
BanG Dreamer’s Party! 12th STAGE
サークル参加マニュアル

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。

まず、以下の書類をメールよりダウンロードされているかどうか、ご確認ください。
1.委託参加マニュアル（この文書です。計 5 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.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 070-8461-0932 シノハラ ／ E-mail exe@doujin-event.com

■イベント概要
◆日　時
2021 年 2 月 21 日（日）　11:30～15:30
※ただし、全サークル参加者が退出された時点で早期終了とさせていただくことがあります。

◆会　場
東京都立産業貿易センター 浜松町館 3F 南側 展示室（東京都港区海岸 1-7-1「東京ポートシティ竹芝」内） 

◆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
10:30　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
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　※入れ替え制は実施いたしません。
13:00　宅配便搬出受付開始
15:30　終了・撤収開始（できるだけ早い撤収にご協力ください。）

■サークルカタログ発売要項
・今回は直前の開催中止リスクを回避するため、冊子版カタログの発行を行いません。あしからずご了承ください。その代わ
りとして、開催日の数日前より、PDF版カタログを公開する予定です。公開の準備ができ次第、後日メールにてご案内します。
・上記の通り、今回は冊子版カタログを発行しないため、委託参加サークルの皆様への事後送付は行いませんので、あしか
らずご了承ください。

■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。
※現金の他に、QRコード決済「PayPay」でのお支払いが可能となります！
PayPay https://paypay.ne.jp/
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■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。

■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

【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。
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■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、CD-ROM写真集やゲームソフトなど、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。

■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。
印刷会社から搬入される場合は、メールにてお送りください。
※恐れ入りますが、見本誌に貼り付ける「値札」や、掲示する「お品書き」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 : 105-0022
電話番号 : 050-3559-8765
住所 :  （136-870 海岸 1丁目センター 気付）
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 3F
名前 : 2/21　9 時　HCPR　BDP12 ｔｈ
お届け希望日：2 月 21 日 午前中
品名 : 「具体的な内容物」「スペース No.」「サークル名」
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到着期間：2 月 17 日（木）～2 月 19 日（土）
この期間内に「ヤマト運輸　海岸 1丁目センター」へ到着するように発送してください。
※お届け希望日は 2 月 21 日（日）となりますが、到着したお荷物の整理・仕分け・積込作業に時間がかかるため、前日の
20 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 03-4335-2211）
なお、トラブルに備え、控えの伝票は、イベント当日まで必ず保管をお願いします。

◆印刷所からの直接搬入
搬入を印刷所に依頼される場合は、2 月 13 日（土）までに、印刷所を通じて主催へご連絡をお願い申し上げます。
折り返し、印刷所に搬入のご案内をさせていただきます。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、当日の搬入時に検温と搬入者登録を行いますので、ご協力をお願い申し上げま
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。

◆イベント終了後の返送
返送作業と精算処理を迅速に行うため、返送は全て開催後数日以内の発送となり、発払い限定とさせていただきます。
なお、返送費用に関しましては、弊団体負担とさせていただきます。
※委託参加は「遠方のためにご来場が困難な方」「当日に別の用事があり、やむを得ず来られない方」のための制度です。
もし当日に会場へご来場いただいても、委託頒布物の回収・引き渡しはできませんので、あしからずご了承ください。

■お支払い
3 月 15 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 4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。100 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、157 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　現金書留にてご自宅へ郵送いたします。こちらをお選びになった場合、540 円以上の手数料がかかります。
・PayPal　アカウントを登録されているメールアドレスをご記入ください。手数料は無料です。（推奨）

■委託手数料について
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
手数料をいただいています。
このため、売上が発生した場合、20%の手数料を差し引かせていただきます。
最終的な送金額は、「売上 － （手数料 20%＋送金にかかる手数料）」となりますので、あらかじめご了承ください。

■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、「DOUJIN JAPAN 2020 新刊カード」のメッセージ欄にスペースナンバーとサークル名をご
記入の上、委託物と一緒に同梱して発送してください。
後日、メールにてシリアルコードを発行させていただきます。
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■次回開催予定

◆「BanG Dreamer's Party! in 福岡 4th」
日程：2021 年 4 月 11 日（日） 12:00～15:30
会場：天神チクモクビル
（福岡県福岡市中央区天神 3丁目 10-27）
サークル参加費：1sp 3000 円 最大 2sp／委託参加可
サークル参加申込締切
【先着順受付】2021 年 3 月 18 日（木）必着

◆「BanG Dreamer's Party! in 京都」
日程：2021 年 6 月 6 日（日） 11:30～15:30
会場：京都市勧業館みやこめっせ 3F 第 3 展示場
（京都市左京区岡崎成勝寺町 9番地の 1）
サークル参加費：1sp 5000 円・2sp 9000 円／委託参加可
サークル参加申込締切
【先着順受付】2021 年 2 月 11 日（木・祝）～4 月 21 日（水）必着

◆「BanG Dreamer's Party! in 名古屋 3rd」
日程：2021 年 7 月 11 日（日） 11:00～14:30
会場：ナディアパーク 3F デザインホール
（名古屋市中区栄 3-18-1）　※詳細は後日発表

◆「BanG Dreamer's Party! 13th STAGE」
日程：2021 年 8 月 8 日（日） ※開催時間未定
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 4F
（東京都港区海岸 1-7-1）　※詳細は後日発表
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