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サンシャインクリエイション 2021 Spring サークル当日参加案内

サンシャインクリエイション 2021 Spring 開催のごあいさつ
昨年 9 月 27 日以来の、サンシャインクリエイションです、ご参加ありがとうございます！ 2021 年は 4 回開催する！ と

旗を上げたものの、1 月 7 日に緊急事態宣言が再発出され、１月開催予定のサンクリ 2021 Winter を中止せざるを得ません
でした。この文章を書いている時点で、この緊急事態宣言は東京都においてまだ継続中であり、感染者数はやや落ち着きを
見せているものの、解除に至っていません。こうした状況下ではありますが、ウィズコロナ時代の同人誌即売会の指針とな
るガイドラインの整備が進んでいること、音楽イベント等の大型催事が対策を行った上で再開されつつあることなどを慎重
に検討し、3 月 7 日のサンクリ 2021Spring を開催することにしました。

直前まで参加を躊躇われているサークルさんもいらっしゃると思い、なるべく状況を見られるよう、申込〆切から開催ま
で 3 週間という強行日程を組みました。参加サークル数で見ると、通常開催の数分の 1 の規模。ボランティア組織を中心に、
最低限の常勤スタッフで運営しているサンクリであっても、収支の観点では厳しいですが、なんとか開催を継続する方法を
模索しています。

今回、プチオンリーが 4 つ開催されます。企画して下さったみなさまに、改めて御礼を申し上げます。ウィズコロナの
時代に、自分でオンリーイベントをするハードルは、数段引き上がりました。会場を押さえてから、オンリーイベントを企画・
募集しているイベンターさんですら、かなり苦しい中でやっておられると推察します。こういう時代だからこそサンクリの
ような開催実績あるイベントが、オンリーイベントのプラットフォームになれればと思います。当日の盛り上がりを、様々
な面で応援させていただきます。

アフターコロナの時代に、同人誌即売会という文化は、元のモメンタムを取り戻すことができるのでしょうか。ウィズ
コロナの時代にぼくたちは「家にいながらにして同人作品を楽しむ」ことに慣れ、「離れた仲間とコミュニケーションする」
手段も洗練されてきました。競争戦略論の言葉を借りれば「代替品の脅威」です。

同人誌というものの始まりは、習作やパロディといった、商業誌に載らない作品の受け皿でした。これからは、クラウド
や電子書籍といった「グローバルプレイヤーのデジタルプラットフォーム」の検閲的なルールに適合しない、「アングラ」
表現の受け皿になっていくのかもしれません。覚悟を持って、あらゆる表現を受け入れ、表現の自由を守ることに尽力して
きた、同人誌即売会だからできることなのかもしれません。

歴史の教科書を紐解くまでもなく、あらゆる文化には隆盛と衰退があり、歴史書の 1 ページ、博物館の 1 展示物になっ
てしまう時が来るのでしょう。とはいっても、一人ひとりが表現するという営みが潰えることはありませんし、それを受け
入れていくための基盤として進化が求められている、そういう明るい解釈をしていきたいと思っています。それでは、当日
にお会いしましょう。

クリエイション事務局一同
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1 タイムテーブル

※	 状況次第で変更の可能性があります。

2 サークル入場
サークル入場は 9:30 ～ 10:30 です。
サークル入場時間中及び開会後にサークルが入

場する際には、専用のリストバンドが必要です。
サークル向リストバンド引換所にて検温を行った
後、当落通知に同封された出展サークル用リスト
バンド引換券をリストバンドと引き換え、手首
に巻いて入場して下さい。引換所は 10:45 に閉
鎖しますので、遅刻したサークルは出口にいるス
タッフにお声がけ下さい。

リストバンド引換券の再発行
出展サークル用リストバンド引換券を忘れた

り、紛失・破損した場合、サークル通行証再発行
窓口（会場図参照）にて再発行が行えます。受付
時間は 9:30 ～ 10:30 です。その際はサークル代
表者の本人確認をする場合があります。

時刻 内容

9:00
チラシ置場利用登録開始

業者搬入開始

9:30

サークル入場開始

サークル通行証再発行窓口開設

サークル参加登録受付開始

コスプレ登録・更衣室利用・クローク利用開始

宅配便荷物引渡開始

10:00 チラシ置場利用登録終了

10:30

サークル入場終了

サークル通行証再発行窓口終了

宅配便荷物引渡終了

11:00 開会

13:30 コスプレ登録・クローク新規受付終了

14:00 宅配便搬出受付開始

15:00

閉会

次回参加申込受付終了

更衣室・クローク利用終了

15:15 宅配便搬出受付終了

開催の概要
日時：2021 年 3 月 7 日（日）11 : 00 ～ 15 : 00
会場：池袋サンシャインシティ
 文化会館３階［C ホール］

注意・変更点
•	 開催時間は 11:00 ～ 15:00 です。

•	 サークル入場時間は 9:30 ～ 10:30 です。

•	 サークル通行証はリストバンドに変更とな
ります。リストバンド引換所に引換券をお
持ち下さい。引換券は１スペース2枚です。

•	 サークル参加登録はホール本部／サークル
参加登録受付出張所でのみ行います。

•	 カタログの販売はありません。代わりにリ
ストバンド型入場証を販売します。

•	 追加イスの貸し出しはありません。

•	 ブロックノート／ラクガキコーナーはあり
ません。

•	 各種の感染防止ガイドラインに基づき、イ
ベントに参加される皆様の氏名・メールア
ドレスをオンラインフォームにて登録をお
願いします。

•	 全ての参加者に入場前に検温を行います。

•	 サークルスペースにパーテーションを設置
します。

•	 更衣室・クロークはホール内に設置します。

•	 宅配便を利用した搬入について、今回から
サークルスペースへ配達は行われません。
荷物は 10:30 までにヤマト運輸ブースにて
（会場案内図参照）受け取ってください。

今回の送付物
１）封筒
２）サークル当日参加案内（本紙） .................. 3 枚
３）参加登録カード ..................................................... 1 枚
４）出展サークル用リストバンド引換券
　　 .........................１スペース 2 枚／２スペース４枚
５）クリエイションニュース用原稿用紙 ............ 1 枚
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登録受付出張所 (10:30 頃まで )」（会場図参照）での
受付のみとなります。

当日サークルスペースに配布する封筒に必要事項
を記載して新刊を入れて、参加登録カードと一緒に
上記受付場所までお持ち下さい。

10:00 以降は登録窓口が非常に混雑するおそれが
あります。入場されましたら、できるだけ早めの参
加登録にご協力をお願いいたします。

受付が混雑した際は、内容確認の為に受付で新刊
を一旦お預かりし、確認完了後、サークルスペース
にスタッフが伺ってご返却いたします。

新刊の内容確認
新刊の内容が頒布・提供禁止物に該当しないか

を確認します。それ以外の頒布物の内容を確認す
ることもあります。また、委託作品であっても確
認の対象です。

電子メディアは内容見本を確認させていただき
ますので、あらかじめご用意下さい。

グッズも確認の対象となります。グッズは原寸
大の出力見本でも確認可能です。

いずれも内容確認後、返却いたします。
確認の結果、頒布開始をお待ち頂く場合があり、

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
正等）をご相談させて頂きます。

参加登録カードの記入
本参加案内をよくお読み頂き、同封の参加登

録カードにサークルスペース No. とサークル名、
チェックボックスのチェックマークをご記入下さ
い。

欠席時について
3 月 12 日（金）までにサークル名・サークル

スペース No. 及び欠席理由を書いた紙を添えてサ
「SC2021 Spring 係」まで返送して下さい。

サークルスペースへの搬入が手配済の場合は搬
入のキャンセル手続きを行って下さい。キャンセ
ルができなかった場合は事務局までご連絡下さ
い。

3 サークルスペース
1 ス ペ ー ス・ 机 1/2 本（ 幅 90cm × 奥 行

45cm）に椅子 1 脚です。不足・破損がある場合
はスタッフまでお知らせ下さい。

追加イス
今回は追加イスの貸し出しはありません。

ディスプレイに関する注意事項
壁へのディスプレイは手の届く範囲で、跡の残

らないテープを使用して下さい。
机や床に設置する場合はきちんと固定するな

ど、倒れないように配慮した構造にして下さい。
過度な性的表現など、公共の場にふさわしくな

い内容はご遠慮下さい。

パーテーションの設置について
サークルスペースの間にパーテーションを設置

します。
各机に 1 つ配布を行いますので、先に到着した

サークルが組み立て、机の中央に設置して下さい。
2 スペースでの申込や、合体申込の場合設置は

不要です。

4 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。

サークル参加登録の定義
参加サークルは当日、頒布を開始する前に「サー

クル参加登録」を行う必要があります。
これは「スタッフによる新刊の確認」と「参加

登録カードの提出」から構成されます。

※	 以下、新刊とは「即売会初売りの頒布物」と定
義します。書店や通信販売等で販売したものも
新刊とみなします。新刊がない場合でも、参加
登録カードの提出が必要です。

サークル参加登録の手順
今回はスタッフの巡回による受付は行いません。
サークル参加登録は「ホール本部」「サークル参加
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5 禁止事項
頒布・提供禁止物

● 法令に触れる物（ワイセツ図画・児童ポルノ
に該当する物、知的財産権を著しく侵害する
物などが該当します）

● 同人誌即売会の趣旨に沿わない物（古物や法
人発行の商品などが該当します）

● 持込禁止物（次項）

持込禁止物
● 法令で所持が禁止されている物（銃刀法の規

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）
● その他、スタッフが危険と判断した物

禁止行為
● 他人に迷惑をかける行為
● 法令に違反する行為
● 防災上危険な行為（指定場所以外での喫煙や

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

その他の注意事項
サークルスペース及びリストバンド引換券の売

買及び金品を代価とした譲渡を禁止します。
公共の場所や通路での座り込みや荷物による場

所取り等の迷惑行為は止めて下さい。

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

り座り込んだりしないで下さい。
万が一災害が発生した場合はスタッフの指示に

従い、落ち着いて行動して下さい。

6 搬入・搬出
自力搬入について
台車を使用しての搬入については、搬入用のエ

レベーターを利用して行って下さい。

印刷会社からの直接搬入について
印刷会社からの直接搬入が可能です。ご利用さ

れる印刷会社に問い合わせて下さい。
直接搬入に関するトラブルについては事務局で

対応することは困難です。当日の問合せ先など、
事前ご確認下さい。

※	 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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会場からの宅配便による搬出について
宅配便搬出は 14:00 ～ 15:15 に受け付けます

（場所は会場案内図参照）。

※	 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）。

7 コスプレ・クロークについて
コスプレは登録制です。登録料は 1,000 円です。
クロークサービス（手荷物預かり）を行います

（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。コスプレ登録をしなくて
も利用可能です。    
※コスプレ・クロークの詳細は、Web をご覧下さい。

8 企画について
クリエイションニュース当日版
事務局からのお知らせや、参加者の方からの「イ

ラストやマンガ、文章のレポート」をその場で編
集・印刷して発行します。

ニュースの原稿はニュース編集部かホール本部
までお持ち下さい（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。３月 5 日（金）
必着でクリエイション事務局「SC2021 Spring R
係」までお送り下さい。

今回のテーマは「冬」「春」「2021 年最初」で
す。それ以外にも当日の新刊案内などのオリジナ
ルテーマなども募集しています。

ブロックノートについて
今回は実施しません。

ラクガキコーナーについて
今回は実施しません

宅配便 ＜送付先＞
〒 170-0013
豊島区東池袋 3-1-4
文化会館 D ホール
サンシャインクリエイション 2021Spring

宅配便 ＜問い合わせ先＞
ヤマト運輸東池袋中央センター
080-5451-7232

受付期間
　2 月 25 日（木）～ 3 月 4 日（木）必着　

( ヤマト運輸東池袋中央センター到着日 )

宅配便による搬入について
搬入に利用できるのはヤマト運輸の「宅急便」

です。受付期間内に到着するよう発送して下さい。
今回からサークルスペースへの配達は行われま
せん。荷物は 10:30 までにヤマト運輸ブースに
て（会場案内図参照）受け取ってください。

トラブルに備えて「電話番号」欄には当日連絡
を取れる番号をかならず記入して下さい。

ヤマト運輸のブース宅配便荷物識別票をコピー
し、必要事項を記入して全ての荷物に貼り付けて
下さい。

当日の問い合わせはヤマト運輸の制服を着用し
た作業員に尋ねるか、東池袋中央センター（080-
5451-7232）にお問い合わせください。

近所にヤマト運輸の取扱店がない場合、集荷
サービス（0120-01-9625）をご利用下さい。
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Sunshine Creation Online 2021 Spring
について

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい未だ
予断を許さぬ状況の中、遠方にお住まいなど様々
な事情で、参加を断念される方も多いことと思い
ます。

そんな方々のためにリアルの開催だけでなく、
オンラインイベント「Sunshin Creation Online 
2021 Spring」を開催致します。メロンブックス
さん提供のプラットフォームを利用し、専用の
イベントページから新刊・既刊を頒布すること
ができます。サンシャインクリエイション 2021 
Spring に当日参加していないサークルはもちろ
んのこと、当日参加されているサークルのみなさ
んも登録が可能です。

詳細につきましては、クリエイション公式
Web からご確認をお願いします。

9 その他のお知らせ
チラシ置場利用登録について
引き続き新型コロナウイルス感染症対策のた

め、各サークルスペースへのチラシ配布はできま
せん。また、チラシ置場の利用には登録が必要で
す。登録はチラシ置場利用登録受付 ( 会場図参照 )
で行って下さい。

受付時間は 9:00 ～ 10:00 です。
※チラシ登録の詳細はWeb をご確認下さい。

リストバンド型入場証について
リストバンド型入場証は当日の会場でも販売し

ています（1,000 円・税込）。
一般参加の方（サークル入場証をお持ちでない

方）はホールに入場する際、ご購入頂いたリスト
バンド型入場証の提示が必要となります。

また、来場者の数に応じてホールへの入場制限
を行う場合があります。

参加者登録について
各種の感染拡大防止ガイドラインに基づき、イ

ベントに参加される皆様の氏名・メールアドレス
をオンラインフォームにて登録をお願いいたしま
す。登録 URL は開催直前にメールにてお知らせ

し、また当日会場の各所にも掲載いたします。

落とし物の際は
会場内で落とし物の取り扱いは一括して総本部

にて受け付けています。終了後は 2 週間以内に
事務局までお問い合わせ下さい。

お帰りの際は
お帰りの際は、サークルスペースの机に貼って

あるシールをはがしてください。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。

お問い合わせについて
お申し込み頂いたサークルからお問い合わせ頂

く場合には、サークル名・代表者氏名を明記して
下さい。

ご返答までに、１週間程度お時間を頂く場合が
あります。

奥付
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
Web … https://www.creation.gr.jp/
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サンシャインクリエイション 
プチオンリーのご案内 

 

 サンシャインクリエイション内で開催されているプチオンリーですが、プランの整備と拡充を行

い、申込・開催がしやすくなりました。ご興味がありましたら、是非ご活用ください。 

 

 貴方だけのオンリーイベントがお手軽に開催できます   

 

◆ プチオンリーはこんな人におすすめ 
  

1.好きなジャンルがあるけど、オンリーイベントがない 
自分の好きなジャンルはあるけど、探してもオンリーイベントがない。 
だけど、自分でオンリーイベントまで開くのは大変…。 

 
そんな人にプチオンリーは、容易に場を提供することができます。 

 
2.好きなジャンルで合同誌を出したいけど… 
自分の好きなジャンルで合同誌を出したいけど、呼びかけとかどうしようかな…。 

 
   そんな時はプチオンリーの「メール呼びかけ」のオプションがおすすめです。 
   申込確認メールに合わせて、合同誌や企画への呼びかけを行うことができます。 
   あなたが創る素敵な一冊お待ちしています。 
 

3.懐かしいジャンルで久しぶりに盛り上がりたいけど… 
昔流行った懐かしいジャンル、昔出ていたメンバーと盛り上がりたいけど場をどうしようか…。 

 
そんな時にはプチオンリーの「WEB ページの掲載支援」や「チラシ印刷支援」の 
オプションがおすすめです。 
手軽に呼びかけが出来、昔馴染みが集まること間違いなし！？ 

 

◆ 初 め て で も 難 し い 手 続 き は 不 要  
 

専用ページで必要項目に入力するだけで、手軽に申し込みが出来ます。 
当日企画もオプション選択で実現、色々な企画をやりたい方には個別相談も受け付けます。  

 

◆ 興味がある方は…… 
 

 クリエイション事務局の公式 Web サイトに専用ページをご用意しております。 
（https://www.creation.gr.jp/creation-petit-only-participation/） 
メールでのお問い合わせは「creation-info@creation.gr.jp」までご連絡ください。 
また、サンシャインクリエイション当日には相談コーナーを設置しております。 

 

◆ 今回の開催予定 
 

プリンセスコネクト！Re:Dive プチオンリー「ランドソル建都記念祭」 

ゴシックは魔法乙女プチオンリー「弾幕野郎３」 

放課後のプレアデスプチオンリー「一番星 2 つ 或いは 苺の香り」 

ギャラクシーエンジェルプチオンリー「銀河ロストテクノロジー探索ツアー」 



  

 

 

No. 分類 書類不備の具体例（不利になる例）

00 遅刻申込 申込期間以後の申込

01 企業申込 企業名義での申込

02 重複申込 同サークルによる複数申込

03 直接申込 局留め以外での郵送申込

10 参加費関連不備 郵便料金不足、参加費不足

20 合体関連不備

別封筒申込での合体希望、別ジャンルコードとの合体申込、

オンライン申込と非オンライン申込での合体希望、

合体希望相手に合体希望記載なし（通称：片思い）

30
サークルカット不備

（カットなし）
サークルカットがない、サークルカットが白紙

31
サークルカット不備

（サークル名なし）
カットにサークル名の記載がない

32
サークルカット不備

（カットの描き方）

カットの鉛筆使用、カットがカラー、カットの枠線がない、

カット左上枠への記入、カットの大きさが指定外

（カットにボールペン使用、カットが印刷に不適当）

40 申込書の不備

該当回以外の申込書使用、申込書の鉛筆による記入、

黒以外の筆記具での記入、指定の大きさ以外の申込書、

申込書の裁断なし

50
ジャンルコード・補足説明不備
（未記入・複数記入）

ジャンルコードが空欄、ジャンルコードの複数記入、

補足説明が空欄

51
ジャンルコード・補足説明不備
（内容の不一致）

ジャンルコード・補足説明・カットの内容不一致

52
ジャンルコード内容不備

（申込規定違反）
ジャンルコード98( 電源使用)の他ジャンル申込

60
成人向不備

（成年向の有無が未記入）
成人向販売物の有無欄にチェックが無い

61
成人向矛盾記載

（成年向け別配置希望と矛盾）
成人向と別配置希望が「○」かつジャンルコード50番台

70 その他の未記入

以下の未記入欄があり、事務処理上の問題がある

　－代表者名、住所、ふりがなの未記入

　－連絡先…電話番号・メールアドレスの両方が未記入

80 その他の不備 上記に該当しない不備

90 抽選による落選 抽選による落選/申し込みキャンセル

書類不備コード一覧

　本案内をお送りした封筒に不備コードが印字されている場合、下記に該当する不備があったことを示します。

サンシャインクリエイション 2021 Spring サークル当日参加案内
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