
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」
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／サークルリスト
（このパンフレットです。計 10 ページで構成されています。）
2.会場配置図
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。）

※郵送希望オプションをお申込み済みの方以外、
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
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■イベント概要
◆日　時
2020 年 3 月 1 日（日）
即売会開催時間　11:00～15:00
アフターイベント開催時間　15:15～16:00（予定）

◆会　場
川崎市産業振興会館　4F（即売会）/9F（更衣室）
（神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 20）

◆タイムスケジュール
9:45　搬入・チラシ配布開始
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　即売会終了（机イス撤収作業のご協力をお願いします。）
15:15　アフターイベント開始
16:00（予定）　アフターイベント終了・撤収

◆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。
JR 東海道線・京浜東北線・南武線「川崎駅」下車 徒歩 7 分
※川崎市産業振興会館へは「北改札口」をご利用ください。
京急電鉄「京急川崎駅」下車 徒歩 7 分
・羽田空港からお越しの方は、京急線「エアポート急行 新逗子行」
にご乗車の上、「京急川崎駅」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「アクセス特急
羽田空港行」にご乗車→品川駅にて「快特 三崎口行」にお乗り換
えの上、「京急川崎駅」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。
（参考）　タイムズソリッドスクエア　駐車場
土日祝　20 分 200 円／8:00～21:00 最大料金 1500 円
https://times-info.net/P14-kanagawa/C132/park-detail-
BUK0050440/

　　タイムズソリッドスクエア　詳細　QR コード→ 
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◆会場周辺図

■サークル入場
サークル入場時間内（11:00～11:50）に、ビル入口より 1Fホール
入口手前の認証受付にて、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かざしてください。
認証されましたら、紙の通行証を必ずお受け取りください。
4F会場とも、通行証をご提示の上、ご入場ください。
※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
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。

◆イベント当日　頒布価格　1部 500 円
会場入口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
机の広さは 1 スペースにつき以下の通りとなります。
「幅 90cm×奥行き 60cm」（会場の備品を使用）
イスは 1 スペースにつき 1脚設置しております。
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。

3



■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、「神奈川県青少年保護育成条例」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。

■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、机上のサークル名ラベルを剥がして、右上の
記入欄に貼り付け、1F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。　※誠に恐れ入りますが、4F Dブロ
ックの方も 1Fサークル受付までご提出をお願いします。
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。
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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主催イベントにて
（過去のあしピタっ!!など）
頒布実績のあるもののみ

省略可

■搬入・搬出について
◆印刷業者による直接搬入
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。
印刷業者による直接搬入につきましては、基本的に各スペースへ
搬入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 : 212-0013
電話番号 : 044-548-4111
住所 : 神奈川県川崎市幸区堀川町 66-20
川崎市産業振興会館 1F
名前 : 3 月 1 日　あしピタっ!!
お届け希望日：3 月 1 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：2 月 24 日（月）～2 月 29 日（土）
この期間内に宅急便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 3 月 1 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 29 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 0570-200-728）
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】
恐れ入りますが、近隣のコンビニエンスストアをご利用ください。
隣の建物「ソリッドスクエア」内にファミリーマートがございます。

■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。

■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
・サークル・一般参加者ともに、登録料として 500 円をいただきま
す。「本部」にて登録を行ってください。
※「PayPay」でのお支払いが可能です。ぜひご利用ください。
「PayPay」 https://paypay.ne.jp
・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。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。
・登録の際に「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　9F　男子：第 1研修室　女子：第 2研修室
当日のコスプレ移動可能範囲は、ビル内 1F＋4F（当イベント）・4F
屋上庭園・9F（更衣室）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。
※同日 1F+4F 別エリアにて開催イベント「スタァライト・ストーリィ
ズ 4th REVUE」へのご入場には、別途カタログが必要です。

■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。
・撮影登録のみの方も、「1F 総合受付／4F 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
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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 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、1F＋4F のみ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。

■企画のご案内 
◆粗品プレゼント
当日発行新刊 3種類を本部にてご提示いただくと、先着順にて粗
品をプレゼントさせていただきます。

◆アフターイベント・じゃんけん大会
サークル・一般問わず、ご参加いただいた皆様から、色紙やグッズ
など、お持ち寄りいただいたプレゼントをお預かりし、アフターイベ
ントのじゃんけん大会の景品として差し上げます！
※食品につきましては、大量のお菓子・生物・ハンドメイド品の出品
はできません。

※恒例のタイツ紅茶企画につきましては、昨今の新型コロナウイル
ス感染症の影響を鑑み、感染拡大を予防するため、今回につきまし
ては中止とさせていただきます。あしからずご了承ください。

◆打ち上げ開催のお知らせ
イベント終了後、川崎駅近辺の居酒屋にて打ち上げを行います。
イベント当日に募集しますので、参加をご希望の方は本部へお申し
込みください。
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「あしピタっ!! 11」「 Cos*Marché 7」
五十音順　参加サークルリスト

サークル名 ペンネーム スペース

赤木荘 赤木クロ ア-09,10

ANNA PHOTO アンナ イ-14

Cutie Factory Qt ア-07,08

くまや クマ イ-07,08

CROSSNEXT タケモト ア-01

さえめくり さえ イ-15

桜のぁ被害者の会 桜のぁ イ-01

しゅがー＊みゅく 天使みゅ。 イ-09,10

ＧＯＲＯ 高円寺☆ゴロー ア-03,04

ZXT00C 川崎優 イ-16

ちぃず工房 櫻ちぃ イ-13

tricotcafe テイク イ-18

ナイロニックフォース 将軍 イ-02

PowderSkin うらはるこん ア-02

はにーどるちぇ 松田せりか イ-11

日暮企画 日暮りん ア-05,06

ふぁいと でるもんて イ-17

V-ZONE イ-05,06

レースクイーンフェチ イ-03,04

わんわんていこく たろう イ-12

計 20 サークル（2020/2/22 現在）
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