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企業ブース出展のご案内 
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博麗神社遊芸祭は、同人サークル『上海アリス幻樂団』様製作のシューティングゲーム、およびゲームから派生し

た一連の作品、いわゆる『東方 Project シリーズ』関連の原作/二次創作、同人/商業、デジタルゲーム/アナログ

ゲーム、これらの枠にとらわれず、色々なゲームを集め、 皆様に試遊してもらい、知って触れてもらおうという趣旨

のイベントです。 

コロナウィルス感染症対策を実施しつつ、2021 年 7 月 22 日（木・祝）、博麗神社社務所の新たな試みとして、

博麗神社遊芸祭を開催しました。無事にイベントを終えることができましたことを厚く御礼申し上げます。 

そして、2022 年 7 月 18日(月・祝) 東京都立産業貿易センター台東館にて「第二回博麗神社遊芸祭」を実施

する運びとなりました。今回もコロナウィルス感染症対策を確実に行いながら出展企業の皆様を含め、参加者皆

様に楽しんでいただける場のご用意を続けていきたいと考えております。各企業様へ企業ブース出展のご案内お

よび広告出展のご案内を致します。皆様の申込みを心よりお待ちしております。 

 

●第二回博麗神社遊芸祭 開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

●前回までの開催実績 

 開催会場 来場者数 カタログ発行部数 

遊芸祭 

（2021年） 

東京都立産業貿易センター 台東館

（東京都台東区） 
約 300人 (未発行) 

第八回秋季例大祭 

（2021年） 

東京ビッグサイト 

（東京都江東区） 
4,800人 

1,800部 

(自由購入制) 

第十八回例大祭 

（2021年） 

ツインメッセ静岡 

（静岡市駿河区） 
6,000人 

1,700部 

(自由購入制) 

第七回秋季例大祭 

（2020年） 

東京ビッグサイト 

（東京都江東区） 
3,850人 

1,200部 

(オンラインカタログのみ) 

第六回秋季例大祭 

（2019年） 

東京ビッグサイト 

（東京都江東区） 
22,000人 20,000部 

第十六回例大祭 

（2019年） 

東京ビッグサイト 

（東京都江東区） 
52,000人 43,000部 

※併催イベント含まず  

開 催 日 時 2022年 7月 18日（月・祝）  

10:30 – 15:30（予定） 

会 場 東京都立産業貿易センター 台東館 6F/7F 

主 催 博麗神社社務所 

 

※2022年 3月時点での予定であり、変更となる場合があります。 

第二回博麗神社遊芸祭の開催にあたって 
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博麗神社遊芸祭では、「企業ブース出展」を募集しております。スケジュールは以下の通りです。 

 

6月 8日 

企業ブース出展 申込締め切り 

パンフレット掲載広告 申込締め切り 

  

6月中旬 小間数・ブース配置確定 

  

6月 20日 広告／出展 各種広告用原稿 送付締め切り 

  

6月 30日 企業ブース出展 各種証券追加等、修正申込締め切り 

  

7月上旬 企業ブース出展当日案内・証券類 (・パンフレット)発送 

  

7月 18日 『第二回博麗神社遊芸祭』開催 

  

8月上旬 

各種広告請求書発送予定 

企業ブース出展請求書発送予定 

 

原則として、上記のスケジュールで進行致しますが、状況によって、適宜調整や打ち合わせをさせていただく場

合がありますので、ご協力お願い致します。 

 

 

  

締め切りとスケジュール（企業ブース出展） 

2022年 
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追加オプション 

- 追加オプション内容 単価（税別） 

1 長机（横 180㎝ × 奥行 90㎝ × 高さ 74㎝） 1,500円 

2 パイプ椅子（一脚） 700円 

装飾オプション 

- 装飾オプション内容 単価（税別） 

1 つい立（横 180㎝、高さ 200㎝、画鋲不可、キャスター付）1枚 10,000円 

2 電源コンセント 1セット（2個口、計 15Ａ） 10,000円 

※その他、装飾について希望がある場合は個別にご相談下さい。 

追加証券 

- 追加証券内容 単価（税別） 

1 企業通行証 1枚 （最大追加枚数 10枚まで） 1,000円 

2 企業駐車券 1枚 ※2 5,000円 

 企業作業員証、企業車両入構証につきましては、無料にて発行いたします。※3 

※1 企業通行証の追加発行に関して、コロナウィルス症対策の一環として、全体の発行枚数を制限させていただく

可能性があります。予めご了承ください。 

※2 企業駐車券にて駐車出来るスペースは台東館 2階の荷捌き場を予定しています。 

しかし、運営上場所の確保が出来ない場合は他の場所、もしくはお断りをさせていただく場合がございます。変

更等がある場合は事前にご連絡させていただきます。予めご了承お願いいたします。 

※3 企業作業員証、企業車両入構証は設営時間中のみ有効です。企業通行証をお持ちでない方と、企業駐車券を

掲示していない車両は、会期中に会場（台東館）内にとどまることは一切出来ません。会期中会場内にとどまる

場合は「企業通行証」、会場内駐車場に駐車する場合は「企業駐車券」が必要です。 

企業ブース（普通小間）の出展規定 

注意点につきましては、P.11～12の『補足：企業ブース出展規定について』をご覧下さい。 

商品を置く倉庫スペース等が必要な場合は、その点などを考慮した上で希望小間数をお申込下さい。  

企業ブース出展（普通小間）のご案内 

基 本 面 積 横 300㎝×奥行 300㎝（状況に応じて多少の余剰を設けます） 

出 展 料 金 40,000 円(税別) 

ブ ー ス 構 成 基本 エリア土間渡し 

（1小間につき、企業通行証 3枚、机 1本、椅子 2脚含む） 

※パーテーション、基礎装飾などはオプションとなります。 

270cm 
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・通常の「普通小間」より手ごろな「ミニブース」をご用意 

しております。 

こちらは「東方 Project」関連の商品の展示・販売を目的 

としない企業様向けとなります。 

主に「印刷会社・画材販売企業」様などが対象となります。 

幾分「普通小間」に比べて制限が設けられておりますが、 

割安な設定となっておりますのでご検討下さい。 

追加オプション 

- 追加オプション内容 単価(税別) 

1 長机（横 180㎝ × 奥行 90㎝ × 高さ 74㎝） 1,500円 

2 パイプ椅子（一脚） 700円 

装飾オプション 

- 装飾オプション内容 単価(税別) 

1 つい立（横 180㎝、高さ 200㎝、画鋲不可、キャスター付）1枚 10,000円 

追加証券 

- 追加証券内容 単価(税別) 

1 企業通行証 1枚 （最大追加枚数 10枚まで） ※1 1,000円 

2 企業駐車券 1枚 ※2 5,000円 

 企業作業員証、企業車両入構証につきましては、無料にて発行いたします。※3 

※1 企業通行証の追加発行に関して、コロナウィルス症対策の一環として、全体の発行枚数を制限させていただく

可能性があります。予めご了承ください。 

※2 企業駐車券にて駐車出来るスペースは台東館 2階の荷捌き場を予定しています。 

しかし、運営上場所の確保が出来ない場合は他の場所、もしくはお断りをさせていただく場合がございます。変

更等がある場合は事前にご連絡させていただきます。予めご了承お願いいたします。 

※3 企業作業員証、企業車両入構証は設営時間中のみ有効です。企業通行証をお持ちでない方と、企業駐車券を

掲示していない車両は、会期中に会場（台東館）内にとどまることは一切出来ません。会期中会場内にとどまる

場合は「企業通行証」、会場内駐車場に駐車する場合は「企業駐車券」が必要です。 

 

企業ブース(ミニブース)の追加出展規定 

ミニブースは、企業ブース(普通小間)に比べ、「基礎装飾(自社装飾を除く)」を行うことができません。 

前述の「販売物の制限」についてなど、ご不明な点ございましたら yugeisai@reitaisai.com までお問い合

わせ下さい。  

 
200cm 

 
200cm 

企業ブース出展（ミニブース）のご案内 

基 本 面 積 横 200㎝×奥行 200㎝（状況に応じて多少の余剰を設けます） 

出 展 料 金 20,000 円(税別) 

ブ ー ス 構 成 基本 エリア土間渡し 

（1ブースにつき、企業通行証 2枚、机 1本、椅子 2脚含む） 

※パーテーション、基礎装飾などはオプションとなります。 
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Webサイトでの企業ブースのご紹介 

博麗神社遊芸祭ホームページ(http://yugeisai.com)にて企業ブースのご紹介を致します。 

紹介サムネイル画像（イラスト・説明文等）および URLを必ずご用意下さい。 

紹 介 カット 
縦800pixel× 横 1400pixel、 jpeg又は png形式、 

RGBカラー、解像度 150dpi 

サイト URL 自社 HPの URL又は出展内容に則した URL（特設サイトなど） 

 

紹介サムネイル画像＆URLについて 

・ 博麗神社遊芸祭ホームページの掲載とは別に、出展ブース名、URL、紹介サムネイル画像と、こちらで用意

した文章（遊芸祭開催日時、ハッシュタグなど）をつなぎ合わせ、出展ブースごとにツイート予定です。 

 

申込方法 

企業ブース出展の申込は、企業出展申込書でのみ受け付けます。セットになっている企業出展申込書に必要

事項を記載し、yugeisai@reitaisai.com まで送信して下さい。その後、Web サイト掲載データ送信締切日ま

でに原稿をお送り下さい。 

 

原稿送付方法 

紹介サムネイル画像および URL の原稿はデータでのみ受け付けます。上部に記載されている仕様に沿ってデ

ータを作成し、yugeisai@reitaisai.com まで送信して下さい。お送りいただいた原稿は返却致しません。あら

かじめご了承下さい。 

 

ブース出展申込、及びWebサイト掲載データ送信の締め切り 

ブース出展申込締め切り＝2022年 6月 8日（水） 

Webサイト掲載データ送信締め切り＝2022年 6月 20日（月） 

※必ず期日までに必着にてお願い致します。 

 

その他 

何か不明な点がありましたら、博麗神社遊芸祭窓口 yugeisai@reitaisai.com までお問い合わせ下さい。 

※問い合わせ窓口メールアドレスの間違いが発生しております。くれぐれもご注意下さい。 

  

mailto:yugeisai@reitaisai.com
mailto:yugeisai@reitaisai.com
mailto:yugeisai@reitaisai.com
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※遊芸祭に関する最新の情報は公式Webサイトに掲載されますので、適時ご確認を御願いします。 

 

各種申込先・問い合わせ先 

博麗神社社務所 遊芸祭窓口（石川・瀧平）まで 

E メール（総合） : yugeisai@reitaisai.com 

E メール（担当直通） : takidaira@reitaisai.com 

公式Web : http://yugeisai.com/ 

 

※お問い合わせは、E メールにてお願い致します。 

 

  

各種申込先・問い合わせ先 
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1．ブース配置・装飾について 

（1）ブースの配置場所、および申込多数の際の調整等は博麗神社社務所に一任していただきます。 

（2）ブース内を装飾する場合、必ず難燃性の素材を利用し、認定証のついている物をご利用下さい。（テーブ

ルクロス等も含みます） 

（3）普通小間及びミニブースにおいては、パーテーションを超えての装飾（布をかける、屋根や天井を付ける等）

を禁止します。 

（4）スペースの枠外に装飾物、出展物、私物などをはみ出して設置することや、会場設備・天井・柱等の既存

建築物を使用した装飾（貼り付け、吊り下げ、立てかけ等）を禁止します。 

（5）装飾にテープ等を使用する場合、弱粘性の物（養生用テープ、ビニールテープ等）を使用して下さい。強

力なテープや接着剤、釘・ネジ等を利用して備品や会場を汚損・破損した場合、開催日当日の 16:45 まで

に原状復帰していただきます。現状復帰が不可能な場合、あるいは破損や汚損が見つかった場合は博麗神

社社務所が代わって原状復旧を行い、後日、復旧に要した費用全額を請求させていただきます。 

（6）分電盤には手を触れないで下さい。電源の入・切は指定業者が行います。 

 

2．販売・配布・掲示・告知物および行為について 

（1）以下に抵触するものは禁止します。 

・正式なライセンス契約に基づく製作が行われていない商品の販売・配布・掲示・告知 

※必ず、「東方Project」関連の版権について管理をされている『香霖堂』様の正規ライセンスを受けた商

品を販売していただくようお願い致します。この規約に抵触した場合、企業ブース出展を即時お断り致し

ます。また、その際の出展料等の返金は出展者側に責あるものとして、免責とさせていただきます。 

・同人誌、同人作品の委託販売配布（但し、いわゆるアンソロジーやグッズ等自社発行物を除く） 

・マッチ・ライター等の危険物、アルコール類の可燃物、食品衛生法等に抵触する物の販売・配布 

・火（火器・裸火）の使用 

・中古品の売買 

・自社ブース外および離れた場所においての販売・配布・宣伝行為、メガホンやマイクの使用 

・販売時間外の販売及び配布 

・その他現行法令に抵触するもの全て 

（2）スタッフから指示があった場合は、それに従って下さい。指示に従っていただけない場合、退場していただ

くことがあります。その際の出展者側の損害等は一切補償いたしません。 

（3）時間指定による販売・配布または抽選会等、一時的に多数の来場者が集中すると見込まれる特殊イベ

ントを行う場合は、原則申込時（以降に決定した場合は、決定後速やかに）までにメールにて必ずご連絡下

さい。特殊イベントは会場の状況や博麗神社社務所の判断により許可出来ない場合があります。また、申

請内容に変更や中止等が生じた場合は速やかに博麗神社社務所へご連絡下さい。 

※開催 1 ヶ月前をメドに、販売予定物リスト（確定版）の提出をお願い致します。申込時に詳細が判明していな

かった販売物やブース内イベントについて詳細をお知らせ下さい（詳細については、後日メールにてご案内申し

上げます）。 

  

補足・企業ブース出展・広告出稿規定について 
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（4）混雑時における対応は、原則として各社様にてお願いしております。あらかじめ大きな混雑が予想される

場合は、対応要員をご準備下さい。また状況により、博麗神社社務所スタッフが列の移動等を行なう場合があ

りますが、その際はご協力をお願い致します。（混雑対応等で通行証が規定数を超えて必要な場合はご相談下

さい） 

 

3．成年向け頒布物について 

（1）全ての成年向け頒布物の販売・配布・展示物については、これを禁止とします。なお、適合の判断につい

ては、博麗神社社務所では一切の責任を負いかねます。 

（2）成年向け頒布物とは、18歳未満の閲覧および視聴禁止の表示がある頒布物および博麗神社社務所が

該当すると判断した頒布物になります。 

 

4．その他 

（1）申込後のキャンセルは原則として行えませんので、あらかじめご了承下さい。 

（2）不可抗力（自然災害なども含む）な事象によりイベント開催が中止もしくは開催不能となった場合、すべ

ての損害等の請求および費用の返却については、これを免責と致します。 

（3）会期中は必ず 1名以上ブースに常駐するようお願い致します。 

（4）盗難や紛失等による損害の補償及び賠償についての責任は負いかねます。各ブース内の管理は、必ず自

社にて、責任をもって行うようにして下さい。 

（5）（資料などの目的での）撮影は自社ブース内および直近スペースのみ可能です。その他の撮影やコスプ

レについては、サークル参加者などと同じ基準（写真撮影登録やコスプレ登録／有料）となります。 

（6）お弁当などを宅配注文される場合は、業者へ注文される前に社務所まで事前にご相談下さい。 

※当日の混雑導線による入場経路の都合など、トラブルとなる恐れがあるためご協力下さい。 

（7）出展に伴って発生した大きなゴミや残材など（発泡スチロールを含む）はお持ち帰り下さい。 

（8）搬入・設営時間中の入場や車両の入構が必要な場合は、別途申請が必要です。詳細は 12 月下旬頃よ

り、ご連絡致します。 

 

※今回、会場の都合により設営場所そのものに搬入車両を横付けすることが出来ず、2階の荷捌き場から搬

入用エレベーターで 6,7階の設営場所に運び込みます。ご了承ください。 

 

その他、ご不明な点は､7 月上旬頃に発送予定の企業ブース出展用当日の御案内をご覧いただくか、博麗神

社社務所・遊芸祭窓口（石川・瀧平）yugeisai@reitaisai.com までお問い合わせ下さい。規定などが変更した

場合は、開催日に近い規定が有効となります。 

※『企業ブース出展規定』は 2022年 3月時点のものであり、変更となる場合があります。 

 


