
■フェア期間 2021年12⽉中旬〜
2022年3⽉31⽇

■参加条件
①1セット以上のご注⽂
②フェア期間中の継続展開
③売上で調査票をフェア終了後にFAX送信
※調査票はフェアキットに同梱します

■搬⼊⽇︓2021年12⽉2⽇予定
■フェアキットお届け⽇︓同上

■参加特典フェアキット内容
●A3判フェアポスター４枚 ●A4判パネル１枚
●TRPGカタログ リーフレット100部
●シノビガミ マスクケース30部
●Role＆Roll誌、Twitterで開催店舗を告知

毎年恒例の⼈気フェア 冬期の展開に最適
※フェアキットがなくなり次第、募集を終了させていただく場合がございます。

中年以上の男性が主要層のホビーと⾔われ
たTRPGに若い学⽣と⼥性のユーザーが⼤
幅に増えていることがアンケートで判明し
ました。
売り伸ばしのチャンスです。
前回の参加店は今回もどうぞ︕
初参加も⼤歓迎です︕
「クトゥルフ神話TRPG」（KADOKAWA
刊）しか導⼊が無い書店様は、今回ぜひご
参加ください。

お申し込みは別紙をご利⽤ください【締切︓11⽉1⽇（⽉）】

【TRPGユーザー
になった年齢】

26-30歳10.9％
21-25歳22.5％
16-20歳40.3％
11-15歳19.9％
上記以外6.4％

■フェア参加の流れ
①FAXにて別紙のセット注⽂書でお申し込み。
②新紀元社よりフェアキットをお送りします。
③セット注⽂商品を上記搬⼊⽇でご⼿配。
※ご都合ある場合は別途ご相談ください。

④フェア特典の配布条件は書店様でご設定ください。
⑤セット以外の新紀元社の書籍を購⼊したお客様にお配りいただい
ても問題ありません。
⑥読者向けにTwitter等の媒体で開催店舗を告知しますので、上記の
フェア期間中は必ずご展開ください。
※配布物が不⾜しそうな時はご遠慮無くお知らせください
⑦フェア期間終了後、売上調査票を新紀元社にFAX送信願います。

Role&Roll編集部調べ（2021年9⽉7⽇〜17⽇
インターネットにて調査・回答数1917件

アンケートで判明︕TRPG市場に⼤変化が。売場拡充・告知を︕
【TRPGユーザー
の年齢】
⼥性53.6％
男性39.8％
無回答6.6％

【TRPGユー
ザーの年齢】
36歳以上23.1％
31-35歳16.1％
26-30歳25.2％
21-25歳24.3％
16-20歳10.9％

リーフレット サンプル画像

マスクケース サンプル画像（デザインは変更になる場合があります）

外側 内側

フェアの⽬⽟は
特典マスクケース︕



新紀元社TRPGフェア2021 申込書・セット明細

■テーブルトークRPG

書名 本体価格 判型 ISBN978-4- 内容 セット入数 単品増数

シノビガミ スタートブック 上 改訂版 ¥1,300 B5 7753-1881-2 基本ルールブック 3
シノビガミ スタートブック 下 改訂版 ¥1,300 B5 7753-1882-9 基本ルールブック 3
シノビガミ 基本ルールブック 改訂版 ¥3,800 B5 7753-1827-0 基本ルールブック 2
シノビガミ シナリオ集 忍秘伝・改 ¥3,000 B5 7753-1254-4 拡張ブック 1
シノビガミ シナリオ集 正忍記・認 ¥3,000 B5 7753-1820-1 拡張ブック 1
インセイン ¥1,500 新書 7753-1176-9 基本ルールブック 3
インセイン2 デッドループ ¥1,500 新書 7753-1272-8 拡張ブック 1
インセイン3 インセインSCP ¥1,500 新書 7753-1410-4 拡張ブック 1
バディサスペンスTRPG フタリソウサ ¥1,700 新書 7753-1701-3 基本ルールブック 2
フタリソウサ 怪盗からの誘惑 ¥1,800 新書 7753-1769-3 拡張ブック 1
フタリソウサ あなたと仲良くなる⽅法 ¥1,800 新書 7753-1826-3 拡張ブック 1
⼈⻤⾎盟RPG ブラッドパス ¥1,900 新書 7753-1798-3 基本ルールブック 2
ブラッドパス スカーレッド・ナイト ¥1,800 新書 7753-1832-4 拡張ブック 1
ふしぎもののけRPG ゆうやけこやけ ¥3,000 B5 7753-1644-3 基本ルールブック 2
ゆうやけこやけ よいやみこみち ¥3,000 B5 7753-1779-2 拡張ブック 1
マギカロギア基本ルールブック ¥3,800 B5 7753-1478-4 基本ルールブック 2
⼩さな勇者のRPG ウタカゼ ¥2,000 B5 7753-1175-2 基本ルールブック 2
復讐執⾏TRPG 瞳逸らさぬイリスベイン ¥2,000 新書 7753-1936-9 基本ルールブック 2
星と宝⽯と⼈形のTRPG スタリィドール ¥1,800 新書 7753-1914-7 基本ルールブック 2
⻘春バンドTRPG ストラトシャウト ¥1,700 新書 7753-1659-7 基本ルールブック 2
超時空時代劇RPG 天下繚乱 ¥4,500 B5 7753-1893-5 基本ルールブック 2
光砕のリヴァルチャー ¥2,000 新書 7753-1902-4 基本ルールブック 2
■テーブルトークRPG資料

書名 本体価格 判型 ISBN978-4- 内容 セット入数 単品増数

図解 クトゥルフ神話 ¥1,300 B6 7753-0422-8 宇宙的恐怖の世界 3
図解 北欧神話 ¥1,300 B6 7753-0543-0 3
図解 ケルト神話 ¥1,300 B6 7753-1178-3 3
図解 ⽇本神話 ¥1,300 B6 7753-0933-9 3
図解 城塞都市 ¥1,360 B6 7753-1451-7 2
図解 中世の⽣活 ¥1,360 B6 7753-1302-2 500年前の⽣活 2
幻想ネーミング辞典 ¥1,300 B6 7753-0743-4 ファンタジー資料 2
和の幻想ネーミング辞典 ¥1,300 B6 7753-1042-7 ファンタジー資料 2
幻想⽤語辞典 ¥1,360 B6 7753-1923-9 ファンタジー資料 2
幻想由来辞典 ¥1,300 B6 7753-1453-1 ファンタジー資料 2
現代知識チートマニュアル ¥1,600 B6 7753-1495-1 異世界転⽣⽤雑学 2
軍事強国チートマニュアル ¥1,700 B6 7753-1610-8 異世界転⽣⽤雑学 2
ARMS＆ARMOR 武器甲冑図鑑 ¥2,800 A5 7753-0275-0 1
RPGシティブック I ¥2,400 B5 7753-1939-0 TRPG汎⽤資料 1
コボルドのＲＰＧデザイン ¥3,000 四六 7753-1920-8 1

ARMS＆ARMOR　武器甲冑図鑑 FAX︓03-3219-0922

■フェアキットお届け先住所登録

貴店名前
電話
FAX

〒
住所

ご担当者名 様

TEL︓03-3219-0921
株式会社 新紀元社 ご注⽂はこちらまで

ご質問・お問い合わせ先

貴店番線印

ご担当者名

ご発注数

搬⼊希望⽇

※特になければ未記⼊でOK

セット

⽉ ⽇

様

騎⼠軍装
古式ミリタリー

ノルウェー
デンマーク
イギリス
フランス

神道、古事記
⽇本書紀
中世の城

⼤都市の⽣活

ゲームデザイン
技法

【締切】
11⽉1⽇
（⽉）


