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サンシャインクリエイション 2019 Summer 開催のごあいさつ
令和元年、サンクリは新しい時代を迎えることができました。サンシャインクリエイション 2019 Summer にご参加いただき、ありがとうございます。5 月
から太陽が照りつける暑い日が続いた令和最初の夏、みなさんとご一緒できることを楽しみにしています。
東京オリンピックにより日程や会場が大きな影響を受ける、東京ビッグサイトで開催される同人誌即売会とは異なり、サンクリは来年も変わらずに池袋で
開催を続けていく予定です。世界に目を向けると、
大英博物館で
「Manga マンガ」
という、
まんがをテーマにした展覧会が開催されています。まんがというメディ
アは、ひとつの自己表現の手段として世界に受け入れられつつあります。こうしたまんがの多様性を支える一つの潮流は、個人が作品を作りそれを読み手と楽
しみ合うという、同人文化です。サンシャインクリエイションも、その文化を支えるプラットフォームのひとつとして、同人誌即売会という場の楽しみ方を、
いろいろと実験していける箱庭でありたいと、思っています。
今回のサンシャインクリエイションでは、
４つのプチオンリーが開催されます。女性向けから生まれたプチオンリーという潮流は、
サンシャインクリエイショ
ンでも独自の形を見出しつつあり、
「こういうジャンルがあったのか」という新鮮な驚きと共に、同人文化の可能性を見せてくれています。同人文化が必ずし
もネットで代替されないのは、表現を読み手に届けることを超えて、配置によって生まれるジャンルの凝縮感であったり、ファンミーティングや祭典としての
熱気であったり、そこで出会う人たちの体温の伝わるコミュニケーション……そういったものがそこに付随しているからだと、考えています。
表現規制まわりでは、国連の子どもの権利委員会の議定書において、児童ポルノに創作物を含めようとする動きなど、注視が必要な状況にあり、日本マン
ガ学会を初めとする複数の団体が、パブリックコメントを出したりしています。何より怖いのは、こうした潮流や空気を忖度して、企業や個人が「私的検閲」
とも言える動きを始めてしまうことです。GAFA を含むプラットフォーマーがこうした規制に動けば、表現文化は大きなダメージを受けます。また、特定の個
人が表現を叩き、炎上させてしまうことにより、表現者は自粛や萎縮を余儀なくされます。表現の自由というのは、不快に思う人がいるからといって、その表
現の創作や流通を、妨げないことです。極端な言い方をすれば、自分にとって不快なものに、寛容であることと表裏一体です。引き続き自由な表現によって文
化を作り上げていけるよう、ひとりひとりが心がけたいものですね。
梅雨を吹き飛ばす、熱いサンシャインクリエイションにしましょう。今回も、よろしくお願いします！
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時刻

タイムテーブル

開会までご自分のサークルスペースにて待機して
下さい。

内容

開会後にホールに入場するときも、通行証かカタ

チラシ配布登録受付開始
8:30

ログの提示が必要です。

業者搬入・チラシ配布入場開始

配置ホールの通行証をお持ちの場合、開会直後の

カタログ・紙袋販売開始

入場規制中も、ホールの出口よりスペースにお戻

サークル入場開始

り頂くことが可能です。その他のホールへは、一

サークル通行証再発行窓口開設

般入場列にお並び下さい。

追加イス貸し出し開始
9:00

サークル通行証の再発行

（無くなり次第終了）
クリエイションニュース 0 号発行 ( 予定 )

サークル通行証を忘れたり、紛失・破損した場合、

サークル参加登録巡回開始

サークル通行証再発行窓口（A23 ホール入口付近、

コスプレ登録・更衣室利用・クローク利用開始
10:00

10:15

10:30
11:00
12:00

会場図参照）にて再発行を行います（受付時間は

チラシ配布登録受付終了

9:00 ～ 10:30）。

サークル参加登録受付開始（各ホール本部）

通行証の再発行はサークル代表者が身分を証明で
きる物（封筒など）が必要です。

チラシ配布終了

3

コスプレ登録・更衣室利用・クローク利用中断
サークル入場終了

スペースは机 1/2 本（幅 90cm ×奥行 45cm）に

サークル通行証再発行窓口終了

椅子 1 脚です。不足・破損がある場合はスタッ
フまでお問い合わせください。

サンシャインクリエイション 2019 Summer 開会
コスプレ登録・更衣室利用・クローク利用再開

追加イス

追加イス貸し出し終了

次回参加申込受付開始

A23 ホールのカタログ販売所（会場図参照）に

12:30 （A23 ホールカタログ販売所横）
14:30

て 9:00 ～ 12:00 に貸し出しを行います。ただし、

宅配便搬出受付開始

数には限りがありますので、無くなり次第、終了

コスプレ登録終了

します。貸出価格は 500 円、1 サークルにつき

サンシャインクリエイション 2019 Summer 閉会
15:30

1 脚までとなります。

次回参加申込受付終了

ディスプレイに関する注意事項

更衣室利用終了
15:45
16:30

※

2

サークルスペース

宅配便搬出受付終了

ディスプレイは極力、防炎・耐火性のものを使用

クローク利用終了

して下さい。紙製の旗・のぼりは使用しないで下

全体反省会（A1 ホール）

さい。
壁への貼り紙は手の届く範囲で跡の残らないテー

状況次第で変更の可能性があります。

プを使用する場合に限り可能です。柱への張り紙

サークル入場

はスペースに隣接する 1 面にとどめて下さい。
ディスプレイは机や床にきちんと固定するなど、

サークル入場時間は 9:00 ～ 10:30 です。出展サー

倒れないように配慮した構造にして下さい。また、

クル専用通行証（以下、
通行証）を 1 人 1 枚ずつ、

隣接サークルとの境界に、視界を完全にさえぎる

肩・胸などスタッフの確認しやすい場所に貼って

ようなディスプレイを設置することは、隣接サー

入場して下さい。

クルへの視認性を著しく妨げ、圧迫感を与えるこ

10:30 までは全てのホールに入場することができ

とにもなりますので避けて下さい。

ます。それ以降は配置されているホール以外に残

過度な性的表現など、公共の場にふさわしくない

ることはできません。

ディスプレイはご遠慮下さい。
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サークル参加登録

※

クリエイションでは、新刊の確認を含む、サーク
ル参加登録を行っております。

※

以前より「ワイセツ図画とみなされる物」につい
ては頒布禁止物としてきましたが、社会情勢の変

お伺いすることもありますがご了承下さい。

10:00 以降、各ホール本部でのサークル参加登録
は混雑が予想されますので、余裕を持った来場

新刊の内容確認

いう基準も見えづらくなってきています。
この基準をサークル参加者のみなさんと考えるた

以前にクリエイションおよび他の即売会で頒布し

めのプロセスとして位置づけています。

た事のない「即売会初売りの頒布物」の内容が頒

自由な表現の場を標榜するクリエイションにおい

布・提供禁止物に該当しないかを確認します。

て、サークルの個々の表現に立ち入ることは本意

事務局が必要と判断した場合、それ以外の頒布物

ではありません。決して「売らせない」ためのプ

の内容を確認することもあります。

ロセスではなく、サークルと共同で責任を取れる

他のサークルからの委託であっても、前項の定義

形に持って行くためのプロセスであることをご理

にあてはまる場合、確認の対象です。

解頂き、ご協力をお願いします。

電子メディア（CD や DVD 等のメディア）は内

サークル参加登録の定義

容見本 ( 内容を印刷したもの ) を確認させて頂き
ますので、あらかじめご用意下さい。

参加サークルは当日、頒布を開始する前に「サー

「回収」は行いません。提出は不要です。

クル参加登録」を行う必要があります。

グッズも確認の対象となります。グッズは原寸大

これは「スタッフによる新刊の確認」と「参加登

の出力見本でも確認可能です。

録カードの提出」から構成されます。

確認の結果、担当のスタッフで判断ができない場

以下、新刊とは「即売会初売りの頒布物」と定

合、本部での確認を行うために頒布開始をお待ち

義します。書店や通信販売等で販売したものも

頂く場合があります。

新刊とみなします。新刊がない場合でも、参加

資料として保存するため、本部での確認時に内容

登録カードの提出が必要です。

を撮影させて頂く場合があります。

サークル参加登録の手順

頒布禁止物に該当すると判断した場合、対象を頒
布一時停止物として、頒布のために必要な対応（修

サークル入場開始から 10:30 ごろまで、スタッ

正等）をご相談させて頂きます。

フがスペースを巡回してサークル参加登録を受け

参加登録カードの記入

付けます。
10:30 になってもスタッフが来ない場合や 10:30

本封筒に同封されている参加登録カードに封筒の

以降にご来場された場合、お急ぎの場合は各ホー

印字内容をご確認頂いた上でスペース№とサーク

ルの本部（会場図参照）でサークル参加登録を受

ル名をご記入下さい。

け付けますので、確認の対象となる頒布物と参加

本参加案内の内容をよくお読み頂き、参加登録

登録カードを各ホール本部までお持ち下さい。

カードのチェックボックスにチェックマークをご

登録時に確認できない頒布物（後から届くものな

記入下さい。

ど）がある場合、その旨をスタッフに申し出て下
さい。参加登録カード提出して頂ければ、未確認
の新刊以外については頒布可能です。未確認の新
刊は到着後、確認を受けてから頒布して下さい。
※

合、行き違いのため、スタッフが登録の有無を

をお勧めいたします。

化によって「何がワイセツと判断されうるか」と

※

各ホール本部でサークル参加登録を行われた場

スタッフは複数のスペースを順番に巡回する都

合上、10:00 以降に来場された場合には巡回がな
い場合があります。
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禁止事項

防災について
非常口や消火器・消火栓の周囲には物を置いたり

頒布・提供禁止物

座り込んだりしないで下さい。

●●法令に触れる物（ワイセツ図画・児童ポルノ

会場内では非常口を確認しておいて下さい。

に該当する物、知的財産権を著しく侵害する

万が一災害が発生した場合はスタッフの指示に従

物などが該当します）

い、落ち着いて行動して下さい。

●●同人誌即売会の趣旨に沿わない物（古物や法

欠席時について

人発行の商品などが該当します）

●●持込禁止物（次項）

事前連絡の有無に関わらず、2019 年６月 21 日
（金）必着でサークル名・スペース No. 及び欠席

持込禁止物

理由を書いた紙を添えてサークル通行証を事務

●●法令で所持が禁止されている物（銃刀法の規

局「SC2019●Summer●A 係」まで返送して下さい。
遅れた場合や、送付先を間違えた場合には次回の

制対象物、消防法の危険物などが該当します）

●●動物（介助犬等を除く）

配置における抽選で不利になる場合があります。

●●その他、スタッフが危険と判断した物

スペースへの搬入が手配済の場合は、友人・知人
に荷物の回収を依頼するか、搬入のキャンセル手

禁止行為

続きを行って下さい。宅配便のキャンセルについ

●●他人に迷惑をかける行為

ては P.5 の「宅配便による搬入について」を参照

●●法令に違反する行為

し、ヤマト運輸にお問い合わせ下さい。

●●防災上危険な行為（指定場所以外での喫煙や

搬入キャンセル・回収などの手配ができなかった
場合は事務局までご連絡の上ご相談下さい。

火器の使用が該当します）

●●スタッフの指示に従わない行為

2019 年 6 月 14 日（金）13:00 までに頂いた欠
席の連絡については、参加者から総本部・各ホー

その他の注意事項

ル本部に問い合わせがあった際に、欠席の旨を案

サークルスペース及び通行証の売買及び金品を代

内します（スペースへの表示等は行いません）。

価とした譲渡を禁止します。

6

ゴミは会場内に設置されているゴミ箱に捨てて下
さい。ただし段ボールはゴミ箱には捨てないで下

搬入・搬出

自力搬入について

さい（段ボール集積所を利用願います）
。
お子様連れの場合、お子様の行為と安全を保護者

当日のサンシャイン広場は混雑が予想されますの

の方が責任を持って監督して下さい。

で、自力搬入をされる方はサンシャインシティの

サンシャインシティは一般の商業施設などと同居

建物内 (ALPA●1F) を通ることをお勧めします。

しています。通路での座り込みや荷物による場所

台車を使用しての搬入については、他催事や施設

取り等の迷惑行為は止めて下さい。

の来場者の迷惑にならないように、P.12 を併せ

成人向であることを表示した頒布物は東京都の条

てご確認をお願いします。
※

例における「表示図書」となり、未成年に閲覧さ
せない・頒布しない等の努力義務が課せられます。

自動車で来場される方は、サンシャインシティ
地下駐車場（30 分 300 円 ,8 時間まで 2400 円 ,

24 時間まで 3600 円）をご利用下さい。会場近

ただし、性的な描写や暴力的な描写が作品中に

辺での路上駐車はご遠慮下さい。

あったとしても、それを成人向とするかは各サー
クルの自主的な判断に委ねられています。成人向

印刷会社からの直接搬入について

と表示した場合、必要に応じて購入者の年齢確認
等を行って下さい。

印刷会社からの直接搬入が可能です。印刷会社に
直接問い合わせて下さい。その際は、事前に印刷
4
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会社とよく打ち合わせて利用して下さい。印刷会

ヤマト運輸で荷物の配達状況を確認することがで

社の搬入サービスは宅配便を利用する場合があり

きます (http://www.kuronekoyamato.co.jp/)。

ます。トラブルの際に必要になるので、必ず伝票

搬入については、北東京法人営業支店に届いてい

番号を控えておいて下さい。

る場合、「保管中」と表示されます。

印刷会社からの直接搬入に関するトラブルについ

近所にヤマト運輸の取扱店がない場合、ヤマト運

ては事務局で対応することは困難です。当日の問

輸の集荷サービス（0120-01-9625）をご利用下

合せ先など、事前に印刷会社にご確認下さい。

さい。

宅配便による搬入について

宅配便 ＜送付先＞
〒 335-0015
埼玉県戸田市川岸 1-1-29
ヤマト運輸 ( 株 ) 北東京法人営業支店

搬入に利用できるのはヤマト運輸「クロネコヤマ
トの宅急便」です。見本の通り伝票を記入し、受

宅配便 ＜問い合わせ先＞
ヤマト運輸 ( 株 ) 北東京法人営業支店

付期間に到着するように発送して下さい。
問い合わせに必要なので、
当日は必ず「控え伝票」

048-445-9958

をお持ち下さい。

受付期間
6 月 6 日（木）～ 6 月 13 日（木）必着

トラブルに備えて「電話番号」欄には当日連絡を

( ヤマト運輸北東京法人営業支店到着日 )

取れる番号を記入して下さい。
荷物は各サークルスペースへ配達します。スムー
ズな配達のため、宅配便荷物識別票をコピーし、

会場からの宅配便による搬出について

必要事項を記入して全ての荷物に貼り付けて下さ

宅配便搬出は 12:30 ～ 15:45 に受け付けます（場

い。

所は会場案内図参照）。ダンボール箱の販売も行っ

当日の問い合わせは A23 ホール出口脇のヤマト

ています。●

ブースにてお願いします。

※届け先の氏名や品名の「サンシャインクリエイション」部分は「サンクリ」や「ＳＣ」と省略してもかまいません
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宅配便荷物識別票●
※

7

搬入ミスを防ぐため、コピーして必ず全ての荷物に貼って下さい（コピー用→会場図裏）
。

コスプレ・クロークについて

なども募集しています。
また、最初に発行するクリエイションニュース 0

コスプレは登録制です。登録はコスプレ登録受付

号には事務局からの特に重要な連絡を記載してい

で行います。登録料は 500 円です。

ます（本紙発行以降の変更点やカタログの間違い

クロークサービス（手荷物預かり）を行います

訂正など）。必ずお読み下さい。

（500 円 / 個）
。コスプレ登録受付と同じ場所にて
お預かりいたします。コスプレ登録せずとも利用

ブロックノートについて

可能です。
※
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コスプレ・クロークの詳細は、カタログ・Web

サンシャインクリエイションでは、サークルのみ

をご覧下さい。

なさんにブロックノートを回しています。参加
者同士のコミュニケーションに役立てて下さい

企画について

（ノートへの記入は、義務ではありません）。

ラクガキコーナーについて

クリエイションニュース当日版

今回も全てのホールにラクガキコーナーを設置す

「クリエイションニュース当日版」とは、事務局

る予定です。思いのたけをかくもよし、画力を振

からのお知らせや、サークル・一般参加者の方か

るうもよし。ぜひ参加の記念にかき込んで下さい

らの「絵やマンガ、文章のレポート」など、当日

（開会直後のご利用は避け、混雑が落ち着くまで

のニュースをリアルタイムで参加者のみなさんに
届けるものです。当日は会場に軽印刷機を持ち込

お待ち下さい）。

み、その場で編集・印刷して発行します。
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投稿枚数に制限はありません。ニュースの原稿は
当日のニュース編集部か各ホール本部までお持ち

その他のお知らせ

次回参加申込受付について

下さい（お近くのスタッフに渡しても結構です）
。
事前の投稿も受け付けています。6 月 14 日（金）

12：30 頃より、A23● ホールカタログ販売所横、

必着でクリエイション事務局「SC2019●Summer●

次回参加申込受付（会場図参照）にて行います。

R 係」までお送り下さい。

今回、サークル参加申込ができるのは以下のクリ

詳しくはカタログの記事や当日のニュースをご覧

エイションです。

下さい。

サンシャインクリエイション 2019●Autumn●
（2019 年 11 月 3 日開催）

今回のテーマは「令和」
「夏」
「梅雨」です。それ
以外にも当日の新刊案内などのオリジナルテーマ
6

サンシャインクリエイション 2019 Summer サークル当日参加案内

チラシ配布について

全体反省会について

サークルスペース・チラシ置き場へのチラシ配布

当日 16:30 頃（撤収終了後）より、A1 ホールに

には登録が必要です（スペースでの配布は登録不

て一般・サークル・スタッフ合同の全体反省会を

要です）。登録はチラシ配布登録受付（A23 ホー

行います。当日その場で 1 日を振り返り、参加

ル入口付近）で行って下さい。受付の時間は 8:30

者全員でクリエイションについて考えていく空気

～ 10:00 です。

を醸成できれば、と思います。みなさんのご参加

※

チラシの内容やサイズ、配布人数等には制限が

をお待ちしています。

あります。詳しくはカタログもしくは web でご

お問い合わせについて

確認下さい。

お申し込み頂いたサークルからお問い合わせ頂く

カタログについて

場合には、サークル名・代表者氏名を明記して下

カタログは当日の会場で販売しています
（800 円・

さい。

税込）
。申込書の書き方など、サークル参加につ

申込内容の照会等においては、本人確認をさせて

いての情報も掲載していますので、ぜひお買い求

頂くため、住所・電話番号等について、お尋ねす

め下さい。事前販売は以下の書店で行う予定です

ることがあります。
ご返答までに、最長で１週間程度お時間を頂く場

（1080 円・税込）
。一般参加の方（サークル通行

合があります。

証をお持ちでない方）はホールに入場する際、ご
購入いただいたカタログの提示が必要となりま
す。
アニメイト
まんだらけ

奥付

COMIC ZIN コミックとらのあな
らしんばん メロンブックス

問い合わせ先

※ 前回実績。店舗により入荷しないこともあるので、
必ず事前に各店にお問い合わせ下さい。

〒 154-0004
東京都世田谷区太子堂 4-4-14-101
クリエイション事務局
Fax … 03-6426-0953
E-mail … creation-info@creation.gr.jp
Web … http://www.creation.gr.jp/

落とし物について
会場内で落とし物を拾った場合、総本部・各ホー
ル本部にて受け付けています。落とし物の返却は
A1 ホール内総本部で一括して行います。終了後
は 2 週間以内に事務局まで問い合わせて下さい。

お帰りの際は
お帰りの際は、スペースの机に貼ってあるシール
をはがして下さい。また、倒れると危険なので、
イスは机に立てかけずに床に置いて下さい。

撤収について
閉会後に机・イスの撤収作業があります。撤収作
業にご協力をお願いします。
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