
Wake Up, Girls! オンリーイベント　同人誌即売会やらせてください！青葉の季節

バンドリ！オンリーイベント　BanG Dreamer's Party!
サークル参加マニュアル

はじめに…
このご案内をよくご熟読の上、開催当日はこのご案内を必ずご持参ください。
当日、会場内で分からないことがありましたら、まずこのご案内をよくお読みください。
イベントを楽しく安全で円滑な運営にするために、皆様のご協力をお願いいたします。
また、この案内の送付以後に参加規程が改定されることがありますので、最新情報は Web サイトをご覧ください。

同人誌即売会やらせてください！ Web サイト http://wugonly.com/　公式 Twitter @wugonlyevent
BanG Dreamer's Party! Web サイト http://bangdream.doujin-event.com/　公式 Twitter @bangdream_cdef

今回は、当イベントにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。
まず、以下のものが同封されているかどうか、ご確認ください。

1.サークル参加マニュアル・サークルリスト・会場配置図（この文書です。計 8 ページで構成されています。）
2.荷さばき票（荷物を発送する際は、この用紙に必要事項をご記入の上、貼り付けてご使用ください）
3.サークル通行証（ 2 枚×サークルスペース数：追加通行証をお申込みの方は、さらにもう 1 枚封入されています。）
4.頒布同意書（1 枚・見本チェックを受ける際にご提出ください。）

もし、上記の中で不足しているものがございましたら、お手数ですが主催（篠原）までご連絡ください。
携帯 090-2548-9844 シノハラ ／ E-mail info@doujin-event.com ／ Twitter @wugonlyevent @bangdream_cdef

日　時
2017 年 5 月 28 日（日）　即売会開催時間　10:30～13:30

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

タイムスケジュール
9:15　印刷会社搬入・チラシ配布受付開始
9:30　サークル入場開始・追加イス貸し出し開始・コスプレ＆撮影登録受付開始・更衣室使用開始
10:20　サークル入場打ち切り・追加イス貸し出し終了・サークルスペースへのチラシ配布終了
この時間以降になりますと、一般参加者の最後尾にお並びいただくことがありますので、遅れないようにしてください。
10:30　開会・一般入場開始
11:30　宅配便搬出受付開始・コスプレイヤー集合企画
13:30　閉会・投票企画受付終了・撤収開始（できるだけ早い撤収にご協力ください。）
14:00　完全撤収・打ち上げ設営開始
14:30　同会場にて「公式打ち上げ」開催（17:00 ごろまで）

※今回はアフターイベントはございませんが、前日の 5 月 27 日（土）18:00 より、大田区民センター・音楽ホールにて
「ワグナーの祭典 2017」と称し、ワグナーの皆様によるステージイベントを開催します。入場無料！ぜひご来場ください。
ワグナーの祭典2017　公式サイト　https://sites.google.com/view/wugnerfes2017/
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机・イス
机の広さは 1 スペースにつき「幅 90cm×奥行き 45cm」、イスは 1 スペースにつき 1脚設置しております。
追加イスをお申込みいただいた方は、さらに 1脚設置されておりますが、当日にも本部にて若干数の貸し出しを行います。
（1脚 500 円）なくなり次第終了となりますので、お早めにお求めください。

頒布禁止物
当イベントでは、以下の物品の頒布を禁止させていただきます。

1.刑法175条に定める「猥褻図画類」を含む物品
2.市販物品
3.中古物品（同人誌など自主制作物を含む）
4.著作権・商標権・肖像権を著しく侵害する恐れのある制作物
※作品の特性を鑑み、当イベントにおいて以下の制作物の頒布を特に厳禁とします。
a.許諾のない写真入りグッズ（私的使用の範囲を超えて頒布した場合は、肖像権の侵害に当たる可能性があります）
b.実在人物をモデルとした、公序良俗に反する描写を含む制作物（出演声優など実在人物を貶める描写は、たとえ絵であっ
ても名誉毀損に繋がる恐れがあります）
c.著作権法 32条の「引用」の範囲を大幅に超えた量の画像を掲載した制作物（アニメ本編やキャストの画像を制作物に掲
載する際は、十分に注意してください）
5.その他、法律や条例に違反する物品

【成人向けの頒布物について】
・頒布する物が成人向けであるかどうかの判断は、サークル側にて行ってください。
・成人向けにすると決めた頒布物（以下、表示図書と記載）に関しては、「東京都青少年の健全な育成に関する条例 」に
従い、以下の３点について確実に守ってくださいますよう、よろしくお願いします。
　１、表示図書であることが明確に分かるように表示してください。
　　　本部にて成人向け表示 POP を用意いたします。必要であれば申し出てください。
　２、表示図書を 18歳未満の参加者に頒布しないでください。
　　　また、18歳未満の参加者が内容を確認することもさせないでください。
　３、年齢の判断が難しい場合は、参加者に身分証明証などの提示を求めて年齢確認を行うようにしてください。
　　　年齢確認でトラブルになった場合は近くのスタッフをお呼びください。
・止むを得ずサークルメンバー全員がスペースを離れる際は、頒布物をしまう、覆いをするなどして
　自由に頒布物を見れない状態にしてください。

サークル入場後の見本チェック
サークル入場後、スペース上に設置された「頒布同意書」に署名をご記入の上、本部のサークル窓口または巡回スタッフに、
見本誌・サンプルとともにご提出ください。
このチェックは、上記の「頒布禁止物」に該当しないかどうかを確認させていただく重要なプロセスです。特に問題がなけれ
ばそのまま返却いたしますが、注意を要する頒布物が見つかった場合、本部にて一時お預かりすることがございます。
場合によっては頒布を一時停止していただき、再頒布が可能になるまで修正をお願いすることがございます。その際には、
ご協力をお願い申し上げます。
特に、ROMディスクやメモリなどの媒体で画像集やゲームなどの頒布を予定しているサークルの方は、当日に提出する場
合、収録されている画像全部をあらかじめ紙に印刷して、一覧できる見本を作成してご提出いただくよう、お願い申し上げま
す。
※画像データが大量に及ぶ場合、事前審査を推奨しています。印刷前・複製前に、主催へお問い合わせください。

出席確認と頒布承認を行う不可欠な手続きですので、頒布を始める前に必ずチェックを受け
てください。

3



見本チェックチャート

一般向け 成人向け

当日発行の新刊・新作 全ての頒布物が見本チェックの対象となります。

既刊・旧作
他イベント・同人ショップにて
頒布実績があるものは省略可

コミック同人イベントフォーラム
主催イベント

（過去の WUGオンリーなど）にて
頒布実績のあるもののみ省略可

搬入・搬出について
・印刷所からの直接搬入
特に制限はございません。直接搬入をご希望の方は、各印刷所とご相談ください。
なお、印刷所の方には、できれば 1週間前までに、主催の方へご連絡をくださるようお伝えください。
特に、お車で搬入を予定されている業者の皆様は、必ず事前にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

・宅配便による搬入
ヤマト運輸の「宅急便」にて、以下の送り先へ発送してください。他の宅配業者のご利用はできません。
印刷会社からの宅配搬入も、下記の要項に従い、ヤマト運輸から発送していただくよう、印刷会社にご連絡ください。

【ヤマト運輸「宅急便」伝票記入事項】
郵便番号 : 144-0035　電話番号 : 03-3733-6600
住所 : 東京都大田区南蒲田 1-20-20　南蒲田宅急便センター　気付
名前 : 5 月 28 日　大田区産業プラザ PiO　2F 小展示ホール 出展分
品名 : 「あなたのスペースNo.」「サークル名」「具体的な内容物」
到着期間：5 月 22 日（月）～5 月 27 日（土）　この期間内にセンターへ到着するように発送してください。
同封した「荷さばき票」に、スペース番号・サークル名・個数を記入し、荷物に貼り付けて発送をお願いします。
（ヤマト運輸 お問合せ先 TEL 0570-200-736）
なお、トラブルに備え、控えの伝票は必ず手元に取っておいてください。
到着した荷物はスペースに搬入いたしますが、一部不明な荷物は本部で預からせていただくことがありますので、
自スペースに荷物が搬入されていない場合は、本部へお問い合わせください。

・自力での搬入
サークル入場時間内に 1F 入口からお入りいただき、階段・エスカレーター・エレベーターで 2F にお上がりください。
ただし、お車や大きな台車などで搬入なさる方は、スタッフの誘導にしたがってください。
お車から大量搬入をご希望の場合は、荷捌き場の利用申請が必要となりますので、事前に主催へお問い合わせください。

・宅配便による搬出
11:30 より本部にて受付を行います。この会場での受付は「着払いのみ」可能です。
発払いをご希望の方は、会場外のコンビニエンスストアや宅急便センターなどをご利用ください。
最寄りのコンビニエンスストアは、会場北側「セブン-イレブン 京急ST 蒲田東口駅前広場店」となります。
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迷惑行為禁止
ご来場の参加者および会場周辺の方々（特に近隣住民の皆様）にご迷惑となる行為はお止めください。
前々回、会場内及び周辺地域において、ゴミを持ち帰らずに施設内のゴミ箱に捨てたり、公共空間を専有する参加者の姿
が目立っており、残念ながら、川崎の会場担当者から厳しい注意を受けてしまいました。
このようなことが今後も続くと、最終的に同人誌即売会全体に対して会場を貸していただけなくなる恐れがありますので、
公共の場であることを踏まえて、細心の注意を払ってください。

会場内では…
・ポスターなど掲示物の壁貼りはできません。ポスターを掲示される場合は、スタンドなどのご用意をお願いします。
・電機機器類の使用に関して：会場内の電源は使用できません。バッテリーから稼働させる際は、十分気をつけてください。
・会場内は禁煙です。当日の喫煙場所につきましては、本部へお尋ねください。
・スタッフから指示があった場合は、それに従ってください。指示に従わない場合は、退場していただくことがあります。
・器物を損壊した場合は、弁償していただきます。
・ケガ・急病・その他具合が悪くなったときは、本部までお越しください。

持ち込み禁止物
当イベントでは、以下の物品のお持込を禁止とさせていただきます。
1.法律・条例に違反するもの
2.来場者に危害を加える恐れのあるもの
3.来場者に迷惑をかけるもとになるもの
4.火薬・燃料・劇物などの危険物
5.その他、スタッフが危険であると判断したもの
以上のものを持ち込みになった場合、入場をお断りさせていただくことがあります。

お帰りの際に…
・会場内にゴミ箱を設置します。参加者は施設内の他のゴミ箱には決して捨てないでください。
・当日不要になったダンボールとチラシは、退場時に本部で回収します。
・落とし物・忘れ物をした場合、速やかに本部へご連絡ください。開催終了後は、主催までお問い合わせください。

コスプレ
・Wake Up, Girls!（及びスピンオフ作品・関連作品）・BanG Dream!のキャラクターや衣装のコスプレが可能です。
・一般入場に先立ち、9:30 よりコスプレ先行登録受付を開始し、開場より前に更衣室をご利用いただけます。
・サークル・一般参加者ともに、登録料として 500 円をいただきます。まず本部で登録を行ってください。
コスプレ登録をされる方は、同時に撮影登録を無料で行うことができます。
・登録の際に「コスプレ許可証」を発行します。いつでも提示できるように、必ず身に付けておいてください。
・今回の更衣室の場所は、会場奥のパーテーションで囲まれた部分です。
詳しくは更衣室担当スタッフの指示に従ってください。なお、更衣室以外での着替えは禁止とさせていただきます。
・14:00 で更衣室のご利用を終了とさせていただきますので、13:30 の即売会終了後は、速やかに着替えをお願いします。

当日のコスプレ移動可能範囲は、小展示ホールと2Fトイレのみです。
他階へのコスプレ衣装のままの移動は禁止とさせていただきます。

当主催が発行する「撮影許可証」と、被写体御本人からの「撮影許可」と「掲載許可」は別です。
・主催者が発行する「撮影許可証」は、会場内で撮影できる権利のみを有しています。無論、無断撮影はできません。
・被写体御本人を撮影する時は、「撮影許可証」を提示した上で、改めて御本人から「撮影許可」を得てください。
・さらに、ネット上やメディアなどに掲載しようとする場合、撮影許可とは別に、被写体御本人から必ず「掲載許可」も得
てください。掲載許可を取らずに公開すると「無断掲載」とみなされ問題となりますので、くれぐれも注意してください。
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写真撮影
・会場内で撮影ができます。ただし、「動画撮影」および「APS-C換算 300mm超の望遠レンズでの撮影」は禁止です。
・本部にて「撮影者登録」を行ってください。登録料として 500 円をいただきます。
身分証明書（免許証・学生証など）の提示が必要となりますので、当日は必ず御持参ください。
・登録の際に「撮影許可証」を発行します。いつでも提示できるように、必ず身に付けておいてください。
・撮影する際は、サークルの皆様のご迷惑とならない様に心がけてください。
また、被写体御本人には「撮影許可証」を提示の上、必ず許可を得て撮影してください。
・また、公開したりネット上に掲載する場合は、撮影許可とは別に掲載許可を得る必要があります。ご自分で撮影した写真は、
公開した場合、トラブルが発生しやすくなるので、取り扱いには十分注意してください。
・被写体や来場者に迷惑を及ぼす行為が発覚した場合、メディア没収の上、退場していただくことがあります。
・ご自分のスペースの撮影に関してのみ、登録料は不要です。撮影の際は最寄のスタッフに声をお掛けください。
・撮影可能時間は 13:30 の即売会終了までです。アフターイベントの撮影は禁止とさせていただきます。

当日のコスプレ撮影可能範囲は、小展示ホール内のみです。
それ以外の場所でのコスプレ撮影は禁止とさせていただきます。

当日のイベント内企画
企画①　WUGキャラ・チャリティー総選挙
当日は Wake Up, Girls!元来のコンセプトに則り、チャリティー企画として「WUGキャラ総選挙」を行います！
カタログ 1部につき 1 票分の投票券を交付（詳しくは、カタログのスタンプ欄をご参照ください）する他に、さらに 1 票 100 円
で投票券をご購入いただくことにより、大量投票・組織票が可能となります！1 枚で最大 100 票分を投票できる「倍数投票券」
もご用意！
この投票券の売上は、「仙台ふるさと応援寄付」へ全額を寄付させていただきますので、復興支援のためにも、ワグナーの皆
様の総力を結集して、ぜひ大量の投票をお待ちしております！
この投票の結果は即売会終盤で発表します。結果が気になる方は、どうぞ最後までイベントをお楽しみください。

「推して、復興。あなたの推しパワーを、東北の元気の源に変えてみませんか？」

企画②　コスプレイヤー全員集合
当日 11:30頃、ステージ上にてコスプレイヤーの全員集合企画を実施します。
この企画の集合写真は、後日ネット上に掲載する予定です！ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご参加ください！
【注意事項】　ステージにお上がりいただける方は「撮影OK」かつ「公開・掲載OK」の方に限られます。
よって、この企画においてステージにお上がりいただいた方は、「撮影・公開・掲載の許可に合意した」ものとみなします。

企画③　お楽しみ抽選会
サークル・一般問わず、ご参加いただいた皆様から、色紙やグッズなど、お持ち寄りいただいた品物をお預かりし、抽選会の
景品としてプレゼント！どんな物でも出品OKです。
この企画は皆様のご協力が欠かせません。たくさんの景品をお待ちしています。
抽選券は、カタログ 1部 または 景品のご提供 1品につき、1 枚を交付します。
今回は時間の都合上、アフターイベントとしては行わず、開催時間内に常設ブースを設置して、福引形式で行います。
当たりを引いたら、早い者勝ちで景品をゲット！皆様の挑戦をお待ちしています！

「公式打ち上げ」開催決定！
日時：5 月 28 日（日）14:30～　会場：大田区産業プラザ PiO 小展示ホール　予算：未定（3000 円前後を予定）
参加をご希望の方は、公式サイトのお問い合わせフォーム または Twipla にて受け付けます。
※5 月 12 日時点で詳細未定のため、後ほど各サークルの皆様にお送りするメール・または Twitter にて募集告知を行い
ます。
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