
2012年6月1日
株式会社角川グループパブリッシング

　角川グループ出版事業の営業･販売会社である、株式会社角川グループパブリッシング(本社：東京都
千代田区 代表取締役社長：関谷幸一)は、株式会社角川書店、株式会社アスキー･メディアワークス、
株式会社富士見書房、株式会社エンターブレイン、株式会社中経出版のグループ5社による合同コミッ
クスフェア「角川グループコミック祭 2012夏」を6月中旬より書店店頭にて順次開催いたします。

　夏と冬の年2回開催の「角川グループコミック祭」(通称：角★コミ)は、2009年夏より開始。当初は角川
書店のみのフェアでしたが、翌2010年よりグループ5社による合同フェアへと進化しました。
　フェアのメインビジュアルは、各社を代表するキャラクターによるコラボレーションイラストで毎回読者を
楽しませてきましたが、今回の「角★コミ2012夏」では「角★コミ全国制覇」を謳い、角川グループの人気
漫画家52名がイラストを描き下ろし、それぞれの都道府県の「ご当地ポスター」として活躍します。

▲株式会社角川書店、株式会社アスキー･メディアワークス、株式会社富士見書房、
　 株式会社エンターブレイン、株式会社中経出版の人気キャラクターが全国ポスター＆ポストカードに！

角川グループ合同コミックスフェア
「角川グループコミック祭 2012夏」開催！

読者プレゼントキャンペーンも実施

プレスリリース



　フェア実施にあたり、「角★コミ2012夏」を盛り上げる為に以下のキャンペーンを実施いたします。
①①①①「「「「角角角角★★★★コミコミコミコミ2012201220122012夏夏夏夏」」」」フェアフェアフェアフェア開催店舗開催店舗開催店舗開催店舗((((全国約全国約全国約全国約3333,,,,000000000000店店店店))))におけるにおけるにおけるにおけるポストカードプレゼントキャンペーンポストカードプレゼントキャンペーンポストカードプレゼントキャンペーンポストカードプレゼントキャンペーン
　　　　　　「角★コミ2012夏」フェア開催店舗(全国約3,000店)で対象書籍を購入すると、
　　　　　　「角★コミ2012夏」特製ポストカードが1枚もらえます(全52種)。
　　　　　　フェア開催店舗については「角★コミ2012夏」公式HP
　　　　　　(http://www.kadokawa.co.jp/kadocomi/)でご案内いたします。
　　　　　　詳しい配布方法等は書店店頭でお尋ね下さい。なくなり次第終了となります。

②②②②「「「「角角角角★★★★コミコミコミコミ2012201220122012夏夏夏夏」」」」フェアフェアフェアフェア応募券応募券応募券応募券2222枚枚枚枚でででで作家直筆作家直筆作家直筆作家直筆サインサインサインサイン入入入入りりりりポスターポスターポスターポスターややややポストカードセットポストカードセットポストカードセットポストカードセットがががが当当当当たるたるたるたる
　 　 　 　 抽選抽選抽選抽選キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン
　　　　　　フェア開催店舗で展開されている「角★コミ2012夏」対象書籍に巻かれている帯、および6月
　　　　　　から8月にかけて刊行される角川グループコミックス新刊(「角★コミ2012夏」ロゴのついて
　　　　　　いるものに限ります)の帯についているフェア応募券を2枚集めて、ハガキに貼って送ると
　　　　　　抽選で作家直筆サイン入りポスターが52名様に、全52種類のポストカードセットが500名様に
　　　　　　当たります。
　　　　　　応募締切は2012年9月30日(日)消印有効。
　　　　　　詳しい応募方法は対象商品についている帯をご覧ください。

　また、「角★コミ2012夏」サポート企画として、「角★コミ2012夏スタンプリーキャンペーン」も併せて開
催いたします。
　「スタンプリー」とは、デジタルスタンプを集めるだけでなく、よりゲーム性を高めた進化形デジタルス
タンプラリーサービスです。
読者は、スマートフォンなどでサービスに登録し、スタンプラリーを開始。登録時にその登録エリアのス
タンプ1枚がもらえるほか、「角★コミ2012夏」フェア開催店舗で購入特典でもらえるポストカードについ
ているQRコードを読み込むと、10枚のデジタルスタンプがもらえます(1枚はポストカードイラスト、9枚は
ランダム)。
対象書籍を購入する事でデジタルスタンプを増やすだけでなく、友達を紹介する事で、その友達が住
んでいるエリアのスタンプがもらえます。こうしてデジタルスタンプを増やして全国制覇を目指すキャン
ペーンです。全国を8地区に分けた地方制覇特典、全国制覇特典などが用意されています。
詳しくはスタンプリーHP(http://stamplly.jp/)をご覧ください。

　さらに、グループ内のデジタル戦略会社である株式会社角川コンテンツゲートが運営する電子書籍
配信プラットフォーム「BOOK☆WALKER」では、「角★コミ2012夏」の展開に合わせて特設HPを開設い
たします。
　特設HPでは、「角★コミ2012夏」対象書名の特集(立ち読みや電子書籍購入など)を行う事で、電子書
籍版角★コミ2012夏」を展開する予定です。詳しくはBOOK☆WALKER「角★コミ2012夏」特設HP
(http://bookwalker.jp/ex/sp/kadocomi/index.html)をご覧ください。

　　【角★コミ2012夏】
　　公式サイトURL：http://www.kadokawa.co.jp/kadocomi/
　　　　　　　　　　　　※ 6/1より予告サイト始動。6/15より本格稼動開始予定。
　　公式Twitterアカウント：@kadocomi
　　キャンペーン問合せ先：エンターブレインカスタマーサポート
　　　　 　　　　　　　　　　　　 TEL 0570-060-555(土日祝日除く12時～17時)

　【本件に関するお問合せ】
　＜角★コミ2012夏＞　株式会社角川グループパブリッシング 営業本部 統括営業部
　　　　　　　　　　　　　　　(営業)コミック･ニューメディアグループ　担当：松下　水上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-3238-8478　FAX：03-3262-7765
　　　　　　　　　　　　　　　(宣伝)宣伝グループ　担当：佐野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-3238-8688　FAX：03-5276-7262

　＜スタンプリー＞　 スタンプリー事務局　担当：瀬戸
　　　　　　　　　　　　　TEL：0120-676-337　E-Mail：inquiry@stamplly.jp

　＜BOOK☆WALKER＞　株式会社角川コンテンツゲート BOOK☆WALKER事業本部　担当：栗本
　　　　　　　　　　　　 　　　 TEL：03-3238-8474　FAX：03-3238-9086



都道府県都道府県都道府県都道府県 書名書名書名書名 著者名著者名著者名著者名((((敬称略敬称略敬称略敬称略))))

1 北海道 生徒会の一存 １０mo
2 青森県 彼岸花の咲く夜に つのはず壱郎
3 岩手県 ぼく、オタリーマン。 よしたに
4 宮城県① 世界の果てで愛ましょう 武田すん
5 宮城県② 魔法戦記リリカルなのはForce 緋賀ゆかり
6 秋田県 おまもりひまり 的良みらん
7 山形県 ココロコネクト CUTEG
8 福島県 星屑ニーナ 福島聡
9 茨城県 トラウマ量子結晶 青木ハヤト
10 栃木県 リコとハルと温泉とイルカ ヒジキ
11 群馬県 日常 あらゐけいいち
12 埼玉県① ナナマルサンバツ 杉基イクラ
13 埼玉県② らき☆すた 美水かがみ
14 千葉県 あしたの今日子さん いわさきまさかず
15 東京都① 東京ESP 瀬川はじめ
16 東京都② やさしいセカイのつくりかた 竹葉久美子
17 神奈川県 新世紀エヴァンゲリオン 貞本義行
18 新潟県 トリニティセブン 奈央晃徳
19 富山県 ブラック★ロックシューター 鈴木小波
20 石川県 ストレニュアス・ライフ 丸山薫
21 福井県 まおゆう魔王勇者 浅見よう
22 山梨県 キョウハクDOG'ｓ―Another Secret― しゃあ
23 長野県 あの夏で待ってる i*chi*ka×毒田ペパ子
24 岐阜県 氷菓 タスクオーナ
25 静岡県 機動戦士ＺガンダムＤｅｆｉｎｅ 北爪宏幸
26 愛知県 カードファイト!!　ヴァンガード 伊藤彰
27 三重県 棺姫のチャイカ 茶菓山しん太
28 滋賀県 アニコイ ゴツボ×リュウジ
29 京都府① えびてん 狗神煌
30 京都府② いなり、こんこん、恋いろは。 よしだもろへ
31 大阪府① Angel Beats! 浅見百合子
32 大阪府② だから僕は、Hができない。 岡霧硝
33 兵庫県 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 松沢まり
34 奈良県 TIGER&BUNNY 榊原瑞紀
35 和歌山県 忍弾 ひよひよ
36 鳥取県 まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る！」 石田あきら
37 島根県 ジゼル・アラン 笠井スイ
38 岡山県 鏡野町のカグヤ 草凪とんぼ
39 広島県 魔法少女リリカルなのはViVid 藤真拓哉
40 山口県 バカとテストと召喚獣 SPINOUT! それが僕らの日常。 namo
41 徳島県 東京レイヴンズ 鈴見敦
42 香川県 乱と灰色の世界 入江亜季
43 愛媛県 これはゾンビですか？ さっち
44 高知県 放課後アトリエといろ 華々つぼみ
45 福岡県 ビッグオーダー えすのサカエ
46 佐賀県 ヨメがコレなもんで。 宮田紘次
47 長崎県 ふうらい姉妹 長崎ライチ
48 熊本県 ケロロ軍曹 吉崎観音
49 大分県 トリアージX 佐藤ショウジ
50 宮崎県 ブラッドラッド 小玉有起
51 鹿児島県 クラスメイト（♀）と迷宮の不適切な攻略法 紺矢ユキオ
52 沖縄県 エウレカセブンAO 加藤雄一

【付表】角★コミ2012夏　ご当地ポスターイラスト参加書名及び著者リスト


