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展示参加要項

日時 2019/6/30（日）11:00〜15:00
場所 札幌コンベンションセンター
（札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目）

概要

基本SP 7,000 円
1 コマ 180cm×180cm
追加SP 3,500 円 備品ナシ
1 コマ 180cm×180cm
机１本、
イス 1 脚付き

札幌市白石区東札幌６条１丁目

http://elysian.dojin.com/h-comitia/

備品代
展示パネル
1,000 円 幅 90cm× 高さ 210cm
展示机
1,000 円 幅 180cm× 奥行 60cm
追加イス
500 円
ピクチャーレール 1,000 円 展示パネルに据付

国
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札幌

セブンイレブン

詳細はweb参照

創作漫画同人誌展示即売会
コスプレ不可

参加費

規模 直接 500sp 委託 150set

札幌コンベンションセンター

り
通
郷
南

（金）23:59 必着
締切 2019/4/19

北海道COMITIA10 より、
展示用のパネルを使
用した作品の発表などを可能とします。
基本のコマの中に必要な備品をオプションで
借りる形となります。
通常のサークルスペース
と同様、
作品・本・グッズの販売も可能です。
より自由度の高い展示参加で、
工夫を凝らした
作品の発表スタイルを見せてください。

２番出口

イオン
・地下鉄東西線
東札幌店
東札幌駅より徒歩 8 分
1 番出口
地下鉄東西線 ・新千歳空港からは
新札幌駅で乗り換え
東札幌駅

■基本SP を申込み、展示内容により、さらに必要
な面積分だけ追加SP を申込んでください
基本SP 内も展示パネルを立てることは可能です
■サークル参加者はサークル証のみで入場可
展示参加の場合は 4 枚同封します

当日参加する際の ■カタログ予定頒価 700 円（一般参加者全員購入制）■当日 9:30 以前の来場禁止■会場への直接の問合せ禁止■動画撮影禁止■危
主な注意事項 険物持込、迷惑行為、法令に触れる行為禁止■写真撮影は必ず撮影対象に許可を取り、周りの参加者が写り込まないよう配慮願います
■展示サークル参加資格
①代表者が義務教育課程を修了していること
②オリジナル作品を頒布すること（漫画以外でも、
小説、評論、ゲーム、
音楽、
グッズ類の頒布も可能です。
パロディ・二次創作作品の頒布は不可です）

■問合せ先・申込書送付先
〒060-0032 北海道札幌市中央区北 2 条東 2 丁目 1-34
けいほくビレッジ204号室 渡部方 エリシアンオフィス「北海道COMITIA10」
係
receive@elysian.dojin.com

■展示サークル参加申込手順
※展示参加は、
郵送申込限定です。サークルカットはオンライン入稿可
①参加費を支払う
●銀行振込：手数料は申込者負担
ゆうちょ銀行 19040-29277801(908 支店 普通 2927780) ワタナベ ナオ
楽天銀行 ダンス支店(208) 普通口座 3074992 ワタナベ ナオ
●定額小為替：無記名、2018/12/30 以後に発行、折り畳み不可
②参加申込書に必要事項を記入し、
申込書送付先まで郵送する
■普通郵便で送付。
定額小為替にて支払の場合は同封

■展示参加について

■補足事項
①申込後の取り消し・キャンセル・返金はお受けできません
②申込不備が重大である場合、
参加をお断りすることがあります
例) 記載漏れ、参加料金不足、
サークルカット未入稿・解像度不一致
③サークル参加案内の発送予定日：2019/5/28
（火）頃
送付予定日以後１週間経っても届かない場合はご連絡ください
④イベント当日に、
見本誌の提出をお願いします。
見本誌は次回のティアズマガジン北海道にて紹介する場合があります
●到着しなかった郵便物について、主催者は一切責任を負いません
●満了の場合、申込不備による当落判定の後、先着順で当落を決定します。
落選時は、振込手数料を差し引いた額を返金します
●郵送申込の場合、申込受領連絡は実施しません。
参加案内の発送までお待ち願います
●申込書は複写使用可です

■展示参加申込書の書き方

①会場の床にテープなどでスペースを表示します。
その中での机・パネル
などの置き方は自由です。
②スペース正面の通路方向から見る形のレイアウトにしてください
（スペースの裏側や横方向から絵を見せる展示はできません）
③展示参加ブースのスペース配置は、レイアウトの都合により、ジャンル分
けにはなりません
④隣接配置は展示参加同士のみ可能です。
必ず１サークル毎に 1 基本SP 以
上を申し込んでください
⑤5 コマ以上の展示を希望する場合、
希望通りのレイアウトにできない場
合があります。その際はエリシアンオフィスより事前に連絡します

■展示参加の注意事項
①サークル同士の左右が隣接する形になります。展示計画の際は隣接する
サークルのことを考慮して、レイアウトを決定してください
②サークルスペースの間の区分けは床にテープを貼って表示されるだけで
すので、はみ出ないように注意してください
③背中合わせになる配置となる場合、サークルの間には出入り用に 60cm
程度の空間を取ります。荷物などがはみ出して通行の邪魔とならないよ
うに注意してください。
④展示用パネルは、その構造上、床面に接する脚の部分がスペースからはみ
出るのは可とします
⑤当日の追加イスを購入する場合は、展示参加でも１脚までしか販売でき
ません。複数イスが必要である場合は、事前に申込をお願いします
⑥会場の電源は使用できません。モバイルバッテリー等の使用を推奨しま
す。車・バイク用バッテリー、自作の電源の使用は禁止します。

①黒色の筆記用具で記入。鉛筆は不可
②全項目を埋めてください。記載事項がない場合は「なし」
にチェック
未記載の場合は、
申込不備の対象となります
■展示用の備品について
③E-mail は「@elysian.dojin.com」
を受信できるアドレスを記入
①展示パネルについて
申込回の北海道COMITIA に関する連絡や次回開催案内を送付します
●パネルには画鋲を使用できます。ご持参ください。
判別しにくい字は補足記載をお願いします（
「0」
ゼロと「O」
オーなど）
●粘着テープは使用不可です。
●サークル情報のweb 掲載を希望しない場合は、各項目の「web 掲載NG」
にチェック
②ピクチャーレールについて
●補足説明欄には、頒布物の傾向等を記入
●展示パネルにピクチャーレールをつけることが可能です。
●通信欄には配置希望の補足、寄稿執筆可能な分野等を記載。
カタログには掲載しません
●ピクチャーレールは展示用フックが 2 つ付いています。
・大量頒布をする場合、列形成が見込まれる場合は、
「大量頒布・列形成」
にチェック
長さの調節が可能です。
・依頼を受けてもよい方は「イラスト依頼OK」
「文字原稿依頼OK」にチェック
③パネル配置について
【サークルカットについて】
●パネルは横に連結して配置することができます
●データ入稿をお薦めします。紙原稿の場合、弊団体にてスキャンしますが、
状態によって
●パネルを直角に配置することもできます
は綺麗に印刷されない場合があります。
●グレースケールで掲載。申込内容と合致する記載をお願いします
●カット内には必ずサークル名を記載願います。極端な成年向け描写を禁止します。
隣接希望の場合、カットの左右の並びの指定はできません。
●サークルカットが描かれていない場合、データ入稿すると判断します
●展示参加の場合、サークルカットの面積は通常の大きさと異なります

■展示参加のレイアウト例

【通路側】
机
パネル
2コマ

3コマ

60cm
1コマ

2コマ

イス

2コマ

180cm

【通路側】

180cm
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北海道
フリガナ

展示参加申込書
□web掲載NG

サークル名

フリガナ

電話番号

申込者氏名
〒

フリガナ

□本名使用
□web掲載NG

代表者ＰＮ

□少年向 □動物 □JUNE・BL □SF・ファンタジー □イラスト
配置希望
□少女向 □歴史 □百合・GL □評論情報紀行
□グッズ雑貨
（１つのみ☑）□青年向 □文芸 □アダルト □音楽・デジタル □その他

補足説明
隣接配置
サークル
□なし
□web掲載NG

Twitter ID

住所

②展示備品
①スペース区分（１つのみ☑）
□基本SP のみ
7,000 円 展示パネル(@1,000)
×

枚

□なし

□基本SP＋追加 1SP 10,500 円 展示机(@1,000)

×

本

□基本SP＋追加 2SP 14,000 円 追加イス(@500)

×

脚

□基本SP＋追加 3SP 17,500 円 ピクチャーレール(@1,000) ×

本

□なし
□web掲載NG

ＵＲＬ
展示レイアウト図

□なし

E-mail

□なし
□成年向有
□web掲載NG

□なし
□web掲載NG

Pixiv ID

都道
府県

展示参加のレイアウト例にならって、
簡単なレイアウト図をお書きください。

振込代金（①＋②）
円
展示レイアウト図の書き方
1コマ

イス

机

パネル

【通路側】
入金方法（１つのみ☑）
□ゆうちょ銀行 □小為替
□楽天銀行
振込日
振込名義人

●通路側を下にして、上から見下ろした図
を書いてください
●申込スペースの枠線をきちんと描いてく
ださい
●机は 180cm×60cm、
パネルは幅 90cm と
なります

通信欄

□なし

□なし

□なし
□イラスト依頼OK
□文字原稿依頼OK
□大量頒布・列形成
参加要項記載の事項を全て承諾し、
以上の内容でイベント参加を申込みます。

