
バンドリ！オンリーイベント　BanG Dreamer's Party! 3rd STAGE
委託参加マニュアル

はじめに…
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。
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。

BanG Dreamer's Party! Web サイト http://bangdream.doujin-event.com/　公式 Twitter @bangdream_cdef

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.宅急便荷物識別票（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.委託参加申請書 兼 納品書

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
2018 年 2 月 18 日（日）　即売会開催時間　12:00～16:00
■会　場
横浜・大さん橋ホール （神奈川県横浜市中区海岸通１－１－４）
■タイムスケジュール
9:45　印刷会社搬入・チラシ配布受付開始
10:45　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
11:50　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。
12:00　開会・一般入場開始
14:00　宅配便搬出受付開始・打ち上げ参加受付開始
16:00　閉会・撤収開始（できるだけ早い撤収にご協力ください。）・打ち上げ設営開始
18:00　同会場にて「公式打ち上げ」開催（20:30 ごろまで）
※2 月 20 日～21 日頃に精算事務作業を、2 月 22 日～2 月 25 日頃までに返送作業を行う予定です。
※3 月 7日頃までに、指定の方法でお支払いいたします。

■サークルカタログ発売要項
2 月 11 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部 につき 800 円 ＋ 送料（何部でも）164 円
（支払い価格 例：1部 964 円 / 2部 1764 円 / 3部 2564 円 / 4部 3364 円）

a.クレジットカード（2 月 14 日（水） 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（2 月 14 日（水） 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）
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または メール ( info@doujin-event.com ) 宛に、宛て先（郵便番号・住所・氏名）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（2 月 13 日（火）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

※2 月 12 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.
※5部以上ご希望の方は、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 1000 円（消費税込）
「とらのあな」様と「メロンブックス」様にて、2 月 11 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 800 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。

■委託参加ブースの頒布方法
1 サークルにつき最大 4種類の頒布物を、サークルごとにまとめて陳列させていただきます。
ご来場いただいた参加者の皆様は、陳列された同人誌やグッズ類を手に取り、委託参加専用レジで精算します。

■委託参加出品レギュレーション
◆同人誌・音楽 CD・ソフトなどのコンテンツを含む頒布物：基本的に「1 タイトルにつき 1種類」とさせていただきます。
続編・改訂版・アペンドディスクなど、すべて独立した 1種類の頒布物と数えます。
本誌に付随した「おまけ本」などを抱き合わせで頒布する場合は、まとめてビニール袋への封入が必要となります。
◆ペーパーなどの無料配布物：頒布物としてはカウントしません。
チラシ類としてのお取り扱いとなりますので、別途チラシ置場に置かせていただきます。
同人誌に「おまけ」として付けたい場合は、あらかじめ本誌に折り込んで納品してください。
◆グッズ類：同じ品種のもので絵柄違いについては、同じ価格帯のものに限り、1種類の頒布物として数えることができます。
【例】
「バッジ（小）絵柄A 100 円」「バッジ（小）絵柄 B 100 円」「バッジ（中）絵柄A 300 円」「バッジ（大）絵柄 B 500 円」
「キーホルダー絵柄A 500 円」「キーホルダー絵柄 B ５００円」の 6種類を揃えて出品する場合、以下の判断となります。

　1.同じ品種かつ同じ価格である「バッジ（小）絵柄A 100 円」と「バッジ（小）絵柄 B 100 円」をまとめて 1種類（100 円の
バッジ）として見做すことができます。
　2.同じ品種かつ同じ絵柄A同士であっても、「バッジ（小）絵柄A 100 円」と「バッジ（中）絵柄A 300 円」では価格が違う
ので、同じ種類と見做すことはできません。
　3.同じ絵柄 B 同士かつ価格が同じであっても、「バッジ（大）絵柄 B 500 円」と「キーホルダー絵柄 B ５００円」では品種
が違うので、同じ種類と見做すことはできません。

この例の結論としては、全部で 4種類「100 円のバッジ」「300 円のバッジ」「500 円のバッジ」「500 円のキーホルダー」と
してカウントされ、４つの頒布物枠を効率的に使うことができます。ただし、このように種類分けされた場合、絵柄ごとに個別
集計することはできませんのでご注意ください。
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■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、「神奈川県青少年健全育成条例」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。

■見本チェック
委託参加の場合、当日に頒布禁止物チェックを受けて「修正が必要」と判断したとしても、サークル参加者がその場で修正
を施すことができないため、その後の対処が困難になります。
そういうこともあり、特に成人向けの内容のものを頒布しようとする方は、印刷物の入稿前、または開催３日前までに、主催
へ内容チェックを受けてください。既刊も対象となります。（当イベントで過去に頒布実績があるものを除く）
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。注意を要する頒布
物が見つかった場合、委託参加のシステム上、頒布停止の判断を下さなくてはならないこともありますので、心配な方は、
事前に見本チェックを受けていただくことをおすすめします。
一般向け 及び グッズの場合は、特にチェックの必要はございませんが、ソフトなど、一見しただけで画像のチェックが不可
能な場合、事前に画像サンプルのご提出をお願いする場合がございます。その場合はご協力をお願い申し上げます。
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■納品
当イベントの委託参加システムは、通常行われる自宅からの納品に加えて、印刷所からの納品にも対応しています。
皆様のご都合に合わせて、納品方法をご検討ください。

◆発送物の準備
自宅から発送される場合、以下の物を準備してください。
1.頒布物（ビニールなどで包む必要はございません。そのままで結構です。）
2.見本誌（任意でご用意ください。カバーを掛けたり、または POPやコメントの貼付などが効果的です）
3.委託参加申請書 兼 納品書 ※必ず同梱してください。同梱されていない場合は頒布できません。
※恐れ入りますが、見本誌に貼り付ける「値札」はご自身でご用意ください。
これらのものをご用意の上、梱包をお済ませいただきましたら、発送の準備へお進みください。
「3.委託参加申請書 兼 納品書」に記入しましたら、必ずコピーなどを取って控えておいてください。

◆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 : 235-0033
電話番号 : 070-6553-3451
住所 : 026-600　横浜法人営業支店　気付
横浜市中区海岸通 1-1-4　大さん橋ホール　HCPR
名前 : 2 月 18 日 10 時「バンドリ」行
品名 : 「スペース No.」「サークル名」「具体的な内容物」

到着期間：2 月 12 日（月）～2 月 17日（土）午前　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「宅急便荷物識別票」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 0570-200-726）
なお、トラブルに備え、控えの伝票は必ず当日までお手元に控えておいてください。

◆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、できれば前日までに、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。
印刷所から搬入される場合、別途、委託納品書を E-mail でお送りください。
撮影したものを画像添付してお送りいただいても構いません。
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◆イベント終了後の返送
申請書に記入された返送先に、精算事務作業を経て、2 月 22 日～2 月 25 日頃を目処に発送します。
（時間に余裕がないため、イベント終了直後の発送はできません。あしからずご了承ください。）
◆返送方法は「着払い」と「発払い」の両方から選べます。
・着払い　特にご指定がなければ、着払いにて返送させていただきます。
・発払い　着払い運賃より 100 円引きになるなどのメリットがあります。
ただし、売上金額が発払い運賃に満たない場合は、強制的に着払いで発送しますので、あらかじめご了承ください。

■お支払い
3 月 7日までに、売上金額をご指定いただいた口座へ入金いたします。以下の 3 通りが選べます。
・郵便局（ゆうちょ銀行）　総合口座へ入金いたします。113 円の手数料を売上金額から差し引かせていただきます。
・銀行　一般的な金融機関（銀行・信用金庫・信用組合など）へ入金いたします。
「みずほ銀行」または「住信      SBI      ネット銀行」の口座へのご入金に限り、手数料が無料となります。（推奨）  
それ以外の口座へご入金をご希望の場合は、154 円の手数料を売上金額から差し引かせていただきます。
・郵送　払出証書をご自宅へ発送いたします。郵便局の窓口で現金にお引き換えください。
こちらをお選びになった場合、493 円（10万円以下）または 803 円（10万円超）の手数料がかかります。

■委託手数料について
今回より委託参加につきましては、少部数の方でも参加しやすいように、初期にかかる申込費用を無料とし、売上に応じた
従量制で手数料をいただくことになりました。
このため、売上から 20%の手数料（あるいは 2000 円を上限とします）を差し引かせていただきます。

■次回開催予定
◆バンドリ！オンリーイベント「BanG Dreamer's Party! 4th STAGE」
日程：2018 年 6 月 16 日（土）　12:00～16:00
会場：横浜産貿ホール・マリネリア（横浜市中区山下町 2番地　産業貿易センタービル）
 http://www.yokohama-sanbohall.com/
WUGオンリーなど、数イベントでの合同開催・合計最大 300sp募集（委託参加可）　2 月下旬より募集を開始します。
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