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GirlsLoveFestival31＆アイ☆ＦＥＳ22&LiliumIdolGarden10… 

星空凛生誕祭 etc 当日参加案内 

 

この度は本イベントにお申込いただきありがとうございます。 

配置場所はリストでご確認ください。 

開催の概要 

日時：2020年10月18日（日）12:00～16:00（サークル入場時間は10:45～11:45です） 

会場：東京竹芝・都立産業貿易センター・浜松町館３階南側 

(都営地下鉄浅草線＆大江戸線 大門駅 B2 出口から徒歩 7 分 JR 浜松町駅（北口）から徒歩 5分 

ゆりかもめ 竹芝駅(西口)から 100m 徒歩 2 分・東京モノレール 浜松町駅（北口）から徒歩 5分) 

東京都港区海岸 1-7-1 アクセス情報 https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/ 

 

当日の朝の検温と体調確認、 

マスクの着用を忘れないようお願いします。 

 

今回は感染症対策のために様々な状況が変

わっていくため、変更時に迅速に案内をさ

せていただく目的等のために郵送での通行

証送付案内を取りやめてメールでご案内と

なります。 

 

サークル通行証（リストバンド）は当日会

場『サークル入場受付窓口』にてお渡しし

ます。 

その際にメール本文の指定部分の確認で認

証させていただきますのでご協力お願いい

たします。 

当日、売り子様など代表者様以外の方が入場される場合は感染追跡のために 

連絡先カードへの記入をお願いいたします。               Passmarket    

※PassMarketで事前登録を受け付けています。 

https://ux.nu/my7ay 

サークル入場情報登録用チケット(無料)から登録をお願いいたします。 

また、厚生労働省「接触確認アプリ COCOA」の利用をお勧めします。 

App Store または Google Play で「接触確認アプリ」で検索してインストールして

ください。 

・再入場の際にはサークル専用リストバンドが必要となっております。（お手洗いも会場外扱い

となります。） 

カタログは見本誌登録時に 1 サークルにつき１部差し上げます。 

原則として冊子、ディスク、グッズを問わず見本提出と奥付情報（サークル名、連絡先）の表示が必要です。 

ディスク類とグッズ類については見本提出時に全点の見本画像プリントの添付が必要です。 
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１ 当日のタイムテーブル 

10:00 ・ 業者搬入開始 

10:45 

 

・サークル入場開始 

・コスプレ登録/更衣室利用開始 

11:30 ・参加サークル向交流タイム開始 

11:45 ・サークル入場終了 

11:55 ・参加サークル向交流タイム終了 

12:00 ・開場/一般入場開始 

14:00 ・宅配便搬出受付開始 

・コスプレ登録受付終了 

16:00 ・イベント閉会 

16:15 ・更衣室利用終了 

17:00 ・宅配便搬出受付終了 

18:00 ・完全撤収予定時刻 

※ 今回は状況次第で大きく変更の可能性があります。 

 

【マスク着用と手指消毒協力のお願い】 

マスクと着用されていない方、体調のすぐれない方、37.5℃

以上の高熱の方の入場はお断りさせていただきます。 

入場時に非接触体温計で測定させていただくとともに、入場

時には手指消毒をお願いいたします。 

【参加サークル向交流タイムについて】 

以前よりサークル参加していると交流する時間が取れないま

ま終了時間になってしまうとのお声をいただいていました。 

短い時間とはなりますがサークル同士での作品の交換、交流

などにご活用頂ければと思います。 

サークル同士での頒布も構いませんが頒布開始するかはそれ

ぞれのサークル様にお任せいたします。 

 

２ サークル入場 

サークル入場時間は10:45～11:45 です。サークル通行証（リ

ストバンド）を受け取られましたら、紛失しないようその場

で外れないように手首に巻いてください。 

再入場時はリストバンドをゲートスタッフにお見せください。 

 

３ 見本誌提出 

当日スペースの机上に配布してある「見本誌提出用封筒」の

表面に頒布を担当される方の本名を記入の上、「見本誌ラベ

ル」を貼った見本誌を入れて「見本誌受付」にご提出下さい。 

 

年齢制限作品、グッズ類のある方は有人確認

受付窓口にて確認させていただきます。 

 

一般向け作品の冊子類のみの方は見本誌受付箱にお入れくだ

さい。 

 ※机に貼ってある配置シールを見本誌提出封筒に貼ること

で一部項目の記載が不要になります。 

見本誌ラベルは「見本誌提出用封筒」に入っています。 

不足している場合は「本部」「見本誌受付」にてお渡ししま

す。 読書会展示の可否 成人向・一般向の選択欄がありま

すので必ず選択して下さい。 

本日頒布する作品は新刊･既刊・委託を問わず以下の例

外をのぞき、全て見本のご提出をお願いいたします。 

今回対象となる作品は下記の通りです。 

・当日頒布するラブフェス事務局関連イベントへ未提出の印

刷物（新刊・既刊・委託・ジャンルを問わず全て） 

・当日頒布するラブフェス事務局関連イベントへ未提出の

CD/DVD（新刊・既刊・委託・ジャンルを問わず、またプレス・

コピーを問わず全て）CD-ROM 作品などはプリントアウトした

画像見本の全点提出をお願いします。年齢制限作品の場合は

B5 以上のサイズでのプリントアウト画像の提出が必要です。 

少数生産（30 個以下程度）グッズ類に関しては確認のみとし

ますが見本誌受付までご持参下さい。 

また、紙袋、ポストカードや印刷物とセットで頒布する場合

のセットグッズはご提出をお願いいたします。 

業者製作グッズ・Ｔシャツなどの布物グッズ・フィギュア等

の立体物は原則として見本提出・確認の対象となります。 

複数柄がある缶バッチなどのグッズについては実物 1 点と絵

柄見本のプリントアウトでも構いません。 

グッズ類にもサークル名・連絡先などの発行者情報（シ

ール貼付やカード添付など）を全点に添付をお願いしま

す。 

この規定については次回開催時も同様となりますが、ラブフ

ェス事務局主催・関連イベントへ提出済みの作品は次回以降

は再提出は不要です。 
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ラブフェス事務局主催関連イベントは以下のものです。

GirlsLoveFestival/アイ☆ＦＥＳ/絵里誕/星空凛生誕祭/ス

イートオーシャンなど 

※僕ラブﾞ・歌姫庭園・例大祭・コミケ・コミティア・

サンクリなどで提出済でも今回提出が必要です。 

なお、複数サークルで頒布される場合は代表していずれかの

サークルが提出して下さい。 

４ 諸注意 

追加イスについて 

今回は当日の追加椅子貸し出しはございません。 

事前申し込みの場合は配信メールをご提示ください。 

 

頒布について 

頒布禁止物 

以下の物の頒布は禁止します。スタッフが頒布 

物の内容を確認し、これらに該当すると判断した 

場合、頒布を停止することがあります。 

1）ワイセツ図画とみなされる物 

2）知的財産権を著しく侵害する物 

3）古本・中古同人誌・中古カードなどの古物 

4）持込禁止物に掲げる持込禁止物 

5）その他法律・条例に触れる物の全て 

成年向作品について 

Sho-Comi  LaLa  ChuChu 等の少女コミック雑誌 百合姫 

コミックハイ！ ヤングアニマル等で描かれている程度の描

写であれば一般向けとして問題ありません。 

ただし、表紙に「成年向」「18禁」「ADULT」の表記があるもの

は18歳未満の者（高校生含む）に閲覧させること、頒布する

ことはできません。 

必ず年齢を確認できるもので年齢確認を行って下さい。 

 

ディスプレイについて 

・原則として壁への貼り紙はできません。 

・ディスプレイなどは倒れないよう十分に配慮した構造にし

てください。_ 

・過度な性的表現など、公共の場にふさわしくないディスプ

レイはご遠慮ください。 

 

持込禁止物 

以下の持ち込みは禁止します。持ち込まれた場合、退場して

いただくことがあります。 

可燃性危険物（大量のマッチ・燃料・花火など）、バッテリ

ー類（ノートPC は可）／乗物類（インラインスケート・キッ

クボードなど）／動物／その他スタッフが危険と判断した物 

 

禁止行為 

以下の行為は禁止します。これらの行為をされた場合、退場

していただくことがあります。 

火気の使用／立入禁止場所への侵入／飲酒／喫煙／スタッフ

の指示に従わない行為／他人に迷惑をかける行為／他人に危

険を及ぼす可能性のある行為 

 

欠席時について 

・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続きを行ってください。宅配便の

キャンセルについてはヤマト運輸にお問い合わせください。 

・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ください。 

 

5 落とし物について 

会場内で落とし物を拾った場合、本部にて受け付けています。 

6 コスプレ/撮影について 

・コスプレは当イベントの趣旨に沿ったキャラクターに限定

いたします。 

・コスプレでの来場･帰宅は更衣室を必要としない軽装のみ可

能です。 

・コスプレは受付にて登録（要身分証/500円）が必要です。 

 ※事前受付は受付時にお申し付けください。 

・全ての撮影機能を持つ機器での撮影には登録が必要です。 

・ご自身のサークルスペースを撮影される場合は登録不要で

す。 

・写真撮影は有料登録制（要身分証）となります。 

 （コスプレ登録に撮影登録を含みます） 

・撮影は静止画のみです、動画の撮影は禁止いたします。 

被写体の許可を得た上で撮影を行って下さい。 

7 搬入・搬出 

自力搬入について 

会場には参加者用の駐車場はありませんので、電車・バスな

どの公共交通機関か、周辺駐車場をご利用下さい。 
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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「クロネコヤマトの宅急便」

です。受付期間に到着するように発送してください。 

ベース店での特別な仕分け、保管などの作業が必要なため、

早めの到着が必要となっています。 

受付期間 10月15日～10月16日中 海岸一丁目店着 

なお、10月16日中に花川戸センター店へ到着しない場合、当

日に配達出来ないことがあります。 

発送宛先： 

  〒105-7501 

   ○136870海岸１丁目センター気付○ 

  東京都港区海岸1-7-1 

  都立産業貿易センター・浜松町館３階南 

  10/18-9時HCPR/「GirlsLoveFestival」行 

  SP番号 サークル名 

ご依頼主：代表者の郵便番号、電話番号(当日連絡を取れるよ

うに携帯電話番号を推奨)、住所、氏名 

 ・品名欄に「（都産貿台東館6階･8/16―10時）サークル名、

スペース番号、具体的な品名」を書いてください。 

・バッテリーや乾電池、スマホやタブレット端末などを入れ

る場合はバッテリ容量・種類なども記入してください。 

 ・荷物は会場内の集積所に置かれますので各サークルにて

回収をお願い致します。 

・伝票とは別に、箱に分かりやすいように同封した「宅急便

荷物識別票」を貼り付けてください。 

・荷物を複数個発送する場合は、識別票をコピーして、「○個

目/△個口」の欄の、○には何個目の荷物かを、△には総個数

を記入してください。 

・問合せに必要になりますので、当日は必ず「控え伝票」を

会場にお持ちください。 

・ヤマト運輸WEB http://www.kuronekoyamato.co.jp/  

にて荷物の配達状況を確認することができます。 

・ クロネコヤマト（ヤマト運輸）以外は利用できません。

また着払いも利用できません。 

・荷物の不着などは、ヤマト運輸（株）との間で解決してく

ださい。 

 搬入ミスの責任は準備会では負いかねますので、十分注意

してください。 

 

宅配便による搬出について 

会場のHCPRくらりす窓口で受付の予定です。 

詳細は当日ご案内いたします。 

 

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。印刷会社に直接問い合

わせてください。 

事前に印刷会社とよく打ち合わせて利用してください。印刷

会社の搬入サービスは宅配便を利用する場合があります。ト

ラブルが発生した際に必要になるので、必ず伝票番号を控え

ておいてください。 

印刷会社からの直接搬入に関するトラブルについては事務局

で対応することはできません。当日の問合せ先など、事前に

印刷会社にご確認ください。

封入物に不足が有りました場合は下記までご連絡下さい。 

〒214-0034 神奈川県川崎市多摩区三田3-9-9-301 ラブフェス事務局G31係 

「LOVE-FES Web 」http://www.lovefes.info/ E-Mail  girls*lovefes.info 

会場アクセス       ヤマト運輸荷物問い合わせ     Twitter(@GLFes) 
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サークル名 配置場所 ペンネーム 原作作品 

アルファスリーパー 芝浦 3 あるふぁ アサルトリリィ 

Waterfall 有明 4 嵩乃 朔 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 

うみのいへ 日の出 1 ずいちゃん 美少女戦士セーラームーン 

UNCO83 +渡里。 海岸 3 うん仔 オリジナル 

M.O.M.発行準備組合 日の出 2 携帯＠ やがて君になる 

M-Laboratorio 竹芝 5 まおん ALTER EGO 

回転掘削機構 汐留 4 じぇいそん オリジナル 

ガレットワークス 海岸 1 ガレットワークス オリジナル 

GLASSWORKS 汐留 3 一柳 眞木 オリジナル 

K2Corp. 日の出 3 ひろたかおる マリア様がみてる 

恋人と時限爆弾 海岸 4 鳴原 あきら オリジナル 

ColoriLab 芝浦 4 ムシコロリ アイドルマスターシャイニーカラーズ 

Concealed Wings 竹芝 3 久家 拍徒 オリジナル 

SAI.FRAS 竹芝 1 ファミリア オリジナル 

さくらのラテ 芝浦 2 Sacra アサルトリリィ 

sheepfold 汐留 2 sheepD オリジナル 

Ziggy STAR Dust 台場 2 佐藤 せいら ガールズ&パンツァー 

自爆メカ 台場 3 たのひろ ガールズ＆パンツァー 最終章 

上海蜜蜂＆オレん家超特

急 
日の出 4 

ますやまけい＆ぐっさ

ん。 
マリア様がみてる 

7COLORS 有明 3 相沢 碧里 少女歌劇レヴュースタァライト 

空木 水流 竹芝 2 ガク オリジナル 

飛行夢 竹芝 4 緒方 硝子 オリジナル 

沈黙の放課後 台場 5 月瀬 水無 ラブライブ！サンシャイン！！ 

鉄棒少年 台場 1 夏師 ２２／７ 

咎屋 有明 5 どや 少女☆歌劇レヴュースタァライト 

ななじとオンジ 有明 2 ななじ ラブライブ! 

ひなうた 海岸 2 うた オリジナル 

ふぁぼ原 芝浦 1 ふぁぼ原 アサルトリリィ 

八百万屋総本舗 台場 4 まきむらひろき FLOWERS 

りびどう！ 有明 1 思うつぼ ラブライブ 

luciole 汐留 1 吉沢 蛍 オリジナル 

都営地下鉄・大門駅      JR・浜松町駅          ゆりかもめ竹芝駅        周辺駐車場 
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