レトロゲーム・マイナーゲームオンリー同人イベント

オトナゲーム帝国の逆襲
サークル参加案内(注意事項) (必ずお読みください)

サークル参加登録について
サークル参加登録を完了していただいたうえで、はじめて当日のサークル
スペースでの頒布が可能になります。必ず登録を実施してください。


10:00～10:50 の間にサークル受付を完了してください。



記入済みの「参加登録票兼同意書」と「見本誌」をお持ちの上、事務局に
お持ちください。見本誌はチェック後にお返しします。また、スタッフが
スペースにお伺いする場合もあります。その際に、記入済みの「参加登録
票兼同意書」をスタッフにお渡しください。

シール貼付欄



頒布物のチェックを行います。あらかじめご了承ください。
（見本誌回収は行いません。事務局への「寄贈」は歓迎しております。）



11:00 以降の受付も、事務局にて行います。「参加登録票兼同意書」と
「見本誌」をお持ちの上、事務局にお越しください。



参加登録票兼同意書の再発行は、原則行いません。
紛失にはご注意ください。

はじめに
この度は、「オトナゲーム帝国の逆襲」(以降、本イベントと記載)にお申し込み
頂き、ありがとうございました。貴サークルの参加を承認いたします。
(サークル名及びスペースは、本紙貼付のシールにてご確認ください。)

サークルスペースについて


ご参加にあたり、以下の内容をよくお読みいただきますようお願いいたします。
同行の方にもお読みいただき、内容をご理解いただくようご高配のほどよろしく

(1 スペース当たり 90cm×45cm)


お願いいたします。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。
不足・不明点などがございましたら至急奥付の連絡先までご連絡ください。

1 スペースは机半分とイス 1 脚です。

追加いすの当日販売は、1 脚 500 円です。必要な方は事務局まで
お越しください。規定数に達しましたら受付を終了します。



電源の使用は、乾電池、ノート PC のバッテリーで動作するものであれば



本紙 A4 2 枚

問題ありませんが、蓄電池、車などのバッテリーの使用はおやめくださ



サークル名およびスペースに関する情報(本誌に貼付)

い。



会場配置図 A4 1 枚



参加登録票兼同意書 1 枚



搬入用紙 1 枚



サークル通行証（1 スペースにつき 3 枚）



Ｒ-18 確認用卓上ＰＯＰ 1 枚



電源使用サークル様は、PC・ゲーム機などの動作用として使用いただき
ドライヤーや調理器具など高出力のものを使用しないでください。



コンセントは床下より取ることができます。延長ケーブル、テーブルタップ
は忘れずにお持ちください。

※当日列が出来たサークルは、販売場所の移動を行う場合があります。
※列整理はサークル様の責任のもとで行っていただくことを原則とします。

日時／場所
場所

事務局は，最低限の人員の配置しか行いません。
：大田区産業プラザ Pio 2F 小展示ホール

※サークル・スタッフ以外の方の列誘導・整理によるトラブルに対して事務局

（京浜急行線京急蒲田駅徒歩 3 分）

は一切の責任を負いません。

日時

：2014 年 03/23(日)

サークル入場

：10:00～10:40 ※予定

サークル受付

：10:00～10:50 ※予定

1 部 即売会

：11:00～15:00 ※予定 早期終了の可能性あり

以下の頒布物(販売物)を禁止または制限します。

2 部 交流会

：15:30 位～ ※予定



頒布物(販売物)について

わいせつ図画及びこれに類するもの(データ含む)の持ちこみは不可です。
「わいせつ」の基準は、刑法 175 条に抵触するものを「わいせつ」とします。

サークル入場方法


10:00～10:40 の間に小展示ホール正面よりご入場ください。



「サークル入場証」は、1 人 1 枚ずつお持ちのうえ、正面入口から
入場してください。




また。頒布可否の基準は、主要大手即売会の判断基準に準拠します。


著作権／商標権を著しく侵害する恐れのある物の販売は禁止です。



原作者、制作会社による「二次創作ガイドライン」が規定されている作品
は、ガイドラインの内容に沿ったものを頒布してください。



再入場の際は、入口でスタッフに「サークル入場証」を提示してください。

食品・生物（せいぶつ・なまもの）の「販売」は禁止です。
個人的なやりとりはこの限りにありません。

(入場証の回収は行いません。)



当事者許可のない同人作品(新品・中古問わず)の販売は禁止です。

サークル入場証を紛失されますと、サークル入場時間帯の入場を制限



一般の商業ルートで出まわっているものの販売は制限します。

され、かつ、開場後カタログを購入の上ご入場いただきます。紛失にはご

(テレカ・ポスター・シール・各種景品類・中古ハード・ソフト類)

注意ください。

※古物商免許をお持ちの方に限らせていただきます。



サークル入場後、必ずサークル参加登録を行ってください。

※古物販売をされる場合は、あらかじめ事務局にご連絡いただき、その



搬入エレベータによる搬入を希望される方は、必ず事前に事務局まで

上で当日スタッフに免許証もしくは免許証のコピーをお見せください。

ご相談ください。

※成人向け指定の頒布物について
東京都青少年の健全な育成に関する条例では、「青少年に対し、性的感情を

搬入・搬出について

刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成

●自力搬入の場合

長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は

サークル入場時間内に正面入口から搬入してください。

観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない」とさ
れています。

●宅急便搬入の場合

本イベントにおいて、この条例に該当する同人誌(以下、R18 作品)を頒布する

3 月 20 日まで「必着」にて必ず「ヤマト運輸(宅急便)」にて以下の送り先へ

場合は、下記のルールを順守してください。

発送してください。



頒布する作品が R18 作品に該当すると考えられる場合、表紙に R18 作

■送付先：

品であることがわかるような表記(以下、R18 表記)を行うようにしてくださ

あて先は以下のようにお書きください

い。「R18」「成人向け」「ADULT ONLY」など、R18 作品であることが容易

ヤマト運輸株式会社

に判別できれば、デザイン、大きさなどは問いません。

店コード 036-070 南蒲田宅急便センター止







頒布する作品が既刊であって、R18 表記が難しい場合、卓上 POP 等を
準備いただき、サークルで R18 作品が頒布されていることがわかるよう

品名の欄に以下のようにお書きください。

にしてください。これは、18 歳未満の方が誤って R18 作品を手に取らな

3 月 23 日 Pio 小展示ホール「オトナゲーム帝国の逆襲」

いようにするためです。

3/23 午前 9:00 必着

R18作品を頒布する場合は、対面販売を基本としてください。明らかに18

スペース名 サークル名

歳未満である方に対しては、作品を閲覧させたり、頒布を行わないでくだ

※スペース名・サークル名は、あなたのサークルスペース・サークル名に

さい。疑わしいと感じた場合は、本人確認書類で年齢を確認してくださ

置き換えてください。

い。

※付録として「搬入用紙」を用意します。搬入物に貼り付けておいてください。

R18 作品を頒布する場合、ビニール袋か紐掛け等の個別包装を実施し

※当日は、伝票の控えを必ずお持ちください。

18 歳未満の方が、中身を閲覧できないようにしてください。


R18作品を頒布する場合、18歳未満の方が売り子をしないようにしてくだ

●宅急便搬出

さい。

当日、14:00 より事務局にて受付を行います。着払いのみ受付けます。

※宅急便伝票の記入例

注意事項

カタログの事前販売について



カタログ(パンフレット)の事前販売はありません。当日販売のみとなります。

ごみはお持ち帰りください。
なお。段ボールと不要なチラシは事務局で回収します。



お車での来場はおやめください。また、会場付近への路上駐車は「厳禁」
です。お越しの際は、会場近辺の駐車場をご利用いただくか、

会場までの交通

公共交通機関をご利用ください。


会場内は禁煙です。喫煙の際は施設内の喫煙所にてお願いします。



未成年の飲酒は厳禁です。成人の方の泥酔も禁止です。
※青年の飲酒は問題ありませんが、年齢確認リングの装着が必要です。
事務局で年齢確認リングを配布しておりますので、年齢が確認できる公
的証明書をお持ちください。



会場の備品を破損した場合は弁償していただきます。



怪我や急病の場合は事務局までお越しください。



会場内での迷惑行為、他人を不愉快にさせる行為は禁止です。



スタッフから指示があった場合、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きます。

持ちこみ禁止物
以下の物の持込は禁止します。


法律・条例に反する物 （わいせつ図画及びこれに類するものも含む）



参加者に危害／迷惑を与える恐れのある物(武器・武具・長モノ類)



火薬、燃料、劇物、大量の電池と乾電池・PC 用以外のバッテリー



その他スタッフが危険と判断したもの

※以上の持ちこみを入場後発見した場合、「お預かり」もしくは「退場」
していただく場合があります。



品川から京浜急行(快速特急)で京急蒲田駅下車(約 7 分)
京急蒲田駅から川崎方面に徒歩 3 分。



品川から JR 京浜東北線で蒲田駅下車(約 10 分)
蒲田駅から第一京浜道路方面に徒歩 12 分



公共交通機関をご利用ください。
事務局では、京急蒲田駅からお越しいただくことを推奨しております。

2 部：交流会について
1 部：即売会終了後、15:30 位～2 部交流会トを開催予定です。

コスプレ・写真撮影について


コスプレおよび写真撮影は登録制です。登録料はかかりません。

交流会では、ドリンクを飲みつつ、レトロゲーム音楽をライブで楽しめるような
企画を準備しております。


登録は事務局で行います。

15 時ころより、事務局からドリンク類の提供を開始予定です。
詳細は、カタログやホームページ、当時放送にてご案内予定です。



コスプレと写真撮影の登録は「兼用」です。



皆様も各種持ち込みにご協力をお願いします。



登録の際に「本人確認書類(運転免許証、学生証等)」を拝見します。



演奏する曲のリクエストを受け付ける予定です。今のうちに考えておい



更衣室は 10:00～15:00 まで使用できます。



自宅からコスプレのままで来場しないで下さい。



コスプレ目的でのトイレでの着替えは、禁止します。



更衣室でのカラースプレーの使用は、おやめください。



コスプレのまま小展示ホール外には出られません。小展示ホールを出る

てください。

連絡先

場合は、コートなどを羽織り、見えないように配慮してください。

なにかありましたらこちらまでどうぞ



コスプレのまま、喫煙場所への移動を禁止します。

20 世紀博 事務局



公序良俗に反する衣装、肌の露出が過度な衣装、通行の妨げになる可

Web サイト：http://20th-expo.com

能性のある衣装、法律で禁止されている服装については「禁止」または

メール：info@20th-expo.com

「制限」致します。詳しくはスタッフにご相談ください。


携帯電話や情報端末のカメラを使用される場合も登録が必要です。

緊急連絡先：



大型の撮影機材の持込・使用はご遠慮ください。

郵送にてご案内をしております。



望遠を使用した遠距離からの被写体撮影はご遠慮ください。



「静止画」のみ撮影ができます。
動画撮影およびストリーミング配信は禁止します。



撮影の際は、被写体の許可を得て下さい。

※盗撮の疑いがあると事務局が判断した場合、理由の如何を問わず、
警察への通報・機材没収・メディアの物理破壊を含む厳正な措置を
取らせていただきます。あしからずご了承ください。

付録・搬入用紙
以下の表を搬入物に貼り付けていただくと、搬入の際のトラブルを防ぐことができます。どうぞご利用ください。
※コピー可

■オトナゲーム帝国 搬入票
３月 23 日 蒲田 Pio 小展示ホール オトナゲーム 出展用
(朝 10:00 必着)
スペース番号
サークル名
発送個数
／
■オトナゲーム帝国 搬入票
３月 23 日 蒲田 Pio 小展示ホール オトナゲーム 出展用
(朝 10:00 必着)
スペース番号
サークル名
発送個数
／
■オトナゲーム帝国 搬入票
３月 23 日 蒲田 Pio 小展示ホール オトナゲーム 出展用
(朝 10:00 必着)
スペース番号
サークル名
発送個数
／
■オトナゲーム帝国 搬入票
３月 23 日 蒲田 Pio 小展示ホール オトナゲーム 出展用
(朝 10:00 必着)
スペース番号
サークル名
発送個数
／

