
▼公式ガイドブック概要
開 催 日  ：2017年 9月3日（日）
販　　売：前売り（8月初旬より提携書店にて）
　　　　　当日販売
価　　格：当日販売￥800／書店前売り￥1,080
体　　裁：無線綴じ・左とじ・B5 判
発行部数：10,000 部（予定）
取扱形態：来場者購入制（サークル自由購入）

▼原稿作成・入稿時の注意事項
（データ入稿のみ）

モノクロ
1/4・1/2

●原寸裁ち切り（トンボ不要）
●保存形式｜ Photoshop（PSD形式）指定。
　　　　　　必ず『画像の統合』を行ってください。
●解 像 度｜グレースケール：600dpi 以下
　　　　　　モノクロ 2 値　：1200dpi 以下

モノクロ
1 頁

●要トンボ・塗り足し（天地左右各3mm）。解像度は上記参照。
●保存形式｜ Adobe PDF
　 　 　 　 　Illustrator（ai) 以下
　 　 　 　 　Photoshop（PSD形式／画像統合 )
●天地左右各辺から5mm以内に文字を掲載しないで
  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。

フルカラー
4C

●要トンボ・塗り足し（天地左右 各3mm）。
　解像度・保存形式は、上記モノクロ 1頁参照。

※必ずカラーの出力見本を添付してください。
※色校正は、原則としてお出しいたしません。

入稿方法

①【自社サーバーへのアップロード】
ZIP 形式で圧縮したデータファイルを自社サーバーに
アップロードした後、アップロード先のアドレスを
メールにてご連絡ください。
■連絡アドレス　advertise@akaboo.jp

②【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：ケイ ･ コーポレーション事業部 宛

③【専用入稿フォーム利用】
　※モノクロ原稿のみ対応

広告原稿専用フォームからお送りください。
※1 回の送信で 3MB を超えるものは①か②の方法
をご利用ください。
■専用入稿フォーム
http://www.akaboo.jp/contact/mediaguide.
html

注意事項

●文字のアウトライン化・配置画像のリンク確認（ai）・
画像の統合（PSD）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は削除してください。
●データ保存の際、”スラッシュ”は使用しないでくださ   
   い。

● R18指定商品のお取り扱いがある場合には、その旨広告にご記載く
ださい。また、表現によりましては掲載をお断りする場合があります。

青ブーブー通信社公式サイト
AOBOO.JP
▼これまでのイベント開催レポート他、情報満載のWEBサ
イトです。ぜひ一度ご覧ください。

▼広告掲載申込方法
別紙『広告掲載申込書』に必要事項をご記入の上、
以下期日までに FAX にてお申し込みください。

申込締切日 2017年7月7日（金）必着
入稿締切日 2017年7月14日（金）必着

▼広告掲載料金表
掲載サイズ

原稿サイズ（横×縦）
（天地左右 3mm

塗り足し込み原稿サイズ）
料金（税込）

モノクロ
1C

1/4 頁 75mm ×110mm
（原寸裁ち切り） 　¥37,800    

1/2 頁 150mm ×110mm
（原寸裁ち切り） 　¥61,560 

1 頁 182mm×257mm
（188mm ×263mm） 　¥86,400 

フルカラー
4C

1 頁 182mm×257mm
（188mm ×263mm） ¥135,000 

表３ 182mm×257mm
（188mm ×263mm） ¥172,800 

表４ 172mm×257mm
（178mm ×263mm） ¥270,000 

▼掲載見本誌の送付
広告掲載ガイドブックは、開催前に１部お送りい
たします。

■お問い合わせ
有限会社 ケイ ･ コーポレーション事業部 TEL.03-3225-9155
■お申し込み先
有限会社 FRU
TEL 03-3225-0411/FAX 03-3225-8026
※お申し込み先と料金請求元は、販売代理店の FRU です。

公式ガイドブック広告掲載

前回開催実績 Comic Treasure 29
開 　催 　日：2017年1月15日開催（＠インテックス大阪）
開催スペース数： 1,874スペース
総 来 場 者 数 ：11,500人
出  展  企  業 ：11ブース（順不同・敬称略）

＊Pikatto Anime/ ピカットアニメ ＊株式会社サクセス
＊すたいらす /華枕  ＊こみっく軸中心派
＊かぴばらしょっぷ with 小町むすめ
＊ケロQ& 枕 ＊ DLsite.com/ にじよめ
＊メロンブックス ＊とらのあな ＊ DMM 同人
＊オタクライフサポート SNS「ギークルズ」

『こみっく☆トレジャー』は、「同人誌即売会」「美少女ゲーム・ア
ニメ」「コスプレ」を中心に、インテックス大阪にて夏・冬に定期開
催する、男性同人誌層をメインターゲットとした総合イベントです。
関西からの新たな情報発信をはじめ、夏冬の関東圏からの全国展開
など、これまでにない切り口で本イベントをご利用ください。

青ブーブー通信社

名　　称：Comic Treasure 30
内　　容：オールジャンル同人誌即売会 + コスプレ
開催日時：2017 年 9月 3日（日）11:00 ～ 15:00
会　　場：インテックス大阪　
主　　催：青ブーブー通信社（有限会社ケイ・コーポレーション）
入場者数：11,500 人（見込み）
入  場  料：800円（ガイドブック代として）

Comic ★ Treasure 30 開催概要

ターゲットは20代から30代前半の成人男性層であり、企業出展ブー
スエリアと併せて、関西有数の同人誌即売会・コスプレエリアを有
しています。（コスプレイヤーの 9 割は女性）
アマチュアサークルによるオールジャンル同人誌即売会とともに、
総合見本市として美少女ゲーム関連企業によるプロモーション・グ
ッズ販売がおこなわれ、関西圏を中心にマンガ・アニメ・ゲーム等
を嗜好するファン層への効果的なアピールを行うことができます。

来場者の構成

公式ガイドブック広告掲載



申込日：平成　 　年　 　月 　　日

　　　　　　　　　　　主催：有限会社ケイ・コーポレーション　TEL：03-3225-9155
　　　　　　　　　お申し込み先：有限会社FRU　TEL：03-3225-0411

FAX送信先：03-3225-8026

※広告掲載をご利用いただきますと、サークルスペースへのチラシ配布無料、チラシ置き場もご利用いただけます。
※同人誌印刷業組合加盟会社は、10％割引でご利用いただけます。

■ガイドブック広告申込スペース（掲載ご希望のサイズを○印で囲んでください）

■広告内容（広告内容を具体的にご記入ください）

ガイドブック広告掲載申込書
有限会社ケイ・コーポレーション殿（有限会社FRU）

※請求書送付先が、申込者と異なる場合、別紙にお書き添えの上、お送りください。

印

■申込者

社名・団体名

担 　当 　者 氏　名所属・役職：

電 　　 　話

氏　名所属・役職：代 　表 　者

ＦＡＸ

住 　　 　所 〒

印

担当者E-mail

事 業 内 容

モノクロページ（1C） フルカラーページ（4C）

データ入稿（PSD形式）指定／原寸裁ち切り データ入稿指定／トンボ・塗り足し必要

通常料金

同人誌印刷業組合
加盟会社掲載料金

１／４ １／２ １　頁 １　頁 表３頁 表４頁掲載サイズ

U　　R　　L

申込締切日 2017年7月７日（金）
　入稿期限 2017年7月1４日（金）

￥37,800-

￥34,020-

￥61,560-

￥55,404-

￥86,400-

￥77.760-

￥135,000-

￥121,500-

￥172,800-

￥155,520-

￥270,000-




