
●ごあいさつ
　このたびは「ようかいパレード大阪ツアー3」にご参加くださり、
誠にありがとうございます！
　個人主催の交遊を目的としたイベントですので、スタッフ・サーク
ル・一般の参加形態を問わず、みなさまお客さまではなく、参加者で
す。イベントに参加するひとりとして、ご協力いただけますようお願
いします。
　当日が楽しい一日になるよう、スタッフ一同がんばります。よろし
くお願いします。

●同封物
以下のものが同封されているか、ご確認ください。不足がありまし
たら、至急ご連絡ください
・サークル参加案内＋搬入案内（この用紙です）
・配置図＋荷札
・サークルチケット3枚（1SPにつき3枚）
・委託頒布について（お申し込みになった方のみ）

●開催日時・場所
2017/11/26（日）11：30〜15：00　大阪シキボウホール7F

●パンフレット
全員購入制600円
→小銭のご用意をお願いします

●個人情報の取り扱い
申し込み時にいただいた情報は、イベントを運営するためだけに
使用します

「ようかいパレード大阪ツアー3」
サークル参加案内

M　A　P

大阪市交通局　御堂筋線本町駅　1番出口

一般開場前
・公共機関によるご来場をお願いします（車、バイク、自転車など
はおやめください）
・会場の外に出る場合は、パンフレットをお持ちください。再入場
の際にご提示いただきます

イベント開催中
・スペース周辺の混雑については、原則としてサークルサイドにて
対応してください（列整理など）
・通路を使っての展示や頒布、呼び込みやチラシ配布はできませ
ん
・混雑を招くような行為はおやめください
・ポスターなどは貼れません。POPスタンドなどを各自ご用意くだ
さい。POPスタンドの貸出などはありません
・イベント会場はすべて禁酒禁煙です
・サークル参加者のみ、スペース内に限り飲食可能です
・サークル入場時間に限り、自スペースの撮影を許可します。それ
以外では、コスプレエリアでのみ撮影が可能です
・なにか問題が起こった場合は、近くにいるスタッフか、本部まで
ご連絡ください
・当日は混雑が予想されます。変更などあった場合は、スタッフの
指示に従ってください

販売物について
・著作権を著しく侵害するもの、自分が発行したものではない古同
人誌や古本、コスメ、石けん、食品、市販品（景品などのプライズ
品、テレカなどの有価証券）、公式グッズなどの頒布はできません
・手作り既製品を問わず、不特定多数に対する食品（お菓子や茶葉
など）の頒布はできません。既製品に、プリントアウトしたものを貼
りつけての頒布も不可です。ただし、以下のサービスを利用した無
配の物に限り、頒布を許可します
→DECOチョコ／企業作成による個別包装されたもの（煎餅など）
・コピー本などの会場内製本は、サークル入場時間内に終わらせて
ください（イベント開催中に見かけた場合は、販売停止処置をとる
ことがあります）

注　意　事　項

10：30〜11：20....... サークル入場／更衣室解放
11：20..................... 追加椅子交換受付終了
11：30..................... 開場／一般入場開始
13：40..................... コスプレ集合写真撮影（任意）
14：00..................... 着払搬出受付開始
14：30..................... 更衣室新規利用受付終了
15：00..................... イベント終了
15：30..................... 搬出受付終了／更衣室閉鎖
16：00..................... 完全撤収
※10：00以前のご来場はご遠慮ください
※11：20になりましたら、開場の11：30までの10分間、フロアから外
へ出ることをストップさせていただきます

タイムスケジュール（予定）

サークル参加者のみにお願いします。当日9：30にお越しください

モーニングスタッフ・撤収お手伝い
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指定業者
クロネコヤマト、元払いのみ（他業者はご利用になれません）

宛先
住所：〒541-0051　大阪市中央区備後町3-2-6　シキボウ1F保安室気付

11月26日使用シキボウホール7F
氏名：ようかいパレード大阪ツアー3
品名：①内容物、②サークル名・スペースNoの、2点を記入
電話番号：06-6268-5775
配達指定日：11月25日

発送時の注意
11/25指定、11：00〜16：00指定で発送
※11/25以外に届いたものは、当日会場で荷物を受け取れませんので、
ご注意ください。期日以外のものは着払いでの返送処理されます

搬入用ステッカー
荷物上部の分かりやすい箇所へ、剥がれないように、見やすく貼ってくだ
さい。当日はご自分でスペースまで運んでいただきます

印刷所業者による直接搬入
10：00〜10：30を印刷所の直接搬入時間として解放します

印刷所を介して宅配便を送る場合
この冊子をコピーの上、搬入用ステッカーといっしょに印刷所へご入稿く
ださい。特に荷物の届け日時をお間違えないようご注意ください

当日の荷物受け取り
11：20までに、ご自身で荷物をお引き取りください。また事故に備え、当
日は伝票の控えをご持参ください。当日荷物が届かなかった場合に伝票
番号が必要になります（運営サイドでの対応はできません）

搬出
14：00より搬出受付にて受付けます。クロネコヤマト着払い便のみの扱い
となります

その他
11：20を過ぎた荷物に関しては本部で一時預かりとします。その後ご連絡
がない場合は、当日のイベント終了をもって、着払いにて発送します

宅配便による搬入出

段ボール以外は、できるかぎり持ち帰りをお願いします

ゴミについて

会場の椅子が大きいため、当日の貸出はありません。ご自身で折り
たたみ椅子などをご持参ください。使用する場合は、となりのスペ
ースへはみ出さないよう、注意して使用するようにしてください

追加椅子について

本日付で新刊を発行された方には、記念ノベルティとして粗品を差
し上げております（非売品）。朝、本部まで新刊を1部お持ちいただ
き、奥付を確認させてください（提出は不要）

新刊応援企画

机上配布をご希望の方は、本部へ見本を1部提出の上、サークル入
場時間内に配布してください。サークル参加者のみ利用可

チラシ配布について

スペース内での貴重品の扱いには充分ご注意ください。窃盗を目
撃された場合は、すみやかにスタッフ、もしくは本部までお知らせく
ださい

盗難について

今後の資料や記録のため、会場内をスタッフ内が撮影することがあ
ります。公開する場合は、個々の顔は分からないように行います

スタッフによる撮影について

当イベントスタッフは黄色の半袖Tシャツを着用しています。なにか
ありましたらスタッフまでお声がけください

スタッフについて

スケッチブックの執筆を無理に押しつける方がいらっしゃいます。
無理だと思ったら、毅然とした態度で断ってください。また、当日
交流という枠を超え、スペースにずっとい続けられるなどといった
迷惑行為がありましたら、スタッフまでご連絡ください。ほか、転売
に繋がりそうな行為を見かけたら、「頒布しない自由」を行使して
自衛するようにしてください
いずれにおいても、主催は警察官ではありませんので、対応には限
界があります。おおごとにしないためにも、迷惑だと感じたら毅然
と断る勇気を持っていただけますよう、お願いします

スケブ強要者、付きまとい行為、転売など

クロネコヤマトのみ
着払い発送不可
ゆうパック等で送るのはNGです

頒布物には必ず、以下の4点の記載をお願いします
1：発行者名＆サークル名
2：印刷所（コピーの場合はなくとも可）
3：発行日
4：連絡先（メールアドレス）

奥付について

4番目の「連絡先」は、連絡のつくメールアドレスを入れてくださ
い。最近TwitterIDや、pixivIDだけの奥付を見かけますが、無料
とはいえ、そのSNSへ登録しないと連絡が取れないツールを、奥
付では連絡先とは呼びません。直接連絡の取れるメールアドレ
スを載せてください

▲伝票サンプル▲

ご自身のご住所
お名前
電話番号

大阪市中央区備後町3-2-6
シキボウ1F保安室気付
11月26日使用シキボウホール7F
ようかいパレード大阪ツアー3

5 4 1 0 0 5 1
11

①内容物
②サークル名・スペースNo

2506-6268-5775



成人向け頒布物について
R18の同人誌、電子メディアを頒布する場合は、以下にご注意ください
・開催地の「大阪府青少年健全育成条例」に違反しないものを頒布する
こと
＜補足＞
・表現内容に「性・暴力・自殺・薬物」などを多く含む作品のことを、R18
とすることが多いです
・紙媒体にR15という基準はありません。R18か否かだけです
・相手が18歳以上であればR18発行物を頒布することは可能ですが、18
歳であっても高校生への頒布はできません
・18歳でも高校生への頒布を禁じている理由は、多くの学校が校則で
R18作品の所持閲覧を禁じていることが多いためで、当イベントとしては
許可しておりません

R18頒布物の修正について
右記の「修正チェックポイント」は当イベントが定めるものです。当イベン
トで頒布できたからといって、ほかのイベントでも同様に頒布できるかど
うかを保証するものではありません。常に新しい情報を、ご自身でも積極
的に入手するようにしてください

当イベント会場でのR18対応について
※ゾーニングは行いません。基本的にサークルサイドでの、誠意ある対応
をお願い致します
※スタッフが会場内を巡回します。見本誌の提示を求めた場合は、指示に
従ってください（見本誌は返却しません）
※R18についての基準が分からない場合は、メールや、イベント当日は本
部でお尋ねください

R18についての対応

1：性器描写

・男性器（亀頭部分、竿の境目のクビレ、竿部分など）は、白もしくは
黒で、しっかりと「太く」、竿に対して水平に修正する
→線ではなく「面」で塗りつぶしてあることが望ましいです
・性器のシワなどハッキリ描かれている場合は、シワ部分はあまり見
えないように修正する
→細い線などでの修正は、修正処理をしたと判断をしにくいためで
す。だれが見ても「修正してある」と分かるような太さで、修正するよ
うにしてください
・モザイク処理をされている場合は、大きなピクセルでぼかしている
こと
→細かいピクセルの処理の場合、未修正と変わりません。線画が分か
りにくく、だれが見ても「修正してある」と分かるような状態にしてく
ださい
・包茎状態でも、修正を必要とする
・衣服や布などで隠しているが、性器のかたちが見えている場合は、
性器描写と見なす
・女性器の展開図（いわゆる「くぱぁ」）は、3本以上の太い線で消す
・女性器のクリトリスは、白もしくは黒で消す
→女性器も、線ではなく「面」で塗りつぶしてあることが望ましいで
す

2：結合描写
・アナル自体は性器ではないが、性行為の部位として結合している場
合は、性器と見なして修正が必要
→ストーリーの前後によっては、結合時以外でも修正が必要です
・体液などで誤魔化している場合も、程度によっては修正が必要

＜補足＞
・「修正する意思がある」と見えることが、なによりも重要です
・2013年冬コミ以降、印刷所に入稿して印刷された同人誌などは、印
刷所のほうでまず修正確認を行っていますので、頒布停止のお願いを
することはほとんどないかと思います。しかし、それ以前に発行した
既刊などの頒布物や、第三者の確認がないコピー本などの修正につ
いては、再度修正が適切かどうか、ご確認ください
・修正内容に不安がある場合は、サンプル画像等を当イベントあてに
メールにてお送りください

修正チェックポイント



サークルリスト（50音順）
サークル名 SP番号

あきちでごはん B13

味ポン（白） B11

雨漏りとランドセル D05

1-A C05

うさプラス編集部 A01,02

江戸川チラリズム A08

えびす鯛 A09

えびせん☆ D01,02

おともにじゃ D07

おみそしるこ C14

俺たちの家庭科室 B19

神山製作所 B20

きまぐれあひる B03

CANDYMAGIC B01

9ZZZ D08

鍬を取らねば歌ばかり歌っている、 B12

ここのつ。 B02

coli厨 A04

さがみワン B07

さくら餅庵 B16

37光年さき C13

STUDIOGIMLI B06

セシルジゼル B10

06ch 委託04

楽しい生物実験室☆ A10

月影夜桜 A06

つばめ堂 委託01

daydream C15,16

デリシャスシロップ A05

サークル名 SP番号

D・D 委託05

7716 C04

なんでなん C19

肉寿司 A07

Nyaw Meow C17,18

にゃんのハラマキ B09

ネコ飼いたい D06

ねぼすけ B04

NoName108 C03

のびのび定食 C06

呑んだくれ休州 A11,12

はちみつむらさき D04

白光剣 C10

華蛍 B15

Halscope B08

バンビと宇宙 A03

BCO C12

風味凜然 C11

ふる井屋本店 委託03

ほねサロン 委託02

マドリガル D03

水合 C07

mustela B14

メイズイエロー B05

ようかい1年生 C09

妖魔エクスプレス C08

よんてん。 B17,18

rar@zin C20

悪ノリより先に！ C01,02
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委託物について
・お預かりできる同人誌は1SPにつき、B5サイズまで、3種各50冊、
計150冊までです。1種類のみ頒布の場合に限り全150冊も可能です
・すべての同人誌は1部ずつ梱包し、値札（SP番号/頒布額/R18の有
無を記入）をつけてください。内容を満たしていれば、形状は問い
ません
・グッズは1種以上の同人誌同梱の場合のみ頒布します
・グッズやノベルティは、折りたたんでA4サイズまでとします
・B6より小さいグッズは、B6以上の台紙を入れて梱包してください
・ペーパーやノベルティ類は、あらかじめ同人誌に挟み込んでくだ
さい（最大A4サイズまで）
・イベント終了後の在庫は、着払いにてご返却致します（イベント
パンフ1部同封）
・当日合わせの新刊の場合はまず自宅で受け取り、梱包をすませ
てから、宅配搬入をしてください
・送付時はB5サイズ以上のダンボールなどで送ってください

値札について（右上に図解あり）
横3cm×縦1cm以上の大きさの値札に分かりやすく、①SP番号、②
頒布額、③R18表記（R18の場合のみ必要）──以上を記入してく
ださい。内容を満たしていれば、形式不問。手書き可

見本について
・頒布物1種類に対し、1部見本をつけてください
・見本には、同封の「見本シール」を表1に、分かりやすく貼りつけ
てください（表1ないし表面であれば、位置は問いません）
・見本まで梱包しないでください
・見本は頒布しません

イベント終了後の在庫発送について
・着払いにて返却します。同封の着払い伝票へ、ご住所お名前をご
記入の上、委託物と一緒に送ってください
・同封の着払い伝票で、委託物の発送はしないでください。発送
された場合、頒布をお断りします
・見本誌のみや、在庫が少数の場合は、イベントパンフ1部と売上

金の報告書を、対面で届けられるレターパックプラスで別送致しま
す（売上金より手数料として600円差し引きします）

売上金について
イベント終了後10日以内に、銀行振込にて送金致します。送金手数
料は、参加費に含まれています（売上金から差し引かれることはあ
りません）

納品書について
3枚綴りの複写式納品書を同封しています。
step1●1枚目に、サークル名、お名前、本のタイトル、冊数（見本
誌を含まない数）を書き込んでください
step2●書き込んだ1枚目を、自分控えとして切り離してください
step3●2枚目、3枚目を委託物に同封してください
step4●イベント終了後、清算して3枚目をお送りします（在庫が
ある場合は、それに同封）

注意事項
内容物は当日朝、開場までに確認し、不備が見つかったものは、そ
の時点でご連絡します。連絡がつかない場合、すべての委託物は、
頒布できません。当日朝は連絡が取れるようにしていてください

▲通常値札
金額を大きく

委　託　案　内

委託本梱包見本

同人誌・
グッズ

横3cm×縦1cm以上の値札（SP番
号/頒布額/R18の有無）を表示
※必要事項が入っていれば、形式
は原則自由です
※見 本 誌には同 封の「見本シー
ル」を、表面に貼りつけてください

SP番号、サークル名、ご本名A

緊急連絡先（携帯電話可）B

本のタイトルC

見本を含まない数D

頒布額E

未記入F

未記入G

A
B

C

G

D E F

値札見本

委託-1

500円
委託-1●R18
500円

▼R18がある場合
R18表記を大きく。
色替えなども


