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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。

あしピタっ！ Web サイト
http://ashipita.doujin-event.com/

公式 Twitter @ashipita_cdef

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・サークルリスト・会場配置図
（この文書です。計 12 ページで構成されています。）
2.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）
3.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。）
4.頒布計画書（1 サークルにつき 1 枚。こちらに頒布物
の記入とご署名の上、見本誌チェックの際にご提出くだ
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 
info@doujin-event.com ／ Twitter @ashipita_cdef

◆日時
2019 年 10 月 13 日（日）
即売会開催時間　11:00～15:00
アフターイベント　15:00～16:00（予定）

◆会場
プラザマーム・2F イベントホール
（東京都中央区日本橋浜町 1-1-12 プラザＡＮＳビル）



◆アクセス
・都営新宿線「浜町駅」A1 出口より徒歩 2 分
・都営浅草線「東日本橋駅」B1 出口より徒歩 4 分
・東京メトロ日比谷線「人形町駅」A4 出口より徒歩 6 分
・JR総武線快速「馬喰町駅」A3 出口より徒歩 8 分
・羽田空港・成田空港からは、都営浅草線直通列車にて
「東日本橋駅」にて下車。
・お車でご来場の方は、会場周辺の駐車場をご利用くだ
さい。会場敷地内に駐車場は一切ございません。

◆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
10:50　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。
11:00　開会・一般入場開始
13:00　宅配便搬出受付開始
15:00　閉会・アフターイベント開始～終了次第撤収

◆サークル入場に関して
会場 1F の正面入口を入り、エレベーターで 2F にお上が
りください。（エスカレーターは稼働を終日停止します）
エレベーターを出て左側の入口が即売会会場となります。
ここで「サークル通行証」の半券をスタッフにお渡しくださ
い。



◆サークルカタログ
イベント当日　頒布価格　1冊 500 円
※一般参加者はご入場の際に必要となりますので、必ず
ご購入ください。サークル参加者は自由購入制です。
※当日はサークルカタログ完売後、フリー入場となります。

※10 月 6 日（日）東京ビッグサイトにて開催
「COMIC1★16」にて、カタログの前売りを行います。
スペース H21a「BRIEST」

◆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。
※2 スペースの方は「幅 180cm×奥行き 45 ｃｍ」
イス 2脚となります。
追加イスはすべて当日の貸出のみとなります（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
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、このマニュアルに同封した「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、収録され
ている画像全部をあらかじめ紙に印刷してご提出いただ
くか、メールによる事前チェックを申請していただきますよ
う、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。

・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

同人ショップで

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

（過去のあしピタっ!!）

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、できれば開催前日までに、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。



・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。
宅急便伝票記入事項
郵便番号：103-0007 ／ 電話番号：03-3865-7213
住所：東京都中央区日本橋浜町 1-1-12 プラザ ANSビ
ル 2F
氏名：10 月 13 日　あしピタっ!!
ご依頼主：ご自身の住所・氏名・電話番号
（電話番号は携帯電話を推奨します）
お届け希望日：10 月 13 日
お届け先のご希望時間帯：午前中
品名：「具体的な内容物（書籍・CD等）」「スペース No.」
「サークル名」

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。
到着期間：10 月 7日（月）～10 月 12 日（土）
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「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 0570-200-000）
なお、トラブルに備え、控えの伝票（特にお問い合わせ番
号）は、必ず当日にご持参ください。
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、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。

・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「ファミリーマート 日本橋
浜町二丁目店」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。
以前、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。



◆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
・当イベントではオールジャンルのコスプレが可能です。
・一般入場に先立ち、10:00 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 1000 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「男子：3F 会議室 A室 女子：2F
イベントホール B室」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。
・15:30 で更衣室のご利用を終了とさせていただきます
ので、15:00 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、2F会場
内と、トイレへの往来のみです。
他階および会場外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。

◆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・マイナンバーカード・パスポ
ートなど）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。
・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。無許可で公開し
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、
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 15:00 の即売会終了までです。アフタ
ーイベントの撮影は禁止とさせていただきます。
当日のコスプレ撮影可能範囲は、2F会場
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。



◆当日のイベント内企画
企画①　粗品プレゼント
本日のイベントに参加されているサークルの本日の新刊
を 3種類ご購入いただいた後、本部にてご提示ください。
先着 50 名様に粗品をプレゼントします。（いつものアレで
す）
企画②　アフタヌーンティーサービス
タイツフェチの方なら、黒タイツで濾した紅茶を一度飲ん
でみたいと思ったことはありませんか？
「あしピタっ!!」では、その願望を実現します！ぜひご堪能
ください！（黒タイツは一旦煮沸します。安心してお飲みく
ださい）
企画③　アフターイベント（じゃんけん大
会）

◆次回開催のお知らせ

タイツ・ストッキング系オンリーイベント
「あしピタっ!! 11」

コスプレ物販＆撮影イベント
「Cos*Marché 7」

2020 年 3 月 1 日（日）
川崎市産業振興会館 4F 展示場

サークル参加申込受付は 11 月より開始予定です。


