
■COMIC CITY
COMIC CITYは、赤ブーブー通信社が 1988年より主催するオール
ジャンル・マンガ同人誌即売会です。
本を創る。本を売る。本を買う。をテーマに、流通機会の少ない
マンガ同人誌（マンガ・アニメ・ゲーム等を題材にした自費出版物）
を発信する場を定期的に供給し、同人誌の流通と同人ファン相互
の交流の場を提供しています。
主に、有明・東京ビッグサイトをはじめ、ビッグサイトTFT・インテッ
クス大阪・福岡 ヤフオク!ドームの会場において、年間約20数回
開催しています。

■COMIC CITY DATA
アニメ・マンガファンを中心とする女性同人層への効果的な訴求が可能です。
◇参加者男女比　／女性 99%：男性 1％
◇参加者平均年齢／30.7歳（年齢層 18～35歳）
◇年間総来場者数／約52.5万人（2015年度実績）

パンフレット広告掲載
企業チラシ置き場のご案内媒 体 要 項

■COMIC CITY PAMPHLET ／ ZR作品オンリーPAMPHLET
◇パンフレットはイベントごとに発行。(B5判、左綴じ、無線綴じ)
※ZR作品オンリーは、開催規模によりA5判パンフレットの発行有り。
◇発行部数は開催規模により数百部～30,000部。
◇パンフレットは、イベント開催日に会場にてサークル参加者・一般来場者へ販売。
◇作品オンリーのパンフレットは、原則的に全来場者自由購入制です。(芸能系オンリーを除く）
◇全ての作品オンリーのパンフレットを、規模を問わず発行。

　　大規模イベント対応
　◇パンフレットと入場券による一般入場制を採用。

大規模イベント：1月大阪・3月HARU・5月SUPER・8月SUPER関西・10月SPARK

■お問い合わせ
有限会社ケイ ･ コーポレーション (主催)
担当：事業部　田中みなみ
TEL.03-3225-9155
〒160-0002
東京都新宿区四谷坂町10-14 プレミール市ヶ谷2F

2014年10月開催分より、お申し込み先と料金請求元は
販売代理店のFRUとなります。

有限会社FRU(媒体販売代理店)
担当：小林隆二　contact@fru.co.jp
TEL.03-3225-0411／ FAX.03-3225-8026
〒160-0002
東京都新宿区四谷坂町10-14 プレミール市ヶ谷2F

2016.10月

2017年度版 (チラシ配布廃止)



■広告掲載サイズ

掲載サイズ
（ 横 × 縦 ）

本文（1C：モノクロ） 本文・表紙（4C：フルカラー）

1/4 頁 1/2 頁 1 頁・対向頁 4C1頁・ 表３頁  表 4 頁

75mm×110mm 150mm×110mm 182mm×257mm 182mm×257mm 172mm×257mm

入 稿 形 式
（データ入稿）

Photoshop(psd)形式指定
原寸裁ち切り

入稿前に解像度・画像の統合を
必ずご確認ください

天地左右 各3mm 塗り足し込み原稿サイズ
188mm×263mm

塗り足し込み原稿サイズ
178mm×263mm

Adobe PDF・
Photoshop(psd)・Illustrator(ai)形式指定

要トンボ・塗り足し注意

■原稿作成・入稿時の注意事項
サイズ 仕　様 入稿方法

１Ｃ

1/4頁
·

1/2頁

●保存形式｜Photoshop（psd）形式指定。必ず『画像の統合』を行ってから保存してください。
●トンボ不要。原寸裁ち切りでご作成ください。
○解像度｜グレースケール : 600dpi 以下／モノクロ 2値 : 1,200dpi 以下
※原稿は『開催日単位』での掲載となります。原稿は「開催日ごと」にご用意ください。
└ 同日開催のパンフレットには、同サイズ・同内容の広告を掲載いたします。 ①

対応

1 頁

●保存形式｜Adobe PDF・Photoshop(psd)・Illustrator(ai) 形式のいずれか
●要トンボ・塗り足し（天地左右 各3mm）。解像度は上記参照。
○天地左右各辺から5mm以内に文字を掲載しないようご注意ください。仕上がり時に文字が切れて
　しまう場合があります。

4C 1 頁

●保存形式｜Adobe PDF・Photoshop(psd)・Illustrator(ai) 形式のいずれか
●要トンボ・塗り足し（天地左右 各3mm）
○入稿の際、カラー出力見本を必ず添付してください。
○色校正は、特別の事情がない限り原則としてお出しいたしません。

②･③
対応

入稿方法

①
【専用入稿フォーム利用】
 ※1回の送信で3MBを超えるものは、②か③の方法をご利用ください。詳しくはサイトの案内をご確認ください。
■専用入稿フォーム　http://www.akaboo.jp/contact/mediaguide.html

②
【自社サーバー・ファイル転送サービスへのアップロード】
フォルダに収めたデータファイルを『ZIP形式』で圧縮してお送りください。
ZIP形式で圧縮したデータファイルを自社サーバーまたはファイル転送サービスにアップロードした後、アップロード先の
URLアドレスをご連絡ください。
■入稿先アドレス　advertise＠akaboo.jp

③
【メディアでの送付】
必ず出力見本を添付してください。また、トラブル防止のため、できる限り宅配便をご利用ください。
■送付先  〒160-0002  東京都新宿区四谷坂町10-14 プレミール市ヶ谷2F   有限会社 ケイ・コーポレーション事業部

注意事項

●画像の統合 (psd）、文字のアウトライン化・配置画像のリンク / 埋め込み確認（ai）を、ご入稿の前に必ずご確認ください。
●アルファチャンネルが含まれている場合は削除してください。
●データ保存の際、ファイル名等へのスラッシュ”／”の使用はお避けください。
●当方で加工処理はいたしません。また、原則的にメディアの返却はいたしません。
●メディア送付で、同じデータを複数のイベントに流用される場合、掲載希望のイベント開催日を必ずお書き添えください。

◇掲載申し込みは、申込締切日までに『広告掲載申込書』をお送りください。(申込締切日および入稿締切日は、広告
　掲載申込書に記載されています)
◇広告掲載誌は、イベント会場でのお手渡し、またはイベント開催後に 1 部お送りいたします。
◇パンフレット広告をご利用いただきますと、チラシ置き場が無料でご利用いただけます。
◇チラシ置き場のご利用については、【チラシ置き場について】の項目をご参照ください。

パンフレット広告掲載について



（別途消費税）

本文（1C：モノクロ） 表紙（4C：フルカラー） 入場券
券面1/4 頁 1/2 頁 1 頁 表3対向

1 頁 4C 1頁 4C 表 3 4C 表 4

5,000 以下 ¥25,000 ¥45,000 ¥80,000 ¥84,000 ¥150,000 ¥180,000 ¥322,500

5,001 ～ 7,000 ¥30,000 ¥54,000 ¥96,000 ¥105,000 ¥187,500 ¥225,000 ¥405,000

7,001 ～ 9,000 ¥35,000 ¥63,000 ¥112,000 ¥122,500 ¥225,000 ¥262,500 ¥472,500

9,001 ～ 11,000 ¥40,000 ¥72,000 ¥128,000 ¥140,000 ¥262,500 ¥300,000 ¥540,000 ¥432,000

11,001 ～13,000 ¥45,000 ¥81,000 ¥144,000 ¥157,500 ¥300,000 ¥337,500 ¥600,000 ¥480,000

13,001 ～ 15,000 ¥50,000 ¥90,000 ¥162,000 ¥176,000 ¥340,000 ¥380,000 ¥690,000 ¥552,000

15,001 以上 ¥55,000 ¥99,000 ¥180,000 ¥195,000 ¥385,000 ¥425,000 ¥800,000 ¥640,000

福岡会場 ¥30,000 ¥54,000 ¥96,000 ¥105,000 ¥187,500 ¥225,000 ¥405,000

開催規模
(トータルスペース数)

掲載サイズ

■広告掲載料金表【A】(パンフレット一般参加者購入制)
◇全併設イベント共通の統合パンフレットが発行されます。
◇適用イベント (1月大阪／3月HARU／8月SUPER関西／10月SPARK／福岡会場)
◇ 5月開催の『SUPER COMIC CITY』および『ビッグサイトTFTホール開催イベント』は、別要項になります。

（別途消費税）

本文（1C：モノクロ） 表紙（4C：フルカラー）

1/4 頁 1/2 頁 1 頁 表3対向
1 頁 4C 1頁 4C 表 3 4C 表 4

2,000 以下 ¥25,000 ¥45,000 ¥80,000 ¥84,000 ¥150,000 ¥180,000 ¥322,500

2,001 ～ 4,000 ¥30,000 ¥54,000 ¥96,000 ¥105,000 ¥187,500 ¥225,000 ¥405,000

4,001 ～ 6,000 ¥35,000 ¥63,000 ¥112,000 ¥122,500 ¥225,000 ¥262,500 ¥472,500

6,001 ～ 8,000 ¥40,000 ¥72,000 ¥128,000 ¥140,000 ¥262,500 ¥300,000 ¥540,000

8,001 ～10,000 ¥45,000 ¥81,000 ¥144,000 ¥157,500 ¥300,000 ¥337,500 ¥600,000

10,001 以上 ¥50,000 ¥95,000 ¥180,000 ¥198,000 ¥340,000 ¥375,000 ¥670,000

開催規模
(トータルスペース数)

掲載サイズ

■広告掲載料金表【B】(パンフレット全参加者自由購入制)
◇開催イベントごとにパンフレットが発行されます。
◇広告掲載料は、同日開催イベントのトータルスペース数でのご請求となります。
◇同日開催のイベントで発行されるすべてのパンフレットに広告を掲載いたします。
　├ 広告は、同サイズ・同内容で掲載いたします。
　└ 開催規模により無料冊子として配布するパンフレットの場合、広告枠を設けない場合があります。
　※同日開催イベント内で特定のイベントパンフレットのみ異なるサイズ・内容の広告の掲載を希望される場合は、
　　それぞれ 1枠の料金を申し受けます。お申し込み前にご相談ください。

■広告規定
広告内容において、著作権侵害の恐れのあるもの、その他広告表示上不適当と考えられるものについては、掲載・チ
ラシ置き場のご利用をお断りいたします。
また、弊社およびイベント媒体の信用・イメージを著しく低下させる恐れがある、或いは公序良俗に反すると考えら
れる広告・内容に対しては、内容の修正もしくは掲載をお断りいたします。

◇比較広告／金融商品広告／クーポン広告（関連法規に基づく）／会員勧誘を目的とした内容。
◇求人広告（関連法規に基づく）
◇公序良俗に反する内容・各開催地の自治体の定める青少年健全育成条例に反する内容・成人のみを対象にした内容や描写。
◇R18指定商品のお取り扱いがある場合は、広告にその旨を必ずご記入ください。
◇その他、主催者が不適切と判断する内容。

上記の他、業種によってはご利用いただけない頁もございます。詳しくはお問い合わせください。
広告規定は、予告なしに追加・変更することがあります。規定に抵触する可能性がある場合は、必ず弊社に確認をお
願いいたします。



■チラシ置き場のご利用方法
◇弊社指定の搬入時間に来場される場合、搬入作業証、車両証を携帯の上、会場内の主催者室へお越しください。
◇置き場をご利用になる前に、主催者室までチラシの見本を 1部ご提出ください。当日受付後、会場内設置のチラシ置き
　場をご利用ください。
◇搬入時間や置き場の設置場所については、各イベント開催日の約２週間前にお送りする搬入要項にてご確認ください。

■企業搬入登録について
◇入館・配布・搬入作業には搬入作業証・車両証が必要です(無料)。企業搬入登録申請書にて各必要枚数を申請してください。
◇搬入作業証・車両証は、チラシ置き場利用料のご入金確認後の送付となります。

チラシ置き場のご利用について

●注意事項
◇チラシ掲載企業 1 社につき 1 口の料金
　を申し受けます。
◇弊社で配荷受けや代行設置は承っており
　ません。
※新規ご利用の企業様は、お手続き時間を

鑑み、ご利用イベントの約2ヶ月前にお
問い合わせください。直前のお申し込み
には対応しておりません。

開催スペース数 利用料金

1,000 以下 ¥5,000
1,001 ～ 3,000 ¥15,000
3,001 ～ 5,000 ¥25,000
5,001 ～ 7,000 ¥35,000
7,001 ～ 9,000 ¥45,000

9,001 ～ 11,000 ¥50,000
11,001 ～ 13,000 ¥55,000
13,001 ～ 15,000 ¥60,000

15,001 以上 ¥65,000
福岡会場 ¥35,000

東
京
・
大
阪
会
場

■企業チラシ置き場ご利用料金表 （別途消費税）

◇同日・同会場で複数のイベント(CITY・ZR シリーズ)が開催される
　場合のチラシ配布料金は、同日開催イベントのトータルスペース数
　でのご請求となります。

2017年1月開催イベントより、企業によるサークルスペースへのチラシの机上
配布を廃止させていただきます。

◇会場内設置のチラシ置き場をご利用いただけます。（パンフレット広告利用の場合はチラシ置き場無料）
◇ご利用には、事前の『企業チラシ置き場利用申請＋チラシ見本』と『企業搬入登録』『規定の料金』が必要です。
├ チラシ置き場利用申請書と、内容確認のためのチラシ見本を事前にお送りいただきます。
└ サークル入場時間やイベント開催時間中にチラシを置き場に設置される場合、『企業搬入登録』は不要です。
◇置き場利用申込締切日は【広告掲載申込締切日と同日】です。(締切日一覧は、広告掲載申込書をご参照ください)
◇チラシ置き場のご利用のみ (広告掲載無し) の企業様は、開催前の弊社指定日にご入金いただきます。
※申請方法につきましては、別途ご案内いたしますので、余裕をもってお問い合わせください。



■免責事項
弊社は、天災その他不可抗力によってイベントの開催を中止せざるを得ないことがあります。
開催前に中止を決定した場合に限り、規定の料金は請求いたしません。
但し、書店前売りを行ったパンフレットの発売後の中止については、規定料金を請求いたします。
また、中止によって生じた損害は一切補償いたしません。

■企業チラシのサークル委託配布について
参加サークルに配布を委託し、開催時間中にサークルスペースから配布する宣伝印刷物については、「サークル代表者
本人が制作・創作に携わった商品・サービスの宣伝チラシ」のみ配布を許可します。
◇ご利用には事前の『企業チラシ委託配布申請＋配布物見本』と『規定の料金』が必要です。
　申請方法につきましては別途ご案内いたしますのでお問い合わせください。『企業チラシ委託配布申請書』をお送り
　いたします。
◇配布申込締切日は【広告掲載申込締切日と同日】です。(締切日一覧は、広告掲載申込書をご参照ください)
◇配布料金は委託者 (発行者) 負担とします。(詳しくはお問い合わせください)

■料金請求とキャンセルについて
◇弊社取引き条件は【ご利用月末締、翌月末日指定銀行口座振り込み】です。

請求書は、該当イベントの翌月10日までに送付いたします。
振込手数料は、貴社にてご負担ください。

◇広告掲載・チラシ置き場利用・チラシ配布料金は、募集規模ではなく確定規模の料金にてご請求申し上げます。
正式な各料金の確定は、イベント募集受付終了後となります。

◇申し込み後のキャンセルは、文書にてお願いいたします。
申込締切日（入稿日）以降のキャンセルは、キャンセル料として掲載料金の100％を申し受けます。

※新規お取引・チラシ置き場のみご利用の企業様は、開催前の弊社指定日にご入金いただきます。


