よんこま文化祭
よんこま文化祭 2012
サークル参加案内
サークル参加案内
今回は、よんこま文化祭 2012 にご参加申し込みいただきまして、ありがとうございます。サークル参加に必要な情
報をお知らせいたします。参加にあたって、以下の事項を読んでいただきますようお願いいたします。

登録番号・配置記号およびスペース番号は同封のサークル通行証に記載されています

■同封物
１．当日参加案内

… １部（本状）

２．サークル通行証

… 1SP の場合 2 枚 / 2SP の場合 4 枚

３．受け付け登録票（同意書）

… １枚

４．会場配置図・サークル一覧

… １枚（サークル参加案内と同じ紙です）

※ご来場には公共交通機関をご利用ください。

５．搬入識別票

… １枚

※路上駐車は近隣の迷惑となりますのでおやめください。

※内容に過不足がございましたら準備会まで至急ご連絡ください。

※自転車、バイク等での来場はできませんのでおやめください。

■当日のタイムスケジュール
当日のタイムスケジュール
■開催日時
日時：2012 年 9 月 22 日 （土・祝）

時刻

※即売会開催時間は 11：30 ～ 15：00

内容
各種受付・チラシ配布開始

※サークル入場時間は 10：00 ～ 11：15

サークル入場
サークル入場・サークル
入場・サークル登録受付開始
・サークル登録受付開始
10:00
アフター景品受付開始
カタログ販売開始（予定）

■会場

コスプレ・写真撮影登録受付開始
10:15

大田区産業プラザ PiO 2F 小展示ホール （〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20）

更衣室運用開始（予定）
サークル入場終了
サークル入場終了

交通案内：
交通案内：

11:15

◆京急本線・京急羽田線 京急蒲田駅東口より徒歩 3 分

チラシ配布終了
館閉鎖

◆JR 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線 蒲田駅東口より徒歩 13 分
11:30

即売会開始
宅配便搬出受付開始（予定）

15:00

コスプレ・写真撮影登録受付終了
即売会終了
アフターイベント開始（予定）

15:15

宅配便搬出受付終了（予定）
更衣室運用終了（予定）

16:30

アフターイベント終了

■サークル入場
サークル入場
・サークル参加の方は 10:00 ～ 11:15
11:15 の間に入場してください。
・サークル通行証の有効時間は 10:00 ～ 11:15
11:15 です。（サークル入場時間と同様）
開会後はサークル通行証による通行はできません。入退場の際はカタログをお持ちください。

※一般創作グッズ・音楽 CD・同人ゲームなどの見本提出は不要ですが、成人向け頒布物についてはチェックを行
いますので、サークル参加登録の際にお持ち下さい。
※見本誌チェックの結果、問題があると判断された頒布物については一般入場までに修正を行っていただきます。
修正が行われるまでは当該頒布物の頒布を行うことはできません。
※成人向け頒布物に成人向け表記がない場合は頒布を行うことができません。

■カタログに関
カタログに関して
・イベント当日のカタログは サークルは自由購入制 です。
※サークル入場時間帯に会場の出入りを行うためにはサークル
サークル通行証
サークル通行証が
通行証が必要です。
必要

※当イベントでは全てのサークル頒布物について、委託・一時預かりにかかわらず、各サークルの責任で行っていた
だきます。当日は見本誌提出以外でもスタッフが頒布物の内容を確認させていただくことがありますので、ご協力
下さい。頒布物の内容について禁止事項に照らし問題があるとスタッフが判断した場合、当即売会にて頒布を禁

■サークル参加登録
サークル参加登録

止させていただくことになりますのであらかじめご了承下さい。各サークルでの自発的なご協力よろしくお願いいた

・お送りした受け付け登録票（同意書）に必要事項を記入し、見本誌とともに本部までお持ち下さい。なお、同意書に

します。

同意いただけない場合、頒布物の頒布を行うことはできません。
・イベントに頒布予定の冊子等を「サークル参加登録封筒」に同封のうえ、本部にありますサークル参加受付担当ま
でご提出ください。（販売単価が高いなど提出が困難な頒布物については受付担当スタッフまでご相談下さい）
・受付の際、頒布物を確認させていただきます。内容によっては、修正をお願いする場合や、頒布停止となる場合

■各種注意
各種注意・
注意・禁止事項
禁止事項を守っていただきようお願いします。守っていただけない場合、退場処分、場合によっては警察への通報
等をさせていただく場合があります。参加者側の帰責による損害について、準備会では一切の責任を負いません。

があります。他イベントで修正や頒布停止に該当しない場合でも、お願いする場合がございますので、皆さまのご
理解とご協力をお願いいたします。
・未登録状態での一切の頒布・展示等はできません。必ず、サークル参加登録をお願いいたします。

◎ディスプレイの注意
ディスプレイの注意事項
注意事項
・裸体など成人向のディスプレイはできません。
・壁・柱へのポスター等の貼り付けはできません。

※イベントに参加できなくなった場合には、お早めに準備会までご連絡ください。

・会場からの要請により、粘着テープ（布・クラフト・養生など）の床・壁への貼り付けはできません。
・陳列、ディスプレイは机や床にきちんと固定するなど倒れないように配慮した構造にしてください。

■頒布物に
頒布物に関して
○成人向
成人向けのあるサークル
のあるサークル

（自立型看板については隣接サークルならびに本部への了解を得るようにしてください）
・その他ほかの参加者の迷惑にならないよう配慮をお願いします。

・成人向け頒布物ありで申し込まれているサークルは、成人向け頒布物表示 POP をお配りします。一般参加者から
よく見える位置に置いてください。
・成人向け発行物を扱うサークルは、成人向け表現が 18 歳未満の方に見えないようにご配慮下さい。また、18 歳
未満の方が作品を手に取らないように心がけてください。

◎頒布禁止物
・わいせつ図画に該当する物
・その他日本国内、東京都内に適用される法令等に抵触する恐れのある物

・表紙・POP・ポスター等は過度の描写がある場合、掲示を控えるようお願いします。

・著作権、商標権などを侵害する物

・頒布を行う際は、相手の年齢を確認し、18 歳未満の方に頒布を行わないようご注意下さい。

・市販品
・古本・中古同人誌などの古物

■見本誌提出に
見本誌提出に関して

・持ち込み禁止物

・サークル参加登録を行う際に見本誌提出を行っていただきます。
◎持ち込み禁止物
・見本誌提出の対象となる頒布物は、当日初売りとなる
当日初売りとなる新刊
りとなる新刊・
新刊・成人向
成人向け頒布物（
頒布物（同人誌・
同人誌・コピー誌
コピー誌・CG 集・画

集・ソフト他
・ソフト他含む）です。

・日本国内、東京都内に適用される法令等に抵触する恐れのある物
・可燃性危険物等（火薬・燃料など）
・ナイフ・モデルガンなどの武器類

・過去に以下のイベントにて見本誌提出をした作品は提出不要です。

・動物（ただし介助犬は除く）
・キックボードやインラインスケートなど乗り物類

※ TEAM Operations 主催イベントすべて（よんこま文化祭・四コマ記念祭など）

・大量の電池や乾式以外のバッテリ各種
・その他スタッフが危険と判断した物

■搬出に
搬出に関して
◎禁止行為

・イベント当日、クロネコヤマト
クロネコヤマト（
宅急便）による搬出を行います。
クロネコヤマト（宅急便）

・火気の使用

・搬出時間は １4：0０頃開始 の予定です。具体的な場所ならびに時刻に関してはあらためて会場アナウンスにて

・会場内での喫煙・飲酒

お知らせいたします。

・他人に危険を及ぼしたり、迷惑をかけたりする行為
・その他スタッフが禁止を指示した行為

■コスプレ・
コスプレ・撮影について
撮影について
・コスプレ・撮影に関する案内ならびに登録用紙は本部にてお受け取り下さい。

■搬入について
搬入について

・コスプレ登録は無料、写真撮影は登録料がかかります。

・印刷所・運搬業者等による搬入については、事前の登録は必要ありません。当日搬入時間帯に、本部受付にて
搬入作業申請を行い、搬入を行ってください。（スタッフの確認ならびに無申請の搬入作業は禁止です）

■その他
その他注意事項

・印刷所・運搬業者等による搬入可能時間は、10:00
10:00 ～ 11:15
11:15 となります。

・会場付近での徹夜・早朝来場はおやめ下さい。

・運搬業者は クロネコヤマト（
元払い
クロネコヤマト（宅急便）
宅急便） のみの対応となります。発送には
のみ
元払い を利用してください。着払いは受

・会場内は禁酒禁煙です。また、喫煙できる場所は会場内にはありません。

付を行いません。また、他社便
他社便で
発送された場合
受付を行いません。
いません
他社便で発送された
された場合、
場合、受付を
・搬入物品の受付期間は 9/18～9/21 にセンターに到着分
センターに到着分 となります。期間外に到着した荷物は、当日会場に
配送出来ません。ご注意下さい。

・スペース内での飲食は可能です。ただしゴミはお持ち帰りください。
・サークルスペースおよび通行証の売買、金品を代価とした譲渡を禁止します。
・会場の備品を損壊した場合、全額弁償していただきます。
・けが・急病その他具合が悪くなったときには、決して我慢せずお近くのスタッフを呼んでください。

以下に示すサンプルに従い、発送伝票をご記入下さい。

・準備会ではゴミの回収は行いません。必ずお持ち帰りいただくようお願いします。

また、発送時に渡される伝票控えは捨てずに当日持参してください。（遅配などの際に必要となります）

・会場内では、他人に迷惑のかかる行為や他人を不愉快にさせる行為は禁止とします。
・会場ではスタッフの指示に従ってください。従わない場合、退場いただくことがあります。
・チラシ配布者による多量のチラシ投棄が行われた場合、着払いにて当該団体へ返却します。
・会場ならびに
会場ならびに会場周辺
ならびに会場周辺の
会場周辺の公共の
公共の場所では
場所では同人誌等
では同人誌等を
同人誌等を広げたり、
げたり、読んだりしないようお願
んだりしないようお願いいたします。
いいたします。イ

ベント会場内
ベント会場内に
会場内に休憩スペースを
休憩スペースを設置
スペースを設置しますのでそちらをご
設置しますのでそちらをご利用
しますのでそちらをご利用ください
利用ください。
ください。（近隣住民や
近隣住民や社会の
社会の目があるこ
とを忘
れないでください）
とを
忘れないでください
）

■アフターイベントの景品
アフターイベントの景品の
景品の募集について
募集について
・当日、即売会終了後、アフターイベントを開催します。
・アフターイベントでは景品争奪じゃんけん大会も行います。よろしければイベントのネタとなる種をお持ちいただける
と大変盛り上がります。グッズ等の他、色紙も受け付けます。また、色紙は本部にて無料で用意しています。

■問合せ
問合せ先
・郵送連絡先
〒２12－0015
神奈川県川崎市幸区柳町 51
三島方 TEAM Operations yon04 係

※搬入物には荷物の外側のよく見える位置に必ず搬入識別票（同封物）を貼り付けてください。足りない場合はコピ

・ホームページ http://fest.yonkoma.info/

ーして利用していただいて構いません。正しい識別票の貼り付けがない場合、サークルスペースに正しく搬入でき

・E-Mail アドレス info@team-ops.info

なくなりますのでご注意下さい。

・緊急連絡先 080-4720-2496 イベント本部 （イベント当日用携帯電話・OPS 集約局）

