❤都産祭 201９春 IN 台東館 参加サークル案内書❤
この度は、都産祭 2019 春 in 台東館にご参加頂きまして、誠に有難うございます。
今回同様来年も引き続き台東館にて、都産祭を開催する予定ですので、今後とも宜しくお願いします。
この案内書にはサークル参加される方全員に知っていただきたい情報が掲載されていますので、必ず目をお通し下さい。
♦開催日時♦
開催日 2019 年 5 月 3 日（金）11：00－15：00 （サークル入場時間帯 9：30-10：45）
※会場には早い到着時間でも 9：15 以降にご来場ください
♦開催場所♦
都立産業貿易センター台東館 6F 全面 7F 南面

（間違えて、現在建設中の浜松町館に行かぬようご注意下さい）

参加イベントの配置フロアは、同封の会場図面にてご確認下さい アイマス系は 6F 配置、その他は 7 階南配置です。
♦同封物♦
1. サークル案内書（全 4P）

2. 会場配置図（参加フロアの会場図のみ封入されています・１SP の机サイズは 90＊90ｃｍです）

3. サークルチケット（1 スペースに付き 2 枚）

4. 宅急便荷捌票(コピー可)

＃サークルの配置ナンバーは、案内書封筒宛名ラベル面に印刷されております。（参加イベント名は略で）「
＃「参加サークルリスト」につきましてはお手数ですが http://tosanmatsuri.com/index.html にてご確認願います。
♦サークル入場♦
・ サークル入場時間は「9：30-10：45」までとなっていますので、出来る限り時間内に会場にお入り下さい。
・ 開場後のトイレやコンビニへの買い物などの際に必要となりますのでカタログは、1 サークルにつき 1 部以上ご購入下さい。
（サークル入場時間帯に限り、会場内の販売所で 900 円（通常 1,000 円）の値引き価格で販売しています
・ サークルチケット 1 枚につき 1 名のご入場となります。忘失時には入場時にゲートスタッフまでお声をお掛け下さい。
・ サークル入場時間帯内にトイレなどで会場フロアを出る際は、サークルチケットをゲートスタッフより必ずお受け取り下さい。
♦追加椅子♦
追加椅子レンタルは、先着順にて１スペースにつき１脚有料（500 円）で貸し出しいたします。
貸出場所は、場内放送にて定期的に当日ご案内致します。
♦当日のタイムテーブル♦
０９：３０－１０：４５ サークル入場時間帯
１０：４５－１１：００ 館閉鎖
１１：００－１５：００ 即売会開催中
１５：３０－１６：３０ アフターイベント
♦見本誌提出及び成年向頒布物のチェックについて♦
・ 当イベントでは、「見本誌の回収及び成年向頒布物の内容チェック」をさせて頂いています。予めご理解・ご了承の上で、見本を
ご用意願います。
※成年向ゲームや CG 集などはチェックの時間短縮の為、予め A4 用紙 1 枚に 4 点位ずつ印刷してお持ち下さい。
・ 見本誌の提出は、各フロア本部にて受付けています。
・ 各サークルスペースの机上に見本誌回収封筒をご用意してあります。こちらに当日の頒布物を入れ、必要事項をご記入の上で
各フロア本部までご持参下さい。
・ 尚、スペースを離れられない事情がある場合は、定期巡回しているスタッフにお声をおかけ下さい
・ 提出する見本誌に関しての詳細は、見本誌回収封筒に記載されていますのでそちらをご覧下さい。
・ 見本誌の提出の際に、「違法な頒布物や年齢制限がある頒布物を１８歳未満に頒布しないことを誓約する同意書の提出をお願
いします。署名・提出して頂く同意書は、当日のサークルスペースに配布してあります。

♦成年向頒布物について♦
成人向頒布物については机上に置く分は、必ずビニール梱包などをして簡単に立ち読み（できないような対策を行って下さい。
サークル側の手間を軽減する為に成年向頒布物を購入する一般参加者に対して、スタッフの手による年齢確認をしています。
年齢確認済を証明する為の腕輪（リストバンド）は右もしくは左の手首に巻いてありますので、腕輪を巻いていない参加者に
対しては頒布しないようにお願いします。
サークル様には、見本誌提出時にお渡しします。腕輪を受け取りましたら速やかに手首に巻いて下さい。
♦同意書について♦
会場側の指導に伴い、イベント当日に同意書を提出して頂きます。
同意書の内容は以下の通りです、
・年齢制限に該当する本等を展示販売する場合には、東京都青少年の健全な育成に関する条例及び施行規則に基づいた主催者及
び施設管理者が指定する方法で展示・販売を行います。
・年齢制限に該当する本等を閲覧及び購入希望者に対し、公的書類又は主催者が交付した年齢確認済み証（リストバンド）により、18
歳以上と確認できない場合には販売・閲覧をいたしません。
・主催者もしくは会場職員より展示販売方法について改善を求められた場合、これに従います。
・上記に対して改善点の指摘がなされ、なおかつ改善が認められないと主催者及び会場職員が認めた場合、該当出展物或いはサー
クル参加資格を取消・停止する事に同意します。
同意書はイベント当日にサークルスペースに配布致しますので、見本誌提出時に同意書の提出をお願いします。
♦成年向頒布物チェックについて♦
過去の最高裁判所の判例に基づき、「何が刑法 175 条の猥褻物にあたるのか？」は裁判官にしか判断できません。
ですが、“都産祭開催イベントでの”での頒布物禁止を最終的に判断するのは、イベント代表の水内康雄です。
成年向頒布物のチェック基準は、「ズバリ男性女性問わず性器（局部）に対する修正具合に対するチェック」となります。
それに対し、「印刷所が印刷してくれたから、頒布が 100％出来る？」か？というと、 答えは NO です。
また「書店流通している商業成人向漫画雑誌の修正基準を参考にしたから頒布 OK？」 これも答えは NO です。
印刷所は印刷、出版社は図書を発行することにより売上をあげています。印刷所は「印刷した同人誌が、イベント頒布時に修正
を求められる・販売停止にあうということが続発すると次回の入稿が来なくなる」から、修正を厳しめにしたい。ですが、修正が厳しい
からと入稿を避けられたくないというジレンマに陥っている会社が多いと聞いております。
出版社は「修正が甘いなと思っていた雑誌が翌月販売号で修正が厳しくなり、修正が厳しいで販売不振号となってまた修正が
甘くなる。」 そんな波を描いているように思えます。
ただ「最終的には両者とも売上を気にして仕事をしている」。更に出版社は逮捕者が出ることを覚悟して、出版をしているという
事を覚えておいて下さい。
冒頭に述べた通り、「具体的に何が猥褻なのか？」という事は裁判官しか判断できませんが、販売する場を提供する主催者も摘発逮
捕されるというリスクも考慮して、当日の頒布物チェックをさせて頂きます。
ご心配な方は「修正のチェックを事前に行なうことが可能です」ので、都産祭問い合わせフォームを通じて「作家修正済の原稿
データ」をお送り下さい。（チェックする原稿データは添付ファイルではなく、メール本文に原稿 DL 用の URL を貼って下さい）
その際には、ご返信に 24 時間程度の猶予は頂きたいので、入稿日を考慮してお問い合わせ下さい。
「少なくとも男性器のカリ部分は完全に消す、陰茎部分は複数本の太い線で消す。女性器は陰核、膣口など完全に消す、女性
器全体は縦線複太い線で複数本の線で消す。」 という修正処理は必ず必須と判断しております。
くれぐれも商業雑誌の一番修正が甘い雑誌を参考にして、修正を入れないようにご留意下さい。
♦サークルチケットの追加発行について♦
サークルチケットの追加発行は「参加イベント名とサークル名と追加希望枚数と具体的な追加理由」をメール本文にご記入の上で、
都産祭公式サイトからの問い合わせフォームを通じてお申し込み下さい。締切 4 月 29 日 22：00 まで
締切時間以降 4/30 までに順次対応の返信を致します。基本的に追加チケットは当日の発行となります。

また此方からの返信したメールをプリントして、当日会場に持ってきて頂きますのでプリンターをお持ちでない方の
申請はご遠慮お願いします。
♦コスプレについて♦
・ コスプレの登録は、更衣室設置場所の２F エレベーター前にて受付を行っています。有料登録制で 500 円です。
・ 登録受付時間は「10：00-13：30」までです。
・ 更衣室の利用時間は「10：00-16：00」までとなっています。
・ 登録証はシールスタイルになっていますので、「上半身の前面か肩等、スタッフが確認しやすい位置」に貼って下さい。
♦写真撮影について♦
・ 写真撮影登録についても 5F で受付を行います。有料登録で 500 円です。
・ コスプレをされる方が写真登録される場合は割引が適用されますので、
「コスプレ登録受付の際にコスプレ登録と同時に撮影登録」をして下さい。
その場合は「コスプレ登録料 500 円＋写真登録料 300 円で計 800 円」になります。
・ 撮影は相手の許可を必ず取った上で、コスプレ広場にて行って下さい。
・ 動画撮影・デジカメ及びカメラ付携帯での撮影は固く禁止いたします。
・ 写真撮影の詳細な規制事項については、登録時にお渡しする用紙を必ずお読み下さい。
♦宅配搬入について♦

宅配便搬入はヤマト運輸の宅急便でお送りください。
＃クロネコヤマト宅急便が 4 月 29 日～5 月 1 日までの間に宛先に届くようにお送り下さい。
開催日前日の 5/2 に到着の場合は、荷物の搬入が出来ない場合が御座います。
＃また、紛失事故防止の為にサークル参加案内封筒に同封されている荷捌き票を搬入のダンボール箱に
貼り付けて下さい
＃送り先の〇F には参加するイベントの開催フロアの数字をご記入ください

「宅急便の送り先」
おところ：〒111-0033
東京都台東区花川戸 2-6-5 都立産業貿易センター台東館○F
おなまえ 5 月 3 日使用 都産祭 2019
記事欄 サークル名 配置番号 個数

注 意
♯翌日配達の場合は、4/30 まで、翌々日配達地域から発送の場合は 4/29 までに発送をお願いします。
＃配達希望時間帯は、 5/3 午前中。
＃おところの○F には参加するジャンル参加イベントの階数をご記入ください
♯記事欄には必ず「サークル名とスペース番号・個数」をご記入下さい。
個数は、1 個の場合は 1 個 例えば 2 個の場合は 1/2 個 2/2 個と記入お願いします
♯トラブル防止の為、伝票控えは必ず当日ご持参下さい。又、搬入搬出のトラブルは宅配会社との間で解決願います。
♯印刷会社から直接搬入をご希望の場合は、各印刷会社と直接交渉をして下さい。
♯配達担当の宅急便センターは、花川戸宅急便センターとなります。

♦会場へ交通機関と問い合わせ先♦
会場への行き方・・・

東京メトロ銀座線浅草駅 7 番出口徒歩 5 分 ・ 都営浅草線浅草駅 A5 番出口徒歩 8 分・
東武スカイツリー線浅草駅徒歩 5 分 ・ TX 浅草駅 A1 徒歩 9 分
会場 HP の交通アクセス頁 https://www.sanbo.metro.tokyo.jp/taito/access/

イベントのメール問い合わせは・・・5/1 18：00 までの問い合わせまで回答致します。ご了承下さい
メールでの問い合わせは、公式サイトからの問い合わせフォームをご利用下さい。
今回より郵送の問い合わせは、なくなりました。
■都産祭 2019 イベント公式 web： http://tosanmatsuri.com/index.html

