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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」で行い
ます。（場内案内図参照）

•	 ブロックノートはありません。

•	 今回からラクガキコーナーを再開します。

•	 各種の感染防止ガイドラインに基づき、氏
名・連絡先の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。

•	 一般参加者の入場制限を行う場合がありま
す。

•	 宅配便搬入を利用した荷物は 10:30 までに
受け取ってください。（場内案内図参照）

•	 今回から追加イスの貸し出しを再開しま
す。販売所にて 12:00 まで貸し出します。
1 サークルにつき 1 脚まで、貸出価格は
500 円です。数に限りがあります。

開催の概要
日時：2022 年 9月 25 日（日）11 : 00 ～ 15 : 00
会場：池袋サンシャインシティ

ワールドインポートマートビル 4階
［A23 ホール］

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

1 タイムテーブル

※	 状況次第で変更の可能性があります。

時刻 内容
9:00 チラシ置場利用登録開始

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

業者搬入開始

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

12:00 追加イス貸し出し終了
12:30 次回参加申込受付開始
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
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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、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後、当落通知に
同封された引換券をリストバンドと引き換えて入
場して下さい。引換所は 10:45 に閉鎖します。1
以降の時間に来場したサークルは出口で検温・引
き換えを行います。

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。

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
今回から貸し出しを再開します。販売所（会場

図参照）にて 9:00 ～ 12:00 に貸し出しを行いま
す。ただし、数には限りがありますので、無くな
り次第、終了します。貸出価格は 500 円、1 サー
クルにつき 1 脚までとなります。

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。

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
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」（会場図参照）

での受付となります。
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マークをご記入下さい。



3

サンシャインクリエイション 2022 Autumn サークル当日参加案内

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。

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。
サークルスペースへの配達は行われません。荷
物は 10:30 までにヤマト運輸スペースで（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。

欠席時について
9 月 30 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
「SC2022 Autumn A 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。

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。

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）。

宅配便 ＜送付先＞
〒 170-0013
豊島区東池袋 3-1
ワールドインポートマートビルA23 ホール
サンシャインクリエイション 2022 Autmn
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
　9 月 15 日（木）～　22 日（木）必着　
( ヤマト運輸東池袋中央センター到着日 )
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※	 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

※	 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（これは見本です）。

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。9 月 22 日（金）
必着でクリエイション事務局「SC2022 Autumn 
R 係」までお送り下さい。

今回のテーマは「秋」「夏の思い出」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。
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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
今回からラクガキコーナーを再開予定です。思

いのたけをかくもよし、画力を振るうもよし。ぜ
ひ企画再開の記念にかき込んで下さい

感染防止のため、密集しないようにゆずり合っ
てご参加下さい。

Sunshine Creation Online 2022 
Autumn について

新型コロナウイルスでの影響や、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 
2022 Autumn」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 2022 
Autumn 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で行って下さ
い。

受付時間は 9:00 ～ 10:00 です。

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事前から販売していま

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
各種のガイドラインに基づき、イベントに参加

される方の氏名・連絡先の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/




