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写真・イラスト購入で同人誌印刷が安く、電子書籍化も無料に！ 

同人誌の原稿制作を支援、作家活動をサポート 

ビジュアル・グレードアップキャンペーン開始 

ねこのしっぽ×PIXTA×BOOK☆WALKER 3 社合同キャンペーン〈9 月 30 日まで〉 

 

写真・イラスト・動画素材のマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」（ https://pixta.jp ）を運営する

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介 以下、PIXTA）、同人誌印刷の

有限会社ねこのしっぽ（神奈川県川崎市 代表取締役：内田 朋紀、http://www.shippo.co.jp 、以

下、ねこのしっぽ）、および総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」（ http://bookwalker.jp ）を運

営する株式会社ブックウォーカー（東京都千代田区 代表取締役社長：安本洋一 以下、

BOOK☆WALKER）は、3 社合同キャンペーンとして、オリジナル創作同人誌の制作支援を目的に

「ビジュアル・グレードアップキャンペーン」を 6 月 1 日から 9 月 30 日まで開催しております。 

 

 

■実施の背景 

同人誌市場は国内市場規模が約 757 億円と言われており、近年ダウンロード販売が市場を牽引

しています。（※） 

ダウンロード販売は、表紙によって売れ行きが決まるとも言われる一方で、同人作家個人の力だ

けでビジュアル的な訴求力を高めるには限界もあり、表紙に悩む作家は数多く存在しています。 

そこで、写真、イラストなどのデジタル画像素材を販売する「PIXTA」と同人誌印刷の「ねこのしっ

ぽ」、そして電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の 3 社が協力し、オフライン（印刷）とオンライン

（電子書籍）双方の気軽なビジュアル・アップグレードが実現できる本キャンペーンの実施に至り

ました。従来、オフラインだけで活動していた作家にも、少ないコスト負担で、ビジュアルクオリティ

の高い印象的な表紙制作、及び電子書籍化を可能にすることで、作家活動を支援するとともに、

同人誌業界のさらなる活性化につなげたいと考えています。 

※出典元：矢野経済研究所「クールジャパンマーケット／オタク市場の徹底研究 2015」 

 

https://pixta.jp/
http://www.shippo.co.jp/
http://bookwalker.jp/


■キャンペーン概要 

写真、イラストなどのデジタル素材販売サイト「PIXTA」で、3,000 円以上（税込）の素材を購入する

と、同人誌印刷会社「ねこのしっぽ」の印刷代が 3,000 円（税込）割引になります。購入した素材

は、同人誌の表紙や挿絵への利用はもちろん、写真を加工して漫画の背景に使用することも可

能です。さらに、印刷用の入稿データはそのまま無料で電子書籍に変換され、総合電子書籍スト

ア「BOOK☆WALKER」で販売することができます。 

作家は、少ない負担で自身の作品内に高品質なビジュアルを使用することが可能になります。 

 

◎対象： 

オリジナルの創作による同人誌をはじめ、個人が発行する本、 

雑誌の販売を検討している人、先着 100 名（※） 

※おひとりさま 1 回のみ、キャンペーンサイトでの申し込み時でカウントします。 

 

◎期間： 

2016 年 6 月 1 日〜2016 年 9 月 30 日 

 

◎ビジュアル・グレードアップキャンペーン：http://bkwk.jp/np 

 

 

【利用方法】 

1. PIXTA で任意の写真、イラスト素材 3,000 円（税込）以上を購入後、領収書を表示させ、

明記されているオーダーID を控えてください。 

＊ PIXTA で素材を購入するためには、会員登録（無料）が必要です。 

＊ PIXTA の素材利用にあたっては PIXTA の利用規約の範囲内に限ります。 

 

2. BOOK☆WALKER で電子書籍を販売するための著者登録サイト「BW インディーズ 著者

センター」に著者情報と販売予定の書籍情報を登録します。 

 

3. キャンペーンページにて、上記 1. で控えたオーダーID を入力し、キャンペーンにお申し

込みください。先着 100 名様に限り、「ねこのしっぽ」で使用可能な 3,000 円分の割引クー

ポンコードを取得できます。 

 

4. ねこのしっぽで、上記 3. で取得した割引クーポンコードを使用して印刷を申し込み、入稿

します。 

 

5. BW インディーズ 著者センターで書籍情報を確認し、「販売申請ボタン」を押して販売を開

始してください。 

 

 

 

 

 

http://bookwalker.jp/ex/sp/neko_pixta/


■PIXTA とは 

  

「個人が生み出すオンリーワンを支援したい」という想

いから生まれた、誰もがインターネット上で写真やイラ

スト、動画作品を投稿し、売買できるデジタル素材の

マーケットプレイスです。投稿された作品は、PIXTA

の専門審査チームによって 1 点 1 点、審査され、審

査を通過した作品だけが、商業利用可能なデジタル

素材としてサイト上にストックされます。現在、ビジネ

ス利用を中心に、様々な企業や商品の広告や Web サイト、アプリ、テレビ番組、書籍等で使用されて

います。 

 https://pixta.jp 

 

 

■ねこのしっぽとは 

  

2016 年で創業 19 年の同人誌専門の印刷会社です。

全て自社設備で製版、印刷から製本まで一括生産だ

から安心です。受注部数も 20 部から 10000 部まで幅

広く対応できます！！ 

20 部からお安く印刷ができる「オンデマンドぱっく」や

全てフルカラー印刷の「フルカラーの本」、本文＆フル

カラーカバー＆しおりの 3 点セット「文庫と新書のフルセット」など用途に応じて様々なパックを用意し

ています。また独自に Web ラジオの配信やアニソンライブ主催、スーパー耐久レースのチームスポン

サーをしていたりと面白い事が大好きな会社です。（社長もライブで歌ったりします） 

http://www.shippo.co.jp/neko/ 
  

 

■BOOK☆WALKER とは 

  

出版社直営の総合電子書籍ストアです。KADOKAWA、

講談社、集英社、小学館をはじめとした、さまざまな

出版社の人気の電子書籍を、スマートフォン・タブレッ

ト端末および PC にてお楽しみいただけます。今後も

作品ラインナップの充実とともに、出版社直営の総合

電子書籍ストアとして、新しい読書スタイル、より良い

サービスの提供を目指してまいります。 

 http://bookwalker.jp/ 

 

 

 

https://pixta.jp/
http://www.shippo.co.jp/neko/
http://bookwalker.jp/


■会社概要 

  

■ ピクスタ株式会社 

社名： ピクスタ株式会社 （東証マザーズ：3416） 

設立： 2005 年 8 月 25 日 

資本金：309,391 千円（2016 年 3 月末時点） 

代表取締役社長： 古俣 大介 

住所： 東京都渋谷区渋谷 3-11-11 IVY イーストビル 9F 

TEL： 03-5774-2692 

FAX： 03-5774-2695 

URL： https://pixta.co.jp/ 

事業内容：デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営 

支店： 日商匹克斯塔圖庫股份有限公司台湾分公司 

（英文名：PIXTA INC. TAIWAN BRANCH） 

子会社： PIXTA ASIA PTE. LTD. 

  PIXTA VIETNAM CO., LTD. 

広報窓口：03-5774-2692 / pr@pixta.co.jp （小林） 

 

■ 有限会社ねこのしっぽ 

社名： 有限会社ねこのしっぽ 

設立： 1997 年 6 月 

資本金：300 万円 

代表取締役：内田朋紀 

住所： 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 1466 

TEL： 044-430-3767 

FAX： 044-430-3768 

URL： http://www.shippo.co.jp/neko/corporation/ 

事業内容：印刷・製本、画材販売、同人誌即売会の企画・開催支援 

広報窓口：044-430-3767 / cat@shippo.co.jo （内田） 

 

■ 株式会社ブックウォーカー 

社名： 株式会社ブックウォーカー 

設立： 2005 年 12 月 1 日 

資本金：1 億円 

代表取締役社長：安本洋一 

住所： 東京都千代田区富士見 1-6-1 富士見ビル 7 

TEL： 03-5216-8310 

FAX： 03-3238-9086 

URL： http://bookwalker.jp/info/corporate/ 

事業内容：電子書籍等電子コンテンツの制作、配信及び販売 

広報窓口： 03-5216-8212 / support@mail.bookwalker.jp （サービス開発部 担当：齊藤） 

 
■取材に関するお問い合わせ先 

ピクスタ株式会社 経営企画部 広報担当：小林 

TEL：03-5774-2692／FAX：03-5774-2695／MAIL：pr@pixta.co.jp 

https://pixta.co.jp/
http://www.shippo.co.jp/neko/corporation/
http://bookwalker.jp/info/corporate/
mailto:pr@pixta.co.jp
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