
ー　サークル参加案内　ー

■送付物一覧

　●サークル参加案内（本紙）

　●サークル通行証（１スペースにつき２枚）

　●参加サークル一覧

　●会場配置図

　●宅配便荷物識別票

　　※万一不足物があった場合はお手数ですがご連絡をお願いします。

■イベント当日の動き

　日付：２０１９年３月１０日（日）

　会場：京都市勧業館みやこめっせ

　< タイムテーブル >

　・サークル入場時間　　　　　　９：３０～１０：４５

　・即売会開催時間　　　　　　１１：００～１４：３０

　・コスプレ・撮影受付時間　　　９：３０～１４：００

　・コスプレ更衣室利用時間　　　９：３０～１５：００

　・コスプレ広場利用時間　　　混雑解消後～１４：３０

　・宅配便搬出受付時間　　　　１３：３０～１６：００

　・アフターイベント　　　　　１５：００～１６：００

　　※当日の状況により変更になる場合があります。

■交通案内

　< 地下鉄 >

　　東西線「東山駅」より徒歩約８分

　< 市バス >

　　●京都駅から

　　　・市バス 5 系統、１００系統

　　　　「岡崎公園　美術館・平安神宮前」下車

　　　・市バス２０６系統　東山通り・北大路バスターミナル行き

　　　　「東山二条・岡崎公園口」下車

　　●四条河原町から

　　　・市バス５系統

　　　　「岡崎公園　美術館・平安神宮前」下車

　　　・市バス３２系統、４６系統

　　　　「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車

　　　・市バス３１系統、２０１系統、２０３系統

　　　　「東山二条・岡崎公園口」下車

　　●三条京阪から

　　　・市バス５系統

　　　　「岡崎公園　美術館・平安神宮前」下車

　　　・京都岡崎ループ号系統

　　　　「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車

■サークル入場について

　●サークル入場時間は９：３０～１０：４５です。

　　※余裕を持ってご来場ください。

　●入場には同封のサークル通行証が１人１枚必要です。

　　入場の際スタッフに提示してください。

　　※お忘れの場合は受付にてお申し出下さい。

　●会場及び付近の駐車場には限りがございます。

　　駐車場の位置は十分にお調べの上でご来場ください。

　　（休日は料金に上限の無い駐車場が多いのでご注意ください。）

　●自転車・バイクでのご来場は極力ご遠慮ください。

■サークルスペースについて

　●１スペースは机半面（奥行４５ｃｍ× 横幅９０ｃｍ）と

　　椅子１脚です。破損や不足の際は本部にご連絡ください。

　●搬入量には十分ご配慮頂き、隣のサークルや通路へ

　　荷物がはみ出さないようにしてください。

　●追加椅子は本部横にて開場前まで受け付けております。

　　数に限りがございますのでご注意ください。

　●会場内での飲食は、サークルスペース内及び

　　イベントで決められたスペース内に限り可能です。

■ディスプレイについて

　●展示物は床面から１８０ｃｍ以下とし、転倒しないよう

　　十分な対策を行ってください。

　●スペースを網等で囲む場合、両隣のサークルの迷惑と

　　ならないようご相談の上でお願い致します。

　●壁面にポスター等を貼り付ける事は禁止です。

　●机にテープを貼る際は弱粘着のものをお使いください。

　●ご自分のサークルスペースをお撮りになる場合、

　　スタッフに一声かけてから、必ず両隣のサークルに

　　断りを入れた上で、他の人物が写らないように撮影

　　してください。

　●成人向け作品を頒布されるサークルは、成人向け作品頒布

　　表示カードをスペースにご提示ください。

　　（本部にて配布）

　●来場者には１８歳未満の方もいますので、ＰＯＰや展示物に

　　は十分なご配慮をお願い致します。

　●申込時に「成人向け作品の頒布予定」を申請していない

　　サークルは、配置の事情により成人向け作品の頒布をご遠

　　慮頂く場合がございます。

この度は当イベントにサークル参加頂き、ありがとうございます。イベントに関するご案内並びに注意事項を送付しております。

当日までによくお読み頂き、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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■ 頒布の際のお願い

　●過度に大声をあげての呼び込み、鐘などの鳴り物の使用、

　　通路にはみ出ての宣伝など、周囲の迷惑となる行為はご遠慮

　　ください。

　●時間を指定しての頒布／オークション行為／じゃんけん／

　　その他混雑が予想される場合は、必ず事前にスタッフへご相

　　談ください。

　●成人向け作品を頒布される場合は、各自の責任において年齢

　　確認の実施をお願いします。

■ 頒布禁止物

　●適切な修正が施されていない成年向け頒布物など

　●わいせつ図画、写真、データなど（持込自体不可）

　●法人発行の商品類 ( 承認されていないもの )

　●古本や中古カードの古物

　●保健所の許可が必要となる食品類

　●その他法律や条令等に違反する恐れがある物全て

　●次項に掲げる持込禁止物

　　※不明点は各イベントへお問い合わせください。

■ 会場内への持込禁止物

　●各種法令に抵触する恐れのあるもの

　●周囲に迷惑をかけたり、不快な思いをさせる恐れのあるもの

　●銃器等武器を模した物（コスプレ小物を除く）

　●混雑時に持ち歩いたり身につけていると、他人の迷惑となっ

　　たり危険がおよぶ恐れのあるもの

　●材質を問わず、飛んだり転がったりするものや、防災上問題

　　があるもの（例：ボール、燃料、花火、発電機等）

　●動物（身体障害者補助犬を除く）

　●机、椅子

　●その他、スタッフが危険、もしくは他の参加者の迷惑になる

　　と判断したもの

■ その他の諸注意

　●会場内は禁酒禁煙・火気厳禁といたします。

　●会場内の備品を破損させた場合、弁償して頂く事がございま

　　すのでご注意ください。

　●防災上の理由から、非常口や消火栓・消火器の周りに物を置

　　いたり座り込んだりしないでください。

　●荷物の管理は各自でお願いします。紛失・事故につきまして

　　は主催者では責任を負いかねます。

　●ゴミは各自でお持ち帰りください。

　　不要な段ボール箱、チラシのみ本部にて引き取ります。

　　段ボール箱は必ず解体してお持ちください。

　●怪我をしたり、気分が悪いと感じられた方は、無理をせずお

　　近くのスタッフまでお申し出ください。

　●会場内で不審なものを発見された方は、絶対に触らずお近く

　　のスタッフにお知らせください。

　●その他、スタッフの指示には従うようにご協力をお願い致し

　　ます。

■ コスプレ参加・カメラ撮影のご案内

　●コスプレ／カメラ撮影には登録が必要です。コスプレ受付にて

　　ご申請ください（コスプレ・カメラ共通）

　●登録料は 500 円となります。

　●更衣室を利用しない軽度なコスプレ（帽子・マント等）は登録

　　不要です。

　　ただし撮影の被写体となる場合は登録が必要となります。

　●指定場所以外での撮影は禁止となっております

　　（ただし、スタッフが記録のための写真撮影を行う場合がありま

　　　す。ご協力をお願いします）。

　●過度な望遠倍率での撮影、赤外線レンズや動画撮影機能を使っ

　　ての撮影はご遠慮ください。

■ 更衣室利用時間

　●コスプレ更衣室利用時間 9：30 ～ 15：00

　　※終了間際は混雑が予想されます。お早めの利用にご協力ください。

　●コスプレ広場の利用時間 混雑解消後 ～ 14：30

■ コスプレする際の注意事項

　●会場内は大変な混雑が予想されます。周囲の人の迷惑とならない

　　よう、ご配慮をお願い致します。

　●イベントの趣旨と関係のない、または周囲に過度な不快感を与え

　　るコスプレは出来ません。

　●異性装は男装・女装とも可能です。

　●コスプレをしたまま来場／退場しないでください。入場をお断り

　　する場合があります。

　●着替えは必ず更衣室をご利用ください。トイレでの着替えは他の

　　利用者の迷惑となるため厳禁です。

　●更衣室内には手荷物などを置きっぱなしにしないでください。

　　クロークなどはご用意できません。また、室内を汚すような行為

　　はしないでください。

　●小さい子供のコスプレは、ご自身で更衣出来る場合に限ります。

　　また、同性の保護者の方が責任を持って付き添ってください。

　●足下が不安定になる履き物（高下駄など）、長尺物、武器の模造品

　　等は撮影時のみ使用可とします。

　　移動の際はしまって頂くようお願い致します。

　●肌の露出が多い衣装は、タイツやストッキング、スパッツ等を着用

　　してください。

　●被り物等、視界が狭くなる衣装は必ず付き添いの人をつけてくだ

　　さい。

　●ドレスや裾の長い衣装は危険ですので、引きずるような状態にな

　　らないよう対策をお願い致します。

　●エアガン、モデルガン等はバッテリー・弾を抜き、撃てない状態

　　にしてください。移動時にはホルスター、ガンケース等に必ず収

　　納をお願いします。

　●他に不明な点やお困りのこと、迷惑行為などを見かけた方はお近

　　くのスタッフへお知らせください。

　●その他、詳細はスタッフにご確認ください。
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■見本誌回収のご案内

　●当日は見本誌の提出があります。

　　・VOCALOID STREET

　　・VOICEROID MARCH 3

　　・メカクシ団活動日誌 10 冊目

　　・イカ祭

　

　昨今の情勢から、今後も同人誌即売会を継続して開催していくために、頒布物の内容を把握し、会場や行政当局等から説明を

　求められた際に適切な対応をとる必要があるため、見本誌の回収を行います。

　回収対象は以下の通りです。

　　当日が初頒布となる作品の中で

　　・媒体が本であるもの（既刊、グッズ、音楽ＣＤについては必須ではありません。）

　　・コスプレ等、実写作品全般（作品媒体不問） ※18 歳未満が登場する作品は持込自体禁止です。

　当日スペースに配布する『見本誌回収用封筒』に必要事項記載の上、見本誌受付にお持ちください。

　

　提出の対象となる作品がない場合でも、必要事項を記載の上、封筒を見本誌受付にお持ちください。 

　（提出必須です。よろしくお願い致します。）

　ご提出頂けない場合や修正などに不備がある場合は、頒布の停止および修正の依頼をお願いする場合があります。

■問い合わせ先

　●VOCALOID STREET

　　　mail： contact@voca-st.com

　　　web： http://voca-st.com/

　●VOICEROID MARCH 3  

　　　mail：voima.tanaka★gmail.com

　　　Web：http://birdzberth.com/voiceroid_march/

　●メカクシ団活動日誌 10 冊目

　　　mail： kagepro@fingertipmilktea.com

　　　web： http://kagepro.fingertipmilktea.com/

　●イカ祭

　　　mail：contact@ika.only-event.jp

　　　web：http://ika.only-event.jp/
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■ 印刷業者から会場に直接搬入される場合 

　●各自で印刷会社とよくご相談の上で搬入してください。当日のトラブルについての責任は負いかねます。 

　●必ずこの案内のコピーか、公式サイトにある搬入案内（PDF）を依頼先に提出してください。

　　※直接搬入に対応していない印刷業者の場合、宅配便による搬入となります。

　　　その場合、入稿締切が 1 日～ 2 日程度早まる可能性がありますので、事前に確認いただくことを推奨いたします。

　　※伝票は、ハッキリとした太字で書いてください。誤字脱字や、視認できない文字で書かれている場合は、

　　　正しく届かない可能性がございます。

■ 宅配にて搬入される場合

　●クロネコヤマトの宅急便の発払いをご利用ください（他社便、着払い利用不可） 

　●梱包には別紙「宅配便荷物識別票」に所定の事項を記入の上、箱の上面に貼り付けてください。 

　●トラブルに備えて、電話番号欄には当日連絡可能な電話番号を記入してください。 

　●問い合わせの際に必要となりますので、必ず伝票の控えまたは発送伝票番号の控えを持参してください

　　 荷物受付期間

　　３月４日 ( 月 ) ～ 3 月８日 ( 金 )
　　 ※受付期間内到着厳守（期間前・期間後の到着はご遠慮ください）

　　・ 期間以外に到着した荷物についてのトラブルは責任を負いかねます。 

　　・イベント当日の荷物引渡し時間は 9：30 ～ 10：30 となっております。時間を過ぎますと荷物を移動しますので、 以

　　　降の引渡しについてはスタッフにお問い合わせください。 

■宅配便荷物識別票について

　●発送する荷物には、必ず同封の宅配便荷物識別票を荷物の上面に、はがれないようしっかり貼り付けてください。 

　●油性マジックを使用の上、もれなく記入をお願いします（発送物が 1 個だけの場合も 1/1 と記入）。

　●枚数が足りない場合はコピーしてお使いください（必ず等倍でコピーしてください）。 

■自力で直接搬入される場合

　●交通機関などは事前によくお調べになった上でご来場ください。 

　●会場付近で車を一時停車しての搬入は、周辺へのご迷惑となるためご遠慮ください。 

■搬出について 

　●当日、13 時 30 分より（予定）宅配便受付所にて搬出を受け付けます。 

　●開始の際は場内放送にてお知らせいたしますので、アナウンスをお待ちください。 

　●受付は「着払い」のみとなります。伝票は本部にございますので、必ずご記入の上でお持ちください

搬入・搬出のご案内

センターコード　062-061

京都岡崎宅急便センター気付

みやこめっせ第三展示場

　（参加イベント名）

◆スペース No.　サークル名
　内容物品名（例：書籍 / CD）

荷物の問い合わせには伝票番号が必須です

当日は必ず伝票の控えか伝票番号をご用意ください

希望到着日は空欄のままにしてください

サークル代表者の住所氏名と、

当日連絡可能な電話番号を記

載してください。

当日の連絡先電話番号

6 0 6  8 3 4 3

ヤマト運輸様より指示された書式となっておりますが、

コンビニなどで、住所の記載がないため受け入れを拒

否されるという事例がありました。そのような場合は

「京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９－１」

に発送する旨をお伝えください。
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