
 

サ ー ク ル 参 加 案 内 
 

 

四コマ作品＆まんがタイムきらら系作品オンリーイベント「よんこま文化祭（よんふぇす）2020」 

 

＜作品系サブイベント＞ 

NEW GAME! オンリーイベント「CONTINUE THE GAME! #5」 

ひだまりスケッチオンリーイベント「ひだまりのモチーフ 8 品目」 

ご注文はうさぎですか？オンリーイベント「ご注文はオンリーですか？ 9 羽目」 

ゆゆ式オンリーイベント「なーんつってつっちゃった 8 件目」 

きんいろモザイクオンリーイベント「きんいろはっぴーでいず 9 日目」 

恋する小惑星オンリーイベント「私たちだけの小惑星α」 

まちカドまぞくオンリーイベント「これで勝ったと思うなよ！！」 

おちこぼれフルーツタルトオンリーイベント「いろはにほへとちりぬるお ２かいめ」 

日常オンリーイベント「ありふれた非日常 Re:Again」 

かなめもオンリーイベント「新聞屋さんのいちにち つぎのひ」 

 

 

 

少年サンデー系オンリーイベント「夢の日曜日 3 号」 

若木民喜先生作品オンリーイベント「落とし神 Fall in love FLAG 9.0」 

畑先生作品オンリーイベント「Nice Cutie Mate!!!!!!!!」 

 

 

 

 

今回は、TEAM Operations 主催イベント・ザワザワ小会主催イベントにご参加申し込みいただきまして、

ありがとうございます。サークル参加に必要な情報をお知らせいたします。 

 

今年は、新型コロナウィルス感染症対応の関係もあり、いくつかの運用（特にサークル入場・受付関係）

が例年と大きく異なります。対応の一環として、すべてのサークルを、2 スペース（1 サークル 1 卓）配

置、郵送の希望の有無に関係なく案内を郵送、としております。2 スペース配置・郵送あり設定ではあ

りますが、すべてのサークルを参加費は「1 スペース」・「郵送なし」（3400 円）として取り扱います。 

 

なお、当イベントは、TEAM Operations ならびにザワザワ小会による合同開催となります。各種事務作業

は共同して行っており、本案内につきましても両団体のイベント共通にて作成しております。本案内を

十分にお読みの上、当日お越しいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

■同封物 

１．当日参加案内  … １部 （※本状） 

２．会場配置図・サークル一覧 … １部 

３．サークル通行証  … 1SP の場合 2枚 / 2SP の場合 4枚 

４．受け付け登録票（同意書） … １枚 

５．搬入識別票   … １枚 

※内容に過不足がございましたら問い合わせ先（最後に記述）まで至急ご連絡ください。 

 

登録番号・配置記号およびスペース番号は同封のサークル通行証に記載されています 

 

 

■開催日時 

日時：2020 年 10 月 3 日 （土） 

※即売会開催時間は 12：00 ～ 14：30 

※サークル入場時間は 10：45 ～ 11：45 

 

■会場案内 

大田区産業プラザ PiO 2F 小展示ホール （〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20） 

 

交通案内： 

◆京急本線・京急羽田線 京急蒲田駅東口より徒歩 3 分 

◆JR 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線 蒲田駅東口より徒歩 13 分 

 
引用：大田区産業プラザ PiO「交通アクセス」（http://www.pio-ota.net/access/） 

 

※ご来場には公共交通機関をご利用ください。路上駐車は近隣の迷惑となりますのでおやめください。 

※PiO前の横断歩道は無くなりました。（横断陸橋を渡ってください。道路を横切らないでください。） 



■当日のタイムスケジュール 

 

10:45 サークル入場・サークル登録受付開始 

各種受付・チラシ配布・アフター景品受付開始 

入場券販売開始（予定） 

11:30 コスプレ・写真撮影登録受付開始 

更衣室運用開始（予定） 

11:45 サークル入場終了 

チラシ配布終了 

館閉鎖 

12:00 即売会開始 

14:00 宅配便搬出受付開始（予定） 

コスプレ・写真撮影登録受付終了 

14:30 即売会終了 

14:45 アフターイベント開始（予定） 

宅配便搬出受付終了（予定） 

更衣室運用終了（予定） 

16:00 アフターイベント終了（目標） 

 

 

■サークル入場 

・サークル参加の方は 10:45 ～ 11:45 の間に入場してください。 

・サークル通行証の有効時間もサークル入場時間と同様 10:45 ～ 11:45 です。 

  ※開会後はサークル通行証による通行はできません。 

 

★サークル入場の流れ 

・新型コロナウィルス感染症の対応のため、通常とサークル入場の流れが異なります。ご注意ください。 

 

１．サークル通行証を手元に一人 1 枚用意してください 

２．サークル通行証をスタッフに渡し、検温を受けた上で、リストバンドを受け取ってください 

  ※当日、体温が 37.5℃を超える場合、イベントにはご参加いただけません。ご承知おきください。 

３．会場に入場し、サークルスペースへお進みください。 

４．サークル代表者の方は、サークル参加費の支払いがありますので支払窓口にお越しください。 

  ※お支払いには現金・交通系 IC・PayPay・QuickPay・iD・クレジットカードがご利用いただけます。 

  ※当日の通信状況により、現金以外の決済手段が利用できない場合があります 

 

 

★入場券に関して 

・今回のイベントは、「入場券（リストバンド）」方式となります。 

 配置図・注意事項・サークルカット等を印刷した参加案内は別途配布となります。 

・開会後の会場への出入りはリストバンドを確認します。検温済の確認もリストバンドで行います。 

■サークル参加登録 

・お送りした受け付け登録票（同意書）に必要事項を記入し、見本誌とともに本部までお持ち下さい。

なお、同意書に同意いただけない場合、頒布物の頒布を行うことはできません。 

・イベントに頒布予定の冊子等を「サークル参加登録封筒」に同封のうえ、本部にありますサークル参

加受付担当までご提出ください。（販売単価が高いなど提出が困難な頒布物については受付担当スタッ

フまでご相談下さい） 

・受付の際、頒布物を確認させていただきます。内容によっては、修正をお願いする場合や、頒布停止

となる場合があります。他イベントで修正や頒布停止に該当しない場合でも、お願いする場合がござ

いますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

・未登録状態での一切の頒布・展示等はできません。必ず、サークル参加登録をお願いいたします。 

 

 

■頒布物に関して 

○成人向けのあるサークル 

・成人向け頒布物ありで申し込まれているサークルは、成人向け頒布物表示 POP をお配りします。 

一般参加者からよく見える位置に置いてください。 

・成人向け発行物を扱うサークルは、成人向け表現が 18 歳未満の方に見えないようにご配慮下さい。 

また、18 歳未満の方が作品を手に取らないように心がけてください。 

・表紙・POP・ポスター等は過度の描写がある場合、掲示を控えるようお願いします。 

・頒布を行う際は、相手の年齢を確認し、18 歳未満の方に頒布を行わないようご注意下さい。 

 

 

■見本誌提出に関して 

・サークル参加登録を行う際に見本誌提出を行っていただきます。 

・見本誌提出の対象となる頒布物は、当日初売りとなる新刊・成人向け頒布物（同人誌・コピー誌・

CG 集・画集・ソフト他含む）です。 

・過去に各団体のイベントにて見本誌提出をした作品は提出不要です。 

 

※一般創作グッズ・音楽 CD・同人ゲームなどの見本提出は不要ですが、成人向け頒布物については 

チェックを行いますので、サークル参加登録の際にお持ち下さい。 

※成人向け頒布物に成人向け表記がない場合は頒布を行うことができません。 

 

※当イベントでは全てのサークル頒布物について、委託・一時預かりにかからず、各サークルの責任で

行っていただきます。当日は見本誌提出以外でもスタッフが頒布物の内容を確認させていただくこと

がありますので、ご協力下さい。頒布物の内容について禁止事項に照らし問題があるとスタッフが判

断した場合、当即売会にて頒布を禁止させていただくことになりますのであらかじめご了承下さい。

各サークルでの自発的なご協力よろしくお願いいたします。 



■各種注意・禁止事項 

禁止事項を守っていただきますようお願いします。守っていただけない場合、退場処分、場合によって

は警察への通報等をさせていただく場合があります。参加者側の帰責による損害について、準備会では

一切の責任を負いません。 

 

◎ディスプレイの注意事項 

・裸体など成人向のディスプレイはできません。 

・壁・柱へのポスター等の貼り付けはできません。 

・会場からの要請により、粘着テープ（布・クラフト・養生など）の床・壁への貼り付けはできません。 

・陳列、ディスプレイは机や床にきちんと固定するなど倒れないように配慮した構造にしてください。 

（自立型看板については隣接サークルならびに本部への了解を得るようにしてください） 

・その他ほかの参加者の迷惑にならないよう配慮をお願いします。 

 

◎頒布禁止物 

・わいせつ図画に該当する物 

・その他日本国内、東京都内に適用される法令等に抵触する恐れのある物 

・著作権、商標権などを侵害する物 

・市販品 

・古本・中古同人誌などの古物 

・持ち込み禁止物 

 

◎持ち込み禁止物 

・日本国内、東京都内に適用される法令等に抵触する恐れのある物 

・可燃性危険物等（火薬・燃料など） 

・ナイフ・モデルガンなどの武器類 

・動物（ただし介助犬は除く） 

・キックボードやインラインスケートなど乗り物類 

・大量の電池や乾式以外のバッテリ各種 

・その他スタッフが危険と判断した物 

 

◎禁止行為 

・火気の使用 

・会場内での喫煙・飲酒 

・他人に危険を及ぼしたり、迷惑をかけたりする行為 

・その他スタッフが禁止を指示した行為 

■搬入について 

＜印刷所等による搬入（直接搬入の場合）＞ 

・印刷所等による搬入については、事前の登録は必要ありません。当日搬入時間帯に、本部受付にて搬

入作業申請を行い、搬入を行ってください。（スタッフの確認ならびに無申請の搬入作業は禁止です） 

・印刷所等による搬入可能時間は、10:45 ～ 11:45（サークル入場時間帯と同じ） となります。 

 

＜郵送による搬入＞ 

・郵送による搬入物品は、10 月 1 日まで準備会にて引き受けを行えた荷物に関して、当日準備会にて搬

入します。運搬業者は問いません。発送には 元払い を利用してください。着払いは受け取りません。 

・期間外に到着した荷物は、当日会場に配送できません。着払いにてそのまま返送いたします。 

・郵送による搬入の場合、発送時の伝票は以下のようにご記入ください。 

 

※正しく記入されていないとイベント当日に適切にサークルスペースまでお持ちできなくなる場合が

あります。 

※また、発送時に渡される伝票控えは捨てずに当日持参してください。（遅配などの際の問い合わせに

は「お問い合わせ伝票番号」が必ず必要となります） 

※搬入物には荷物の外側のよく見える位置に必ず搬入識別票（同封物）を貼り付けてください。足り

ない場合はコピーして利用していただいて構いません。正しい識別票の貼り付けがない場合、サー

クルスペースに正しく搬入できなくなりますのでご注意下さい。 

 

 

◎お届け先 

郵便番号 210-0844 

電話番号 050-5317-3311 

住所 神奈川県川崎市川崎区渡田新町 3-1-24 三浦方 

TEAM Operations イベント事務局 

氏名 「1003 合同イベント」行き 

 

◎ご依頼主 

郵便番号 参加者の郵便番号 

電話番号 当日連絡のつく電話番号 

住所 参加者の住所 

氏名 参加者の氏名 

 

◎品名 

配置・サークル名・品名 

 

※着払いは利用できません 

※配達時間帯は絶対に指定しないでください （欄に記入しないでください） 



■搬出に関して 

・イベント当日、クロネコヤマト（宅急便）着払いによる搬出を行います。 

・搬出時間は 14：00 頃開始 の予定です。具体的な場所ならびに時刻に関してはあらためて会場アナウ

ンスにてお知らせいたします。 

 

 

■コスプレ・撮影について 

・更衣室は会場内特設スペースとなり、利用者ごとの入れ替え制となります。 

・会場の都合上、十分なコスプレ更衣室の確保ができない可能性があります。 

・コスプレ・撮影については本部にて受付が必要です。 

・コスプレ・撮影に関する案内ならびに登録用紙を登録時にお受け取り下さい。 

 

 

■その他注意事項 

・会場付近での徹夜・早朝来場はおやめ下さい。 

・会場内は禁酒禁煙です。また、喫煙できる場所は会場内にはありません。 

・スペース内での飲食は可能です。ただしゴミはお持ち帰りください。 

・サークルスペースおよび通行証の売買、金品を代価とした譲渡を禁止します。 

・会場の備品を損壊した場合、全額弁償していただきます。 

・けが・急病その他具合が悪くなったときには、決して我慢せずお近くのスタッフを呼んでください。 

・準備会ではゴミの回収は行いません。必ずお持ち帰りいただくようお願いします。 

・会場内では、他人に迷惑のかかる行為や他人を不愉快にさせる行為は禁止とします。 

・会場ではスタッフの指示に従ってください。従わない場合、退場いただくことがあります。 

・チラシ配布者による多量のチラシ投棄が行われた場合、着払いにて当該団体へ返却します。 

・会場ならびに会場周辺の公共の場所では同人誌等を広げたり、読んだりしないようお願いい

たします。（近隣住民や社会の目があることを忘れないでください） 

 

 

■アフターイベントの景品の募集について 

・当日、アフターイベントを開催します。例年よりアフターイベントの内容は異なります。 

・サークル様からご提供いただきました色紙は原則色紙抽選の形となります。 

・ご提供いただいた景品については必要最小限の範囲でじゃんけん大会の形を取ります。 

・色紙の他、グッズ等も受け付けます。また、色紙は本部にて無料で用意しています。 

 

■問合せ先 

 

＜事前のご連絡＞ 

 

TEAM Operations 

・ホームページ http://www.yonkoma.info/ 

・E-Mail アドレス info@team-ops.info 

 

ザワザワ小会 

・ホームページ http://www.zawazawa-shokai.info/FnSun1003/ 

・E-Mail アドレス info＠zawazawa-shokai.info 

 

※イベントに参加できなくなった場合には、お早めに準備会までご連絡ください。 

 

郵送連絡先（共通） 

 〒210-0844 神奈川県川崎市川崎区渡田新町 3-1-24 三浦方 TEAM Operations イベント事務局 

 

 

＜イベント当日のご連絡＞ 

 

・緊急連絡先 050-5317-3311 イベント本部 受付直通 

※イベント当日何かございましたらこの緊急連絡先までご連絡ください。 

 


