
媒体概要 広告ご掲載料金

原稿データ作成について

■実施料金　

　　
　　
　　※料金には掲載費・制作費・取り付け・撤去作業費を含みます。
　　※ご出稿にあたり、原稿審査をさせていただきます。ご了承下さい。

データ入稿の締め切り
使用可能アプリケーション
文字データの扱い

広告本体の製作は弊社が承ります。
お客様には原稿となるDTPデータの
製作をお願い致します。

画像データのサイズ・解像度

広告スペースのご案内　

※上記写真はイメージであり実際の寸法、掲載場所とは若干異なる場合があります。

　

｢コミックマーケット78公共広告｣
媒体概要
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はじめに

｢コミックマーケット公共広告｣のご提案　

1日目・・・・・・・150,000人
2日目・・・・・・・170,000人
3日目・・・・・・・190,000人

　 合計・・・・・・510,000人

◆コミックマーケット77来場者数
　（コミックマーケット事務局調べ）■過去のコミックマーケット来場者数　（コミックマーケット事務局調べ）

◆コミックマーケット76

1日目・・・・・・・180,000人
2日目・・・・・・・180,000人
3日目・・・・・・・200,000人

　 合計・・・・・・560,000人

◆コミックマーケット74

1日目・・・・・・・170,000人
2日目・・・・・・・180,000人
3日目・・・・・・・200,000人
　
合計・・・・・・550,000人

◆コミックマーケット75

1日目・・・・・・・150,000人
2日目・・・・・・・170,000人
3日目・・・・・・・190,000人

　 合計・・・・・・510,000人

プロモーションの手段として様々な媒体が存在しますが、集客が望めるイベントでの告
知はセグメントされた多くのターゲット層にダイレクトに訴求できる有効な手段です。
そこでこの総動員数50万人を超える「コミックマーケット」という巨大なイベントを
「媒体」とし、広告スペースを設けました。
国内のみならず、世界的にも注目を集めるこのイベントでの告知は貴社にとって絶大な
プロモーション効果をもたらすことと存じます。

何卒 ご検討の程、よろしくお願い致します。
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■名　 称：南コンコースボード
■所在地　 ：南コンコースエスカレーター手前（上記図面参照）
■サイズ ： H1200 W3150
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

合計：4箇所

￥500,000.-/1枚

※図面の中の赤▲の入った部分が広告スペースとなります

企業ブースへ向かう南コンコースエスカレーター手前の壁面
に大型広告スペースを設けました。来場客に向けて絶大な
訴求効果をもたらします。

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下　Adobe  Photoshop  CS2  以下
すべてアウトライン化

原寸で80dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

①　南コンコースボード

■人の流れは写真の右から左に
　なります。

※QRコードはNGとさせていただきます。

※大判出力 W3150 も可能です。（別途お見積）

2010年7月16日（金）
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　　※料金には掲載費・制作費・取り付け・撤去作業費を含みます。
　　※ご出稿にあたり、原稿審査をさせていただきます。ご了承下さい。

データ入稿の締め切り
使用可能アプリケーション
文字データの扱い

広告本体の製作は弊社が承ります。
お客様には原稿となるDTPデータの
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■名　 称：エスカレーター壁面ポスター
■所在地 ：南コンコースエスカレーター（上記図面参照）
■サイズ ： B0サイズ（H1456 W 1030 ） タ可）
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

2枚/7社
合計14枚

￥300,000.-/2枚1セット

※図面の中の赤▲の入った部分が広告スペースとなります

B0、縦型サイズの広告スペースです。エスカレーターの
緩やかなスピードで自然に目に飛び込んでくるビジュアルは
インパクト絶大です。

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下 　Adobe  Photoshop  CS2 以下
すべてアウトライン化

原寸で80dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

②　エスカレーター壁面ポスター

■南コンコースエスカレーターは、終日
　下り専用となります。

2枚1セットでの販売
となります。

※QRコードはNGとさせていただきます。

2010年7月16日（金）



媒体概要 広告ご掲載料金

原稿データ作成について

■実施料金　
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■名　 称：南コンコース柱巻
■所在地 ：南コンコース（上記図面参照）
■サイズ ： H2800 W3750
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

合計：4箇所

￥350,000.-/1本

※図面の中の赤▲の入った部分が広告スペースとなります

エントランスから企業ブースへ向かう南コンコースの柱に
設置。東ホ 西ホールへのメイン導線でもあるので
終日参加者の行き来の絶えない、絶好のスペースです。

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下 Adobe  Photoshop CS2 以下
すべてアウトライン化

原寸で80dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

③　南コンコース柱巻

※QRコードはNGとさせていただきます。

2010年7月16日（金）
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文字データの扱い

広告本体の製作は弊社が承ります。
お客様には原稿となるDTPデータの
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■名　 称：アトリウム柱巻
■所在地 ： 1Ｆアトリウム（上記図面参照）
■サイズ ： H2800 W 3590 
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

合計：4箇所

￥350,000.-/1本

※図面の中の赤▲の入った部分が広告スペースとなります

アトリウムにある柱に貴社の広告を掲出。
人が滞留しやすい場所なので、じっくり広告 面が見られる
スペースです。

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下 Adobe  Photoshop CS2 以下
すべてアウトライン化

原寸で80dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

④　アトリウム柱巻　

※QRコードはNGとさせていただきます。

2010年7月16日（金）
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■名　 称：エントランスホール柱巻
■所在地 ：東ホールと西ホールを結ぶエントランスエリア（上記図面参照）
■サイズ ： H2800 W2840
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

￥350,000.-/1本

合計：4箇所
※図面の中の赤▲の入った部分が広告スペースとなります

東ホールと西ホールを結ぶエントランスエリアに位置し、
コミックマーケット開催中、参加者が滞留しやすいスペ
ースに設置された広告メニューです。

すべてアウトライン化

原寸で150dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

⑤　エントランスホール柱巻

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下 Adobe  Photoshop CS2 以下

※QRコードはNGとさせていただきます。

2010年7月16日（金）



媒体概要 広告ご掲載料金

原稿データ作成について

■実施料金　
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■名　 称：西4特大タペストリー
■所在地 ：西4ホール通路（上記図面参照）
■サイズ ： H3000 W3600
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

合計：8箇所
※図面の中の赤▲の入った部分が広告スペースとなります

西ホール4階の通路部分に大型のポスター枠を設けました。
両面に印刷された広告面は通路のみならず西ホール1階
からも視認でき、絶大な効果を発揮します。

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下 Adobe  Photoshop CS2 以下
すべてアウトライン化

原寸で80dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

￥800,000.-/ 1枚（両面印刷）

⑥　西4特大タペストリー

※QRコードはNGと
させていただきます。

￥600,000.-/ 1枚（片面印刷）

2010年7月16日（金）
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■名　 称：喫茶コーナーテーブルマット
■所在地 ： エントランスホール奥喫茶コーナー（上記図面参照）
■サイズ ： テーブル1基につきA2サイズ（ H5 W420 ） 1枚　or 　　　　　　　
　　　　　　　　　 A3サイズ W 枚　　　　　　　　　　
■掲示期間 ： 2010年8月13日（金）～15日（日）

合計：12枠
※図面の中の■の部分にある喫茶コーナーのテーブルに　　　
　広告を貼付致します。

Adobe  Illustrator 12.0 （CS2）以下 Adobe  Photoshop CS2 以下
すべてアウトライン化

原寸で80dpi 以上※天地・左右に20 mmずつ塗り足しを入れて下さい。

￥400,000.-/ 10卓セット

⑦　喫茶コーナーテーブルマット

2010年7月16日（金）

※QRコード類可能です。

※貼付するテーブルは選べません。ランダムに貼付致します。　



⑥　 西4特大タペストリー　過去掲載実績例

①　南コンコースボード

②　エスカレーター壁面ポスター

③　南コンコース柱巻

⑤　 西4特大タペストリー

④　アトリウム柱巻
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■お申し込みに関して
お申し込みに関しましては別紙の「 株式会社堀越 広告申込書」にてお申し込み下さい。
FAX専用となっておりますのでご注意下さい。
また、各メニューで応募数が規定数以上に達した場合、抽選とさせていただきます。予めご了承下さい。

■スケジュール
5/12 　（水） 　　　　　　　 FAXにて一次応募受付開始
6/11 　（金） 　 　　　　　　　　一次応募受付締切
6/14   （月） ～ 6/16 （水）　　　選考 （各メニュー共に応募数が規定数以上に達した場合）
6/17 　（木） ～ 6/18　（金） FAXにて決定通知 　 　　　　　　　　　
6/18 　（金） ～ 6/23  （水） キャンセル受付 （キャンセル待ちの企業様にご連絡）
6/24 　（木） ～ 　 　　　　　二次募集開始（一次で空きが出た場合に実施。各メニュー共に先着順）

7/9 　　（金） 　　 　　　　　　　　 　　原稿審査（大ラフで構いません）
7/16 　（金）　　　　　　　　　　 　　データ入稿
7/22 　（木） ～　　　　　　　　　 　校正出し（A3サイズ程度で出力）※基本的に校正は1回限りとさせていただきます。
7/29　 （木）　　　　　　　　　　 　下版
8/12　 （木） 　施工

お申し込み・スケジュールに関して　

企業様データ制作期間
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■入稿規定
データを作成頂く際にご注意事項がございます。
ご来場者には未成年者が多いため、以下のものは掲載NGとさせていただきます。

■その他注意事項
・当選後、キャンセル期間を超えますとキャンセルはできなくなります。予めご了承下さい。
・「コミックマーケット広告」 は 「コミックマーケット78」 にご出展されない企業様にもご案内させていただきます。
　予めご了承下さい。
・企業限定の広告スペースになります。個人・サークルに関してはご出稿できませんのでご注意下さい。
・注意事項に関しましては、本資料に記載されていない事項でも基本的に「コミックマーケット78 出展約款」
　に準じるものと致します。
　ご不明点や出展約款をお持ちでない方は、別途お問い合わせ下さい。

■お支払いに関して
・
・一見のお客様に際しましては、初回より3回目まで弊社きていにより前金とさせていただきます。
お支払いに関しましては、平成22年8月末締めの平成22年9月末払いとさせていただきます。予めご了承下さい。

注意事項

・公共のスペースですので、公序良俗に反する広告は掲載できません。詳しくはお問い合わせ下さい。
・ダイヤルQ2関連、出会い系の広告は掲載できません。
※上記項目以外であっても有限会社コミケットが掲載にあたって不適切と判断したものに関してはデータをご修正　　いただく
可能性がございます。予めご了承下さい。
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広告スペースのご案内　

※上記写真はイメージであり実際の寸法、掲載場所とは若干異なる場合があります。
コミックマーケット公共広告に関するお問い合わせは

株式会社 堀越
東京都千代田区神田小川町2-10 第二木津ビル
TEL:03-3295-3360 FAX:03-3295-4430

堀越 ホビー課
コミックマーケット公共広告担当

森 浩一郎まで
　　　　　　　　　　　　　

お問い合わせ先


