
 

サークル参加・コスプレ参加 
 

申込用紙プリント時の注意 

●印刷は必ず原寸で出力して下さい。 

 

●プリント設定項目は "原寸" になるように設定して下さい。 

『用紙のサイズに合せる』等のチェックは外して下さい。 

『ページの拡大/縮小』等の項目も必ず「なし」に設定して印刷して下さい。 

 

●本データはＢ５サイズです。（印刷の紙はＡ４でも問題ありません。） 

 

●印刷用紙は極端に薄い紙や厚い紙、感熱紙や特殊紙は御遠慮下さい。 

 

●白い紙に印刷して下さい。 

 

●サークル参加の申込みはサイズが違うと書類不備の扱いとなり、抽選が出る 

場合は不利となりますのでご注意下さい。 

 

※印刷が上手く出来ない場合は、申込用紙を郵送致します。 

 問合先までお気軽にご連絡下さい。 

ページの設定を確認し、原寸になるよう 

設定してから印刷して下さい。 

この場合は「等倍」を選択すれば 

大丈夫です！ 



◆参加者案内 ◆コスプレ参加　

・パンフレット全員購入制です。 （パンフレット ￥300 ） ・コスプレ参加は事前登録制です。定員100名。

・パンフレットが通行証になります。会場を入場する際は必ずご提示下さい。 　※当日コスプレ登録は行いません！

・11時より前のご来場はパンフレット購入後、列に並んで下さい。 ・参加費は無料ですが、事前登録（お申込）が必要になります。

・ご来場者多数の場合は入場規制を行わせて頂きますのでご了承下さい。 ・事前登録（お申込）をしないとコスプレ出来ません。

・未就学児（小学生未満）の入場は御遠慮下さい。 ・「コスプレ参加証」がないと更衣室を利用出来ません。

・購入した作品（同人誌）は帰宅してから読みましょう。 ・コスプレ姿での入退場は厳禁です。

・会場内は熱気で熱くなります。体温調整出来る格好でのご来場をお勧めします。 ・着替えは必ず決められた更衣室を使用して下さい。

※サイトに注意事項内容が詳しく掲載されています。一読の上、 ・申込後でもコスプレする作品、キャラクターの変更が可能です。

　ご理解頂いた上でご参加頂きます様ご協力をお願い致します。 　こちらからお送りする案内書をご覧ください。

-------------------------------------------------------------------------- ・1枚の申込用紙でご友人様と一緒に申込が可能です。

◆サークル参加 　案内書及びコスプレ参加証は代表者様宛に発送致します。

◇参加費 ・当イベントは｢同人誌即売会（サークル主体）｣です。

・直接参加1スペース（椅子１脚/通行証3枚）・・・￥1.000 　コスプレイベントでは無い点ご理解頂きますようお願いします。

・直接参加2スペース（椅子2脚/通行証6枚）・・・￥2.000 　他のイベント様よりルールが厳しめです。ご理解・ご協力の程、 

・追加椅子（1脚）・・・￥100　（1スペースに付き1脚まで） 　宜しくお願い致します。

◇申込時の詳細案内・注意事項 ※詳しくはサイトの注意事項、もしくはこちらからお送りする案内書をご覧下さい。

・イベント開催日時点で、中学生以下が代表者となるお申込は受付出来ません。 -----------------------------------------------------------------------------

・直接参加は1スペース（机半分/45×90ｃｍ）につき3名分の通行証を発行 ◆コスプレ参加申込方法

　致します。 　以下の（1）～（2）を同封し申込先まで郵送して下さい。

・隣接サークル希望は必ずお互い同意の上、「隣接希望サークル」欄に （1）申込用紙

　隣接相手のサークル名を記載して下さい。 　・お名前や連絡先等、必要事項を正確に丁寧にご記入下さい。

　（お互いのスペース数の合計が偶数にならなくても可能です。別ジャンル同士 　（記入後にコピーをしてイベント当日まで保管しましょう。）

　でも隣接可能ですが、希望通りの配置希望区分にならない場合があります。 （2）到着確認　-　※申込が到着したか確認したい方のみ　-

　ご了承下さい。なるべく同ジャンルが好ましいです。） 　・メール希望の場合は申込書「到着確認・メール」にチェックを入れて下さい。

・サークルカットは縦長のまま、白黒で縮小掲載致します。黒枠内に印刷可能な 　　※申込先記載のアドレスから受信出来るよう設定して下さい。

　画材を使用してお描き下さい。コピー等を貼込む際、黒枠内に収まるように 　　こちらに届いてから3日以内にご連絡致します。

　して下さい。データで作成する場合はモノクロ二階調推奨/グレースケールは 　　英数字・記号を丁寧にご記入下さい。誤記があると送信出来ません。お届け

　潰れる可能性があります。 　　出来なかったアドレスの方には、イベント告知サイト内の「スタッフ日記」

・サークルカット内にサークル名の記載は不要です。（記載しても構いません） 　　にてお知らせ致しますのでご確認下さい。

・当日、頒布物のチェックを行います。ご協力をお願い致します。 　・郵送希望は申込書「到着確認・郵送」にチェックを入れ、82円切手付返信用

・申込後のキャンセルは出来ません。予めご了承下さい。 　　封筒を同封して下さい。※不要な方は同封する必要はありません。

・募集を上回るお申込数があった場合は抽選を行います。 -----------------------------------------------------------------------------

※サークルスペースはマーブルホール側に配置致します。   ◆サークル参加・コスプレ参加申込〆切　　

--------------------------------------------------------------------------

◆サークル参加申込方法　

　以下の（1）～（3）を同封し申込先まで郵送して下さい。 　・〆切後サークルスペース・コスプレ参加数に余裕がある場合は、若干〆切を

（1）申込用紙　（記入後にコピーをしてイベント当日まで保管しましょう。） 　　延長して受付する場合があります。

　・代表者名や連絡先等、必要事項を正確に丁寧にご記入下さい。 　・2014年4月から送料が値上げされました。ご注意下さい。

（2）参加費　･･･　方法は下記の２種類あります。 　・お申込みは郵送でお送りください。（メール便等は利用しないで下さい。）

　◇定額小為替･･･郵便局窓口にてご購入下さい。 　・封筒には切手をしっかり貼り、封筒裏側に差出人住所をご記入下さい。

　・為替を申込書と同封し、控えは大切に保管して下さい。 　・申込用紙は1つの封筒に何通同封して頂いても構いませんが、

　◇郵便払込/振込･･･以下の郵便振替口座に払込んで下さい。（電信払込も可） 　　重量と郵便料金にご注意ください。

　　　口座番号：　　00170-0-632423　　　　　　　　 　・定額小為替を同封する際は透けないように白紙一枚挟むと良いです。

　　　加入者名：　　　瀬谷　佳代子　　（セヤ　カヨコ） 　　又、折曲げない様、長4サイズ以上の封筒がお勧めです。

　・払込は郵便局の払込取扱票を利用し、以下の項目を記入して下さい。 　・サークルカットが折れないように上手く折って頂けると助かります！

　　　①サークル名　②参加スペース数　③追加椅子の有無

　・払込後、受取った受領証またはご利用明細票のコピーを申込用紙と同封し

　　控え(原紙)は大切に保管して下さい。

　　（電信払込の場合は明細ページのコピーを同封して下さい。）

　※必ず申込用紙に記載した代表者が行なって下さい。

（３）到着確認　-　※申込が到着したか確認したい方のみ　-

　・メール希望は申込書「到着確認・メール」にチェックを入れて下さい。

　　※申込先記載のアドレスから受信出来るよう設定して下さい。

　　こちらに届いてから3日以内にご連絡致します。

　　英数字・記号を丁寧にご記入下さい。誤記があると送信出来ません。お届け

　　出来なかったアドレスの方には、イベント告知サイト内の「スタッフ日記」

　　にてお知らせ致しますのでご確認下さい。

　・郵送希望は申込書「到着確認・郵送」にチェックを入れ、82円切手付返信用

　　封筒を同封して下さい。※不要な方は同封する必要はありません。

2017年10月29日（日）　日立新都市広場地下マーブルホール

オールジャンル同人誌即売会　　第14回　コミックラブ　　主催：れもスタ/木下れもん

告知サイト * http://comiclove.aikotoba.jp/     ( コミックラブ . 合言葉 . jp ）
　開催時間 * 11：00～16：00（サークル入場時間 * 10：00 ～ 11：00 ）≪イベントテーマ：おとぎ話 ≫

募集：直接サークル参加130スペース　/　コスプレ参加事前登録制　定員100名 

　2017年9月20日（火）必着　

※イベント開催2週間前にサークル・コスプレ案内書を発送予定。

　開催10日前になっても届かない際は至急お問合わせ下さい。

申込先 / 問合先 
    

〒 316 - 0033 

茨城県日立市中成沢町 1-6-15 

瀬谷 佳代子  
E-Mail：remon_star@hotmail.com 

申込先 / 問合先 



フリガナ

フリガナ

歳
フリガナ

※サイトの「サークルリスト」よりリンクをご希望される方は御記入下さい。

 □直参 1スペース （机半分・椅子１脚） ･･･￥1.000
 □直参 2スペース （机1本・椅子2脚） ･･･￥2.000
 □追加椅子　1脚 ･･･ ￥100
 □追加椅子　2脚 ･･･ ￥200　(※2スペースのみ)

 □ジャンプ  □少年漫画  □少女漫画  □アニメ  □小説  □ゲーム
 □芸能  □創作  □雑貨・アクセサリー  □その他

　□必要（下記の方法から選んで下さい。）
　　　□到着確認・メール　（アドレスに誤記が無いか十分に御確認下さい。）
　　　□到着確認・郵送　　（82円切手付返信用封筒を同封して下さい。）
　□不要

　□申込用紙（誤記はありませんか？）
　□定額小為替 or 受領書コピー
　□到着確認用アドレスを再確認 or 切手付返信用封筒（希望者のみ）

・ご来場の方、全員参加可能です。お一人様一枚まで受付け致します。

・テーマに沿ったイラストに限ります。ジャンルは創作・パロディ問いません。

・B5サイズ縦方向のみ。彩色自由です。イラストはビニール等で保護し、下記の参加表にご記入の上、イラスト中央下部に張り付けて下さい。

　参加表の書き方が分からない方は、サイトの記入例をご覧ください。

・イベント当日に11：30までに本部に提出して下さい。（時間を過ぎても受付致しますが、展示時間が短くなります。ご了承ください。）

・14：30～結果発表予定。以降イラストの返却を本部にて行います。(入賞者様は15：00まで再度展示予定。返却はそれ以降になります。)

・イラスト返却は受付時にお渡ししたカードと

　引換になります。

  ※入賞者様にはささやかな景品を

  　ご用意しております。

  　皆様のご参加お待ちしております！

第14回コミックラブ　◆　サークル参加申込用紙　 "※"マーク欄は未記入でも構いません。

サークル名

フリガナ

代表者本名 ペンネーム

生年月日 　　　　年　　　　月　　　　日 年齢

              

性別 □男性  　□女性

↓サークルカット↓
代表者住所

〒＿ ＿ ＿ - ＿ ＿ ＿ ＿

1SP.2SP共に同サイズ

※E-Mail

※ＵＲＬ
http://

参加内容 合計金額

□定額小為替　□郵便払込
配置希望区分　（※1つのみ選択。なるべく原作のジャンルを選択してください。）

作品名　（※1つのみ記入。/例：デスノート） ※カップリング・作品傾向等（例：月×L ギャグ）

到着確認

18禁頒布物 　□有り　　　□無し
※隣接希望
サークル名

同封物
最終確認！

　※アドレスを記入する際、誤解しやすいと思う文字はフリガナがあると助かります。 ↑黒枠内に収まるようにお描き下さい。

◆全員参加可能！イラストコンテスト　-　テーマ「おとぎ話」　-

　　　◆イラストコンテスト参加表（コピー可）※マーク部分は未記入でも構いません。

※作品No.
本部で記入します。

本日の参加は

ジャンル
※パロディ

作品名

フリガナ

※サークル名

フリガナ コメント

ペンネーム

一般　・　サークル

※本日の

サークル

スペースNo.

創作　・　パロディ

イラストコンテスト参加表　/　切取の上、イラスト下部中央に貼付けて下さい。



「同様」の記入のみで構いません。

フリガナ フリガナ

フリガナ

例：デスノート 例：夜神 月

　□必要（下記の方法から選んで下さい。）
　　　□到着確認・メール　（アドレスに誤記が無いか十分に御確認下さい。）
　　　□到着確認・郵送　　（82円切手付返信用封筒を同封して下さい。）
　□不要
　□申込用紙（誤記はありませんか？）

　□到着確認用アドレス確認 or 切手付返信用封筒（希望者のみ）

↓一緒に申込まれる方はこちらに御記入下さい。チケットは上記の代表者様宛に発送致します。

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

◆コスプレ参加時の注意事項 ◆写真撮影
・過度の露出は避けて下さい。露出対策して頂きます様お願い致します。 ・撮影フリーです。カメラ登録・撮影登録の必要はありません。

・染髪スプレー使用禁止です。ウィッグを着用する等の工夫をお願い致します。 ・撮影は必ずコスプレイヤー様の承諾を得た上で行って下さい。

・化粧専用のスペースありませんので会場では軽い化粧で済むように ・写真をサイトに掲載する際は必ずご本人様の許可を得て下さい。

　ご自宅からある程度まで作って来て下さい。 　無許可掲載は厳禁です。動画撮影も禁止です。

・カラーコンタクトは派手な色で無ければご自宅から付けて来ると準備が ・撮影は撮影場所内で、カメラを会場壁面に向け、サークル側を写さないよう

　スムーズです。その際は、サングラスの着用をお勧めします。 　ご注意下さい。晴天時は会場奥の野外でも撮影が可能です。

・眼帯着用や被り物等の周りが見え難いコスプレをされる方は、写真撮影時のみ ・混雑時は撮影後すぐに場所を移動して頂きます様ご協力をお願い致します。

　着用し、歩行時は外して下さい。 　撮影場所の譲り合いにご協力をお願い致します。

・長物は１ｍ以内とし、人を傷つけない素材を使用して下さい。 ・写真撮影場所での名刺交換は御遠慮下さい。利用したい方々が待っていますので、

・床に落とした際に壊れる物・割れる物・床が汚れる物の小道具はご遠慮下さい。 　場所を譲ってから行ないましょう。

・歩行時、周りに迷惑となる装備品や小道具は、撮影時のみ使用し持ち歩かない ・写真撮影時の三脚・ 踏み台 等の機材 (反射板は除く)の持込は周りの参加者様の

　ようにして下さい。安全の為、ご協力をお願い致します。 　ご迷惑になりますのでご遠慮下さい。 

・公共機関の制服/軍服の着用は禁止致します。 ・反射板に関しては、折り畳み式の物とし、周りのご迷惑とならない範囲でご使用

 ※詳しい注意事項はサイトをご覧ください。 　ください。混雑時の使用はご遠慮下さい。

◆簡易仮装OK！（頭のみ） ・周りの皆様にご迷惑となるポーズはご遠慮下さい。寝転がる/お姫様だっこ/

・会場内での簡易的な頭の仮装はご自由にどうぞ♪ 　相手を踏む/過度の絡み等のポーズはご遠慮ください。ご協力をお願い致します。

・安全確保のため、目と耳が覆われていないものと致します。 ◆不明点や疑問点は、お気軽に問合先までご連絡下さい。

　又は、本部までお尋ね下さい。

← ※アドレス記入の際、誤解しやすいと
思う文字はフリガナがあると助かります。

第14回コミックラブ　◆　コスプレ参加申込用紙　
サークル参加申込と情報が同じ場合は

"※"マーク欄は未記入でも構いません。

代表者本名
コスプレ
ネーム

代表者住所

〒＿ ＿ ＿ - ＿ ＿ ＿ ＿

性別
□男性
□女性

作品名 キャラクター名

※E-Mail

到着確認

同封物
チェック

氏名（本名）
コスプレ
ネーム

性別
□男性
□女性

作品名 キャラクター名

氏名（本名）
コスプレ
ネーム

性別
□男性
□女性

作品名 キャラクター名

氏名（本名）
コスプレ
ネーム

性別
□男性
□女性

作品名 キャラクター名

・ポーズは 誰が見ても健全と思えるポーズ を心掛けましょう。

・帽子やカチューシャ等の簡易的なもののみ登録不要で仮装が可能です。

 ※当日、困った事や分からない事がありましたら、お近くのスタッフ、

ルールとマナーを守って、楽しいイベントの時間を過ごそう♪



　コミックラブ　◆　コスプレ参加　申込用紙　記入例

申込記入例　

　コミックラブ　◆　サークル参加　申込用紙　記入例

フリガナ

フリガナ

歳

フリガナ

※サイトの「サークルリスト」よりリンクをご希望される方は御記入下さい。

○○ / △△ /

 □直参 1スペース （机半分・椅子１脚） ･･･￥1.000

 ■直参 2スペース （机1本・椅子2脚） ･･･￥2.000

 ■追加椅子　1脚 ･･･ ￥100

 □追加椅子　2脚 ･･･ ￥200　(※2スペースのみ)

 ■ジャンプ  □少年漫画  □少女漫画  □アニメ  □小説  □ゲーム

 □芸能  □創作  □雑貨・アクセサリー  □その他

　■必要（下記の方法から選んで下さい。）

　　　■到着確認・メール　（アドレスに誤記が無いか十分に御確認下さい。）

　　　□到着確認・郵送　　（82円切手付返信用封筒を同封して下さい。）

　□不要

　■申込用紙（誤記はありませんか？）

　■定額小為替 or 受領書コピー

　■到着確認用アドレスを再確認 or 切手付返信用封筒（希望者のみ）

デスノート L中心　　ギャグ

こみ　らぶ子

　　　　　ヒタチシサイワイチョウ

日立市 幸町 ○-○-○
　　　　　　ヒタチアパート　　　　　　ゴウ

　　　日立アパート ×××号

        ○○△△ ＠ ×× . ne . jp

　　 コ ミ ッ ク ラ ブ

　コミッ倶楽部
ヒタチ　ハナコ

日立　花子

コミ　　ラブコ

同封物

最終確認！

■定額小為替　□郵便払込

配置希望区分　（※1つのみ選択。なるべく原作のジャンルを選択してください。）

作品名　（※1つのみ記入。/例：デスノート） ※カップリング・作品傾向等（例：月×L ギャグ）

到着確認

18禁頒布物 　□有り　　　■無し
※隣接希望

サークル名

※E-Mail

※ＵＲＬ
http://

参加内容 合計金額

2,100

性別 □男性  　■女性

↓サークルカット↓
代表者住所

〒 317 - 0073

1SP.2SP共に同サイズ

サークル名

フリガナ

代表者本名 ペンネーム

生年月日 1990　　年　　　1　月　　　1　日 年齢

デスノ。ギャグ中心。

新刊あります。

宜しくです☆
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サークルカット内にサークル名の記載は不要です。（入れても構いません。） 

※パンフレット掲載時は     部分にサークル名が入るイメージです。 

創作の場合の作品名は、漫画/小説/ 

イラスト中心等をご記入下さい。 

創作の場合は、ファンタジー/ 

ＳＦ/学園物等の傾向をご記入下さい。 

フリガナ フリガナ

フリガナ

例：デスノート 例：夜神 月

　■必要（下記の方法から選んで下さい。）

　　　■到着確認・メール　（アドレスに誤記が無いか十分に御確認下さい。）

　　　□到着確認・郵送　　（82円切手付返信用封筒を同封して下さい。）

　□不要

　■申込用紙（誤記はありませんか？）

　■到着確認用アドレス確認 or 切手付返信用封筒（希望者のみ）

ヒタチ　ハナコ

日立　花子
　　　　　ヒタチシサイワイチョウ

日立市 幸町 ○-○-○

コミ　　ラブコ

到着確認

同封物

チェック

性別
□男性

■女性

作品名 キャラクター名

※E-Mail
← ※アドレス記入の際、誤解しやすいと

思う文字はフリガナがあると助かります。

デスノート 夜神　月

        ○○△△ ＠ ×× . ne . jp

代表者本名
コスプレ

ネーム

代表者住所

〒 317 - 0073

こみ　らぶ子

　　　　　ヒタチアパート　　　　　　ゴウシツ

　　　日立アパート ×××号室


