
印刷時の注意

・印刷の際はA4 用紙に原寸で出力してください。 
［Adobe Reader XI の設定例］
「印刷」ダイアログの「ページサイズ処理」で「実際のサイズ」を選択します。

印刷後の注意
・B5の本などを断ち切り線に当てて

サイズが正しいか確認して断ち切ってください。 
申し込み用紙は B5 サイズに断ち切ってからお申し込みください
（断ち切ってない場合は不備となります）。

サークル参加申込書（PDF版）利用時の注意

1.印刷 2.断ち切り 3.申し込み





サンシャインクリエイション2020 Autumn
内容：オールジャンル同人誌即売会　コスプレ可能（予定）
申込内容：1スペース（机半分・イス1脚・サークル通行証2枚）　2スペース（机1本・イス2脚・サークル通行証4枚）
　　　　　※追加イスの貸出はありません
日時：2020年9月27日（日）　11:00～ 15:00　　会場：池袋サンシャインシティ
申込締切：【郵送】2020年8月21日（月）消印有効　　【オンライン】2020年8月24日（月）18:00
　　　　　【直接】2020年8月2日（日）サンシャインクリエイション2020 Summer当日の会場で申込の受付を行います

申込書の記入について
・文字は消えない黒の筆記用具を使い、読みやす
い字で記入してください。
・ジャンルコードは右表を参考にして、サークル
の活動傾向に近いコードを１つだけ数字で記入
してください。
・ジャンルの補足説明の欄は、ジャンル内配置の
参考にしますので、必ず記入をお願いします。
補足説明とカットが異なる作品やキャラクター
にならないようにしてください。パロディの場
合は「作品名とキャラクター名」、創作の場合は
「作品の方向性」を記入してください。
・ジャンルコード・補足説明とカットの内容は一
致させてください。不一致の場合は不備として
扱います。
・ホームページ・Twitterアカウント・pixivIDを
記入した場合、クリエイション公式Webにて
掲載するサークルリストよりリンクさせていた
だきます（予定）。
合体配置
・合体配置を希望の場合は、申込書に合体希望先
のサークル名を記入し、2サークル分を同じ封
筒に入れてお送りください（オンライン申込を
利用する場合はオンライン同士で合体配置を希
望してください）。
・合体配置はジャンルコードが同一の場合に限り
ます。
プチオンリーについて
・プチオンリーの開催予定はクリエイション公式
WEBにて決まり次第告知します。
・プチオンリーへの参加を希望される場合、主催
者から指示されたプチオンリーコード（英数・
3文字）を記入してください。
参加費の支払について（郵送の場合）
・参加費の支払方法は、郵便振替・郵便為替から
お選びください。

［郵便振替］
・郵便局の窓口またはATMから通信欄に下記の
①②をご記入の上、「通常払込み」でお振込みく
ださい。また、受領証にも①②とサークル代表
者名をご記入ください。なお、電信振替での申
込はできません。
　① サンシャインクリエイション2020 Autumn
　② サークル名

振込先
郵便振替口座番号：00140-4-650304
加入者名：クリエイション事務局 

・振込後に郵便振替払込受領証（ATMの場合はご
利用明細票）のコピーを申込書4P目の「郵便振
替払込金受領証　貼り付け欄」に貼り付けてく
ださい。受け取った原本は控えとして保管して
ください。

［郵便為替］
・発行後1ヶ月以内で無記名（何も記入しない）
の郵便為替を申込書と一緒にお送りください。
・郵便為替の受領証書は必ず保管してください。
郵便事故の際に補償を受けるために必要です。

ご注意
・同一サークルの複数申込はできません。
・法人のサークル参加はできません。
・過剰入金の場合、差額返金は行いません。
・申込後のキャンセルは一切できません。
・スペース数が配置可能スペース数を越えた場
合、抽選で参加サークルを決定します。抽選の
方法はクリエイション事務局に一任していただ
きます。落選となったサークルには、参加費か
ら返金の事務手数料（500円）を差し引いた金
額を返金します。

・参加申込書の記入に不備がある場合、希望通り
の配置にならない、もしくは落選となる場合が
あります。
参加案内・サークル通行証の発送
・当選サークルには、2020年9月9日（水）頃に
参加案内とサークル通行証を発送します。2020
年9月17日（木）までに未着の場合、後記の問
い合わせ先までご連絡ください。

・落選サークルにも、上記と同じスケジュールで
お知らせと返金分の郵便為替を発送します。
E-mail でのご案内について
・記入されたE-mailアドレスには、配置場所のお
知らせ・開催内容に変更があった場合のお知ら
せ・次回申込のご案内を送付します。
個人情報の取り扱いについて
・クリエイションは申込書に記入いただく個人情
報を安全に管理し、以下の目的で利用します。
なお、個人情報はクリエイション事務局と、株
式会社クリエイションが共同利用します。

・イベント／発行物等に関する情報提供／情報処
理／連絡／協力依頼のため。

・公開が前提とされている情報に関しては、発行
物等に掲載するため。

・詳細につきましては、クリエイション公式WEB
をご覧ください。
オンライン申込
・circle.msからのオンライン申込が可能です。詳
しくは同サイト（http://circle.ms/）ご覧くださ
い。
問い合わせ先
　〒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
　URL: www.creation.gr.jp
※お問い合わせの際には本人確認のため、必ず
サークル名・代表者氏名を明記してください。

※ご返答までに、最長で1週間程度お時間をいた
だく場合があります。

〒154-0004 
　東京都世田谷区太子堂4-22-5
　三軒茶屋駅前郵便局留 
　クリエイション事務局 
　SC2020 Autumn係
※事故防止のため、必ず上記申込先にお願いします。

申込先

ジャンルコード一覧表
クリエイション公式Webにて、より詳しいジャ
ンルコード一覧表を公開しています。

コード ジャンル

10 創作

20 マンガ

30 アニメ 
（変身ヒロイン/魔法少女）

31 アニメ（ロボット系）

39 アニメ（その他）

40 特撮

50 男性向（創作）

51 男性向（マンガ）

52 男性向（アニメ：変身ヒロイン/ 
魔法少女）

53 男性向（アニメ：その他）

54 男性向（ギャルゲー）

55 男性向（ゲーム：オンライン）

56 男性向（ゲーム：その他）

59 男性向（その他）

60 同人ソフト/同人原作

61 東方Project

62 ゲーム（オンライン）

63 ゲーム（コンシューマ）

64 ゲーム（アーケード）

65 ギャルゲー

66 艦これ

67 TYPE-MOON

68 ゲーム（非電源/その他）

69
キャラクター 

（VOC@LOID/パチンコ/ 
ゆるキャラ/VTuber）

70 小説/ラノベ/文芸

71 メカ/ミリタリ

80 音楽/芸能/スポーツ

90 情報/評論

96 プチオンリー

99 その他



代表者氏名カナ
申込者データ

配置用データ

代表者氏名

代表者住所

電話番号

成 人 向 販 売 物 に つ い て※３（必ず１つにチェックしてください）

当日の販売予定（新刊は発行日欄に「新刊」と記入してください）配置希望
ジャンルコード

ジャンルの
補足説明

E-mail

URL

年齢
ペンネームカナ

合体希望サークル名

当日の持込予定数

性別

申込内容

支払方法 □ 郵便振替　　　□ 普通為替　　　□ 定額小為替　　　□ 現金（会場での直接申込のみ）

連絡可能時間帯（　　　：　　　～　　　：　　　）

- -

男 ・ 女 歳

SC2020Autumn

都 道
府 県

発行誌名（オフ・コピー） 発行日 価格 持込数

合計　　　　　　　　部

http://

pixiv ID https://www.pixiv.net/member.php?id=

Twitter ユーザー名 https://twitter.com/

※数字のみ記入

※ユーザー名のみ記入

作品名、キャラクター名、傾向など

ジャンルコード プチオンリーコード
（左記が96の場合に記入）

※記入必須です

※記入必須です

サークル名カナ
サークル名
※１・２

ペンネーム
※１・２

郵便番号

姓

住所カナ

名

イス１脚・通行証２枚 5,500円□
※追加イスの貸出はありません

１スペース（机半分）

イス２脚・通行証４枚 11,000円□ ２スペース（机１本）

〒 -

成人向販売物がない場合、成人向販売物を予定しているサークルと隣接
しない配置を希望できます。但し、開催当日に隣接サークルが「成人向販
売物なし」であることを保証するものではありません。

受付番号受付日
事務局記入欄

事務局記入欄

受付番号 配置

2020/9/27 サンシャインクリエイション 2020 Autumn 参加申込書

※３ 成人向販売物について
現時点での予定として配置の参考にするもので
あり、「なし」と答えた場合も当日の成人向販売
物の頒布を制限するものではありません。

※２ サークル名・ペンネーム（スペース）
サークル名・ペンネームの途中にスペースを
入れる場合は ス と記入してください。

例：賛繰 ス 太郎 → 賛繰　太郎
　　賛繰 　 太郎 → 賛繰太郎

※１ サークル名・ペンネーム（文字数制限）
サークル名・ペンネームは14文字以内でお願い
します。（英数字は２文字で１文字分）

太枠内を記入してください
前回申込時受付番号 以前（前回に限らず）の受付番号が

わかる方は記入をお願いします。
例：S82-01234　S81-00123 など

□ 成人向あり
□ 成人向なし＆別配置希望なし
□ 成人向なし＆別配置希望

※
な
に
も
書
か
な
い

破線部分以外の枠線は
絶対に消さない
サークル名を必ず書く
（この枠内を推奨）
鉛筆・ボールペン書き
（カラー原稿は不可）
外枠込40.32×57.34mm

２スペース申込の場合は、サークルカットはテンプレートを
公式WEBよりダウンロードし、同封してください。

トーンや貼り込みがはがれないように
注意してください。
約66.6％に縮小してカタログに掲載します。

こ
の
線
で
断
ち
切
っ
て
く
だ
さ
い

チラシ

チラシ



以下には何も記入しないでください。

サンシャインクリエイション 2020 Autumn 申込サークルアンケート

問１　クリエイション全般について感想・意見・要望を記入してください。

問２　クリエイションのことはもちろん、表現規制問題から世間のアレコレ、明日の天気まで、
クリエイションのご意見番「あっちゃん博士」が鋭くお答えする
カタログ記事（年一で連載予定）「あっちゃん博士のQ&A」に、質問・意見をお寄せください。

問３　サンシャインクリエイション（以下SC）についてお聞きします。
　問3.1 直近3回の内、サークル申込をした回全てにチェックしてください。

□ SC2020Summer（2020年8月） □ SC2020Spring（2020年3月）
□ SC2019Autumn（2019年11月）

　問3.2 当てはまるものにチェックしてください。
□ SC2020Summer（2020年8月）以前に、
　 1回以上サークル申込をしたことがある。
□ SC2020Summer以前にサークル申込をしたことはない。

郵便振替払込金受領証　貼り付け欄
コピーした郵便振替払込受領証（ATMの場合はご利用明細票）の
余白を切り取り、裏面全面に糊付けをしてこの欄の左上を基準に
貼り付けてください。
※枠内に収まらない場合は折って貼り付けてください。

□申込書サイズが指定の通りになっていますか？
□ジャンルコードが1つ記入されていますか？
□「成人向け販売物について」に1つチェックが入っていますか？
□ジャンルの補足説明欄は詳しく書いていますか？
□ジャンルの補足説明とサークルカットが同じ内容（作品）に
なっていますか？

! 投函前の確認事項

チラシ
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