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サークル参加のご案内

この度は「シンデレラ☆ステージ9step」へご参加いただき、
まことにありがとうございます。
サークル参加に関する各種ご案内をお送りいたします。
今回の送付物には重要な内容が含まれます。内容を必ずよくご
確認の上、ご参加いただきますようお願いたします。
スタッフ一同、当日みなさまと会場でお会いできますことを心よ
りお待ち申し上げるものです。

2021年 2月
シンデレラ☆ステージ実行委員会

新型コロナウィルス感染症対策について
昨今の新型コロナウィルス感染症について、会場である神戸国際
展示場ならびに関係各所より、イベント開催の際は入念な感染症
対策を行うよう要請がありました。

シンデレラ☆ステージ実行委員会では、要請された内容を踏ま
え、以下のような感染症対策を行います。
以下の内容を熟読し、事前準備を行った上でご参加いただけま
すようご協力をお願いいたします。

今回のサークル参加に際して、以下の新型コロナウイルス
感染症対策へのご協力をお願いいたします。

★兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録 (必須 )
★LivePocketでの電子チケット取得 (必須 )
★マスクの着用 (持病等の事情がない限り必須 )
★入場前の検温 (必須 )
★会期中に際して
★頒布に際して

サークル参加をされる皆様へ
感染症対策へのご協力のお願い

●兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録 (必須 )
兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録をお願いいたします。
　(LINEアカウント情報またはメールアドレス必須 )
当日会場内にQRコードを掲示いたしますので、そちらからご登
録ください。

※兵庫県新型コロナ追跡システムの詳細については、以下のペー
ジをご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk39/covid19_chase.html　
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk39/covid19_chase02.html

●LivePocketでの電子チケット取得 (必須 )
当日の参加人数の把握および連絡先の登録のために電子チケッ
トシステム (LivePocket) を使用します。入場時にサークル通行
証と LivePocketで取得した電子チケット (QRコード )が必要と
なります。サークル代表者だけでなく、同行者の方も必要となり
ますので、必ずお一人1枚ずつご準備ください。
　(サークル参加者向けの電子チケットは無料です。)

電子チケットの案内については実行委員会のWebサイトをご確
認ください。

●マスクの着用 (持病等の事情がない限り必須 )
会場内ではマスクの着用をお願いいたします。
※持病等の事情により、マスクの着用が困難な方は別途お問い
合わせください。

●入場前の検温 (必須 )
当日入場前にスタッフによる検温を実施いたします。
37.5 度以上の発熱のある方、悪寒や咳など体調のすぐれない方
は入場をお断りさせていただきますので、予めご了承ください。

●会期中に際して
・会期中は適度に手洗いを行ってください。また、会場内に消毒
用アルコールを設置していますので、適宜ご利用ください。
・会期中、握手などでの身体の接触は極力避け、会話の際にも飛
沫の飛散防止にご協力をお願いいたします。
・会場内の飲食に関してはサークルスペース内のみ可能ですが、
周辺の方に十分ご配慮いただきますようお願いいたします

●頒布に際して
・サークル間の飛沫防止パーテーションの設置は実行委員会にて
行います。
サークル正面の飛沫防止パーテーションの設置に関しては各サー
クルにてご検討ください。サークル正面側の飛沫防止パーテー
ションは、当日会場内で販売を行いますのでご利用ください。
・頒布時の現金授受の際は接触感染防止のために現金トレーの使
用をお願いします。

これらの感染症対策を行うにあたり、参加の見合わせをお願い
する基準を以下のように設定させていただきます。

皆様のご協力のほど、よろしくお願いいたします。

感染防止のため、下記の状態に該当された方は、一般 / サー
クル / スタッフの区別なく、大変申し訳ありませんが参加
の見合わせをお願いします
（会場等の要請により変更となる場合もあります）。

★当日、体温が37.5 度以上ある方
★体調不良の方
★味覚障害、咳・咽頭痛・倦怠感など新型コロナウイルス
感染が疑われる症状のある方
★新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者にあたる方
★厚生労働省の接触確認アプリ (COCOA)または、各自治
体のコロナお知らせシステム等から濃厚接触が疑われる通
知があった方

参加見合わせのご協力を
お願いする基準について



開催概要
開催日：2021年 2月 21日（日）
会　場：神戸国際展示場　2号館
　　　　〒650-0046　兵庫県神戸市中央区港島中町6-11-1

連絡先：滋賀県守山市伊勢町302 
　　　　　　エスポアール ito412 号室　小林方
　　　　「シンデレラ☆ステージ」実行委員会
　　　　e-mail = info@cin-stage.com
　　　　web = https://cin-stage.com/

即売会次第
09時 30分

11時 00分
11時 15分
11時 30分
14時 00分

15時 00分
15時 30分
16時 00分

サークル入場開始、チラシ配布受付開始
サークル参加者向けコスプレ受付開始
チラシ配布受付終了
サークル入場終了
即売会開会、一般参加者向けコスプレ受付開始
宅配便搬出受付開始
（会場の状況により前後する場合があります）
コスプレ新規受付終了
即売会終了、コスプレ広場閉鎖
更衣室閉鎖、全イベント終了　　　　　

会場アクセス
会　場：神戸国際展示場　2号館
会場地下と周辺に駐車場がありますが、イベント当日は混雑が
予想されます。できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたし
ます。

◆鉄道の場合
　神戸新交通ポートアイランド線（ポートライナー）
　　市民広場駅（P06）　下車すぐ
◆遠方からの場合
（新幹線）新神戸駅＝（地下鉄西神・山手線）
　　　　　　　　　＝三宮駅＝（ポートライナー）＝市民広場駅
（航空機）神戸空港＝（ポートライナー）＝市民広場駅
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サークル入場につきまして
●サークル入場時間は9 時 30 分～11 時 15 分です。この時間
内にご入場ください。11 時 15 分を過ぎますと、開会準備のた
めに一度入場口を閉鎖いたします。
●サークル入場時は「サークル通行証」および「電子チケット
(LivePocket)」が必要になります。入場にあたってはこの「サー
クル通行証」と「電子チケット」を一人一枚ご用意上、スタッフ
にお見せください（紙の通行証の回収はいたしません）。
●サークル通行証は再入場の際も必要です。一度会場の外にお
出になる場合、忘れずに通行証を携行して下さい。
● 11 時 30 分の即売会開始時刻までは「サークルがご自分の
スペースを準備するための時間」となります。他のサークルの前
に並ぶなどの行為は混乱のもととなりますのでおやめください。

サークルスペースにつきまして
●１スペースは机半分（横90cm ×奥行 45cm）と椅子1 脚と
なります。また、机の後ろ側のスペースは90cm までが各スペー
スの付帯エリアとなります。机から90cm 以上のエリアは各サー
クル共用の通路およびソーシャルディスタンス確保のために空け
ていただきますようご協力をお願いします。（右図参照）。
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サークル入場につきまして
●展示物は必ず転倒防止の対策を行って下さい。対策が行われてい
ても、高さが床から180cm 以上ある展示物についてはご遠慮い
ただく場合があります。あらかじめご了承願います。
●床面や壁面へテープ等を直接貼付けることは禁止となっています。
●机に被せるクロス、のぼり旗などは難燃性素材の物をご利用く
ださい。
●他の参加者に迷惑をかけるような展示・呼び込みなどはご遠慮
ください。
●他の参加者の利便のため、スペース内には「スペース番号」を
表示していただけますと助かります。
●会場内での飲食はサークルスペース内に限り可能ですが、周辺
の参加者に十分ご配慮いただきますようお願いたします。

●自サークルで発生した混雑は、基本的に各サークルで対応をお
願いします。
●各スペースで発生したゴミは、各自でお持ち帰りください。ただ
し段ボールゴミのみ午後から回収を行う予定です。当日スタッフまで
お問い合わせください。
●会場を汚す、傷つけるといった行為をされた場合、弁償していた
だく場合があります。ご注意ください。
●会場内の無断撮影（動画含む）は禁止させていただきます。サー
クルスペースの記念撮影をご希望の方は、お近くのスタッフまでお
問い合わせください。
※コスプレイヤーの方を撮影される場合は、事前に撮影登録を行っ
てください。
●宅配便による搬出受付は14 時頃より開始を予定しています。た
だし、着払いのみの扱いとなります。あらかじめご了承ください。



頒布につきまして
●当日は見本誌の回収を行います。回収対象など詳しくは、当日
サークルスペースに配布される見本誌回収用封筒に記載しており
ます諸注意をご確認ください。
●基本的には、当イベントの開催日（2021年2月21日）以前に、
他のイベントや書店等で頒布されている作品については回収は行
いません。なお回収した見本誌は原則としてご返却いたしません。
何らかの事情で返却を希望される方はスタッフまでご相談くださ
い。
●アイドルマスターシンデレラガールズの二次創作作品が一点で
もあれば、他ジャンルの作品を頒布しても構いません。
●法律に違反する作品／同人作品ではない市販品／ゲーム景品
／中古品／海賊版同人誌／その他等イベントにふさわしくない
とスタッフが判断した物は頒布できません。
●頒布物は完成した状態でお持ちください。会場内での製本等
はご遠慮ください。
●時間を限定した頒布、オークション、ジャンケン大会等は混乱
の原因となりますのでご遠慮ください。
●成年向け作品を頒布予定の方は、未成年の方が間違って手に取
らないよう、同封しました「成年向け作品頒布表示カード」を机
の上にご提示ください。またPOP、ポスター等については会場の
性質上、過度の性描写を含むものは掲示をご遠慮いただく場合が
あります。
●スタッフが頒布物の確認にお伺いすることがあります。あらか
じめご了承ください。また申し込み時点から「成年向け作品頒
布の有無」や「持ち込み数合計の大幅な変更」があった場合は、
当日までに実行委員会までご連絡をお願いします。

その他のお願い・ご注意（続）
●以下の物品については持ち込みを禁止いたします。

• 法律、条例に抵触するおそれのあるもの。
• 周囲に迷惑をかけたり、不快な思いをさせると思われるもの。
• 傘を除く30cm 以上の長物。その他、混雑時に持ち歩いたり
身につけていると他の人の迷惑になると思われるもの。
　（※コスプレ用の小道具については例外あり）
• 材質を問わず、飛んだり転がったりするものや、防災上問題が
あるもの（ボール、燃料・花火・大量のマッチやライター・発電
機・大量のバッテリーなど）
• 動物（介助に必要な場合を除く）
• その他、スタッフが危険／他の参加者の迷惑と判断したもの。

●会場内で不審物を発見された場合は、触らずにスタッフまでお
知らせください。
●気分が悪くなった場合は、最寄りのスタッフにお声掛け下さい。
●その他、本案内記載の注意以外でも当実行委員会が問題があ
る（危険、他の参加者に迷惑）とみなした行為は禁止いたします。
また、スタッフの指示に従っていただけない場合は、頒布停止や
退場いただく場合がございます。

その他のお願い・ご注意
●参加者全員が楽しい一日を過ごせるよう、みなさまのご協力
をお願いいたします。
●イベント会場内は禁煙、火気厳禁です。喫煙は所定の喫煙所を
ご利用ください。
●通路での座り込み、立ち止まりなどはご遠慮ください。防火
設備や非常用通路確保のため、特に非常口や消火設備の周りに
は物を置いたり、座り込みをしないでください。

頒布物の搬入について
会場への荷物の搬入には「自力搬入」「印刷所搬入」「宅
配搬入」の3つの方法がございます。

１）自力搬入
●当日、ご自身で荷物をスペースまで持ち込む搬入方
法です。
●お車の方は、会場建物地下の駐車場が最寄りの駐車
場になりますが、台数に限りがあるためできるだけ公
共交通機関のご利用をご検討ください。

２）印刷所搬入
●印刷所から直接会場に搬入してもらう搬入方法です。
ご利用方法は、印刷所によって異なります。まずはご
利用の印刷所にご相談ください。

頒布物の搬入について（続）
３）宅配搬入
●宅配便で搬入される場合は必ずヤマト運輸の発払いをご利用
ください。ヤマト運輸以外の業者を利用された場合、当日荷物
が受け取れない場合があります。
●当日、搬入された荷物は一カ所に集積いたします（予定）。
●宅配搬入を利用される場合、当日は必ず「送り状の控え」を
お持ちください。委託を受ける場合、委託分の「送り状の控え」
も確認できるようにしてください。
●伝票の記載事項、注意事項は下記の通りです。
　（下記の記入例も参照ください）

　〒650-0046
　兵庫県神戸市中央区港島中町6-11-1
　神戸国際展示場　2号館 1階コンベンションホール
　TEL：078-302-1020
　氏名：2/21　シンデレラ☆ステージ9step

※「ご依頼主」の電話番号は当日連絡のつく携帯番号として下さ
い。品名部分には「スペース番号」「サークル名」「内容物」「個
口（荷物が2個以上になる場合）」を必ず記載して下さい。
●荷物は 2月 15 日（月）～19 日（金）の間に到着するように
発送して下さい。
●送付の際は必ず「宅配便搬入票」を箱の側面に貼付してくだ
さい。



コスプレにつきまして
・コスプレ登録受付、コスプレ広場、更衣室、クロークの場所
コスプレ広場は1号館 2階。登録受付、クロークは2号館 2階、
更衣室は2号館 3階になる予定です。
詳細はサイトならびに当日の案内をご確認ください。

・コスプレ登録料（含撮影登録料）、撮影登録料
　各1,000 円

・クローク利用料
　500 円

・コスプレ、撮影登録・クローク受付時間
　9 時 30 分～15 時 00 分
※ 11 時 15 分～一般入場列解消まで一時的に受付を停止する
場合があります。

・更衣室、クローク利用時間
　9 時 30 分～16 時 00 分

・コスプレ広場開放時間
　混雑解消～15 時 30 分
※当日の混雑状況により変更になる場合があります。

◆コスチュームについて
●「アイドルマスターシンデレラガールズ」および「アイドルマスター」
関連のコスプレのみ可能です。
●コスプレを行う場合（コスプレ広場でコスプレイヤーとして被写
体となる場合）は、必ずコスプレ登録を行って下さい。
●警察官、自衛官、消防官等、業務上特別な責任を持つコスプレ
は禁止です。
●肌の露出が多い衣装はタイツやストッキング、スパッツ等を着
用して下さい。
●ドレスや裾の長い衣装は大変危険です。引きずる部分等は誤っ
て踏みつけないよう、対策をお願いします。
●被り物等の視界が狭くなる衣装は、会場の混雑状況等によって
ご遠慮いただく場合があります。
●長さが30cm を超える小道具の利用は、コスプレ広場でのコ
スプレ時のみとしてください。
●児童によるコスプレはご自身で更衣できる場合に限ります。ま
た更衣後は保護者の方が常にご同伴いただくようお願いします。

◆更衣室の利用について
●更衣は必ずコスプレ登録を行った上、更衣室で行って下さい。
●更衣室は譲り合ってご利用ください。
●更衣室内に手荷物を置いたままにはできません。クローク（有
料）をご利用ください。
●コスプレ登録証は更衣後もかならず携帯してください。確認の
ためスタッフが提示をお願いする場合があります。
◆クロークの利用について
●クロークの利用はコスプレ登録された方に限り、お一人様１個
までとさせていただきます。
●貴重品、生ものはクロークでお預かりすることが出来ません。
必ずご自身で管理ください。

◆会場内の諸注意
●本イベントは異性装が可能です。
●コスプレをしたまま会場の外に出ることはできません。また、
ホールから外に出る際は、上着等を羽織ってのご移動をお願いし
ます。
●コスプレ衣装のままでの来場はご遠慮ください（入場をお断り
する場合があります）。
●周囲に危険を及ぼすような派手な演出、パフォーマンスはご遠
慮ください。
●違反行為、迷惑行為を見かけた場合は、お近くのスタッフまで
お知らせください。
●注意事項や指示に従っていただけない場合、退場いただくこ
とがあります。
●イベント中、スタッフが記録のために写真撮影を行う場合があ
ります。予めご了承ください。

◆持ち込み禁止物品について
●以下の物品の持ち込みを禁止します。
• 発砲可能な状態のエアソフトガン、モデルガンなどの危険物。
• スケートボード、キックボードなど転がるもの全般（手荷物と
してのキャスター付バッグ等は除く）。
• 着色スプレーなど会場を汚損する恐れのあるもの。
• 日常生活に不要な量の火気、薬品、花火、大量のバッテリー等。
• ラジカセや拡声器等、騒音を発生し周囲の迷惑になるようなも
の。
※その他、スタッフが危険と判断したものは閉会までお預かりす
る場合があります。

◆写真撮影について
●撮影はコスプレ広場のみでお願いします。
●カメラ、携帯電話、スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、
ノートPC などあらゆる撮影機器について、撮影には登録が必要
です。

●撮影対象（被写体）はコスプレされている方に限り、それ以外
の会場内、待機列等は撮影禁止です。（サークルスペースの撮影
は最寄りのスタッフにご相談ください）
●当日、撮影にあたっては参加者同士の譲り合いをお願いします。
●撮影の際は必ず被写体の方の了承を得てください。また過度な
ローアングル撮影、コスプレ参加者が嫌がるポーズの強要等は絶
対に行わないで下さい。
●会場内での動画撮影、また会場内からの twitcasting やニコニ
コ生放送等のストリーミング配信は禁止です。
●撮影中、スタッフが確認のためにお声掛けする場合がございま
す。あらかじめご了承ください。



会場内案内図 （神戸国際展示場　2号館）


