
BanG Dreamer’s Party!
10th STAGE

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
くお読みの上でご相談ください。
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。

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
（このパンフレットです。計 12 ページで構成されています。）
2.会場配置図・サークルリスト
3.搬入票（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）
4 頒布計画書（1 枚・サークル受付で見本チェックを受ける際に、
見本誌とともにご提出ください。）
5.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。）
※5.のみ、後日に個別配信します。

※今回は全てのサークルの方が郵送を希望されていないため、
送付方法を電子メールでの配信に限定させていただきます。
また、サークル通行証に関しましては、後日、個別送信メールにて
入場用 QR コードの画像を添付したメールを配信させていただき
ますので、後日改めて受信メールをご確認ください。

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 exe@doujin-event.com
※Twitter での応答はできませんので、あらかじめご了承ください。
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■イベント概要
◆日　時
2020 年 8 月 16 日（日）　11:30～16:00

◆会　場
東京都立産業貿易センター 台東館 7F（即売会・更衣室）
9F 台東区民会館ホール（フリースペース・一般参加待機所）
（東京都台東区花川戸 2-6-5）

◆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
10:00　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
11:20　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。
11:30　開会・一般入場開始（入れ替え制第 1部）
※今回は入れ替え制を実施しますので、入場の遅いグループの方
にも頒布物が行き渡るよう、できる限りのご配慮をお願いします。
13:00　宅配便搬出受付開始
15:00　9Fフリースペース終了・臨時更衣室に転換
16:00　終了・撤収開始（できるだけ早い撤収にご協力ください。）

◆アクセス
・公共交通機関をご利用の方は、下記の駅よりご来場ください。
東武スカイツリーライン・東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線
「浅草駅」下車 徒歩 5～10 分
※出口により所要時間が変わりますので、地図でご確認ください。
つくばエクスプレス「浅草駅」下車 徒歩 9 分
※つくばエクスプレス浅草駅は、浅草寺西・浅草六区側にあります。
都営バス 草 64・都 08 「二天門」下車 目の前
・新幹線でお越しの方は、上野駅より地下鉄銀座線をご利用の上、
「浅草駅」にて下車してください。
・羽田空港からお越しの方は、京急線にご乗車の上、都営浅草線
「浅草駅」にて下車してください。
・成田空港からお越しの方は、成田スカイアクセス線「羽田空港行
アクセス特急」にご乗車の上、都営浅草線「浅草駅」にて下車してく
ださい。
・会場に駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングに駐
車をお願いします。
アクセス方法についての詳細は、こちらもご参照ください。
https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/access/
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◆会場周辺図

■ご来場の前に
・イベント開催日の前日まで、体調には十分お気をつけください。
・開催日当日、体調が悪いと感じた時は、参加をお控えください。
・当日のご来場時には、マスクの着用をお願い申し上げます。
※お忘れになった場合は、マスクを有償にて頒布します。
・スマートフォンをお持ちの方は、厚生労働省の「新型コロナウイル
ス接触確認アプリ（COCOA）」のインストールをお勧めします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_
00138.html

 　◀ Google Play

App Store ▶
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■サークル入場手順
1.ビル入口よりエレベーターにて 7Fまでお上がりください。
2.サークル入場時間内（10:00～11:20）に、サークル入場口より
お入りください。
※遅刻された場合も、随時サークル入場口で受け付けます。
3.入場口にて「アルコール消毒液」または「次亜塩素酸水」で手指
の消毒をお願い申し上げます。
4.スタッフにより検温を実施します。このとき、体温が 37.5℃を上
回った場合、入場をお断りさせていただくことがございます。
検温をパスした方には、検温済みであることを示すリストバンドを配
布しますので、必ず手首に装着してください。
5.メールにて配信されたサークル入場用 QR コードを、入場口のバ
ーコードリーダーにタッチしてください。認証されましたら、通行証を
お受け取り後、ご入場いただけます。
※一度認証された QR コードは再使用できません。QR コード画像
のお取り扱いには、十分にご注意ください。

■サークルカタログ発売要項
今回につきましては、カタログの前売りを実施しないため、当日のみ
の頒布となります。

◆イベント当日　頒布価格　1部 1000 円
会場入口または本部のカタログブースにてお求めください。
※PayPayでのお支払いが可能です。ぜひご利用ください。
※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
今回は新型コロナウイルス感染症の影響 および 会場側からの要
請により入場定員数を制限され、かつソーシャルディスタンスを確
保するため、机の広さは 1 スペースにつき以下の通りとなります。
「幅 180cm×奥行き 90cm」（会場の備品を使用）
イスは 1 スペースにつき 2脚設置しております。
※募集開始当初、サークルスペースをビニールシートで覆う予定と
告知しましたが、設営上および防災上の問題があるため、設置を中
止させていただきます。場内では全員がマスクを着用している前提
のため、飛沫飛散に関する問題はないと思いますが、どうしても心
配な方は、ご自身でシート・アクリル板などの手配をお願いします。

追加イスはすべて当日貸し出し制となります。
ご希望の方は、本部にて貸し出しを受け付けます。（1脚 500 円）
なくなり次第終了となりますので、お早めにお申し出ください。
※PayPayでのお支払いが可能です。ぜひご利用ください。
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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
5.その他、法律や条例に違反する物品

【ゾーニング配置実施のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　 
東京都立産業貿易センター台東館 開催イベントでは、会場施設か
らの要請により、会場内を大まかに「一般向け」と「成人向け」のエリ
アに区分する「ゾーニング配置」を実施します。
成人向け頒布物を 1種類でも取り扱う予定のサークルは、18歳未
満入場不可の「成人向けエリア」にまとめて配置されます。
一方、成人向け頒布物を取り扱わないサークルは、どなたでも入場
できる「一般向けエリア」に配置されますが、成人向け頒布物を一
切取り扱うことができませんのでご注意ください。
　今回、成人向けでお申し込みいただいたサークルの比率は、全体
に対して「10%以上」となりましたが、今回は配置の都合上、エリア
に境界を設けません。
しかしながら、成人確認を容易にするため、今回もスタッフによる成
人認証を行います。成人向けエリアに配置されたサークル参加者
の皆様は全員、必ず身分証明書をご持参の上、ご入場の際に認証
を受けていただきますようお願い申し上げます。

【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
ばお申し出てください。
　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。
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■サークル入場後の見本チェック
サークル入場後、同封した「頒布計画書」に、当日の頒布物リストと
署名をご記入の上、本部のサークル受付スタッフに見本誌・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。
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。

特に以下の点を重点的にチェックしますので、見本チェックを受け
る際は下記の要項にご注意ください。
・刑法 175 条に抵触する「わいせつ物」などの物品に該当するか
どうか
・商標権・肖像権を侵害する物品に該当するかどうか（商標ロゴの
無断転載は、特に厳しくチェックします。）
・奥付の必要事項　タイトル・サークル名・著作者名・発行日・印刷
所・連絡先（WEB サイトまたはメールアドレスを推奨）

・SNS アカウント（Twitter・Pixiv など）を主要な連絡先として掲
載することにつきましては、当該 SNS に加入していない方でも確
実に連絡が取れることを前提とさせていただきます。
・グッズにつきましても、本と同様に、全ての頒布物へ製造者責任
を表示するラベルの貼付をお願いします。できない場合は、名刺
などの責任の所在を明示したものを、頒布時に添付してください。
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。

グッズ 全ての頒布物が見本チェックの対象となります。
見本写真を撮影させていただくことがあります。

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
のみ省略可

CDEF主催イベント
（過去の BDPなど）にて

頒布実績のあるもののみ
省略可
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■搬入・搬出について
◆印刷業者による直接搬入
今回の開催につきましては、6Fで開催のラブフェス事務局様に直
接搬入の窓口を一本化しているため、お車を利用して大量の直接
搬入を希望される印刷業者の皆様は、以下の要項に従って、事前
のお申し込みをお願いします。

直接搬入対象イベント
「GirlsLoveFestival30&アイ☆フェス 21&LIG」
「BanG Dreamer's Party! 10th STAGE」

搬入日時　2020 年 8 月 16 日(日)　9:30-11:00
会場　東京都台東区浅草・都立産業貿易センター・台東館
会場住所：東京都台東区花川戸 2-6-5 

直接搬入は荷捌き場に入場の上「エレベータ７」でお願いします。

荷捌き場の入場には「入車証」が必要です。
直接搬入登録の申込期間は 8 月 3 日（月）～11 日（火） 必着です。

入車証請求フォーム http://www.lovefes.info/ol/lfgdoc2.php

東京都立産業貿易センターの業者搬入には入車証が必要です。
・ヤマト運輸による宅配搬入、はこぶっく、ウエストウイング、くらりす
の使用時には入車証請求は不要です。
・自社搬入、委託業者搬入の際には入車証の請求が必要です。
・入車証は送料・事務手数料相当分として一枚 850 円となります。
・入車証料金は印刷会社様にご請求させていただきます。
・イベント開催日の翌週に請求書をお送りいたしますので、30 日以
内に指定口座にお振込をお願いいたします。
・入車証は原則としてエイチシーピーアール合同会社より、搬入担
当業者様宛に、開催日３日前までに到着するよう発送させていただ
きます。

・搬入量や希望業者数によって、当日荷捌き場ゲートでの入車証貸
出となる場合もございます。
・複数の印刷会社様から指定されている搬入業者様には、取りまと
めて一枚のみ発行させていただきます。

【重要】欠席などで開催時間内に搬入物のお引取りがない場合、
イベント終了後にサークル代表者のご自宅へ着払いで送付させて
いただきますので、あらかじめご了承ください。
（宅配搬入物に関しましても同様の措置を取らせていただきます。）
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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 : 111-0033
電話番号 : 050-5582-8760
住所 :  （038-313 花川戸センター気付）
東京都台東区花川戸 2-6-5
東京都立産業貿易センター台東館 7F
名前 : 8 月 16 日 9 時 BDP10th
お届け希望日：8 月 16 日 午前中
品名 : 「具体的な内容物」「スペースNo.」「サークル名」

到着期間：8 月 12 日（水）～8 月 14 日（金）
この期間内に花川戸センターへ到着するように発送してください。

※お届け希望日は 8 月 16 日（日）となりますが、到着したお荷物
の整理・仕分け・積込作業に時間を要するため、前日の 15 日（土）
に宅急便センター内にて作業を行う段取りがありますので、必ず上
記到着期間をお守りくださいますよう、お願い申し上げます。

同封した「搬入票」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 0570-200-738）
なお、トラブルに備え、控えの伝票は、イベント当日のご来場まで必
ず保管をお願いします。

宅配便搬入物は、サークル入場時間内に宅配便集積所へまとめて
置かせていただきますが、お引き取りがない場合、あるいは一部不
明なお荷物は本部で預からせていただくことがありますので、見つ
からなかった場合は、本部へお問い合わせください。
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◆サークル参加者のお車での搬入
会場には駐車場がございませんので、近隣のコインパーキングに
駐車後、台車やカートなどを各自ご用意の上、エレベーターより搬
入をお願いします。

◆宅配便による搬出
13:00 より本部・サークル受付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。
当イベントから発送される場合、指定の伝票（宅急便 着払い伝票）
以外は一切受付できません。

【発払いをご希望の方へ】
当日は 6Fラブフェス事務局主催イベント内にて「HCPR くらりす」
様のサービスによる、ヤマト運輸発払いでの発送を受け付けます。
ぜひご利用ください。

■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。

■会場内では…
・ポスターなど掲示物の壁貼りはできません。 別途、ポスタースタン
ドなどをご用意ください。
・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、十分お気をつけください。
・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。
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■お帰りの際に…
・会場内にゴミ箱を設置します。当イベントの参加者は、施設内の
他のゴミ箱には、ゴミを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・チラシ・梱包材は、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
・今回のコスプレ登録は、事前登録のみとさせていただきます。
チケットサイト「LivePocket」にアカウント登録の上、下記 URLより
チケットをご購入ください。（登録料 500 円 先着順受付）
登録受付 URL https://t.livepocket.jp/e/20200816_bdp10th
撮影登録をご希望の方は、身分証明書（運転免許証・顔写真つき
学生証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど）の提示が
必要となりますので、当日は必ずご持参ください。
・当日受付の際に「コスプレ登録証」を発行します。コスプレの最中
は、登録証を常に身につけてください。
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。
・更衣室の場所　7F 一般参加者受付横
※15:00 以降、9Fフリースペースを臨時更衣室に転換します。
当日のコスプレ移動可能範囲は、ビル内９Ｆ台東
区民会館ホール（フリースペース）・7F（即売会会
場内）・6F（GLFes）のみとさせていただきます。
他の階への立ち入りは禁止とさせていただきます。

■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
算で 300mm超の望遠レンズでの撮影」は禁止です。
・撮影登録のみの方は「コスプレ受付」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。
※「PayPay」でのお支払いが可能です。ぜひご利用ください。
・身分証明書（運転免許証・顔写真つき学生証・マイナンバーカー
ド・パスポート・在留カードなど）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「撮影登録証」を発行します。撮影中は、登録許可証を
常に身につけてください。・撮影する際は、サークルの皆様・一般の
皆様のご迷惑とならない様に心がけてください。
・被写体には「撮影登録証」を提示の上、必ず許可を得て撮影して
ください。
・また、無断で公開したりネット上に掲載した場合、トラブルが発生

10



しやすくなりますので、お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、データ消
去、またはメディア没収の上、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 16:00（7F 即売会会場）の即売会終了時刻まで
です。
当イベントの登録証によるコスプレ撮影可能範囲
は、7F・９Ｆのみとさせていただきます。 
※6F のイベントは別途撮影登録をお願いします。
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。

■アフターイベント（中止） 
新型コロナウイルス感染症の影響により、３密環境を極力回避する
ため、今回はアフターイベントの開催を中止とさせていただきます。

■企業出展のご案内
当日は、メロンブックス様・とらのあな様による「委託相談所」を設
置し、参加サークルの皆様から委託販売のご相談を承ります。
また、委託販売契約が成立したサークル様から、委託用頒布物の
納品もその場で承ります。ぜひご利用ください。

■エア開催・景品抽選会のご案内
メロンブックス様のご協力により、９月１２日（土）～１３日（日）にか
けまして、10th STAGE のエア開催を実施する予定です。
また、このエア開催では、イベント当日に皆様からご提供いただい
た景品をお預かりし、Twitter 上で抽選会を実施する予定です。
※ご提供いただける品目は「色紙・イラストボード・ポスター・サー
クル参加ご自身の提供による頒布物」のみに限らせていただきま
す。
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■DOUJIN JAPAN 2020 新刊カードキャンペーン
各印刷所にて新刊を発注した場合に発行される「DOUJIN JAPAN 
2020 新刊カード」をお持ちの方は、コミック同人イベントフォーラ
ム主催イベントでの 当日利用 および サークル参加申込にご利用
が可能な「500 円クーポン」と交換できるキャンペーンを実施しま
す。
「新刊カード」1 枚につき「500 円クーポン」1 枚と交換できます。
クーポン交換をご希望の方は、総合受付にてお申し付けください。

■やむを得ず欠席される場合
体調不良や何らかの事情により欠席される場合、主催へのお届け
は不要ですが、基本的に自己都合事由となり、サークル参加費の返
還はできませんので、あしからずご了承ください。

ただし、例外措置として、新型コロナウイルスの感染拡大により、各
都道府県が「外出自粛要請」を発令した場合に限り、次回開催へ繰
越参加ができるように、以下の特例対応をさせていただきます。

◆「外出自粛要請」が発令された場合の繰越参加について
1.サークル代表者の居住地において、各都道府県が発令した「外
出自粛要請」が、開催日当日に有効である場合
2.サークル通行証を 1 枚も使用せず、直接参加を欠席した場合
以上の条件に全て該当した方には、次回開催（11th STAGE 11 月
23 日（月・祝）東京都立産業貿易センター浜松町館）への繰越参
加のご案内を、イベント終了後に配信させていただきます。

■次回開催予定

◆「2020 浜松町館スペシャル」
「BanG Dreamer's Party! 11th STAGE」（バンドリ！）
「スタァライト・ストーリィズ 6th REVUE」（レヴュースタァライト）
「Youに夢中！ TOKYO #004」（Vtuber）　※延期開催

日程：2020年 11月 23日（月・祝） ※開催時間未定
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館
（東京都港区海岸 1-7-1）
東京都立産業貿易センター浜松町館 ホームページ
https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/
直接参加 約 200sp／委託参加 40 サークル 募集 
サークル参加申込締切
【先着順受付】8 月 24 日（月）～10 月 12 日（月）必着
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