サークル参加のご案内
ごきげんよう。
”マリア様がみてる”only同人誌即売会「子羊たちの春休み８」サークル直接参加にお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。
こちらのお手紙は、当日の予定や、皆様にお知らせしたい事などを記させていただきました。
イベント当日に向けて、サークルさまのご準備や、用意にお忙しいかと思いますが、皆様に楽しい時間をお過ごし頂くためにも、どうかこ
ちらを一読の上ご参加いただけますよう何卒よろしくお願いします。
それでは、当日皆様にお会いできることを楽しみにしております。 ごきげんよう。
■内容物の一覧
以下の内容物を同封いたしました。不足等がございましたらお知らせください。
・サークル参加のご案内（本紙）
・参加サークルリスト、会場・サークル配置図（本誌）
・サークル受付登録カード（同意書）
東口
・サークル通行証（３枚／１スペース）
・宅配便による搬入・搬出のご案内
■会場について
大田区民ホール・アプリコ B1F 展示室
〒144-0052 大田区蒲田五丁目37番3号
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JR京浜東北線 蒲田駅東口から徒歩約3分
京急蒲田駅より徒歩15分

八幡神社

※大田区産業プラザPioではありません！！※

すき家

蒲田駅がもっとも最寄りとなります。）
蒲田郵便局

お車でお越しの際は、必ず周辺の駐車場をご利用ください。
会場地下に「区営アロマ地下駐車場」がございます。なお、混雑によっては
駐車できない場合があります。
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※絶対に路上駐車は行わないでください。※
また、当日は、ほかのフロアでも催し物が行われています。
ロビー、アトリウム、他のフロアーや階段ではお静かにお願いします。
■当日スケジュール
10:00 サークル入場開始、コスプレ・カメラ受付開始、追加イスの貸出開始（有料：５００円）、サークル受付・見本誌巡回受付開始
更衣室の開場
11:00 「子羊たちの春休み8」開会、一般入場開始
12:00 ティーサービス開始（予定）
14:00 宅配便搬出受付開始（予定）・ポストカード配布予定
15:00 閉会
15:15 アフターイベント開始
16:15 アフターイベント終了
（会場の利用時間が17:00となっているため、閉会後の撤収のご協力をお願いします。）

■サークル入場・カタログ購入について
当日のサークル入場時間は、10:00～10:50となっています。ご入場の際は同封いたしました”サークル入場証”を一人一枚づつお持ち
いただきましてご入場ください。１サークルにつき一冊のパンフレットの購入をお願いします。
なお、今回よりサークル登録と、見本誌の提出がございます。出来る限り早めのご来場をお願いします。

■サークルスペースについて
１スペースは、机半分（幅９０ｃｍ、奥行45ｃｍ）と椅子１脚となります。
追加椅子は、当日本部にて１脚５００円で貸し出しいたします（但し数に限りがございます）。
また、事故防止のために、スペースへの陳列・装飾の高さ制限（床下から１６０ｃｍ）の厳守をお願いします。
■サークル登録と見本誌について
サークル参加されるすべてのサークルさまに、サークル受付として、同意書と、見本誌のご提出をお願いさせていただいております。
同意書の方には、記されている事を承諾した事を示す、サークル参加されるご本人の御署名と、捺印が必要となります。
見本誌については、当日サークルスペースの机の上に置かれた封筒に必要事項を記入していただき、封筒に入れてご提出をお願いします。
見本誌該当作品は、弊イベントにて初売りの新刊頒布物、成年向け作品（新刊・既刊を問わず）すべての頒布物となります。
CD-ROMや、メディアなどに記録された作品の場合は、出力見本と頒布物をご用意いただけますようお願いします。
準備が終わりましたらサークルスペースにてお待ちください。スタッフが随時巡回し、受付させていただきます。
なお、10:50にてスタッフの巡回受付が終了いたします。これ以降は、本部の窓口までお持ちいただけますようお願いいたします。
以上の受付が終わらない限り、サークルスペースでの作品の頒布等は禁止させていただきますので、ご了承いただけますよう何卒よろし
くお願いします。

■コスプレ登録・カメラ撮影登録について
会場内にてコスプレまたはカメラ撮影をするためには登録が必要です。（有料：５００円）
本部横にある「コスプレ・カメラ登録受付」までお越しください。コスプレをされる方には更衣室をご用意いたします。
コスプレをしたままでの来場はご遠慮ください。
■宅配便搬入・搬出、印刷会社さまの直接搬入について
宅配便搬入はヤマト運輸（クロネコヤマト）さまを利用させていただいております。申し訳ございませんが、ヤマト運輸さまにて宅配便搬入を
していただけますようよろしくお願いします。
発送先：〒144-0052 東京都大田区蒲田5-37-3 大田区民ホール・アプリコ
2/10 地下展示ホール「子羊たちの春休み8」
※「配達日指定」は必ず「２月９日（土）午前中必着」と指定してください。
※「品名」欄には必ず「※２／１０

AM９：００必着※」と記載し、サークルスペースNo.、サークル名、品名を記入してください。

※印刷所さま、書店さまからの返本などで宅配便搬入を利用される場合は、かならず「送り主」の欄には、サークル主さまの連絡先、
（ご住所、電話番号、お名前）を記入してください。

※発送は、2月9日（土）午前必着にて、発送をお願いいたします。2月9日（土）午前中に担当配送センサーに到着していない荷物は、
当日会場にてお受け取り出来ない可能性があります。
なお、詳細につきましては、別紙「宅配便による搬入・搬出のご案内」をご覧ください。
印刷会社さまのご了承のもと、印刷会社さまから直接搬入をしていただく事もできます。
なお直接搬入の場合、各サークルさまへの搬入、持ち込み等すべての作業を印刷会社さまにて行っていただきますのでご了承ください。
詳しくは、公式Webをご覧いただけますようお願いします。
■アフターイベントでの景品のご協力のお願い
今回もイベント閉会後にアフターイベント（じゃんけん大会）を予定しております。
よろしければイベントへの景品のご協力をお願いします。なお、事前に色紙がご入り用の方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければ
郵送にてお届けいたします（１／３１（金）までにご連絡ください）。また、当日も色紙をご用意いたします。ご入り用でしたらお気軽に本部まで
ご連絡ください。よろしくお願いします。
■その他、ご注意事項について
・深夜、早朝からの来場を禁止いたします。
・爆発物・危険物・劇物・異臭を放つ物・バッテリー等大量の電池・ペット類・文具以外の刃物・その他スタッフが危険と判断する物の持ち込み
は出来ません。
・電源（AC100V）の使用は出来ません。
・パンフレットもしくはサークル通行証が入場証の代わりになります。
再入場される場合は、パンフレットもしくはサークル通行証を、入口でスタッフに必ずご提示ください。
・場内は滑りやすく、走ると大変危険です。絶対にお止めください。
・ゴミは各自でお持ち帰りください。
・落とし物や忘れ物、その他お困りな事がありましたら、本部およびお近くのスタッフまでお問い合わせください。
・サークルスペースでの置き引き、釣り銭詐欺などの犯罪が多発しております。不審人物、不審物など見かけましたら、スタッフまで
お声かけください。
・スタッフからの指示に従っていただけますようお願いいたします。

■連絡先
前日までの連絡先は、メール（info@marimite.biz）または、Twitter（@kohituji_spring）へお問い合わせください。
会場等への直接の問い合わせなどは、混乱を招く恐れがあります。絶対におやめください。

会場内・サークル配置図
更衣室へ、
警備本部
サークル受付窓口
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・会場内、地下ロビーはとても狭く、混雑が予想されます。
絶対に走ったりしないでください。また、譲り合ってお進みください。
・会場外のＢ１Ｆロビーや、１Ｆメインエントランスは共有エリアとなります。
一般の方々も大勢いらっしゃいます。たむろしたり、座り込んだり、占有したり
しないでください。
・更衣室をご利用になる場合は、必ず「コスプレ登録」を行い、登録証を持って更衣室へ
お進みください。更衣室を使用するためには必ず必要です。
・更衣室へは、会場左奥の扉へお進みいただき、奥にある”準備室”が更衣室となります。
コスプレされる方は、必ず更衣室にて更衣を行ってください。
また、コスプレされた方は、奥のお手洗いをご利用ください。
・コスプレしたまま会場外（Ｂ１Ｆロビーなど）には絶対に出ないでください。

「子羊たちの春休み 8」参加サークルリスト

宅配便による搬入・搬出のご案内
伝票記入見本

■宅配便による搬入
搬入は、
「ヤマト運輸（クロネコヤマト）」をご利用ください。
他の業者では搬入できません。また、着払いも利用できません。

144 0052
「電話番号」は無記名で
お願いします

▼宛先

東京都大田区蒲田5-37-3
大田区民ホール・アプリコ
２／１０ 地下展示ホール

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-37-3 大田区民ホール・アプリコ
2/10 地下展示ホール「子羊たちの春休み8」
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※２／１０ ＡＭ９：００必着※
スペース番号・サークル名・発送個数・品名

「子羊たちの春休み8」

あなたの郵便番号

※発送は、2月9日（土）午前必着にて、発送をお願いいたします。
2月9日（土）午前中に到着していない荷物は、当日会場にて
お受け取り出来ない可能性があります。

あなたの電話番号 当日連絡が取れる
携帯電話番号推奨

あなたのご住所

▼ご依頼主

あなたのご氏名（本名）

代表者の郵便番号、住所、氏名、電話番号(当日連絡を取れる携帯推奨)

※印刷所さまや、書店さまからの返本で宅配便搬入をされる場合は、
必ずご依頼主には代表者の連絡先を記入してください。

※誤配送を防ぐため、荷物の上面に
必ず貼り付けてください。

▼品名欄 「スペース番号」「サークル名」「発送個数」「品名」を書いてください。
万が一を考え、お荷物には必ず下記の荷札を貼り付けて送付いただけますよう、
よろしくお願いいたします。

2/1

大田

B1F

区民

8 0

子羊
た
春休 ちの
み

プラ

展示

ザ アプ

室

リコ

問合せに必要になりますので、当日は必ず
「控え伝票」
をご持参ください。
荷物の不着などは、ヤマト運輸（株）との間で各自解決してください。搬入ミスの責任は運営側で
は負いかねます。
■イベント会場よりの搬出
午後２時以降から会場内の宅配便受付にて宅配便の受付予定です。
当日、放送にてご案内させていただきますので、お近くのスタッフにお問い合わせください。
なお、「発払い」のみの受付になります。
↓誤配送を防ぐため、荷物の上面に必ず貼り付けてください。足りない場合はコピーしてお使いください
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※もし上面に貼る場所がない場合、
側面に貼ってください。
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荷物個数

個
サークル名

大田区民ホール・アプリコ

B1F 展示室
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