


■サークル入場に関して
会場 1F の正面入口を入り、階段・エスカレーターまたはエレベーターで 2F にお上がりください。
地下駐車場から搬入される場合は、スタッフの指示に従って搬入してください。
※サークルカタログについては、サークル参加者は自由購入制ですので、必要な方だけお買い求めください。

■サークルカタログ発売要項
10 月 22 日（日）より、以下の要領でサークルカタログを発売します。
一般参加者は、ご入場の際にカタログが必要になりますので、必ずご購入ください。
※サークル参加の方は自由購入となります。

◆1.自家通販　頒布価格　1 冊 につき 700 円 ＋ 送料（何冊でも）164 円
（支払い価格 例：1 冊 864 円 / 2 冊 1564 円 / 3 冊 2264 円）

a.クレジットカード（10 月 30 日（月） 15:00 まで受付）　公式サイトにて予約を受け付けます。
b.銀行振込（10 月 30 日（月） 15:00 まで受付）
以下の口座に上記価格をご入金後、お問い合わせフォーム（題名に「カタログ購入希望」とお書きください）
または メール ( info@doujin-event.com ) 宛に、宛て先と振込名義人（カタカナ）をお知らせください。
誠に恐れ入りますが、振込手数料はご購入者側にてご負担をお願いします。
【銀行口座】　みずほ銀行　栃木支店　（普）1583151　シノハラタケシ
c.郵便振替（10 月 27 日（金）まで受付）
郵便振替用紙の通信欄に「カタログ購入希望」「冊数」をお書き添えの上、下部の宛先欄を確実に読めるように書いて、
上記価格をご送金ください。誠に恐れ入りますが、送金手数料はご購入者側にてご負担をお願いします。
【郵便振替口座】　ゆうちょ銀行　振替口座　00110-1-120483　 【加入者名】 篠原 健士

※10 月 23 日より、先着順で順次、郵便局のクリックポストにて発送します。
※海外への発送はできません。*Sorry, JAPAN Domestic Only.
※4 冊以上ご希望の方は、別途お問い合わせください。

2.同人ショップ　店頭小売価格　1 冊 864 円（消費税込）
「とらのあな」様と「メロンブックス」様にて、10 月 22 日（日）よりお取り扱い開始予定
※販売店舗につきましては、各社へお問い合わせください。各社・都内各店をメインにお取り扱いいただく予定です。

3.イベント当日　頒布価格　1 冊 700 円　会場にてお求めください。
※当日はサークルカタログ完売後、フリー入場となります。

■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）
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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。

◆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。
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◆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　南蒲田センター　気付
名前 : 11/3　大田区産業プラザ・小展示ホール
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：10 月 28 日（土）～11 月 2 日（木）　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
13:00 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。

■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、川崎市産業振興会館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。
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■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
・BanG Dream!・Wake Up, Girls!（及びスピンオフ作品・関連作品）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、10:30 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。
・16:00 で更衣室のご利用を終了とさせていただきますので、15:30 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。

■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。
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・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 15:30 の即売会終了までです。
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　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！

抽選券をゲットする方法は、以下の 4 通りです。
1.【カタログ】 カタログの奥付のご提示で 1枚進呈
2.【景品のご提供】 1品につき 1枚進呈　景品の受付は抽選会コーナーにて承ります。
　（大量配布物については、まとめて 1枚にさせていただくことがあります）
3.【スタンプラリー】 ５個達成で 1枚進呈（詳細は 企画② をご参照ください）
4.【WUGキャラ・チャリティ投票企画】 １０票ごとに１枚進呈（詳細は 企画③ をご参照ください）

企画②　スタンプラリー
新企画です。参加サークルの皆様からご協力サークルを募集し、各サークルがそれぞれ設定した条件に応じて、スタンプシ
ールを配布していただきます。
スタンプシールを 5枚集めますと、抽選会に 1回参加できます！スタンプシール用台紙は抽選会ブースに用意してあります。

◆スタンプラリー参加方法
1.開場前のサークル受付時に「スタンプラリー企画に参加したい」旨をお申し出ください。スタンプラリーキットを交付します。
・スタンプラリーキットの内訳　1.スタンプシール（1 シートにつき２４枚）　2.スタンプラリー協力 POP
・追加でスタンプシールがほしい方は、サークル受付でシート枚数をお申し出ください。
2.スタンプシールの配布条件を設定してください。設定内容は各サークルの自由です。
（例：1 会計につき 1枚／1 冊ごとに 1枚／500 円ごとに 1枚／ジャンケンに勝利する／差し入れと引き換え など）
ただし、「スタンプシールの単体配布（有償・無償問わず）」と「自己使用」は禁止とさせていただきます。
3.配布条件を設定したら、「スタンプラリー協力 POP」に設定した「配布条件」を明記してください。
4.開場したら、スタンプシールの配布を開始してください。
スタンプラリー参加者はスタンプラリー台紙を持っていますので、空いている枠にスタンプシールを貼り付けてください。
5.スタンプシールが足りなくなった場合、サークル受付にてスタンプシールの追加を承ります。

企画③　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！
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この投票の結果は、後述の「公式打ち上げパーティー」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？」

■アフターイベント「公式打ち上げパーティー」開催決定！
◆日時：2017 年 5 月 28 日（日）16:00 ～ 18:00 ごろ（予定）
◆会場： 大田区産業プラザ PiO・小展示ホール（即売会終了後、同じ会場にて行います。）
◆内容：ケータリングによる立食パーティー
・食材や飲み物の持ち込み大歓迎
・同人誌など頒布物の手売りも OK
・コスプレ OK（即売会から続けてコスプレ衣装のまま参加できます。もちろん更衣室完備）
※スタッフも打ち上げに参加し飲食もしますので、あらかじめご了承ください。
◆企画：以下の企画を予定しています。
・WUG キャラ・チャリティ投票企画の結果発表
・ガルパを大画面でプレイしてみよう
◆予算：2種類からお選びください。
A.アルコール＋ソフトドリンク飲み放題付き 2000 円
B.ソフトドリンクのみ 飲み放題付き 1500 円
参加費のお支払いは、当日の同人誌即売会開催時間内（11:30～15:30）に本部にて受け付けます。
参加証と引き換えますので、ご入場の際は必ず身につけてください。
※打ち上げのみに参加される方は、入場時に受け付けます。
食材調達の都合上、なるべく募集期限までにお申込みください。
事前にお申し込みいただければ、参加枠を確保させていただきます。
※当日申し込みも予定していますが、人数調整程度の若干人数のみの受付となります。
◆参加申込方法：Twipla にて「参加する」を押して表明してください。

TwiPla 受付 URL　http://twipla.jp/events/282581

（Twitter未登録の方・匿名で参加したい方は、お問い合わせフォームでも受け付けます。
題名「打ち上げ参加希望」本文「代表者のHN・代表者を含めた同行合計人数」をお書き添えの上、ご送信いただければ、
こちらで調整いたします。）
◆定員：会場収容人数（実質上限なし）
募集定員はスタッフも含みます。スタッフの方も忘れずに参加表明をお願いします。
スタッフ・出演者で参加希望の方は、コメントにて「スタッフ枠で」と一言お書き添えください。
◆募集期限：10 月 30 日（月）
食材調達の都合上、確実に参加されたい方は期限までにお申込みください。
当日枠も若干ご用意する予定ですが、数名程度になる見込みです。

■次回開催予定
◆バンドリ！オンリーイベント「BanG Dreamer's Party! 3rd STAGE」
日程：2018年 2 月 18 日（日）
会場：横浜・大さん橋ホール　最大 150sp募集（委託参加可）
◆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！ ～7 Years After～」
日程：2018年 3 月 4 日（日）
会場：仙台市戦災復興記念館 5F 会議室　50sp募集（委託参加可）

いずれのイベントも、11 月 4 日（土）より募集を開始いたします。
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