博麗神社の縁側 4.5

参加案内

この度は「博麗神社の縁側 4」にお申込み頂き、誠にありがとうございます。
この参加案内には、当イベントに参加される全ての皆様へのお知らせや注意事項を記載しています。必ず当日までに目を
通し、また、当日は本参加案内をご持参頂くようお願い致します。イベント成功のためには全ての参加者の皆様のご協力が
必要となります。本参加案内は申込者に向けてお送りしておりますが、申込者以外の方でも、当日参加される全ての人に目
を通して頂きますようお願い致します。
開催概要
イベント趣旨：東方 project 作品オンリー同人誌即売会。酒類の持ち込み及び飲酒可。
開催日：2016 年 9 月 3 日（土） 14:00～16:30 （サークル入場時間：12:00～13:30）
会場：半田赤レンガ建物（クラブハウス A, D）
※本イベントは飲酒可能なイベントであ
本イベントは飲酒可能なイベントであるため
本イベントは飲酒可能なイベントであるため、会場への自家用車での来場は禁止
るため、会場への自家用車での来場は禁止致します。
、会場への自家用車での来場は禁止致します。鉄道
致します。鉄道その他の交通機関を利
鉄道その他の交通機関を利
用して頂きます
用して頂きますようお願い致します。
頂きますようお願い致します。
名鉄河和線「住吉町」駅より徒歩 5 分
JR 武豊線「半田駅」駅より徒歩 15 分

今回の送付物
以下が今回お送りした物となります。万が一不足しているものがある場合や記載内容に誤りがある場合は至急博麗神社の縁
側実行委員会までご連絡下さい。
１） 参加案内（7
参加案内（7 ページ）：本紙。参加サークル一覧及び会場マップ含む。当日参加する全ての方が内容を熟読するようお願
ページ）
い致します。
２） 参加者通行証（サークル参加申込者は３枚、一般参加申込者は２枚）
参加者通行証（サークル参加申込者は３枚、一般参加申込者は２枚）：誓約書欄（後述）に必要事項を予め記入の上、当
証（サークル参加申込者は３枚、一般参加申込者は２枚）
日ご持参下さい。

当日お持ち頂く物
・

今回の送付物一式全て（参加者通行証の誓約書欄への署名、押印を済ませておいて下さい）
今回の送付物一式全て

・

ご本人と年齢が確認出来る身分証明書
ご本人と年齢が確認出来る身分証明書（１点もしく
身分証明書（１点もしくは２点以上。後述参照
（１点もしくは２点以上。後述参照）
は２点以上。後述参照）

・

東方 Project 作品の同人作品を１点以上（サークル参加者）

・

東方を愛する心

・

お酒を飲む際に必要な一般的常識

なお、酒類の持込を許可致しますが、強制ではございません。持込希望者のみお持込頂けましたらと思います。
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タイムテーブル ※状況により変更の可能性があります
11:30 ・・・ チラシ配布登録、チラシ配布入場及び業者搬入開始
12:00 ・・・ 全ての参加者の入場受付開始、サークル参加者入場開始
12:30 ・・・ チラシ配布登録、チラシ配布入場及び業者搬入終了
13:30 ・・・ サークル参加者入場終了、一般参加者入場開始
14:00 ・・・ 博麗神社の縁側 4.5 開会
15:00 ・・・ 飲酒解禁
15:30 ・・・ 宅配搬出受付開始
16:30 ・・・ 博麗神社の縁側 4 閉会
17:30 ・・・ 宅配搬出受付終了
18:00 ・・・ アフターイベント開始
20:00 ・・・ アフターイベント終了

参加受付、参加者入場
・

サークル参加者、一般参加者問わず、全ての参加者は、会場に入るための参加受付
参加受付を行って下さい。参加受付は、全て
参加受付
の参加者を対象として、12
12:
12:00 から始めます。

・

参加受付では、まず参加者通行証（
参加者通行証（以下、通行証）
年齢確認及び誓約書
誓約書の確認を
参加者通行証（以下、通行証）を１人１枚提出して頂きます。その際、年齢確認
以下、通行証）
年齢確認
誓約書
行い、また、参加料
参加料をお支払い頂きます。参加料はお一人様
お一人様 5000 円となります。
参加料
参加受付完了しましたら、記念
記念酒器
記念酒器をお渡し致します。
酒器

・

参加受付の後、会場内への入場となります。サークル参加者の方は、そのまま会場内へお入り頂くこととなります。サーク
ル参加者入場時間は 12:00
12:00～
:00～13:
13:30 です。この時間帯は、サークル準備の時間となりますので、一般参加者の方は会場
内には入れません。参加受付を済ませた後、待機場所にて待機して頂くこととなります。サークル参加者との参加受付時
間をずらすため、一般参加者の方は 13:
13:00 以降のご来場を奨励致します。一般参加者の会場内への入場は 13:
13:30 頃か
ら開始致します。

年齢確認について
・

本イベントは飲酒可能なイベントとなっておりますため、参加受付時に年齢確認をさせて頂きます。当日は必ずご本人
ご本人と
ご本人
年齢を確認出来る身分証明書
身分証明書をお持ち頂き、ご提示下さい。年齢確認が出来ませんと、例え通行証をお持ちでも入場を
年齢確認が出来ませんと、例え通行証をお持ちでも入場を
年齢
身分証明書
お断りすることがあります。

・

参加受付時の年齢確認作業をスムーズに行うため、身分証明書は、極力顔写真入り
顔写真入りの物を１つご用意下さい。（例：運転
顔写真入り
免許証、パスポート、社員証や大学の学生証（年齢が確認出来れば））

・

顔写真入りの身分証明書がご用意出来ない場合、ご本人と年齢を確認出来る、顔写真の入っていない身分証明書を２
２
つ以上お持ち頂き、ご提示下さい。顔写真入りの身分証明書でも、証明期限の過ぎているものをお持ちの場合は、別に
つ以上
もう１つ証明書をご用意下さい。（例：住民票、保険証のコピー、定期券、レンタルビデオ店等の各種会員証で年齢の確
認が出来る物、等の中から２つ以上）
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通行証の誓約書について
・

参加受付時に提出して頂く通行証には、誓約書欄があります。こちらに記入してあります内容を熟読しご同意の上、参加
者ご本人の署名、押印をお願い致します。参加受付をスムーズに行うため、誓約書への署名、押印は事前に
事前に行っておい
事前に
て頂きますようお願い致します。

・

大げさに思われるかもしれませんが、この誓約書に署名して頂くことで、参加者の皆様が当イベントへ参加するにあたっ
ての意識向上も目的としております。ご協力頂けますよう、宜しくお願い致します。

搬入について
● 自力搬入
・

車両による直接搬入は出来ません。搬入物が多いもしくは重たい場合には宅配便搬入をご利用下さい。

● 印刷会社様からの搬入
・

印刷会社様によっては、会場への直接搬入を行っている場合があります。ご利用の印刷会社様へお問い合わせ下さい。

・

印刷会社様からの宅配便搬入の場合は、トラブルの際に必要になりますので、印刷会社様にご確認の上、伝票番号を控
えておいて下さい。

● 宅配便による搬入
・

必ずヤマト運輸様のクロネコヤマト宅急便
ヤマト運輸様のクロネコヤマト宅急便をご利用下さい。
ヤマト運輸様のクロネコヤマト宅急便

・

受付期間：8
8 月 29 日（月
日（月）〜9
）〜9 月 2 日（金）必着。
日（金）必着

・

伝票の「お届け先」の「郵便番号」に「475-0867」、「住所」に「愛知県半田市榎下町 8 番地 半田赤レンガ建物」、「氏名」
に「9/3 博麗神社の縁側 4.5」とご記入下さい（「電話番号」はご記入不要です）。「ご依頼主」に、発送される方の氏名、
住所、郵便番号、及び当日連絡の取れる電話番号をご記入下さい。「品名」に「スペース No.」と「サークル名」をご記入下
さい。割れ物等が入っている場合には、合わせてご記入下さい。「お届け日」や「お届け時間帯」は未記入で結構です
（下記に記入例を記載します。）

・

発送は全て発払い
発払いでお願い致します。着払いはご利用出来ません。
発払い

・

お問い合わせに必要となるため、当日は必ず控え伝票をお持ち下さい。
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搬出について
・

宅配便搬出は 15:30～17:30 の間にて、本部にて（17 時以降は、アスターイベント会場となるカフェコーナーにて）受け付
けます。伝票も本部にてご用意しておりますので、ご利用下さい。（伝票は着払い伝票のみを予定しています。）

チラシ配布について
・

サークルスペースへのチラシ配布やチラシ置き場の利用には、本部にて登録が必要です。チラシ配布登録受付時間は
11:30～12:30 です。

スペースについて
・

１スペースは机半分（幅 90cm×奥行き 60cm）・椅子２脚です。破損等ございましたら本部までお申し出下さい。

・

追加椅子は、12:00～15:00 の間、当日本部にて受け付けます。但し、数に限りがありますので、無くなり次第終了致しま
す。１サークルにつきまして１脚までとなります。

見本誌提出ついて
見本誌提出ついて
・

当日、各サークル様スペースに見本誌回収用封筒をご用意しております。当日頒布する「即売会で初売り」する全ての頒
布物の見本を封入し、必要事項を記入の上、本部までご提出下さい。見本
見本の提出が済みませんと頒布は行えません
見本の提出が済みませんと頒布は行えませんの
の提出が済みませんと頒布は行えません
で、ご協力の方、お願い致します。

・

見本誌提出時に内容を確認させて頂きます。内容によっては頒布を停止させて頂くことがありますので、ご了承下さい。

・

見本の提出が必要な頒布物は、本、CD 及びカレンダー等になります。クリアファイル、下敷き、カンバッチ及び T シャツ
等のグッズ類やガレージキット類については提出の必要はありません。（内容によってはスタッフが現物を確認させて
頂く場合があります。ご了承下さい。）

展示について
・

壁にポスター等を貼り付ける事は出来ません。また、展示品が転倒しないよう、展示時にご配慮下さい。手が届かない等、
過度に高い POP もご遠慮ください。スタッフが危険と判断した場合は頒布を停止頂く場合があります。

・

過度な性的表現等、公共の場に相応しくない展示はご遠慮下さい。

酒類の持込、および飲酒について
・

酒類を持ち込まれる場合は、一般、サークル関わらず、当日酒類持込の登録を行って頂いた上で提供頂きます。登録の
酒類を持ち込まれる場合は、一般、サークル関わらず、当日酒類持込の登録を行って頂いた上で提供頂きます。登録の
無い方の酒類の提供は出来ません。
無い方の酒類の提供は出来ません。

・

サークル参加者で酒類の提供をされる方は、自スペースでの提供をお願い致します。
一般参加者で酒類の提供をされる方は、専用スペースを準備致しますので、そちらでの提供をお願い致します。

・

飲酒は、当日の参加受付時にお渡しします記念酒器
飲酒は、当日の参加受付時にお渡しします記念酒器で
時にお渡しします記念酒器でお願いします。
市販の紙コップやプラスチックコップによる飲酒は出来ません。
ゴミ削減の為の試みですので、ご協力の程、宜しくお願い致します。
但し、当日イベントにて購入されたグッズ（グラス、お猪口等）や、各自で持参されたグラス等での飲酒は許可
致します。
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・

酒類の飲み過ぎに注意して下さい。また、当実行委員会の方で多少の食事を用意します。空腹で飲酒することの無いよ
酒類の飲み過ぎに注意して下さい。また、当実行委員会の方で多少の食事を用意します。空腹で飲酒することの無いよ
うご注意下さい。

・

酒類の持込及び飲酒は強制ではありません。希望者のみ行って下さい。

・

酒類の販売は出来ません（以下の「
既に重度に酔
酒類の販売は出来ません（以下の「頒布禁止物
以下の「頒布禁止物」
頒布禁止物」に含まれます）。但し、無償提供は許可致します。また、既に重度に酔
に含まれます）。
った方、お酒の弱い方へ過度にお酒を勧める行為は絶対に
った方、お酒の弱い方へ過度にお酒を勧める行為は絶対にお止め下さい。
絶対にお止め下さい。

・

気分の悪くなった方は、速やかにスタッフまでお申し出下さい。

・

飲酒される方は、くれぐれもご自身の耐性やその日の体調を考慮した飲酒をお願い致します。

・

当イベントはあくまで同人誌即売会です。宴会や居酒屋と勘違いした行為はお慎み下さい。参加者全員にとって楽しい
イベントになりますよう、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

頒布禁止物
・

以下の物の頒布は禁止します。スタッフが頒布物の内容を確認し、これらに該当すると判断した場合には、頒布を停止
することがあります。ご了承下さい。
① ワイセツ図画とみなされる物
② 知的財産権を著しく侵害する物
③ 古本、中古同人誌、中古カードなどの古物
④ 酒類、食品類等、販売には保健所の許可が必要となるもの
酒類、食品類等、販売には保健所の許可が必要となるもの （酒類、食品類の持込及びそれらを飲食することは許
酒類、食品類の持込及びそれらを飲食することは許
可します。）
可します。）
⑤ その他、法律・条例に触れる物全て

持込禁止物
・

以下の持込は禁止します。持ち込まれた場合、退場して頂くことがあります。ご了承下さい。
① 可燃性危険物（大量のマッチ、爆発物、燃料類、花火等）
② バッテリー類や大量の電池（携帯電話等の充電器、ノート PC は可）
③ 周囲に迷惑をかけたり危険を及ぼしたりする恐れのある物
④ 動物、ペット類（介助犬除く）
⑤ その他、法律・条例に触れるもの、スタッフが危険であると判断したもの

禁止行為
・

以下の行為は禁止します。これらの行為をされました場合、退場して頂くことがあります。ご了承下さい。
① 自家用車
自家用車での来場 （飲酒可能なイベントのため、必ず JR その他の交通機関をご利用下さい
その他の交通機関をご利用下さい）
ご利用下さい）
② 徹夜及び早朝来場 （参加受付開始となります当日 12:00 以降にご来場下さい）
③ 火気の使用
④ 立ち入り禁止場所への立ち入り
⑤ 臭気を発生する行為（臭気を発生する調理や、著しく臭気のきつい酒類の飲酒も該当）
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⑥ 会場内を走る行為、会場内で騒ぐ行為、会場内で座り込む行為、会場内で喫煙する行為 （どれも他人に迷惑をか
け、また、他人に危害を及ぼす可能性のある行為となります。喫煙は指定の場所でお願い致します。喫煙所は会場
外になりますので、喫煙所にて騒ぐ行為も禁止致します。）
⑦ スタッフの指示に従わない行為
⑧ 他人に迷惑をかける行為
⑨ 他人に危害を及ぼす可能性のある行為

ゴミについて
・

ゴミはご自身でお持ち帰り下さい。
ゴミはご自身でお持ち帰り下さい。酒類を用いた企画を考えている方で、酒類等の提供を考えている方は、それにより出
ご自身でお持ち帰り下さい。
るゴミの回収もご自身のサークルで行って下さい。ご協力お願い致します。

・

ダンボール及びスペースに配布されたチラシ類のみ、本部にて回収致します。それ以外のゴミは
ゴミは基本的に本部では回収
ゴミは基本的に本部では回収
致しません。

その他注意事項
・

会場内は飲食が可能ですが、会場内には当然各サークル様の本等、水分に弱いものが多々あります。くれぐれも飲食物
くれぐれも飲食物
の扱いには注意し、誤ってこぼす等の無い様ご協力お願い致します。（会場を汚さないことを条件に
の扱いには注意し、誤ってこぼす等の無い様ご協力お願い致します。（会場を汚さないことを条件に会場をお借りしてい
（会場を汚さないことを条件に会場をお借りしてい
ます。）
ます。）

・

本イベントは、半田赤レンガ建物の一角をお借りして開催いたします。他のフロアには、本イベントとは関係無くいらっしゃ
っている方も大勢います。会場外で騒ぐ、長時間休んで場所を占有する等、他の方に迷惑となるような行為は
会場外で騒ぐ、長時間休んで場所を占有する等、他の方に迷惑となるような行為は絶対に
会場外で騒ぐ、長時間休んで場所を占有する等、他の方に迷惑となるような行為は絶対にお
絶対にお
止めください。

・

通行証を売買、金品を代価とする譲渡、及びネットオークション等へ出品することは禁止致します。

・

カタログの事前販売は行いません。当日、入場時にお渡し致します。

・

コスプレに関しましては、今回につきましては更衣室の類の用意をしておりません。
（原則、会場でのお着替えは出来ません）
ご了承ください。

アフターイベントに関
アフターイベントに関して
に関して
・

18:00 頃より、同建物内にあるカフェコーナーに場所を移した上で、アフターイベントを企画しております。
食事付きの為、別途お代を頂戴することにはなりますが、じゃんけん大会等、皆様が楽しめる企画を考えております。
宜しければご参加下さい。

・

参加希望者は、当日本部にてお申込下さい。（当日、参加費と合わせまして、別途アナウンス致します。）

お問い合わせ先
博麗神社の縁側実行委員会
公式 HP：http://www.toho-engawa.com/
E-mail：info@toho-engawa.com
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参加サークル一覧
スペース No.

サークル名

ペンネーム

サークル名
サークル名

スペース No.

ペンネーム

半田 01

貴様それでも人間か！！

たの

カブト 01

すいか酒房

スイカ係

半田 02

ALISON 航空

ALISON

カブト 02

うみのきカンティ～ナ

ヒロ

半田 03

ＳＴＲＩＫＥ ＨＯＬＥ

花羅

カブト 03

あんくるお～く

ヤタロウ

半田 04

One Star

White

カブト 04

白耳義喫茶・しぐれ亭

しぐれＢ

半田 05

胡玉書廚

胡玉

カブト 05

Casket

Escarmew

半田 06

Vital Part

Island

カブト 06

ローリィ＊ポップ

桜りせ

会場マップ
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