で、見本誌としての提出は不要です

北海道COMITIA14参加案内

●CD-ROM、DVD等は、作品内容をプリントアウトして添付してください
●提出いただいた見本誌は、ティアズマガジン北海道でのご紹介、見本誌読

－直接参加サークル用－

書会の開催等に活用します。紙面での紹介等に不都合がある場合は、見本

日程：2021年6月12日(土) 11:00～15:00
場所：札幌コンベンションセンター1階大ホール全面

誌シールの該当チェック欄に記載をお願いします
●「可能な限り」のご提供をお願いします。高価である場合、少部数である場
合、無理な提出を求めません

札幌市白石区東札幌6条1丁目（地下鉄東西線東札幌駅より徒歩8分）

●各地方COMITIAでは、見本誌の管理を別途で行っています。
よろしければ、

■サークル参加されるにあたり、本案内書を熟読の上、
ご参加ください

他地方のCOMITIAで提出された本についても提出をお願いします

■サークル代表者は案内書の内容を、参加者各人に事前にお知らせください

②見本誌シールについて

参加基本規定

●見本誌シールは裏表紙に貼るようお願いします。表紙（表1）に貼るとティア
ズマガジン北海道で紹介する場合にシールを取り除くことができません

北海道COMITIAは、頒布物をオリジナル作品に限定した即売会です。いわ
ゆるパロディ、二次創作作品は頒布できません。
また、法律に違反する作
品の頒布もお断りします。詳しくは「[G]北海道COMITIA出展ガイドライン」
（P.3）
を参照ください。

●見本誌シールは、見本誌スペースや見本誌読書会で本を読んだ人に手軽
にサークル名やスペースNoを知ってもらうために必要となります。
また、盗
難防止のために必要です
●見本誌を4冊以上提出する場合は、事前にお問合せいただくか、開催当日

会場より要請されている新型コロナウイルス感染症対策により、当日の
サークルスペース設営及び開催中にお願いする事項がございます。何卒
ご協力の程よろしくお願いいたします。お願いする事項は状況に応じて随
時変更となる可能性があります。本webサイトおよびtwitterを随時ご確
認をいただけると幸いです。

に本部へお越しください

見本誌シール記載例
北海道
サークル名
SPNo.

見本誌
14
にゃんこぺろぺろ団
成年向
✔
□
X31 頒価 400
開催
回

該当時チェック

ジャンルに○をつけてください
（1つのみ） シールは裏表紙に貼ること！

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

[A] 封入物とラベルの確認

該当時
チェック

01.封筒内容物の確認
●「サークル参加案内（本状）」
●「サークル入場チケット」(2枚1組)
●「見本誌シール」

□リーダーズチョイスへの表紙・中身の掲載を許可しない

□見本誌読書会以外での閲覧を許可する
（実施時、
別途連絡します）
✔

提出前に必ず貼ってください

ありましたら、至急ご連絡ください

⬆

ココです！

裏表紙

●9:45～15:00の間に、本部の見本誌提出窓口へ提出をお願いします

04.ディスプレイなどについて

ラベル左下部の枠線に囲まれた「アルファベット1文字＋数字2文字」
●ご自分のサークルスペースの位置は、会場配置図(P.4)をご確認ください

①成年向頒布物(18禁等)の展示・頒布について

[B] 目次

●表紙に「18禁」やそれに準ずる表示をお願いします
●制限年齢未満の方が表紙を目にする事もありますので、掲示の内容や陳

1 [A] 封入物とラベルの確認、[B] 目次、[C] イベント当日まで

[G] 北海道 COMITIA 出展ガイドライン、[H] 会場設営協力者募集、
[I] 会場撤収ご協力のお願い、問合せ先

複数ある場合は
最も左上を選択した
ものとします

●感染症予防対策のため、今回見本誌コーナーは設置しません

●記載：
「スペースNo」
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「〇」
は
1 つだけ

③見本誌の提出方法

02.住所ラベルの確認（封筒に貼付）

[D] イベント当日のスケジュール、[E] 当日の手順（一般参加者入場まで）
[F] 当日のルール（一般参加入場～閉会）

貼付場所は

貼られていない見本誌はお預かりできません

もし不足しているものが

2

忘れずに
「14」
と記載

列方法について、配慮をお願いします
●制限年齢未満の方には頒布しないよう、お願いします

②ディスプレイについて
●隣接するサークルの迷惑になるようなディスプレイはご遠慮ください

4 北海道 COMITIA14 会場配置図

●販売物を並べるラックは、高さを卓上から100cm以内としてください

5 北海道 COMITIA14 会場までの案内図、開催中トラブルに巻き込まれないために

・必ず通路側から出展者の顔が見えるようにしてください

6 宅配便の利用に関するご案内（搬入シート付き）

・大きいサイズのものは倒れないように必ず机に固定してください

7 出展、本部企画

●以下例のように、備品を汚損した場合、弁償していただきます

8 感染症対策ご協力のお願い（参加登録用紙付き）

机にセロハンテープを貼り付ける、壁にポスター等を貼り付ける、
カッター
マット等を使用せずにカッターを使用する、机・床に墨やインクをこぼす

[C] イベント当日まで

●なるべくご自分のスペースにスペースNo.の表示をお願いします

01.宅配便による搬入

05.新型コロナウイルス感染症への対策について

●「宅配便の利用に関するご案内」
（P.6)を参照してください

①感染予防具の準備設営
●頒布応対時、感染予防のため以下について準備・設営をお願いします

02.サークル入場チケットについて

(1)マスク

①サークル入場チケットでできること

(2)アクリル板、
ビニールシート、
フェイスシールドのうちいずれか1つ

●1枚につき1人入場できます。入場可能人数は、1スペースあたり2名迄です

(3)コイントレー（材質・種類は問いません）

●サークルメンバが別々の時間で入場する場合、事前に渡してください

・サークル参加者全員にフェイスシールドを無償配布します

②サークル入場チケットがない場合

→表裏両面に保護フィルムが貼付されています（端に緑色の目印あり）
保護フィルムを剥がしてからご利用願います

●サークル入場時間(9:45-10:50)の入場はできません

・追加椅子を含み、1spに2名入る場合は、(2)についてフェイスシールド限

●当日は忘れずにお持ちください。忘れた場合は、一般入場の列に並び、ティ

  定となります

アズマガジン北海道を購入して、11:00より入場となります。

・ビニールシートは飛沫防止のため、十分な高さを確保し設営願います

03.見本誌の準備

②頒布見本について

①見本誌について

●不特定多数の方が手に触れる形での運用はせず、内容のサンプルを掲示

●「北海道COMITIA」にご参加いただく全サークルに、
「北海道COMITIAにて

する形にするようご協力をお願いします

初出の頒布物」につきまして、見本誌の提出をお願いしています

●頒布見本を用意する場合は、頒布見本にビニールカバーを掛け、頒布見本

●グッズ・フィギュアなどの立体物は、管理の都合上お預かりできませんの

が閲覧される度に、消毒を実施するようお願いします
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02.追加イス販売（09:45～10:50）

③頒布停止措置について
●上記2点は会場利用条件となっているため、実施されていない場合、頒布

①事前に申し込んだ追加イスは、既に各スペースに設置しています

を停止することがあります。予めご了承願います

●もしイスの数が足りない場合は、本部までお知らせください

②当日販売する追加イス

[D] イベント当日のスケジュール

●本部にて先着順にて若干数販売します（P.4会場配置図参照）
●1脚500円。品切れの場合は御容赦ください

設営協力者集合（サークル入場口前、H 参照）

08:30
09:30

入場待機列形成開始（ロビー内）

09:45 ～ 10:50

サークル入場（E-01 ①②参照）
追加イス販売（E-02 参照）

09:45 ～ 15:00

再入場（E-03 参照）

10:00 ～ 10:50

宅配便の受け渡し（E-04 参照）

10:00 ～ 15:00

領収書の発行（E-05 参照）
チラシ置き場の利用（E-06 参照）

10:50

サークル入場終了（E-01 ③参照）

11:00 ～ 15:00

イベント開催時間
本部企画・出展（P.7 参照）

11:30 ～ 15:00
13:30 ～ 15:30

③追加イス購入サークルの設営時の留意事項
●使用できる感染防止具は、
フェイスシールド限定となります

03.再入場(09:45～15:00)
①再入場口は、初回入場口とは異なる場所となります
●一度会場を出て再び入場する場合、再入場口から入場ください

②再入場時の手順
❶リストバンドの提示
再入場口の担当係員に、初回入場時にお渡ししたリストバンドをお見せく
ださい。
カタログ・サークルチケットでは入場できません

『ティアズマガジン北海道 14』サークル向販売（E-07 参照）
宅配便搬出受付（F-03 参照）

➋手指の消毒（入場の都度必要となります）

15:00 ～ 16:30 頃 撤収時間（サークル参加者は 15:30 迄に退出願います）

再入場口の担当係員がアルコール消毒液を用いて実施します

[E] 当日の手順（一般参加者入場まで）

04.宅配便の受け渡し
（10:00～10:50）
●「宅配便の利用に関するご案内」
（P.6)を参照してください

01.入場(09:45～10:50)

05.領収書の発行（10:00～15:00)

①参加者登録を実施する

●サークル参加・カタログに係る領収書の発行をご希望の方は、参加案内発

●スマートフォンを利用可能な方

送時の封筒を持参の上、本部までお越しください

→名前・居住地・緊急連絡先をフォームに登録（推奨）

●封筒を確認した上で、無記名の領収書をお渡しします

6/12(土)6:00-15:00のみ登録可能
https://ws.formzu.net/dist/S57283860/

06.チラシ置場の利用(10:00～15:00)

●スマートフォンをご利用できない方

※感染症防止対策のため、
サークルスペースへのチラシ配布は実施しません

→参加登録用紙に名前・居住地・緊急連絡先を記載

●イベント告知等用のチラシ置き場を設置します（P.4会場配置図参照）

(P.8に付属するほか、ロビーに記載用紙および記載台を設置します)

●配布前に必ず本部に見本を1部提出してください

※いただいた情報は弊団体にて1か月間保持します。万が一感染者が発生し

●閉会後に残っているチラシは弊団体にて処理します

た場合、必要に応じて公的機関に提供する場合があります。上記以外の用

必要であれば閉会前に回収してください

途には一切使用いたしません

②初回入場時の手順

07.ティアズマガジン北海道の販売（11:30～15:00）

★スムーズな入場を実施するため、以下➌❹をすぐに提示できるよう準備願

●サークル参加者向のカタログ販売は、11:30以降に開始予定です

います。
ご協力の程よろしくお願いします

●会場入口のカタログ販売所にて1冊1,000円で販売します

すぐに提示できない場合は、準備できるまで列から外れていただきます

[F] 当日のルール（一般参加入場～閉会）

➊検温の実施
サーモグラフィ装置による検温を実施します
体温が37.5度以上の方、
または、体調不良の方の入場はご遠慮願います

01.配置について

➋手指の消毒

①机1本につき1sp配置となります
（1spの幅90cmは不変）

入場口の担当係員がアルコール消毒液を用いて実施します。

●設営時は机の中央を超過しないようお願いします

体質等によりアルコール使用が難しい場合、
ご自身が所持している物品を

②隣接スペース申込の場合

用いて担当係員の前で消毒を実施願います（事前の準備をお願いします）

●片方の机に寄せた設営を可とします（2spの幅180cmは不変）

➌参加者登録の提示

●もう片方の机は1本分丸ごとあけるようお願いします

参加者登録完了画面、
または、
自動返信メールの文面を表示した上で

③スペース在席可能人数は机1本につき最大2名とします

入場口の担当係員にスマートフォンをお見せください
スマートフォンがない場合、同封した参加者登録記載用紙を提出願います

●3名以上で参加する場合は、交替でスペースに入るようお願いします

各参加者毎に登録が必要です（未就学児も同様に必要です）

02.スペースでの頒布について

➍サークルチケットの提示

●待機列が形成された場合、整理はサークル参加者ご自身でお願いします

係員にサークル入場チケットをお見せください

主催団体スタッフは、各サークルの待機列の管理には関与しません

あらかじめ切り離して準備し、1人1枚ずつ持って入場してください

●隣接するサークルスペースへはみ出さないよう、配慮をお願いします。

未就学児は、保護者同伴の下でサークル入場チケットの提示は不要です

机上、イス、通路上、サークルブロック内通路（壁際含む）すべてを含みます

➎リストバンドの受取と装着・フェイスシールドの受取
リストバンドは再入場の際に必要となります。再交付はできません

03.宅配便による搬出（13:30～15:30頃まで）

手首（左右どちらでも可）に、落ちないように巻き付けてご使用ください

●「宅配便の利用に関するご案内」
（P.6)を参照してください

③サークル入場受付は10:50で終了します
●10:50以降は、サークルチケットのみで入場可能ですが、

04.アンケートの提出

一般入場の列に並んで入場いただきます

●スペースにはあらかじめサークルアンケートが配布されています
●ご意見・ご感想を記入の上、お帰りの際に本部までお持ちください
●アンケートの回答は、開催後2週間以内に郵送することも可能です
●回答内容は次回のティアズマガジン北海道にて抜粋して紹介するととも
に、イベントを運営する上で貴重な基礎資料となります
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05.会場内における注意事項

02.性表現について

①イベント会場内は禁酒・禁煙です

①「わいせつ図画」
とみなされる本の持込・頒布は不可です

●会場敷地内は全面禁煙となります

●法律（刑法175条）の規定に該当する場合、頒布は不可となります
●男性・女性を問わず「性器の露骨な描写」は不可とします

②軽い飲み物等の持ち込みは可能です

●修正の程度は、直近発行の商業誌の状況に準じます

●会場を汚さないようご協力をお願いします

●当日スタッフが見本誌を確認した上で、頒布物の修正要請、
もしくは頒布

●感染症対策のため、
ゴミは各自で持ち帰り願います

停止の判断をする場合があります。あらかじめご了承ください

③コスプレは禁止です。
また写真撮影は被写体の許諾必須です
●必ず被写体となる方、
または撮影対象物の所有者の許諾を得てください

03.本以外の頒布について

●会場内の不特定多数の人物が映りこむ写真撮影・動画撮影を禁止します

①製造・販売に資格を有する必要がある物品の頒布はできません

・被写体以外の周りの人物・ものが映りこまないように撮影してください

●自作の飲食物（お菓子全般、茶葉・飲料など）

●記録資料作成のため、開催中にスタッフが写真撮影を行う場合があります

●発火物（マッチ、
ライターなど）

④中学生未満の方は、保護者同伴で来場願います

●薬品化合物（石鹸、香水、化粧水など直接肌につけるもの）

●他参加者へ迷惑とならないよう、保護者はしっかりと監督願います

②音楽CD等の試聴は、
イヤホン等を使用してください

●当イベントは未就学児・乳幼児等の受入態勢が整っていません

●外部へ音が漏れるため、
スピーカーの使用はできません

●事故時の責任は一切負いかねます
●カタログは、未就学児まで無料とします（小学生の方は有料です）

[H] 会場設営協力者募集

⑤以下の行為に及んだ場合直ちに退場していただきます
●会場利用の妨げとなる行為（調理等臭気を発生する行為等）

スタッフと一緒にイベント当日の会場設営を行う一般協力者を募集しま
す。当日朝に時間の余裕がありましたら、参加してみませんか？

●迷惑行為、犯罪行為（押売り、呼び込み、特定参加者へのつきまとい等）
●参加者に危険を及ぼす行為（火気の使用、危険物持込等）

■作業予定：2021/6/12（土）8:30から1時間程度を予定
■集合場所：札幌コンベンションセンター大ホール（再入場口）
■事前連絡は不要です

●転売行為（他者の同人誌、市販品、古物、チケット類）
●サークル入場チケットの売買・交換（金品を対価とする譲渡）
●スタッフの指示に従わない行為（立入禁止場所への侵入等）

●【作業内容】
イス設営、パネル設営、荷物運搬、
スペース札貼り、追加イス調

→上記行為を見かけた場合は、巡回中のスタッフまでお知らせ願います

整、サークル向けアンケート貼り、会場POP貼り等

⑥以下の持込禁止物を持参した場合は退場していただきます

●集合場所にて簡単に説明の上、作業に参加してもらいます

●危険物（木刀、モデルガン、大量の可燃物、爆発物、バッテリー類）

●軍手が必要な作業に従事していただく場合は、お貸しします

●乗り物類（インラインスケート等）

●謝礼：ティアズマガジン北海道14現物、
または、

●動物（盲導犬等、身体障がい者補助犬を除く）

エリシアンオフィス主催イベントのカタログ無料券

●その他スタッフが危険と判断したもの

※8:30の集合時間にいらっしゃった方にお渡しいたします

⑦会場外は一般の方も利用されています

●サークル参加者：会場設営終了後、そのまま自スペースの設営が可能です

●当日は他の施設をご利用されている一般の方も数多くいらっしゃいます

一般参加者：会場設営終了後、一般待機列の先頭にて待機が可能です

●共有スペースでの長時間のたむろ、同人誌を広げる、大きな声で騒ぐなど

[I] 会場撤収ご協力のお願い

の迷惑行為はご遠慮下さい。公共マナーにご配慮をお願いいたします

⑧落し物は本部にてお預かりします

15:00以降時間の余裕がある方は、会場撤収のご協力をお願いします。

●イベント終了後は問合せ先までメール又は郵送で連絡ください

①サークルスペースシールをはがす

●保管期間は、食品を除き、イベント終了後1ヶ月となります

●シールははがして、お持ち帰りをお願いします

[G] 北海道 COMITIA 出展ガイドライン

②机の上や机の下の荷物置きにある紙類をブロック端の机にまとめる
●紙類は、後ほどスタッフが回収します

01.頒布物の内容について

③椅子を椅子台車に積む

①既成の著作物のパロディ、二次創作作品は頒布できません

●椅子台車は、15:00のイベント終了後にスタッフが通路に設置します
●椅子台車の積載量は、椅子台車1台につき、椅子30脚となります

【例外として、以下の場合は可とします】

●30脚積載済の椅子台車は、後ほどスタッフが移動します

●対象作品の著作権が切れている
●実在人物（現在・過去問わず）をモデルにした作品

【図１】

●グループ誌中の1作品等の形で、1冊の本の一部（全体の半分以下）
である

❻

【図２】

②音声合成ソフトに歌わせたオリジナル曲は頒布可とします

レバー

❷

●それぞれのソフトウェアの使用許諾等に沿って製作してください

本部

●ジャケットイラストにボーカロイドのキャラクターイラストを使用している

❸

場合、誤解されるケースがありますので、サークルスペース内の見やすい

搬入口２
設営協力者
荷物置き場

場所に「オリジナルの音楽作品で、ボーカロイドに歌ってもらった作品」の
ような形で分かりやすく表示してください

❶

③他者が作成した既存の世界観を利用した作品は頒布できません

❹

ロック

❼

❺

膝隠し

機材設置場所

●「二次創作」
と判断します
●例：テーブルトークRPG、MMORPG、
「pixivファンタジア」等のpixivユー

④机を畳み、会場南側（
【図1】❶参照）へ移動する

ザー企画、
プレイバイウェブなど

●机は、端のレバーを上げると、盤面を畳むことができます（
【図2】❻参照）

④出版社から発行された個人のコミックス
（作品）について
●作者本人、
もしくは所属するサークルが出展する場合、可とします

●机のキャスターにあるレバーを上げると、ロックが外れます【図2】❼参照）

●出版社が出展する場合は「法人出展」扱いとなります

●盤面を畳んだ机は、同一の幅でぴったり収めることができます

●詳細はお問い合わせください

問合せ先
〒060-0032

3

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

receive@elysin.dojin.com

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

当日の状況によって、予告なく会場配置が変更になる可能性
があります。予めご了承ください。

北海道COMITIA14 会場配置図
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委託 Z
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チラシお品書

多目的 WC

07
08
09

F

搬入荷物設置場所 10:00～10:50

設営協力
荷物置場

9:30
〜
9:45

初回入場後：一般待機列（09:45 ～ 11:00）
カタログ
販売
一般入場
サークル入場
（10:50 迄）

④仕分

②入場登録
③リストバンド

入場登録
用紙記載

①検温消毒

施設周辺について

会場内のご案内

■会場までの交通手段

■喫煙所

地下鉄東西線「東札幌」駅1番出口より徒歩8分

初回入場口

2019/4/1より、会場施設・敷地内全面禁煙となりました。
ご了承ください

■ケガ・急病の場合

会場に有料駐車場があります（最初の2時間200円、以降30分につき100円）

スタッフにお申し出ください。救護室はありません。
ご了承ください

■コンビニ（会場建物出口からの距離を記載）

■閉場前に帰る場合

【セブンイレブン】東札幌5-2（250m南）★ATMはコンビニをご利用ください

スペース内にごみを残さず、
スペースNoシールをはがしてお帰りください

■飲食店
会場建物1階にレストランがあります
また、近隣のラソラ札幌等に飲食店があります

4

北海道COMITIA14 会場までの案内図
■地下鉄駅から会場まで

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

■会場出入口の場所

国
道
12
号

開催中トラブルに
巻き込まれないために
例えば
①「※スケブ」
を強要される

線

レストラン

（※参加者がサークル参加者へ自前のスケッチ
ブックを渡し、イラスト執筆をお願いすること）
②極端に長時間スペース前を占有される

コメダ珈琲店

ラソラ
札幌

セブンイレブン

り
通
郷
南

イオン
東札幌店

事務室

地下鉄東西線
東札幌駅

どうしたらよいでしょうか？

西口

大ホール

女
WC

北海道
男
COMITIA WC
会場

再入場口
退場口

特別会議場

1 番出口
２番出口

中ホール

③無承諾でアフターイベントに混ざろうとする
などなど……

初回入場口

南口(東札幌駅側)

・地下鉄東西線東札幌駅より徒歩8 分
・新千歳空港からは新札幌駅で乗り換え

❶以下のような対応で、
自衛しているサークルさんも
いらっしゃいます
・
「スケブ」は有償、
または頒布物購入を必須とする
・不快に感じたらとにかくはっきりと断る、無視する
・嘘でも用事を作り一旦スペースを離れる
→「電話が来た」
「友人と食事に出る」等
・ご友人と隣接スペースにしたり、売り子さんと一
緒に参加する
➋困ったことをされた場合や、迷惑行為をしている参
加者を見つけた場合
・当日開催時間中にお近くのスタッフまたは本部ま
でご相談ください
・後日にご連絡いただいた場合、状況の確認が難
しいため、対応が出来ないことがあります

5

■宅配便による搬入

宅配便の利用に関するご案内

トの枚数が足りない時はコピーして必ず貼ってください

発払限定着払不可

●
「伝票控」は必ず保存して、当日は忘れずに会場まで持って来てください

●印刷所から宅配便で会場へ直接搬入をする場合も、同様に送ってもらうよう、

6 11

必ず印刷所の方と相談して、上記の発送方法を徹底させてください

北海道札幌市白石区
菊水元町 2 条 2 丁目 1-1 書籍、
ヤマト運輸東札幌センター止め 6/12 朝 8 時ヒロ運送様引取
北海道 COMITIA14

奥行・横幅・高さの 3 辺合計 160 センチ、重さ 25 キロまで）

■宅配便の受け渡し

●当日は 10:00 ～ 10:50 の間、搬入荷物設置場所（下図参照）に荷物が展開さ

6/11

れています。自分の荷物か、必ず確認してお持ちください

●台車等は、サークル参加者各自でご用意ください

●10:50 以後は、荷物受付にて荷物をお預かりします
※引取の際は、
「伝票控」をご用意ください

以外の記載不可

■宅配便の搬出

センターコード：000-091

●宅配便搬出は、13:30 より受付を開

受付期間【必着】
2021/6/6（日）～ 2021/6/11（金）

始します。場所は右図参照。開始時
に場内アナウンスでお知らせします

付にてお預かりします。
「着払」のみ

東京
コミティア

D

C

委託

B

荷物受付

A

女

本部 WC

13:30～15:30

●着払伝票を貼付した荷物は、荷物受

再入場

出口
J

K

I

H

G

F

搬入荷物設置場所

対応します

10:00～10:50

●段ボールの販売は実施しません

出展

男
WC

●搬出日はイベント翌日となる場合が
あります

の荷物は、お預かりできません

搬入シート

個口

初回入場

個目

＜キリトリ 油性ペン等ではっきりとご記入ください＞

6

一般待機列
カタログ
販売

サークル名

●宅配便の規定を超えたサイズ・重さ

サークル名

個目
スペースNo

E

払伝票をお渡しします

個口

北海道COMITIA14

6/12（土）札幌コンベンションセンター大ホール

クロネコヤマト専用

チラシお品書

展示

●荷物受付にて、クロネコヤマトの着

■会場への宅配便搬入は、ヤマト運輸（クロネコ）のみです。
郵送（ゆうパック）など、他社の宅配便は利用できません
のでご注意ください。
■期間内に荷物が届かない、伝票不備（文字の判読が不可、
記入漏れ等）
、届け先の相違（会場住所への送付等）
、搬入
シート無し等の場合は、会場への搬入が保証されません。
ご了承ください。

搬入シート

閉会前後は混雑します！
お急ぎの方はご注意を！

スペースNo

【発送人の住所】
【発送人の氏名】

●必ず宅配便の規定サイズ内に収まるよう梱包してください（荷物 1 個につき、

北海道COMITIA14

090 3779 7989

●記載漏れや貼り忘れ等がないか、確認してください

6/12（土）札幌コンベンションセンター大ホール

003 0822

●箱上面に、
「伝票」と上記「搬入シート」を並べて貼ってください。搬入シー

クロネコヤマト専用

■伝票記入例

●黒のボールペンで丁寧に読みやすく書いてください

入口

北海道 COMITIA14

企画案内

※企画内容・出展団体につきまして、状況により変更となる可能性があります。

本部企画

出展

お品書～本日のオススメ品

北海道芸術高等学校

チラシ置き場の近くにホワイトボードを設置します。
サークル情報や新刊を大々的にアピールしましょう !!

北海道芸術高等学校札幌サテライト
キャンパスは西18丁目の駅から徒歩1分。
通信制の高校です。
マンガ・イラストコース、声優コース、
ファッションビューティーコース、美
容師コースなど6つがあり、高校卒業の
資格を取得しながら、好きな芸術分野
をとことん学ぶ事ができる学校です。

●前準備
・必須明記項目：サークル名・スペース No.
・最大面積：規定しませんが、常識的な大きさでお願いします
※最大サイズは B4、枚数は 1 枚を想定しています
●設置方法
・直接参加 : 直接貼り付けてください
・委託参加 : 販売物送付の際に同封。当日スタッフが貼付
●終了後
・お帰りの際、回収をお願いします
・撤収時に残ったポスターは、主催者側で処分します

タリーズコーヒー 札幌日本生命ビル店
東京COMITIA出張委託コーナー

イベント告知放送

北海道から東京へ、東京から北海道へ、
それぞれの作品を紹介する機会になればと思ってガンバります！

12:00頃に告知放送の時間を設けます
●イベント・ぷちしあん・オフ会・アンソロ企画等、何でも OK

以下の企画・出展につきまして、感染症対策のため、今回は実

●ご希望の方は、11:55 に本部までお越しください

施を見合わせます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

BGM放送企画

「ブロックノート」「落書きノート」「出張マンガ編集部」

第13回に引き続き、音楽サークル作品の放送企画を実施！
●今回もラジオ番組形式とし、楽曲紹介を交えながらお送りしま
す。お楽しみに！
●放送予定時間→ 12:30 頃～
※イベント告知放送後に実施します

7

北海道 COMITIA14 は
感染症対策を実施し
開催します

記載内容は案内作成時（5 月 18 日現在）のものです
最新の情報は公式 web サイトをご確認願います

全参加者共通のお願い

■以下の方の入場はお断りします
①当日体温が 37.5 度以上の方
②体調不良の方

■初回入場の際のお願い

登録用フォーム
6/12
（土）
6:00-15:00
のみ登録可能
https://ws.formzu.net/dist/S57283860/

①マスクの着用を確認します
②非接触型体温計による検温を実施します
③消毒用アルコールで手指消毒を実施します
④お名前・居住地・緊急連絡先を確認します
●スマートフォンをご利用可能な方
登録用フォーム（右上 QR コード）に必要事項を
記載し、投稿完了画面 or 投稿完了メール文面を係員に提示願います
●スマートフォンをご利用できない方
参加登録用紙（左下）に必要事項を記載し、係員に提出願います

⑤リストバンドをお渡しします

初回入場手続完了の証として再入場時に確認するため、必ず着用願います

■再入場の際のお願い
①マスクの着用を確認します
②リストバンドの着用を確認します
③消毒用アルコールで手指消毒を実施します

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

現在、イベントを取り巻く環境は非常に不安定ですが、

■会場内行動時のご協力のお願い

作品発表の場である「同人誌即売会」の開催を何とし

①咳エチケット
②社会的距離（最低 1m）の確保
③プレゼント・差し入れを渡すのを控える
④参加者同士の接触する行為を控える（握手・ハイタッチ等）
⑤大声を出す、長時間会話をする等を控える
⑥イベント終了後の打ち上げ等の自粛

ても続けたいと考えております。現況をご賢察の上、

サークル参加者へのお願い

必要に応じて公的機関に情報を提供する場合があります。上記以外の用途には一切使用いたしません

●いただいた情報は主催団体
（エリシアンオフィス）
にて 1 か月間保持します。万が一感染者が発生した場合、

●本紙に氏名・居住地・緊急連絡先を記載の上、入場担当係員に提出願います

緊急連絡先（電話番号）

居住地（北海道内：市区町村、北海道外：都道府県）

氏名（本名）

コピー可・1 枚に複数名記載可

2021/6/12 北海道COMITIA14 参加登録用紙

皆様のご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

サークル入場は 10:50 まで

混雑を避けるためご協力願います。（詳細は直接サークル参加案内 p.2 参照）

■配置について
①机 1 本につき 1sp 配置に変更します（1sp の幅 90cm は不変）
スペース設営の際は、机の中央を超過しないようお願いします

②隣接スペース申込の場合
片方の机に寄せた設営を可とします（2sp の幅 180cm は不変）
もう片方の机は 1 本分丸ごとあけるようお願いします

③スペース在席可能人数は机 1 本につき最大 2 名とします
3 名以上で参加する場合は、交替でスペースに入るようお願いします

■頒布見本の取扱いについて
極力、不特定多数の方が手に触れる形での運用はせず、内容のサンプルを掲示す
るようご協力をお願いします。頒布見本を用意する場合は、
ビニールカバーを掛け、
閲覧される度に消毒を実施するようお願いします

■感染予防具の用意・設置について
①マスクの着用
②フェイスシールド、アクリル板、ビニールシートのうち
いずれか 1 つの着用・設置
個々の事情に応じて選択いただけると幸いです。1sp に 2 名入る場合はフェイス
シールドに限定します。サークル参加者全員にフェイスシールド配布

③コイントレーの使用
材質・種類は問いません

■見本誌は本部に提出願います
8

今回、見本誌閲覧コーナーを設置いたしません。見本誌の提出について、ご協力
の程よろしくお願いします

