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日程 2019年12月1日（日）11:00～15:00
場所 西日本総合展示場 本館（福岡県北九州市）

サークル参加

案 内 書

■ サークル参加されるにあたり、この案内書を熟読の上、ご参加ください。 ■

■同封物と宛名ラベルの確認

○サークル参加案内書（本書／ 4 ページ 1 綴）
○サークル通行証…3 名分／
サークル出席カード（ミシン目 4 分割 1 枚）
○見本誌シール
○会場配置図（別紙）

○宅配搬入案内／搬入シート（別紙）

○見本誌について／設営・撤収作業の協力者募集（別紙）
○サークル参加申込書は正しく書こう！（別紙）

※同封物が足りない、不明な点がありましたら、

至急 info@q-comitia.com までご連絡ください。

○あなたのサークルスペース No. は、
封筒宛名面に記載されています。

（アルファベット 1 文字 + 数字 2 桁で表示）

■会場へのアクセス

○福岡県北九州市小倉北区浅野 3-8-1

本館

※上記住所は宅配搬入にはご利用戴けません。ご注意ください。

○小倉駅から徒歩 5 分

・ 山陽新幹線「のぞみ」全列車停車

・ 北九州空港から連絡バスで約 40 分

■開催当日までに準備が必要な事項
●宅配搬入について

○宅配搬入については、別紙に添付の案内をご確認くだ
さい。

●出席カード、見本誌の提出について

★本同人誌展示即売会では、「出席カード」の提出、お
よび今回初頒布となる作品の「見本誌」提出をお願
いしています。

○「出席カード」は、サークル通行証とひと綴りになって
います。事前に記入の上、開催当日に巡回受付担当

者に提出してください。

○「見本誌」は、指定された場所（別紙参照）に提出

してください。提出時には必ず、裏表紙（表 4）に必

要事項を記入した見本誌シールを貼り付けてください。

○提出された見本誌は以下のように利用されます。下記

利用に不都合がある場合、見本誌シールにその旨を
書き添えてください。

・ 開催当日の「見本誌コーナー」での展示

・ 次回「九州ティアズマガジン」誌上での紹介

・ 見本誌読書会や他のイベント、図書館施設への貸し
出し

○見本誌提出の対象は「九州コミティア」で初回頒布と
なる作品です。他の地方コミティア・東京コミティアで
見本誌を提出した作品でも、九州コミティアで初回頒

布となる場合は見本誌の提出が必要です。ご注意くだ

さい。

○ CD、DVD 等の電子媒体は作品内容がわかるものを
プリントアウトして提出してください。

○少部数のもの、高価な作品は無理に提出する必要は
ありません。

○グッズ・フィギュアなどの立体物はお預かりが難しいた
め、提出は不要です。

⚠見本誌の返却はできません。予めご了承ください。

■参加基本規定

⚠本同人誌展示即売会は販売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、二次創作作品の販売
はできません。また、法令に違反する作品の出品販売・展示もお断りします。

■出展ガイドライン
●販売物に関して

以下 1~4 に掲げる物品の販売・頒布等を禁止します。
1. 既製品の著作物（漫画、小説、テレビ、映画、ゲ
ーム他）のパロディ、二次創作作品の販売禁止。

ただし、下記に掲げるケースは例外（販売可）
とします。

・ 対象作品の著作権が切れている場合は販売可。

○音楽サークルがオリジナルを音声合成ソフト（ボーカロ
イドなど）に歌わせた曲は販売可とします。

○出版社から発行された個人のコミックス（商業誌）に
関しては、作家自身が参加する場合のみ、オリジナル
作品として販売可とします。雑誌・アンソロジーは販売
禁止とします。

・ 実在人物をモデルとした作品（現在・過去の別

⚠上記頒布物の規定で販売が認められる作品であっても、

・ 前提条件にて販売禁止に該当する部分が、一つ

場所に分かりやすく表示する等、工夫をしてください。

は問わない）は販売可。

の冊子（媒体）の半分以下である場合は、例外

として当該作品の販売は可能とします（グループ
誌の一部など）。

2. テーブルトーク RPG、MMORPG、「pixiv ファンタ

ジア」等のイラスト SNS ユーザー企画、プレイバイ

ウェブ等、他者が作成した既存の世界観を利用し、

パッケージ等が紛らわしいと思われる場合は見やすい

●性表現に関して

⚠法律（刑法 175 条）において「わいせつ図画」と見
なされる作品の販売・持ち込みを禁止します。表現内
容の程度については、性別をを問わず「性器の露骨

な描写」は不可とします。黒く塗る、白く抜くなど、表

現上の配慮をお願いします。当日、スタッフが見本誌

自身のオリジナルキャラクターを描いた作品は「二

を確認した上で、販売物の修正要請、もしくは販売停

な作品は「使用する世界観の著作者が編集・発行

⚠開催地である福岡県の「青少年健全育成条例」に鑑

次創作」と判断し、販売禁止とします。販売が可能
に関わるもの、あるいは公認で発行されるもの」と

します。

3. 法律（刑法 175 条）において「わいせつ図画」と

止等の対応をする場合があります。

み、下記の要件に抵触する恐れがあると判断した作

品には、表紙に「18 禁」等の表示をつけ、18 歳未

満の来場者への販売はしない、閲覧はさせないように

見なされる作品の販売・持ち込みの禁止。

してください。また、「本の表紙」「ディスプレイ」など

び販売に資格を有する必要がある以下の物品の販

るなどの配慮をしてください。

4. 保健所・消防署・警察署の指示により、製造およ

にも然るべき配慮を行い、席を離れる際にも布をかけ

売はできません（禁止）。

・ 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成

・ 発火物（ライター・マッチなど）

・ 青少年の残虐性を著しく助長し、又は青少年の非

・ 自作の飲食物

・ 薬品化合物				

（石鹸・香水・化粧水など肌につけるもの）

を阻害するおそれがあるもの。

行を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻
害するおそれがあるもの。（福岡県の「青少年健全
育成条例」より抜粋）

■当日の手順

●当日のタイムテーブル
10:00 ～ 10:50

サークル入場

15:00

閉会

11:00

15:00 ～ 16:00

開会

open

close

会場撤収作業

●入退場について・サークル通行証の案内

○サークル参加者は、サークル通行証のみで閉会まで入
退場可能です。紛失しないようご注意ください。

1spの机使用面積は
幅90cm×奥行45cm

机中央に目印は無いので、
隣のサークルと確認して
設営を行ってください。

看板やポスターは
幅90cm以内、

高さは手の届く範囲
にしてください。

机上に掲示物やラックを
置く場合、必ず出展者の
顔が見えるように
してください。

ディスプレイ
高さ限度は
床から2m

○サークル入場時間帯は、サークル通行証をお持ちの

方のみ入場可能です。それ以外の方は入場できません。

○サークル入場時間帯を過ぎて入場するサークル参加者
は、本部にお越しください。

○喫煙所は会場の外にありますので、サークル通行証ま
たはティアズマガジンを忘れずにお持ちください。

●追加イスについて

○有料（500 円）で、サークルスペースに追加するイス
を用意しております。ご希望の方は、サークル入場時
間帯に本部へお申し付けください。

○追加イスの貸し出しは先着順となります。数に限りが
ございますので、予めご了承ください。

●サークルスペース（展示ブース）の利用について
以下 1~3 に掲げる行為は全て禁止とします。

敷き布は床につかないように
してください。

●宅配搬出について

通路側についても、
買い物やお話ししている方が
隣のスペースにはみ出さないよう
ご注意ください。

○宅配搬出については、本同人誌展示即売会指定の配
送業者の着払いのみにて受け付けます。

○着日の指定はできませんのでご了承ください。

○本部に用意しております着払い伝票に必要事項を記入

し、梱包を済ませたのち荷物に貼付して宅配受付まで
持ち込んでください。

1. 押し売り、呼び込み、他のサークルに迷惑をかける

⚠梱包資材（ダンポールやガムテープ等）の販売、貸

2. 会場の壁面にポスター等を貼り付ける行為の禁止。

●会場施設の利用について

行為の禁止。

3. 与えられた展示スペースの範囲を超えてディスプレイ
を行うことを禁止。

⚠サークルスペース内の全ての物品（展示ラック、掲示

ポスター等）の高さは床から 2m までを限度とし、そ

れ以上の高さとならないようにしてください。また、

出はありません。

以下 1~2 に掲げる行為は全て禁止とします。

1. 他者の同人誌（スペース内でのサークル間の委託

頒布を除く）、市販品、古物、チケット類の転売の禁止。

2. 施設内での喫煙禁止（禁煙）。喫煙は所定の場所
をご利用ください（1・2F 屋外にあります）。

通路側から顔が見えるようにお願いします。

⚠飲食についてはサークルスペース内のみ OK とし、ま

ものとならないような配慮をお願いします。

⚠スタッフの指示に従わない参加者については、退場し

に音が漏れないようにしてください。スピーカーの使

○なにか困ったことがありましたら、お気軽に本部や巡

⚠掲示物の内容は、不特定多数の人が見ても不愉快な
⚠音楽・映像作品の販売を行う場合、試聴音声が外部
用は禁止とします。

た、飲み物・軽食程度とするようお願いします。

ていただく場合があります。

回中のスタッフにお声掛けください。

■出張マンガ編集部について

「出張マンガ編集部」とは、出版社が会場でマンガ・

イラスト等の持込を直に受け付けるもの。気軽にプロの
編集者のアドバイスが聞ける場として、東京・関西その

他のコミティアでも人気の企画です。最大の特徴としては
同人誌でも受付を可としているところです。

出張マンガ編集部をきっかけにデビューした作家も数多

■九州ティアズマガジンについて
●ティアズマガジンとは？

一般的な同人誌即売会では『カタログ』と称されてい

るものですが、本家・コミティアでは両サイドから開けるリ

バーシブルな内容にし、
『ティアズマガジン』
と呼んでいます。

く、この九州からもぜひ送り出したい！と考えております。
年齢・経験は一切問いません。

バリバリのプロ志望の方も、編集者に自分がどう評価

されるかを聞いてみたい！という方どちらも大歓迎！ 即
売会の合間にちょっと腕試ししてみませんか？
詳細はホームページをご確認ください。

コラム、アフターレポートなどの記事を中心に編集してい

ます。

●九州ティアズマガジンの販売について

開催当日の販売価格は 800 円（税込）です。会場入

九州コミティアでも本家コミティアにならい、『九州ティア

口付近と会場本部にて販売いたします。

左開きの内容は「オフィシャルガイドブック」として、参

実施中です。委託販売価格は 909 円＋税です。詳細は

ズマガジン』を発行しています。

また、書店での委託販売を 11 月 16 日（土）頃より

加サークルリストとＰＲカット、参加の諸注意などで構成し、 ホームページをご確認ください。
右開きの内容は「九州ティアズマガジン」として、作家・
作品を紹介する PUSH&REVIEW のコーナー、読み物

■当日の会場設営・会場撤収のお手伝い大募集！
本同人誌展示即売会では、当日に行う会場設営・撤

収に協力していただけるボランティアを募集しています。

当日の朝、そして開催後の夕方に時間の余裕がありまし

たら ､ 作業に参加しませんか？

作業内容は、机を立てて図面通りに並べたり、椅子を

■ MEMO

置いていくだけで、特別な技能は必要ありません。

スタッフをやってみたいけどよくわからないな、と言う

方も、気軽に参加出来る設営作業からぜひ来てみてくだ

さい。

詳細は別紙をご覧ください。

■お問い合わせ・連絡先

〒 802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町 1-5-15		
勝山大阪町ビル 4F COLT 内

公式サイト
E-Mail

Twitter

九州コミティア・ミーティング

https://www.q-comitia.com/

info@q-comitia.com
@q_comitia

