
よくわかる漫画解説つき

登録は無料で年会費などもかからない！登録は無料で年会費などもかからない！

同人作品を送るだけで始められる！同人作品を送るだけで始められる！

PC、スマートフォンで販売できる！PC、スマートフォンで販売できる！

Circle Hand Book

同人活動

もっと広が
る！

国内最大級の同人ダウンロードショップ

サークル向け委託販売のご案内



登録作品86万点以上の日本一のアイテム
数、登録サークル数6万6千以上の国内最
大級の同人ダウンロードショップです。
一度の登録でたくさんの方に作品を見て
いただくことができます。

販売する作品の登録は無料です。
入会金・年会費などの料金も一切かかり
ませんので、販売コストで赤字になること
がありません！

手描き原稿の方、同人誌の現物しかない
サークル様に、無料で同人誌のデータ化
を承っております。同人誌と登録用紙を送
るだけで、気軽にダウンロード販売が始め
られます！

違法アップロードサイトに対しての「削除
要請代行」や「違法アップロード監視シス
テム」など、サークル様の作品を守るため
違法アップロードに対する様々な取り組
みを実施しています。（無料）

DLsite では海外向けにも運営しており、世界
に向けて作品を販売できます！
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アナログ作品も 
無料データ化！

利用料・登録料
は無料です！

海外向け販売！

国内最大級の
同人DLショップ！

違法アップロード
排除への取組み

サポート体制も万全
だから、ダウンロード

販売が初めての方にも安心♪

―― 完売本やコピー本の販売にも最適！ 同人作品を送るだけで販売開始できる！―― 

DLsite では作品の対象年齢や性別によって、販売フロアが「全年齢向け」「男性成人向け」「女性向け」の３つ
に分かれており、DLsite がるまにとは「女性向け」販売フロアのことを指します。

売り場のご案内！

のご案内のご案内

お客様 DLsite
にアクセス
DLsite
にアクセス

欲しい作品
を探す

欲しい作品
を探す 決済して購入決済して購入 作品を

ダウンロード
作品を

ダウンロード

サークル サークル登録サークル登録 作品登録作品登録 作品をチェック作品をチェック 販売開始販売開始

ディーエルサイトとは… ダウンロード販売って…？
サークル様より委託いただいた同人誌、同人ソフト等の作品
を販売する「同人ダウンロード販売サイト」です。登録サー
クル数、登録作品数ともに国内最大級の規模で運営しており、
同人誌、同人ソフト、PCゲーム、商業コミックなど幅広く扱っ
ています。

同人作品をデジタルデータ化して、電子書籍としてインター
ネットで販売します。データでの販売なので、24時間365日
在庫切れの心配がなく、印刷費や再販費用もかかりません。
また、場所を問わず全国各地の同人ファンに、あなたの作品
をお届けできるのも大きな魅力です。

ＤＬｓｉｔｅがるまに マスコットキャラクター  学 (がく)＆ 湊(みなと)

DLsite
マスコットキャラクター 
エル・スウィート

充実のサービスをご紹介!!充実のサービスをご紹介!!DLsiteDLsite



お支払いは、当月ダウンロード購入が成立した売上を月末締めで
集計し、ご指定の口座へ翌月20日にお振り込みいたします。

翌月20日払い月末締め

※ 振込手数料はDLsite が負担いたします。
※ 支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に繰り下げて行います。
ただし累計3000 円未満の場合は翌月繰越になることと、源泉徴収が適用に
なることをご了承ください。

※ 売上金額はサークルログイン後、売上管理のページからご確認いただけます。

スマートフォンでも販売できる!
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郵送だと登録作業に時間がかかりますが、Webから
登録すると1～2日程度で販売開始できます。

作品制作に携わっているクリエイター名やシリーズ名、
作品初出イベント等の登録ができます。詳細情報を
登録することで作品が見つけやすくなります。

販売開始する前にも作品を宣伝することができます！
希望されたお客様には、販売開始されたことをお知ら
せするメールをお送りしています。

Web登録だと販売開始までが早い !

予告登録で制作中の作品もPR!

作品詳細情報の登録が可能に!

こんなことができる

DLsiteではすぐに販売開始ができるWeb登録をオススメして
おります。しかしデジタルデータがなく、同人誌の現物をお持ちの
サークル様に、無料で同人誌のデータ化を行う代行登録を承って
おります。登録用紙と同人誌の現物だけでも手軽にダウンロード
販売が始められます!

スマートフォン対応形式の作品であれば、PCサイトで通常
の作品登録をするだけで、スマートフォンでも販売を開始
することができます。販売メディアを増やすことで、より
多くのユーザー様にアピールすることができます！

手描きの原稿はpdf形式で、
PC上で違和感なくキレイに
閲覧できるようになります♪

※ファイル形式は選択できます。

登録用紙

作成を依頼する

自分で作成する

マンガ ノベル CG・イラスト その他

JPEG PDF 両方

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

※データ化の際に変換するファイル形式をご選択ください。

男性向け 女性向け

同人誌用 作品登録申込書
申請年月日　　　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

合
場
る
す
成
作
で
分
自

合
場
る
す
頼
依
を
成
作

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

*･･･必須項目

宣伝用画像

*ファイル形式

*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*性別対象

*価格

※１つ選択
作品形式

原本

備考

ご登録申請誠に有難うございます。

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）英語版作品名
※省略可。省略された場合はこちらで作品名を設定します。

申し込む英語サイト販売

おまかせ

ページ （ 定指 　　ページ）+（　　ページ）+（　　ページ）

なし

おまかせ

※表紙も指定できます。ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）
紹介画像

※省略可
サンプル画像

※省略可
サンプル画像

560×420 pixel
*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

2019年2月版

同人誌

同人誌のデータ化について同人誌のデータ化について

を送るだけ!

WEB
登録だと

マンガ、CG・イラスト
ノベル、動画作品
音声作品、音楽作品

ディーエルサイト専用Webアプリディーエルサイト専用Webアプリ

play.dlsite.com

DLsite playDLsite play
Windows / Mac / iOS / Android 対応

パソコン、スマートフォンで作品を
手軽に閲覧できるWebアプリで
す。ZIPファイルのダウンロードや
解凍の手間もなく、購入作品をす
ぐにブラウザ上で閲覧でき、多く
のユーザー様が利用しています！

スマートフォン対応作品

サークル様へのお支払いサークル様へのお支払い

DLsite マスコットキャラクター  ディル・ブラッド
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２０２３年１０月１日以降､料金体系が
サークル様の状況によって変わります｡
詳しくはサークル規約､
もしくはQRコード先の
ページをご確認ください。

※販売価格が4000円以上の場合、卸価格は販売価格の80%となりますので別途お問い合わせください。

料 金 体 系

110 
220 
330 
440 
550 
660
770 
880
990 
1100
1210 

1320 
1430 
1540 
1650 
1760 
1870 
1980 
2090 
2200 
2310 
2420

55 
110 
165 
220
275
330 
440 
495 
550
660
770 

880 
990 
1045 
1100 
1210 
1320 
1430
1540 
1595
1650 
1760 

2530 
2640 
2750 
2860 
2970
3080 
3190 
3300 
3410
3520
3630

3740
3850
3960
4070
4180
4290
4400

1870 
1980 
2090
2145 
2200 
2310 
2420 
2530 
2640
2695
2750

2860
2970
3080
3190
3300
3410
3520

卸価格販売価格 卸価格販売価格 卸価格販売価格 卸価格販売価格

例）販売価格が1000 円（税抜）の作品の場合、サークル様にお支払いされる金額は
※販売価格・卸価格ともに内税となります

表の販売価格｢1100 円（税込）｣にある卸価格｢660 円」となります。
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DLsiteで購入した電子書籍、音声・音楽、CG集や動画作品などをブラ
ウザ上で手軽に閲覧できるＷｅｂアプリです。ネットとブラウザ環境が
あれば、ＰＣやスマートフォンでいつでも購入作品を楽しめます！

chobit ( ちょびっと ) は、動画・音声・音楽・コミックなどの体験版を
無料で楽しめるサービスです。57,000作品を超える多彩なコンテンツの
中から自分の好みの作品を自由に探すことができます。

DLsite の登録サークル様は、無料でいつでも体験版をアップロード
することができます。アップロードした体験版は DLsite の作品ページ
やサークルブログ等にプレーヤーとして埋め込むことができます。
ダウンロードせずにブラウザ上ですぐに閲覧できるので、作品の魅力
をより強力にアピールすることができます！

Ci-en (シエン )はクリエイターに対して、ファンの皆様が金銭的な支援
を送ることができる「クリエイター支援プラットフォーム」です。創作活
動に専念したいクリエイターと作品が見たいファンの想いを繋ぎます。

体験版ポータルサイト

PC・スマホ対応

PC・スマホ対応

PC・スマホ対応

https://chobit.cc/

DLsite専用Webアプリ https://play.dlsite.com

クリエイター支援サイト https://ci-en.net/

サークル登録すると以下の関連サービスもご利用できるようになります！
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DLsite play

ブログ形式の使いやすいインターフェースで、支援プランの作成も簡単
です！作品制作の進捗報告やファンの方たちとの交流に活用できます。
また、DLsite と連携しており、作品ページやサークルプロフィールで
Ci-enの活動をPRできます！DLsiteユーザーにも広く活動を知っても
らえるなど、作品販売との相乗効果が見込めます。

DLsite関連サービスのご紹介

DLsite Playはユーザー購入した作品の閲覧ができますが、サークル
アカウントをお持ちの場合は、自サークルの作品も閲覧 (※) すること
ができます。お客様にどのように自分の作品が見られているのか、確
認が可能です。

同人活動や作品のPRに!!



同人誌用 作品登録申込書
申請年月日　　　　年　　月　　日

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

*･･･必須項目

マンガ ノベル CG・イラスト その他

JPEG PDF 両方 ※データ化の際に変換するファイル形式をご選択ください。*ファイル形式
※１つ選択
作品形式

原本

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

男性向け 女性向け

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定 *性別対象

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*価格

ご登録申請誠に有難うございます。

備考

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

作成を依頼する

自分で作成する

宣伝用画像

作
成
を
依
頼
す
る
場
合

おまかせ

ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）+（　　ページ）

なし

おまかせ

※表紙も指定できます。ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）
紹介画像

※省略可
サンプル画像

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：自
分
で
作
成
す
る
場
合

※省略可
サンプル画像

560×420 pixel
*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

2021年7月版

作品検索用のキーワードをご記入く
ださい。最大6つまで登録できます。
作品内容とかけ離れたキーワード
の場合、こちらで編集させていただ
くことがあります。

検索用キーワード

作品の紹介文を300文字以内でご
記入ください。なお、こちらで編集さ
せていただく場合があります。
（裏面に続いてもかまいません）

作品紹介文

6 ページの [料金体系 ]より卸価格
(1本売れるごとにサークル様が受け取
る金額 ) と販売価格 ( ダウンロード販
売する1本あたりの価格 ) をご記入く
ださい。

価格

DLsiteでのみダウンロード販売を行う
作品について、専売アイコンの表示が行え
ます。イベント頒布・書店委託・パトロン
サイトでのお取扱いを行なっていても、
他のダウンロード販売サイトでのご登録
がない場合は、専売設定が行えます。

DLsite専売

　解像度
　画像縦横サイズ

　データ形式
　ファイルネーム

… カラー：150dpi 以上　 グレースケール：150dpi 以上　 モノクロ２階調：300dpi 以上
… それぞれのデータは裁ち切り内サイズで編集し、できあがり原寸（印刷時のサイズなどが
　 B5やA5 のサイズになること）の状態でお送りください。
… PSD、EPS、BMP、JPG（非圧縮） に対応しておりますが、EPS形式が一番望ましいです。
… ページ順に番号を振ってください。（例：表紙 .eps、03.eps、04.eps　…　裏表紙 .eps）

上記データ入稿用の規定はあくまで参考値ですので、モノクロ、カラーともサークル様の方で解像度を揃えられても
全く問題ございません。
［ 自分でJPEGや PDFなどのデータをご用意いただいた場合 ］
データの送付にはCDまたはDVDをご使用ください。

※ファイル形式
※作品を郵送する前にご確認ください
データ化するファイル形式を「JPEG」・「PDF」・「JPEGと PDF の同梱」のいずれかよりご選択いただけます。
ご希望するものにチェックを入れてください。 
［ 同人誌を送る場合 ］
同人誌はスキャニング後、ご希望いただいた形式に変換して作品登録します。お送りいただいた同人誌は返却
できません。
［ データ変換を希望する場合 ］
データ入稿の際は、下記の値に設定してください。

同人誌用 作品登録申込書
申請年月日　　　　年　　月　　日

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

*･･･必須項目

マンガ ノベル CG・イラスト その他

JPEG PDF 両方 ※データ化の際に変換するファイル形式をご選択ください。*ファイル形式
※１つ選択
作品形式

原本

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

男性向け 女性向け

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定 *性別対象

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*価格

ご登録申請誠に有難うございます。

備考

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

作成を依頼する

自分で作成する

宣伝用画像

作
成
を
依
頼
す
る
場
合

おまかせ

ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）+（　　ページ）

なし

おまかせ

※表紙も指定できます。ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）
紹介画像

※省略可
サンプル画像

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：自
分
で
作
成
す
る
場
合

※省略可
サンプル画像

560×420 pixel
*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

2021年7月版

作品紹介ページやリストページで使用する
紹介用の画像です。まず、ご自身で作成さ
れるか、作成を依頼するかご選択ください。
[ ご自身で作成される場合 ]
データのファイル名を指定してください。
[ 作成を依頼する場合 ]
紹介したいページをご指定ください。
[ 作成依頼のおまかせ希望 ]
こちらで作成させていただきます。
サンプル画像については省略可ですので、
ご不要の場合は空欄でかまいません。画像
のファイル形式は JPEG形式となります。
サンプル画像（※省略可）：
画像 3 枚まで / サイズ任意 / 
1ファイル2MB 以内

宣伝用画像

同人誌用　登録申込書見本同人誌用　登録申込書見本
下記の見本と注意書きを参考にご記入ください。下記の見本と注意書きを参考にご記入ください。

右の用紙は同人誌登録の場合にお使いください。
なお、右の用紙は原本のため、コピーをしての
ご利用をおすすめいたします。

年齢指定・性別対象
作品に該当する年齢指定を1つ選択し、
また内容が当てはまる場合のみ、該当す
る性別対象も1つご選択ください。

作品形式
もっとも当てはまるものを1つご選択
ください。

ファイル形式
※下記参照

プロテクト
※12ページの [ プロテクト ] 参照
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同人誌用 作品登録申込書
申請年月日　　　　年　　月　　日

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

*･･･必須項目

マンガ ノベル CG・イラスト その他

JPEG PDF 両方 ※データ化の際に変換するファイル形式をご選択ください。*ファイル形式
※１つ選択
作品形式

原本

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

男性向け 女性向け

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定 *性別対象

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*価格

ご登録申請誠に有難うございます。

備考

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

作成を依頼する

自分で作成する

宣伝用画像

作
成
を
依
頼
す
る
場
合

おまかせ

ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）+（　　ページ）

なし

おまかせ

※表紙も指定できます。ページ指定 （　　ページ）+（　　ページ）
紹介画像

※省略可
サンプル画像

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：自
分
で
作
成
す
る
場
合

※省略可
サンプル画像

560×420 pixel
*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

2021年7月版



ソフト・ゲーム用 作品登録申込書

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

原本

マンガ ＣＧ・イラスト

画像素材 音素材

ノベル ツール／アクセサリ

音声作品 音楽作品 その他

動画作品

アドベンチャー デジタルノベル シューティング アクション ロールプレイング

タイピング その他ゲームシミュレーション パズル クイズ テーブル

同人ソフト:

同人ゲーム:※１つ選択
作品形式

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

※省略可
サンプル画像560×420 pixel

*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*価格

ご登録申請誠に有難うございます。

備考

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

例：純愛アドベンチャーなど

（　　　　　　　　　　　　　　）CPU

（　　　　　　　　　　　　　　）メモリ

（　　　　　　　　　　　　　　）HDD

（　　　　　　　　　　　　　　）VIDEO

（　　　　　　　　　　　　　　）DirectX

（　　　　　　　　　　　　　　）その他

その他  （　　　　　                      　　　　　　　　　）　

Windows 8 8.1 10 Mac OSX7
*対応OS

ジャンル

※複数選択可
音声あり 動画あり 体験版あり音楽あり 3DＣＧその他オプション

必須動作環境

※スマートフォンの対応OSはその他にお書きください。

2021年7月版

申請年月日　　　　年　　月　　日*･･･必須項目

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

男性向け 女性向け

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定 *性別対象

ソフト・ゲーム用 作品登録申込書

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

原本

マンガ ＣＧ・イラスト

画像素材 音素材

ノベル ツール／アクセサリ

音声作品 音楽作品 その他

動画作品

アドベンチャー デジタルノベル シューティング アクション ロールプレイング

タイピング その他ゲームシミュレーション パズル クイズ テーブル

同人ソフト:

同人ゲーム:※１つ選択
作品形式

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

※省略可
サンプル画像560×420 pixel

*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*価格

ご登録申請誠に有難うございます。

備考

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

例：純愛アドベンチャーなど

（　　　　　　　　　　　　　　）CPU

（　　　　　　　　　　　　　　）メモリ

（　　　　　　　　　　　　　　）HDD

（　　　　　　　　　　　　　　）VIDEO

（　　　　　　　　　　　　　　）DirectX

（　　　　　　　　　　　　　　）その他

その他  （　　　　　                      　　　　　　　　　）　

Windows 8 8.1 10 Mac OSX7
*対応OS

ジャンル

※複数選択可
音声あり 動画あり 体験版あり音楽あり 3DＣＧその他オプション

必須動作環境

※スマートフォンの対応OSはその他にお書きください。

2021年7月版

申請年月日　　　　年　　月　　日*･･･必須項目

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

男性向け 女性向け

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定 *性別対象

同人ソフト用　登録申込書見本同人ソフト用　登録申込書見本
下記の見本と注意書きを参考にご記入ください。下記の見本と注意書きを参考にご記入ください。

右の用紙は同人ソフト・ゲーム登録の場合にお使い
ください。なお、右の用紙は原本のため、コピーを
してのご利用をおすすめいたします。

作品検索用のキーワードをご記入くだ
さい。最大 6つまで登録できます。作品
内容とかけ離れたキーワードの場合、
こちらで編集させていただくことがあ
ります。

検索用キーワード

年齢指定・性別対象
作品に該当する年齢指定を1つ選択し、
また内容が当てはまる場合のみ、該当す
る性別対象も1つご選択ください。

作品形式
もっとも当てはまるものを1つご選択く
ださい。※ソフト・ゲーム作品のファイル
形式は、本体ファイルに基づいてこちら
で設定いたします。

作品紹介ページやリストページで
使用する紹介用の画像になります。
サンプル画像については省略可で
すので、ご不要の場合は空欄でか
まいません。画像のファイル形式は
JPEG形式となります。
サンプル画像（※省略可）：
画像 3枚まで / サイズ任意 / 
1ファイル 2MB以内

宣伝用画像

作品の紹介文を300文字以内でご
記入ください。なお、こちらで編集さ
せていただく場合があります。
（裏面に続いてもかまいません）

作品紹介文 

6 ページの [ 料金体系 ] より卸価格 (1本
売れるごとにサークル様が受け取る金額 )
と販売価格 ( ダウンロード販売する 1 本
あたりの価格 )をご記入ください。

価格

DLsite でのみダウンロード販売を行う作品
について、専売アイコンの表示が行えます。
イベント頒布・書店委託・パトロンサイト
でのお取扱いを行なっていても、他のダウン
ロード販売サイトでのご登録がない場合は、
専売設定が行えます。

DLsite専売

プロテクト
いずれかをご選択ください。
なお、プロテクトが装着された作品を閲覧するには、専用のソフトウェアをインストールする必要があります。
また、サークル管理ページから販売データのダウンロードをすることができませんので、予めご了承ください。

［ ブラウザ視聴とは ］
作品のZIP ファイルをダウンロードや解凍する手間もなく、ブラウザ上ですぐに作品を閲覧できる配信方法です。
パソコン、スマートフォン、タブレットなど、ブラウザとインターネットに接続できる環境さえあれば、いつでも手軽
に作品を楽しむことができます。

ブラウザ視聴対応作品（※2018年7月時点）

該当するものがある場合、ご選択くださ
い。複数選択可。適切でない場合、こちら
で変更させていただくことがございます。

その他オプション

作品動作に必要なOS環境があれば、
ご選択ください。複数選択可。

 対応OS 

動作に必要なパソコンの環境があれば、
ご記入ください。

必須動作環境

作品形式

同人誌、電子書籍

音声、音楽

CG集

動画

その他

ファイル形式

PDFファイル（PDF）、TEXTファイル（TXT）

ＦＬＡＣ、MP3、M4A、WAV、AAC、WMA形式のオーディオファイル

JPEG、GIF、BMP、PNG形式の画像ファイル

AVI、WMV、MP4、FLV、MPEG、MOV形式の動画ファイル

HTML作品
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ソフト・ゲーム用 作品登録申込書

※こちらの用紙はコピーでのご利用をお薦めします。

原本

マンガ ＣＧ・イラスト

画像素材 音素材

ノベル ツール／アクセサリ

音声作品 音楽作品 その他

動画作品

アドベンチャー デジタルノベル シューティング アクション ロールプレイング

タイピング その他ゲームシミュレーション パズル クイズ テーブル

同人ソフト:

同人ゲーム:※１つ選択
作品形式

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

※省略可
サンプル画像560×420 pixel

*紹介画像

300×300 pixel
*顔画像

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）

※[料金体系]を参照してご記入下さい。 円卸価格 円販売価格

検索用キーワード

※300文字以内
*作品紹介文

*価格

ご登録申請誠に有難うございます。

備考

※ダウンロード販売においての専売状態であり、イベント頒布や書店委託は行っていても問題ございません。DLsite専売にするDLsite専売

なし

申し込む
プロテクト

※プロテクトありで申し込まれる場合、動作できる環境など各種制限事項がございます。

例：純愛アドベンチャーなど

（　　　　　　　　　　　　　　）CPU

（　　　　　　　　　　　　　　）メモリ

（　　　　　　　　　　　　　　）HDD

（　　　　　　　　　　　　　　）VIDEO

（　　　　　　　　　　　　　　）DirectX

（　　　　　　　　　　　　　　）その他

その他  （　　　　　                      　　　　　　　　　）　

Windows 8 8.1 10 Mac OSX7
*対応OS

ジャンル

※複数選択可
音声あり 動画あり 体験版あり音楽あり 3DＣＧその他オプション

必須動作環境

※スマートフォンの対応OSはその他にお書きください。

2021年7月版

申請年月日　　　　年　　月　　日*･･･必須項目

フリガナ

全年齢 R15指定 18禁

ボーイズラブ 乙女向け ゲイ向け その他 ※女性向けの場合、いずれか1つを
　必ずご選択ください。

男性向け 女性向け

RGサークルID ※新規登録時または
　不明な場合は無記入*サークル名

*作品名

カテゴリ

*年齢指定 *性別対象



1．適応
(1)

(2)

(3)

 
2．有効期間
　本規約は、サークルが本規約に同意し、作品登録申請を行った時点から有効
となり、作品がシステム上に展示されている期間に係わらず、当該販売登録申
請の抹消またはサークルの退会まで有効に存続するものとします。
　但し、サークルは、サークル規約第 4条 2項 2文に規定する複数回のダウン
ロード代行のために、作品登録申請の抹消の場合は無期限で、退会の場合は
退会日から１ヶ月間、作品をDLsiteに提供する義務を負い、その範囲で本規約
の効力も存続するものとします。

3．作品の納入
　作品のDLsiteに対する納入は、規定の申請書による申請の上、当該作品を
DLsiteに対し郵送または所定のメールアドレスにメールすること、または所定
のWebアップロードウィザードにより行うものとします。 

4．使用権の許諾

5．免責
(1) サークルは登録しようとする作品につき、著作権、隣接権、肖像権、工業権
     その他各種権利を侵害する恐れのないものであることを保証します。これ
     らの第三者が権利を保有するデータが含まれていた事が発覚した場合お
     よび公序良俗違反の警告、訴訟の提起などがあった場合、サークルは該当
     当事者双方で解決するものとし、DLsiteには一切の責任はないものと
     します。
(2) サークルは登録する作品の動作を保証するものとします。各作品に対する
     ユーザーサポートはサークルが行うものとします。
(3) サークルがユーザーサポートの必要がないと認めた場合は、作品登録時に
     サポートを行わない旨の記述を商品説明文に記載することとし、DLsite
     は作品の動作等に関する一切の責任を負わないものとします。 

6．販売の停止・利用契約の解約
　DLsiteは作品およびサークルが以下の項目に該当すると判断する場合は、
サークルへ事前に通知することなく、作品の販売頒布を停止し、あるいは
DLsite、DLsiteアフィリエイトの利用契約を解約することができるものと
します。なお、DLsiteの利用契約を解約されたサークルは、DLsiteにおいて得
られる権利または利益を得られなくなる（DLsiteがサークルに対し未払いの売
上を支払わないことも含みます）ものとします。
(1) 公序良俗に反する場合
(2) 明らかに条例、法令に違反する場合
(3) 第三者の作品を許可なく販売しようとした場合
(4) その他、本規約に違反する場合、あるいはDLsiteが不適当と判断した場合

7．販売手数料
　サークルが希望する販売価格（消費税抜）は基本的に100円単位とし、
DLsiteはサークルが定めた作品の卸価格（消費税抜）に対し、販売手数料を加
算の上、販売するものとします。
なお、販売価格・卸価格一覧表について、6ページの別表 [料金体系 ]が適用さ
れます。

8．決済の方法
(1)ダウンロード購入が成立した売上を月末締めで集計し、翌月20日までに
    サークルの指定する金融機関へ送金の上決済するものとします。支払日が
    DLsiteまたは金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に繰り下げて
    行うものとします。日本国内の金融機関への送金手数料はDLsiteが負担
    します。
(2)販売代金の総額が 3千円に満たない場合は、3千円を越えるまで翌月
    支払日へ順次繰り越すものとしますが、過去 3年間に亘り売上が無かった
    場合は、3千円に満たない場合でも決済するものとします。
(3)DLsiteと提携するストアの集計については各ストアの報告月に準拠するもの
    とします。
(4)サークルが外国向け送金を希望する場合は、DLsiteが認める外国向け
    送金に関する送金サービスを利用するものとします。サークルは、当該送金
    サービスの利用規約に同意した上で、アカウントを作成し、自らの費用と
    責任で同送金サービスを利用することとし、DLsiteは当該送金サービスが
    指定する日本国内の金融機関への送金について、前1項から3項の規定に
    従い行います。ただし、サークルが当該外国向け送金サービスの利用を希望
　 する場合は、売上について、初回支払い時に限り、月末締めで集計し、翌々月
　 20日までにサークルの指定する金融機関へ送金の上決済するものとし、2回
　 目以降の支払い（過去に振り込み実績のあるサークルも含む）については、
　 第 1項の規定の通り決済するものとします。
(5)日本の法律に則り送金できない国や地域への送金は行わないものとします。

9．源泉徴収
(1)サークルへの支払い時において、源泉徴収を行うものとします。源泉徴収額
    は 1回のお支払いにつき100万円以下に対して10.21%、100万円を超える
    部分について20.42%を預かり、所定期日内に税務署へ納付します。なお、
    法人については適用外とします。
(2)非居住者及び外国法人については源泉徴収を行います。

10．分離可能性
　本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等
により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定
および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して
完全に効力を有するものとします。

11．専属的合意管轄裁判所
　サークルとDLsiteとの間で、訴訟の必要が生じた場合、DLsiteの本社所在
地を管轄する裁判所をサークルとDLsiteの専属的合意管轄裁判所とします。

2023年3月31日改定版

サークル規約

作品登録の制限事項
隠蔽処理規定
モザイク等の隠蔽処理の必要な箇所
・性器または性器を連想する部位（性器の範囲は陰茎陰のう、 外陰部までとす
  る）
・性器結合部位及び挿入部位（異物を含む）
・アヌス結合部位及び挿入部位（異物を含む） 
・性器を単線単色で表現する場合、詳細でない限り隠蔽処理を省略することが
  できる 
・その他、DLsite が審査時に不当と思われた 部位・表現も含みます。

モザイクは以下を参考に不明瞭化する。
・最小 4ピクセル平方モザイクかつ画像全体の長辺が 400ピクセル以上の場
  合、必要部位に［画像全体長辺×1／100］程度を算出したピクセル平方モ
  ザイクとする。
・適当でないと思われる場合には適宜モザイクのかけ直しを行ってもらうこと
  があります。

実写規定
・実写を主体とした作品は登録できない。
・ただし、以下に該当する場合はこの限りではない
(1) 写真が背景に用いる場合など主体性のないもの
(2)加工を行うことにより実質的に写真と判断できず、加えて被写体が特定で
     きない場合
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DLsiteは作品を登録し、インターネットを通じて利用者に販売頒布すること
ができる。
DLsiteは、利用者の希望により作品のダウンロード代行を行い、送付による
販売頒布をすることができる。
また、DLsiteは、本条本項により当該作品を購入した利用者に対し、購入日
以降、当該作品について複数回のダウンロード代行を行うことができる。
DLsiteは作品の表示画面や操作説明の一部を、DLsiteの出版物・広告物
に複製して使用することができる。
DLsiteは DLsiteと提携するストアへ作品を登録し販売頒布することがで
きる。
DLsiteは倫理規程に則り、その規程に適合するために限定して作品内容あ
るいは紹介画像、紹介文等について修正を施すことができる。
DLsiteは、DLsiteアフィリエイトに対し、作品内容・販売情報・プロモート
情報等の更新をすることができる。
DLsiteは、権利者であるサークルの所有する著作物がインターネット上に違
法にアップロードされている疑いがある場合、被疑権利侵害サイトへの調査
、当該著作物の削除等を要請することができる。
前項の削除等によりサークルに損害が生じても、DLsiteは一切の責任を負
わないものとします。

本規約は、作品販売登録申請を行った18歳以上の個人・サークル・法人の
販売依頼者 (以下サークルと言う)と株式会社エイシス・DLsite(以下
DLsiteと言う)の間の、DLsiteが提供するダウンロードショップ、あるいは
DLsiteと提携するダウンロード形式のショップ (以下提携ストアという)上
での流通販売及び販売代金の決済方法に係わる一切の関係に適用します。
DLsiteは、DLsiteが必要と判断する場合、本規約の全部または一部を変更
することができるものとします。その場合、DLsiteは、変更後の本規約の内
容および効力発生日を、DLsite上での掲示その他の適切な方法によりに表
示し、またはDLsiteが定める方法によりサークルに通知することで周知し
ます。ただし、法令上サークルの同意が必要となるような内容の変更の場合
は、DLsite所定の方法でサークルの同意を得るものとします。
本規約の変更後にDLsiteを利用した場合、サークルは変更後の本規約に
同意したものとみなします。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



基本事項
　株式会社エイシスが運営する「DLsite」（以下 DLsiteという）はインターネッ
ト上で同人作品を配信販売するサービスサイトです。お客様が DLsiteをご利用
される場合、会員としてユーザー登録される場合、または作品を購入する場合
に当たり個人情報をお伺いしています。
　お伺いする情報は、お客様のお名前、メールアドレス、電話番号、住所、生年月
日等、DLsiteのサービスをご提供する際、及び、サービスに関する情報をご提供
する際などに必要となる、お客様の個人情報が主なものになります。不必要な
情報や利用に関係のないアンケートなどは極力行わない方針を採り、またゲス
トユーザー（会員でない方）でのご購入の際には必要最低限の情報しかお伺い
しないようにしています。
　これらお客様の情報はDLsiteがお客様にサービスを提供する以外の目的
で利用することはございません。また、お客様から機密性の高い情報（クレジッ
トカードの番号など）をいただく場合、情報を暗号化するなどの方法によって情
報の保護に努めています。DLsiteはグローバルサイン株式会社の認定するセ
キュアサイトとなっており、基本的に個人情報などのお客様が送信する内容は
SSLにより暗号化しています。

個人情報保護方針
　株式会社エイシスの個人情報保護方針につきましては、［ https://
www.eisys.co.jp/privacy/protection ］のページをご確認ください。

個人情報取り扱い規定
　DLsiteによるコンテンツの販売サービス（以下、本サービスと称します）をご
利用いただくにあたり、お客様の住所・氏名・生年月日・メールアドレス等、個
人情報をご提供いただく必要があります。これらの個人情報につきまして、本
サービスを利用するに当たり次のように取り扱いいたします。

1．個人情報の利用目的について
（1）お客様に販売サービスを提供するため
（2）代金決済を行うため
（3）お客様の注文情報を保存し、本サービス利用時のお客様の利便性を向上
     するため
（4）お客様に本サービスに関する重要なお知らせを行うため
（5）本サービスに関する情報提供を目的としたダイレクトメールを発信するため
（6）お客様個人を特定しない形で統計資料を作成するため

2．個人情報の第三者への開示・提供について
　本サービスの利用に当たり記録・保管されるお客様の個人情報は、以下のい
ずれかに該当する場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

（1）お客様が開示につき事前に同意した場合
（2）本サービスを提供するために必要な業務を委託する場合
     （代金決済に当たり、債権を委任する場合があります）
     エイチエス債権回収株式会社
     （法務大臣許可 第 110号）
     TEL 03-6864-0707　 FAX 03-6864-0708
     神田お玉ヶ池法律事務所
     TEL 03-5809-2051　 FAX 03-5809-2052
（3）本サービスの管理・運営に関する業務を委託する場合
（4）お客様の注文にかかる商品・サービスの代金決済のために、金融機関等に
     対しお客様の氏名・クレジットカード番号等を開示する場合
（5）合併、会社分割、営業譲渡その他の事由による事業承継に伴い、事業承継
     先に提供する場合
（6）人命や人権を保護するために緊急に開示を行う必要がある場合
（7）司法機関、警察等の公共団体等による法令に基づく要請に協力する場合
（8）法令の規定に基づき開示を要求された場合
 
3．個人情報の管理について
（1）本サービスを利用するに当たり記録・保管されるお客様の個人情報は、適
     切な方法により管理し、紛失、盗難、改ざんおよび漏洩などの事故の発生を
     防止いたします。また、個人情報の保護について適用される個人情報保護
     関連法令・規範を遵守いたします。
（2）本サービスの利用規約違反、本サービスの運用への支障その他本サービス
     の管理・運営上必要があるとDLsiteが認めた場合、DLsiteはお客様の
     個人情報を、お客様への事前の通知またはお客様の同意なく削除すること
     がありますので、あらかじめご了承ください。

4．ユーザー登録情報の確認・変更・利用停止について
　本サービスのユーザー登録にあたり登録いただいたお客様の個人情報は、お
客様固有の認証情報を入力いただきアクセス可能となる本サービスの機能を通
じその内容を確認し、変更、利用を停止していただくことができます。

5．個人情報の提供の任意性とその結果について
　お客様が当社に個人情報を提供するか否かは任意となります。ただし個人情
報のご提供がいただけなかった場合、下記の事態が発生する可能性があります
こと、あらかじめご了承ください。
（1）当社サービスを利用する事ができない。（会員登録、商品のご購入）
（2）お客様からのお問い合わせをお受けする事ができない。または回答を行う
     事ができない。
（3）最新の情報をご提供いただいておらず、古い情報が当社に登録されている
     ため本来ご案内すべき方と違う方に氏名等の一部個人情報（クレジット
     カード番号等、機密性の高い情報は含まれません）を送信してしまう。

6．個人情報に関するお問い合わせ
　DLsiteは、取得した個人情報に対する、本人からの開示・訂正・削除等の要
求をはじめ、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談等があった場合には、こ
れに応じます。

7．対応窓口の連絡先
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町 300
住友不動産秋葉原駅前ビル13階
株式会社エイシス　DLsite

個人情報保護に関するお問い合わせ先
　お問合せフォーム：https://cs.dlsite.com/hc/ja/requests/new

　なお、対応につきましては土日祝日および弊社指定休日を除く平日になりま
すのでご了承ください。

クッキー（Cookies）について
　クッキー（Cookies）は、お客様が DLsiteを再度訪問された際、より便利に
DLsiteをご利用いただくためのものであり、お客様のプライバシーを侵害する
ものではなく、またお客様のコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありませ
ん。
　DLsiteでは、DLsiteの訪問者から、クッキーに含まれるDLsite上での視聴
行動についての全体傾向やパターン等の情報を収集する場合があります。収集
した情報は、DLsiteがアクセス傾向を分析し、より良いお客様サービスを提供
していくために使用する場合があります。
　なお、お客様がご自分に関する情報の収集を希望しない場合は、インター
ネット閲覧ソフト（ブラウザ）の設定により、クッキー（Cookies）の受け取りを
拒否することも可能です。但し、DLsiteの機能をご利用いただくためにはクッ
キーを受け付ける設定にしておく必要があります。

保証及び責任制限
　DLsiteの利用は、お客様の責任において行われるものとします。
　DLsite及び DLsiteにリンクが設定されている他のウェブサイトから取得さ
れた各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、DLsiteは一切の責
任を負いません。

準拠法
　DLsiteは法律の異なる全世界の国々からアクセスすることが可能ですが、
DLsiteにアクセスされたお客様および DLsiteの両者は、かかる法律原理の違
いに関わらず、DLsiteの利用に関して日本国の法律および東京都の条例に拘
束されることに同意するものとします。
　またDLsite上で、お客様の環境においてDLsiteのコンテンツが適切である
かなどの記述や表示は一切行いません。DLsiteへのアクセスはお客様の自由
意志によるものとし、DLsiteの利用に関しての責任はお客様にあるものとしま
す。

個人情報の取扱いについて

15



DL- 202303イラスト：refeia

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300 住友不動産秋葉原駅前ビル13階（株）エイシス　DLsite

circle@dlsite.com

1

違法アップロード監視システムは、販売されている作品が違法アップロードされ
ていないか、ネット上を常時巡回して監視を行い、検知したものについて削除要請
を行うサービスです。販売作品に対して自動で監視を行いますので、サークル様
からのご申請等は必要ありません。

違法アップロード監視システム
でネットを常時巡回

・販売作品を違法に掲載、およびアップロードしているサイトに対して削除要請を実施。
・違法アップロードサイトをGoogleの検索結果から除外するための削除申請を実施。

削除要請について

以上300万件

以上420万件

同人作品を対象にした
これまでの実績
同人作品を対象にした
これまでの実績

※1） 2014年7月～ 2022 年12 月まで

※1 

違法アップロードサイトへ
の削除申請

Google検索結果からの
削除申請

違法アップロード排除への取り組み
DLsiteでは違法アップロードに対する、さまざまな取り組みを行っております。

2

DLsiteでダウンロード販売した作品が、違法アップロードされているのを確認し
た場合、削除要請代行サービスよりご申請いただくと、サークル様の代理として
削除要請を行わせていただきます。削除要請はDLsiteの運営会社であるエイシス
名義で行いますので、サークル様の個人情報が違法アップロード先に伝わること
はありません。

違法アップロードサイトに対して
削除要請代行サービスを行っています

3

違法アップロードサイトの運営は、アフィリエイトや広告等を収入源として成り立っ
ています。DLsite ではそのようなサイトに対して、アフィリエイトサービスの提供
や広告の出稿を行わないことで、違法アップロードサイトを助長させることを防ぎ
ます。

違法アップロードサイトの
収入源となる行為はいたしません

国内最大級の同人ダウンロードショップ

https://www.dlsite.com ディーエルサイト 検索

PC・スマートフォン
対応


