です。

※ＨＤタペストリーは後日発売予定です。

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン』グッズセット

『ソードアート・オンライン アリシゼーション』から、アニメ版

権描き下ろしイラストを使用したタペストリーが登場！　血盟騎士

団姿のアスナと整合騎士姿のアリスの貴重なイラストがB2サイズ

で楽しめます！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

として特製缶バッジ（同イラストのアスナを使用）つきで販売予定

です。

※限定特典がつかないB2タペストリーは後日発売予定です。

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン アリシゼーション』

HDタペストリー アスナ＆アリス 騎士Ver.

『電撃文庫 超感謝フェア2017』にて描き下ろされた、アスナのヒ

ミツのランジェリーイラストがスポーツタオルになりました！

肌触り＆速乾性抜群のマイクロファイバー素材なので、拭き心地も

実用性もバッチリです！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

としてリバーシブルイラストカードつきで販売予定です。

※限定特典の付かないMFスポーツタオルは後日発売予定です。

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン』アスナMFスポーツタオル

ヒミツのランジェリーVer.【リバーシブルイラストカード付き】

特典缶バッジ
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イベント価格 2,200円 商品番号：28

イベント価格 6,400円 商品番号：29

イベント価格 1,600円 商品番号：30 イベント価格 3,700円 商品番号：31

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『ソードアート・オンライン』アリス

『ソードアート・オンライン アリシゼーション』

手帳型スマートフォンケース[1]

ソードアート・オンライン

大人気！　きゃらくりあシリーズより『ソードアート・オンライ

ン』《アリシゼーション》編が登場♪

チェーンを外して飾っても良し、カバンにつけても良しなアクリル

キーホルダーです。

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、キリト、

アリス、ユージオの３個セットに限定特典としてきゃらくりあと一

緒に持ち歩けるアクリルチャームつきで販売予定です。

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン アリシゼーション』きゃらくりあ3個セット

『ソードアート・オンライン』の原作文庫に掲載された、abec氏

によるキュートでポップなミニイラストのアクリルキーホルダー、

第２弾！

キリトやアスナはもちろん、『ソードアート・オンライン アリシ

ゼーション』からもアリスをはじめ、様々なキャラクターが登場！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

として特製アクリルキーホルダー1種つきで販売予定です。

※限定特典がつかないコンプリートBOXは10月7日より発売予定となります。

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン』

ミニキャラトレーディングアクリルキーホルダー2 コンプリートBOX
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イベント価格 3,700円 商品番号：32 イベント価格 3,700円 商品番号：33

ゲーム５周年記念 ゲーム５周年記念

イベント価格 3,700円 商品番号：34 イベント価格 3,700円 商品番号：35

ゲーム５周年記念 ゲーム５周年記念

イベント価格 3,700円 商品番号：36 イベント価格 3,700円 商品番号：37

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』

手帳型スマートフォンケース ユウキVer.

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』

手帳型スマートフォンケース シノンVer.

ソードアート・オンライン

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』

手帳型スマートフォンケース キリトVer.

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』

手帳型スマートフォンケース アスナVer.

『ソードアート・オンライン アリシゼーション』

手帳型スマートフォンケース[2]

『ソードアート・オンライン アリシゼーション』

手帳型スマートフォンケース[3]

9



イベント価格 1,400円 商品番号：38

イベント価格 7,500円 商品番号：39

イベント価格 2,200円 商品番号：40

『ソードアート・オンライン』ブックカバー[7]

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』

グッズセット

「ソードアート・オンライン マガジン Vol.６」の黒星紅白氏描き

下ろし表紙イラスト（レンとフカ次郎）をあしらったB2タペスト

リーと手帳型スマートフォンケースに加え、オリジナルドッグタグ

が付いた豪華内容！

■セット内容：B2タペストリー／手帳型スマートフォンケース／

ドッグタグ／トートバッグ

※ドッグタグ、トートバッグは本セットの限定アイテムです。

※B2タペストリー、手帳型スマートフォンケースは後日発売予定です。

ソードアート・オンライン

ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン

大人気！　きゃらくりあシリーズより『ソードアート・オンライン

オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』が登場♪

チェーンを外して飾っても良し、カバンにつけても良しなアクリル

キーホルダーです。

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、レン、フ

カ太郎、ピトフーイの３個セットに限定特典としてきゃらくりあと

一緒に持ち歩けるアクリルチャームつきで販売予定です。

【秋の電撃祭限定】『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』

きゃらくりあ3個セット
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イベント価格 1,600円 商品番号：41

イベント価格 1,600円 商品番号：42 イベント価格 3,700円 商品番号：43

イベント価格 5,100円 商品番号：44

ゲーム、ノベル、コミックと多方面に展開中の『天華百剣』より、

前回の好評にお応えして「みにきゃらトレーディングアクリルキー

ホルダー」の第2弾が登場!! たかみ裕紀氏が描くかわいいみにきゃ

らになった巫剣たちをいつもキミのそばに♪

第２弾のシークレットはなんと、美少女剣撃アクションRPG『天華

百剣 -斬-』より、衝撃の「アイツ」が突撃してくる……！

秋の電撃祭（ベルサール会場）と電撃屋では、限定特典として牛王

吉光 feat.湊智花（ロウきゅーぶ！）のアクリルキーホルダーつき

で販売予定です。

※限定特典がつかないコンプリートBOXは10月7日より発売予定です。

『天華百剣』みにきゃらトレーディングアクリルキーホルダーVol.2 コンプリートBOX

ソードアート・オンライン マガジン Vol.6 黒星紅白描き

下ろしイラスト フルカラーTシャツ

ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン

アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・

オンライン』から、黒星紅白氏のイラストを使用した卓上カレン

ダーが登場！

アニメ放送毎に黒星紅白氏が自身のTwitterアカウントで公開した

イラストを、ぜひ1年間堪能しよう！

秋の電撃祭（ベルサール会場）では、限定特典として黒星紅白氏に

よるカレンダー未使用イラストを使用したポストカードつきで販売

予定です。

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』卓上カレンダー2019

天華百剣

電撃文庫25周年アクリルフィギュア『ソードアート・オ

ンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』レン
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イベント価格 5,000円 商品番号：45

イベント価格 3,200円 商品番号：46

イベント価格 1,600円 商品番号：47 イベント価格 3,700円 商品番号：48

【秋の電撃祭限定】『とある魔術の禁書目録Ⅲ』グッズセット

アニメ｢禁書目録｣版権イラストを厳選収録！

『とある魔術の禁書目録』の歴代アニメ版権絵から厳選して収録し

た、珠玉のイラスト集！

アニメ１期から劇場版までのキービジュアル、雑誌描き下ろし、

グッズ描き下ろし、コラボイラストなどなど、上条、インデック

ス、美琴たちのカッコイイ＆可愛いビジュアルを凝縮した待望の一

冊です。

秋の電撃祭（ベルサール会場）では、限定特典としてA5クリア

ファイルつきで販売予定です。

『とある魔術の禁書目録』アニメ版権イラスト集

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『とある魔術の禁書目録』御坂美琴

『とある魔術の禁書目録Ⅲ』

手帳型スマートフォンケース

とある魔術の禁書目録

10月より待望のアニメ第3期シリーズが開始する『とある魔術の禁

書目録』から、秋の電撃祭限定のグッズセットが登場！

インデックス＆美琴の水着姿が眩しいタペストリーをはじめ、新ア

イテム・限定アイテムをぎゅぎゅっと詰め込みました。

■セット内容：B2タペストリー／A4クリアファイル／スタンド付

きアクリルキーホルダー／アクリルプレート／トートバッグ

※スタンド付きアクリルキーホルダー、アクリルプレート、トートバッグは本セットの限

定アイテムです。

※A4クリアファイルは10月7日より発売予定です。

※B2タペストリーは後日発売予定です。
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イベント価格 6,000円 商品番号：49 イベント価格 1,600円 商品番号：50

イベント価格 3,000円 商品番号：51

イベント価格 1,600円 商品番号：52 イベント価格 1,600円 商品番号：53

魔法科高校の劣等生

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『魔法科高校の劣等生』司波深雪

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『ロウきゅーぶ！』湊智花

エロマンガ先生 ロウきゅーぶ！

とある魔術の禁書目録＆とある科学の超電磁砲

魔法科高校の劣等生

『電撃文庫 超感謝フェア2017』にて描き下ろされた、司波深雪の

ヒミツのランジェリーイラストがスポーツタオルになりました！

肌触り＆速乾性抜群のマイクロファイバー素材なので、拭き心地も

実用性もバッチリです！

秋の電撃祭（ベルサール会場、オンリーショップ）では、限定特典

としてリバーシブルイラストカードつきで販売予定です。

※限定特典の付かないMFスポーツタオルは後日発売予定です。

【秋の電撃祭限定】『魔法科高校の劣等生』

深雪MFスポーツタオル ヒミツのランジェリーVer.【リバーシブルイラストカード付き】

とらドラ！

『とある魔術の禁書目録』＆『とある科学の超電磁砲』

トレーディングミニクリアファイル コンプリートBOX

電撃文庫25周年アクリルフィギュア

『とらドラ！』逢坂大河
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イベント価格 3,500円 商品番号：54

イベント価格 8,000円 商品番号：55

※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。

※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。

やがて君になる

今年も来年も再来年も！　いつまでも使える卓上カレンダーです。

10月からのＴＶアニメ放映も決定した電撃大王で人気連載中の

『やがて君になる』より、アクリル製の卓上万年カレンダーが登場

しました！

あなたの机の上にずっと置いてください。

秋の電撃祭（ベルサール会場）では、限定特典として特製ポスト

カード1枚つきで販売予定です。

※限定特典がつかない通常商品は10月7日より発売予定となります。

『やがて君になる』アクリル万年卓上カレンダー

『やがて君になる』

トレーディングミニキャンバスパネル コンプリートBOX

特典ポストカード
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(C)蒼山サグ 2018 (C)安里アサト 2018 (C)上遠野浩平 2018 (C)鎌池和馬 2018 (C)鴨志田 一 2018 (C)川原 礫 2018 (C)佐島 勤 2018

(C)時雨沢恵一 2018 (C)高橋弥七郎 2018 (C)竹宮ゆゆこ 2018(C)支倉凍砂 2018 (C)伏見つかさ 2018 (C)三雲岳斗 2018

イラスト/文倉 十

キャラクターデザイン:abec/文倉 十/石田可奈/いとうのいぢ/緒方剛志/かんざきひろ/黒星紅白/しらび/てぃんくる/はいむらきよたか/

マニャ子/溝口ケージ/ヤス

(C)夏海公司 2018 (C)時雨沢恵一 2018　(C)支倉凍砂 2018 (C)三雲岳斗 2018 (C)川原 礫 2018 (C)上遠野浩平 2018 (C)佐島 勤 2018 

イラスト：遠坂あさぎ／黒星紅白／文倉 十／マニャ子／abec／緒方剛志／石田可奈

(C)蒼山サグ/鎌池和馬/川上 稔/川原 礫/佐島 勤/時雨沢恵一/高橋弥七郎/竹宮ゆゆこ/支倉凍砂/伏見つかさ/三雲岳斗/和ヶ原 聡司　2018

イラスト：abec/文倉 十/石田可奈/いとうのいぢ/029/かんざきひろ/黒星紅白/さとやす(TENKY)/てぃんくる/はいむらきよたか/

HIMA/マニャ子/ヤス

(C)秋山瑞人 2018 イラスト／駒都えーじ

(C)安里アサト 2018 イラスト／しらび

(C)2016 伏見つかさ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／EMP イラスト／かんざきひろ

(C)伏見つかさ 2018 イラスト／かんざきひろ

(C)駱駝 2018 イラスト／ブリキ

(C)2018 夏海公司／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／GAF Project

(C)夏海公司 2018  イラスト／遠坂あさぎ

(C)高橋弥七郎 2018 イラスト／いとうのいぢ

(C)支倉凍砂 2018 イラスト／文倉 十

(C)三雲岳斗 2018 イラスト／マニャ子

(C)2018 三雲岳斗／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／PROJECT STB OVA

(C)2018 鴨志田 一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／青ブタ Project

(C)鴨志田一 2018 イラスト／溝口ケージ

(C)2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／SAO-A Project

(C)川原 礫 2018 イラスト／abec

(C)2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

(C)KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／GGO Project

(C)2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

(C)KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／GGO Project

(C)時雨沢恵一／川原 礫 2018  イラスト／黒星紅白

(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX III

(C)鎌池和馬／アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX

(C)鎌池和馬／アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX II

(C)鎌池和馬／アスキー・メディアワークス／PROJECT-MOVIE

(C)鎌池和馬 2018 イラスト／はいむらきよたか

(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX III

(C)鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S

(C)竹宮ゆゆこ 2018 イラスト／ヤス

(C)2016 佐島 勤／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／劇場版魔法科高校製作委員会　イラスト／石田可奈

(C)佐島 勤 2018 イラスト／石田可奈

(C)蒼山サグ 2018  イラスト／てぃんくる

(C)天華百剣プロジェクト (C)KADOKAWA CORPORATION 2016

(C)KADOKAWA CORPORATION 2016 (C)DeNA Co.,Ltd. All rights reserved.

(C)蒼山サグ 2018

(C)2018 仲谷 鳰／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／やがて君になる製作委員会
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