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サークル参加のご案内

■ 郵送物一覧
•	 サークル通行証（1sp につき 2枚）
•	 宅配便搬入識別票
※サークル参加案内等はWeb上での確認となります。定期的に
　最新の情報をご確認ください。
※万一不足物があった場合はお手数ですがご連絡をお願いします。

■ イベント当日の動き
日時：2022 年 1 月 10 日（月祝）13：00～16：00
会場：京都府総合見本市会館（パルスプラザ）大展示場

•		サークル入場時間	 11：30 ～ 12：45 
•		即売会開催時間	 13：00 ～ 16：00 
•		コスプレ更衣室利用時間	 11：30 ～ 17：00 
•		宅配便搬出受付時間	 15：00 ～ 16：30 

※こちらのタイムテーブルはあくまで予定であり、当日の状況に
　よって変更となる場合があります。

■ 交通案内
・地下鉄烏丸線／近鉄京都線 竹田駅　西 4 番出口より
 市バス／京阪バスにて約 5 分「パルスプラザ前」下車すぐ
 または駅より徒歩約 15 分

※昨今の情勢により、京都駅から直通のらくなんエキスプレスは運用さ
　れない可能性がございます。

この度は当イベントにサークル参加頂き、ありがとうございます。イベントに関するご案内並びに注意事項
を送付しております。当日までによくお読み頂き、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ サークル入場について
•	 サークル入場時間は 11：30 ～ 12：45となります。
•	 入場にはサークル通行証が 1人 1 枚必要です。入場の際
スタッフに提示してください。通行証の確認と検温が終
わりましたら、リストバンドをお渡ししますので、以降
はそれを見せてご入場ください。

•	 会場に駐車場（無料）はありますが、満車の際は付近の
コインパーキング等のご利用となります。

■ サークルスペースについて
•	 1sp は机半面（奥行 60cm× 横幅 90cm）と椅子 1 脚です。
破損や不足の際は本部にご連絡ください。

•	 机の内側は奥行 130cm 程度（通路分除く）となっています。

•	 搬入量には十分ご配慮いただき、隣のサークルや通路へ
荷物がはみださないようにしてください。

•	 追加イスの貸し出しは今回受け付けておりません。

•	 電源は事前に申請をされた方のみ利用可能です。

■ ディスプレイについて
•	 展示物は床面から 200cm 以下とし、転倒しないよう十分
な対策を行ってください。クランプなど、机を傷める可
能性のあるものは使用しないでください。

•	 スペースを網などで囲む場合、両隣のサークルの迷惑と
ならないよう配慮した上でお願いします。

•	 机や棚を持ち込んでの頒布空間の増設は、防災上、周囲
のサークルへの迷惑などの観点から禁止します（卓上で
節度をもって使用するのは構いません）。

•	 壁面へのポスターなどの貼り付けるは禁止です。

•	 床や机にテープを貼る際は弱粘性のものをお使い下さい。

•	 ご自分のサークルスペースをお撮りになる場合、必ず両
隣のサークルに断りを入れた上で、他の人物が写らない
ように撮影してください。

•	 成人向け作品を頒布されるサークルは、成人向け作品頒
布表示カードをスペースに掲示してください（必要な方
は受付の際、スタッフにお申し付けください）。

•	 申込時に「成年向け作品の頒布予定」を申請していない
サークルは、配置の事情により成年向け作品の頒布をご
遠慮頂く場合があります。

•	今回、感染症対策として、試聴スペースコーナーは運用
いたしません。申し訳ございませんが、ご了承ください。

来場者には 18 歳未満の方もおられます。
不特定多数が見ることのできる POP や看板等の掲示物に、成年
向けの描写や表現はお控えください。

新型コロナ感染症対策として、運用方法が例年と大きく異なります。内容をよく読み、十分にご注意ください。

感染症対策として、当日は出来るだけ食事をお済ませの上でお
越しください。
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■ コスプレ参加・カメラ撮影のご案内
•	 コスプレをされる場合は事前登録が必要です。登録方法
については公式サイト等でアナウンスいたします。

•	 感染症対策として女性男性それぞれに定員がございます
ので、満了の際はご了承ください。

•	 登録料は 1000 円です。当日受付にてお支払いください。

•	 申し訳ありませんが、今回はコスプレ広場および撮影登
録の運用は見送りいたします。そのため、記念としての
自撮りおよびサークルスペース告知の場合を除き、被写
体となることは出来ません。

•	 更衣室を利用しない軽度なコスプレ（帽子・マントなど）
は登録不要です。

•	 なお、スタッフが記録として撮影を行っている場合がご
ざいます。予めご了承ください。

■ 更衣室利用時間
•		コスプレ更衣室利用時間	 11：30 ～ 17：00 

　	※終了間際は混雑が予想されます。お早めの利用にご協力ください。

■ コスプレする際の注意事項
•	 コスプレをしたまま来場／退場しないでください。入場
をお断りする場合があります。

•	 着替えは必ず更衣室をご利用ください。トイレでの着替
えは他の利用者の迷惑となるため厳禁です。

•	 イベントの趣旨と関係のない、または周囲に過度な不快
感を与えるコスプレは出来ません。

•	 異性装は男装・女装とも可能です。

•	 更衣室内には手荷物などを置きっぱなしにしないでくだ
さい。クロークなどはご用意できません。また、室内を
汚すような行為はしないでください。

•	 小さい子供のコスプレは、ご自身で更衣出来る場合に限
ります。また、同性の保護者の方が責任を持って付き添っ
てください。

•	 会場内は混雑する可能性があります。周囲の人の迷惑と
ならないよう、ご配慮をお願いいたします。

•	 足下が不安定になる履き物（高下駄など）、長尺物、武器
の模造品などは撮影時のみ使用可とします。移動の際は
しまっていただくようお願いします。

•	 肌の露出が多い衣装は、タイツやストッキング、スパッ
ツなどを着用してください。

•	 被り物など、視界が狭くなる衣装は必ず付き添いの人を
つけてください。

•	 ドレスや裾の長い衣装は危険ですので、引きずるような
状態にならないよう対策をお願いします。

•	 注意事項や指示に従って頂けない場合は退場して頂く場
合があります。

•	 他に不明な点やお困りのこと、迷惑行為などを見かけた
方はお近くのスタッフへお知らせください。

•	 その他、詳細は公式サイトの案内をご参照ください。

■ 頒布の際について
•	 過度に大声をあげての呼び込み、鐘などの鳴り物の使用、
通路にはみ出ての宣伝など、周囲の迷惑となる行為はご
遠慮ください。

•	 時間を指定しての頒布／その場でのオークション行為
（入札形式を除く）／じゃんけん大会／その他混雑が予
想される頒布方法は禁止します。

•	 成人向け作品を頒布される場合は、各自の責任において
年齢確認の実施をお願いします。

■ 以下に該当するものは会場内への持込を禁止します
•	 各種法令に抵触する恐れのあるもの
•	 周囲に迷惑をかける恐れのあるもの（臭気の強いもの、
銃器の模造品など）

•	 混雑時に持ち歩いたり身につけていると、他人の迷惑と
なったり危険がおよぶ恐れのあるもの

•	 可燃性など防災上問題があるもの（燃料、花火、発電機、
自動車用バッテリーなど）

•	 動物（身体障害者補助犬を除く）
•	 その他、スタッフが危険、もしくは他の参加者の迷惑に
なると判断したもの

■ 以下に該当するものは頒布を禁止します
•	 自費制作物以外のもの（商業出版物、市販品、ゲーム景
品等）、古同人誌などの古物

•	 他者の権利を著しく侵害するもの（複製品、ロゴや商標
などを無断で使用したもの、差別を助長させる目的のもの等）

•	 性器・性行為に対して適切な修正が施されていないもの
•	 アダルトグッズ類
•	 薬機法に抵触する恐れのあるもの（化粧品類など）	 	
※化粧品製造販売業者により製造され、適切な表記のある、自主制
　作グッズとして頒布する場合を除く

•	 下記の場合を除く飲食品類
•	 	個包装された市販の小菓子（飴、チョコ、焼き菓子など）を無
償で配布する場合

•	 食品製造販売業者により製造・密封され、適切な表記のある、
自主制作グッズとして頒布する場合

•	 事前に当会に連絡し、特別な許可を得た場合

•	 その他、スタッフが頒布不適当と判断したもの
※これらは市販の小菓子を除き、無償での配布も禁止です。

■ その他の諸注意
•	 会場内は禁酒禁煙・火気厳禁です。
•	 会場内の備品を破損させた場合、弁償していただくこと
があります。

•	 防災上の理由から、非常口や消火栓・消火器の周りに物
を置いたり座り込んだりしないでください。

•	 荷物の管理は各自でお願いします。紛失・事故につきま
しては主催者では責任を負いかねます。

•	 ゴミはできるだけ各自でお持ち帰りください。不要な段
ボール箱、チラシのみ本部にて引き取ります。段ボール
箱は必ず解体してお持ちください。

•	 お困りのことがありましたら、お近くのスタッフにご相
談ください。また、スタッフの指示には従っていだきま
すよう、ご協力をお願いします。

頒布物には、奥付やそれに準じる情報（サークル名・発行日・
連絡先・印刷会社など）を掲載または添付してください。
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•	

荷物受付期間

1月5 日（水） ～ 1月9 日（日）
※受付期間内到着厳守
� （期間前・期間後の到着はご遠慮ください）
•	 上記宛先以外や期間以外に到着した荷物についてのトラ
ブルは責任を負いかねます。

•	 当日の荷物引渡し時間は 11：30 ～ 12：30 を予定してお
ります（当日の事情により遅延する場合があります）。引
渡し時間を過ぎますと荷物を移動しますので、以降の引
渡しについてはスタッフにお問い合わせください。

•	 欠席などで未引き取りの荷物については、基本的に着払
いにてサークル代表住所へ返送いたします。

○宅配便荷物識別票について
•	 発送する荷物には、必ず同封の宅配便荷物識別票を荷物
の上面に、はがれないようしっかり貼り付けてください。

•	 油性マジックを使用の上、もれなく記入をお願いします
（発送物が 1個だけの場合も 1/1 と記入）。
•	 枚数が足りない場合は等倍でコピーしてお使いください。

○搬出について
•	 当日、15 時より（予定）宅配便受付所にて搬出を受け付
けます。開始の際は場内放送にてお知らせいたしますの
で、アナウンスをお待ちください。

•	 受付は「着払い」のみとなります。伝票は本部にござい
ますので、必ずご記入の上でお持ちください。

■ 問い合わせ先
•	 幻想ノ郷茶話会（求代目の紅茶会	／	科学世紀のカフェテラス）		
mail：	 info@ninth-gen-teaparty.info	 　	 	
web：	 https://ninth-gen-teaparty.info/	 	
	 https://cafe-terrace.info/	 	
〒 652－0812	 兵庫県神戸市兵庫区湊町 3－2－5	 	
	 	 神戸ハーバーウエスト 203 号室　桑野方

•	 京都文々。新聞社（文々。新聞友の会）	 	
mail：kyoto@bunbunmaru-np.com	 	
web：https://bunbunmaru-np.com/	 	
〒 651－2102	 兵庫県神戸市西区学園東町 7-30-8　中西方

•	 VOCALOID	STREET（ボカスト準備会）	 	
mail：contact@voca-st.com	 	
web：http://voca-st.com/	 	
〒 453－0842		 愛知県名古屋市中村区剣町 279-A　森口方

■ 当日は見本誌の提出があります
•	 昨今の情勢から、頒布物の内容を把握し、会場や行政当
局などから説明を求められた際に適切な対応をとる必要
があります。このため、全てのサークルに見本誌と頒布
作品情報の提出をお願いしています。

•	 見本提出の対象となるのは「新作（当日が初頒布となる
本・CDなど）」です。ただし少部数など、事情のある方
はご相談ください。

•	 当日スペースに配布する『サークル登録用紙	兼	見本誌
登録票』に記載の上、館内本部にお持ちください。提出
対象となる作品がない場合でも用紙の提出は必要です。

•	 記入量が多い方は、用紙を公式サイトにて公開しており
ますので、事前に作成されることをおすすめします。

•	 ご提出頂けない場合や修正などに不備がある場合は、頒
布の停止および修正を依頼する場合があります。

■ 新型コロナウイルス感染症対策について
京都府危機管理総務課からの指示により、全ての参加者
（サークル含む）は下記の事項を遵守していただきます。

•	 申込代表者が売り子全員の連絡先を確実に把握すること

•	 発熱（37.5℃以上）や風邪症状を呈する体調不良時は参
加を見合わせること

•	 会場内ではマスク（不織布製推奨）を常時着用すること

•	 こまめな手洗や手指・手の触れる部分の消毒を行うこと

•	 密集・長時間の対話を避けること

•	 感染症対策として行うスタッフの指示に従うこと

•	 不特定多数の壮行会・打ち上げ等は控えていただくこと

なお、飛沫防止シートのお持ち込みは自由ですが、自己で
消費する範囲以上のアルコール消毒液（可燃性液体）の持
ち込みはご遠慮ください。

■ 搬入・搬出について
○印刷業者から会場に直接搬入される場合
•	 各自で印刷会社とよくご相談の上で搬入してください。
当日のトラブルについての責任は負いかねます。

•	 必ずこの案内か、公式サイトにある搬入案内（PDF）を
依頼先に提出してください。

○ 宅配にて搬入される場合
•	 クロネコヤマトの宅急便の発払いをご利用ください（他
社便、着払い厳禁）。右上の記入見本もご参考ください。

•	 梱包用の箱は丈夫なものをお使いください（通販用の薄
地のものなどは中身が破損する恐れがあります）。

•	 トラブルに備えて、電話番号欄には当日連絡可能な電話
番号を記入してください。

•	 問い合わせの際に必要となりますので、必ず伝票の控え
または発送伝票番号の控えを持参してください。

ワクチンの接種につきまして、現時点では証明等の確認は行わ
ない予定ですが、全ての参加者の感染リスクを減らすため、ご
事情の許す限りワクチン接種にご協力いただきますようお願い
申し上げます。また、接触確認アプリ（COCOA）のインストー
ルにもできる限りご協力ください。

センターコード　162-370
伏見竹田センター気付
京都パルスプラザ大展示場
  1/10   （参加イベント名）

◆スペース No.　サークル名
　内容物品名（例：書籍 / CD）

荷物の問い合わせには伝票番号が必須です
当日は必ず伝票の控えか伝票番号をご用意ください

サークル代表者の住所氏名と、
当日の連絡先電話番号を記載
してください。

当日の連絡先電話番号

6 1 2  8 4 4 8

ヤマト運輸様より指示された書式となっておりますが、
コンビニなどで、住所の記載がないため受け入れを拒
否されるという事例がありました。そのような場合は

「京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町７８」
に発送する旨をお伝えください。
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※必ず箱の上面に貼り付けてください※

切り取り線

宅配便荷物識別票
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　　伏見竹田センター気付
　　京都パルスプラザ	大展示場 宛 の荷物です。
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