
 
 
 
 
 
 
 
併催イベントユーザー出展者向けご案内 

 

ニコニコ超会議 2015 での併催イベントにご参加いただきありが

とうございます。おかげさまで前回ニコニコ超会議 3 では、12 万人

超のご来場いただき、実施後も多くのメディア等にも紹介され大成功

におわりました。 

 今回は「この国には、たくさんのネ申がいる」です。併催イベント

ユーザー出展者も参加者もすべてが「ネ申」です。皆さまのご協力が

なければニコニコ超会議 2015 は成功いたしません。是非とも、楽

しいイベントにしましょう！ 

 

◆インフォメーション 
「ニコニコ超会議 2015」とは、 

「ニコニコ動画のすべて（だいたい）を地上に再現する」を 

コンセプトに、2015 年 4 月 25 日(土)・26 日(日)に幕張メッセに

て開催される超巨大フェスイベントです。 

 

【日時】 

4 月 25 日（土） 10:00 開場 ／ 18:00 終了 

4 月 26 日（日） 10:00 開場 ／ 17:00 終了 

※ブースによっては、別途、開始時間・終了時間が定められているも

のがあります。 

 

【会場】 

幕張メッセ   国際展示場 1～11 ホール 

〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1 

http://www.m-messe.co.jp/ 

 

【一般入場料金】 

前売券：￥1,500- 

当日券：￥2,000- 

2 日通し券：￥2,500- (前売りのみ) 

※６才以上入場券必要です。 

※通し券の当日販売はございません。 

※券面に整理番号はございません。会場内への入場順序は先着順を予

定しております。 

※転売を目的とした入場券の購入は固くお断りします。 

※購入後の払い戻し・変更は理由の如何を問わず、お受けできません。 

※入場券はいかなる場合（紛失・盗難・破損等）においても再発行い

たしません。 

※前売価格での販売は 4/24（金）23:59 までです。 

以降は当日価格となります。4/26（日）のみご来場予定の方は前

売価格の販売期間にご注意ください。 

※全ホール有料エリアのため、ご来場の際には必ず入場券が必要です。 

※各日共に、最終入場は終了時間 30 分前までとなります。 

※その他、参加する上でのルール等については公式ページ上の 

 

「ニコニコ超会議 2015 を楽しむための超お約束」 

http://www.chokaigi.jp/2015/notice/ 

 

を事前にお読みください。 

 

※今回は、「ニコニコ超パーティー」は同時開催ではありません。 

「ニコニコ超パーティー2015」は 10 月 25 日に埼玉スーパーアリー

ナにて開催を予定しております。 

 

 

【ユーザー出展者パスについて】 

 

ご注意：ユーザー出展者パスについては、開場前の時間は、
該当併催イベント指定のホールと、コスプレ更衣室のみの
移動に制限させていただきます。 
指定以外のホールで見かけた際には不正利用と判断し、 
没収の上、退場いただきます。 
 
開場後10時以降については通常の入場チケット同じ扱いとなりどの

ホールへの移動、入退場ができます。 

 

ユーザー出展者パスについては、各併催イベント主催者より発行させ

ていただきます。 

ユーザー出展者パスは開催中指定されたサークル参加日当日のみの

有効となります。（各日異なりますのでご注意ください。）出展日と異

なる日付の出展者パスでは入場できません。当日は、9:30 までに指

定された関係者入場口（裏面地図参照）より入場してください。 

イベント開催中、本出展者パスは必ず見える所につけてください。 

紛失、破損した場合は所定の再発行手数料をいただきます。 

※ユーザー出展者パスには必ずサークル名を記名してください。 

(記名のないものは無効となります。) 

※ユーザー出展者パスの追加分に関しましては各併催イベント主催

者様に問い合わせください。 

※前日搬入の時も必ずパスが必要となります。別途搬出入の項目をご

確認ください。 

 

◆当日について 
ニコニコ超会議 2015 は 10 時～18 時(26 日は 17 時まで)の開催時

間になります。併催イベント終了後もニコニコ超会議 2015 のイベン

トは続きます、ごゆっくりお楽しみください。 

 

◆搬出入について 
 

超会議 2015 では「佐川急便」での搬入のみ受け付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・佐川急便以外での宅配便搬入はできません、必ず、受付期間内に上

記の宛先まで元払いで発送してください。 

・当日の引き渡し場所は各即売会の案内をご覧ください。 

・当日の引き渡しには発送の控えが必ず必要となります。発送の際受

付印を押してもらい、大切に保管してください。宅配便業者(取扱店

を含む)が問題を起こしても、最終的な責任をユーザー出展者が負う

場合があります。取扱店が期間外に間に合うという場合がありますが、

事故につながるので所定の期間を守ってください。期間外発送による

事故についてはだれも責任を負いません。 

 

・混乱の原因となりますので着払いにしないでください。 

・印刷会社から直送する場合、「お問い合わせ番号」を必ず確認し、

なるべくご依頼主控えを入手してください。 

・伝票は見本の通り、もれなく記入してください。品名については必

ず記載してください。(ＣＤ、書籍など。) 

 

・伝票の横に以下の情報をＡ４印刷し、記入したものを 

それぞれ貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別途フォーマットについては、各即売会のＨＰより 

ダウンロードできるように致します。 

 
頒布物／展示物の搬入、搬出は、各サークルの自己責任で行ってくだ

さい。事故が発生しても運営は一切責任を負いません。無理な搬入、

搬出、運営の規定、指示に反した搬入・搬出は行わないでください。

運営、宅配便で台車、人員の貸し出しは一切行っていませんので荷物

の運搬手段を確保してください。また梱包資材の用意もありませんの

でご自分でご用意ください。 

※運営スタッフの指示に従い安全に搬出入を行ってください。 

 

【搬入】 

●直接搬入について。 

＜手持ちでの搬入について＞ 

搬入は１日目参加 4 月 24 日(金)17:00～20:00 

２日目参加 4 月 25 日(土)19:00～20:30 と 

当日のサークル入場時間～9:30 までを予定しております。 

宅配便については前日搬入時での引渡しはありません。 

※9:30 以降は一般参加者列移動のため、入場をお待ちいただくこと

があります。 

 

＜車での搬入について＞ 

やむをえず車での直接搬入には別途申請が必要となります。 

車での搬入がある場合、印刷プレス業者の搬入についても申請が必要

となります。下記配送事務局メールアドレスまで、 

【4 月 13 日(月)必着】までにご連絡ください、別途申請用紙を 

メールにてお送りします。 

 

■ニコニコ超会議 2015 

併催イベント配送事務局：平賀 masaru_hiraga@dwango.co.jp 

 

メールをお送りいただく際は件名に必ず[イベント名]と[参加日]、 

本文に[ご連絡先]を入れていただくようお願いいたします。 

車両搬入申請書類の締切は【4 月 13 日(月)16:00】までとします。 

車両入構時間は、１日目参加 4 月 24 日(金)17:00～20:00 

２日目参加 4 月 25 日(土)19:00～20:30 を予定しております。 

※構内には車の留め置きはできませんので近隣の駐車場をご利用く

ださい。また、車は館内に入場出来ません。 

※申込期限を過ぎて申請いただいた場合には発行いたしません。 

 

前日搬入の際にも翌日のユーザー出展パスが必要となりま
す。参加イベントのユーザー出展者パスをご持参ください。 
 

【搬出】 

●宅配便搬出について 

会場内に宅配便受付コーナーが設置されておりますのでそちらをご

利用ください。場所については、会場図面でご確認下さい。 

 

●直接搬出について 

・手持ちでの搬出につきましては特に制限はありませんが、会期中時

間いっぱいお楽しみいただけたらとおもいます。 

・車での搬出は、イベント終了後、安全の確認を行ってから搬出にな

ります。 

※構内には車の留め置きはできませんので近隣の駐車場をご利用く

ださい。 

※台車で搬出をされる方へのお願い。 

各併催イベント終了時間と、超会議終了時間に違いがある場合がある

ため台車での通行を一部制限させていただく場合があります。安全な

運営のためご協力お願いいたします。 

 

 

諸注意・お願い 
●会場内、イベント内で以下の行為は禁止いたします。 

 公序良俗に反する行為や、物品の所持 

 無断でのチラシ等の持ち込み、配布 

 周囲に危害を加える行為、危険な行為 

 荷物の放置 

財布、カードなど貴重品を始めお荷物、お手回り品などは各自の自己

責任にて管理をお願い致します。イベント会場内外にて発生した事故、

盗難などについて、主催者、会場、スタッフは一切責任を負いかねま

す。荷物が多い場合には、2 階ロビーの有料コインロッカーをご利用

ください。 

 

●出演者の出待ち、追っかけの禁止 

イベントなどの出演者の、控室や入場口での出待ち、または悪質な追

っかけ行為は禁止いたします。 

出演者へのプレゼントなどの受け渡しに関しては、主催者、運営スタ

ッフでは一切お預かりいたしません。 

 

●撮影場所、休憩所等の占有をしない 

前回同様、会場内は大変混雑が予想されますので場所を譲り合ってご

利用ください。また、過度なアクションやアトラクション行為、周囲

に迷惑のかかる行為なども大変危険ですので行わないでください。 

 

●喫煙所以外での喫煙はしない 

喫煙所(2 階）、やすらぎ・いこいのモール南側・エスプラナード

(9-11H)外周北側のみ喫煙可能です。 

 

●その他 

運営スタッフ、警備員、消防署、警察署が危険と判断したものについ

ては、注意をさせていただきます。会場内外において、運営スタッフ

の指示に従わない方、他の方などに迷惑がかかる行為を行う方は、 

強制的に退場していただくか、入場をお断りする場合があります。 

 

●会場には以下のものを持ち込まないようにお願いいたします。 

 法令で所持・携帯が禁止、 

あるいは犯罪として摘発される可能性が高いもの 

・銃刀法での規制対象になっている銃砲・刀剣類(模造を含む) 

・消防法での危険物とされるもの(燃料・火薬・発火物など) 

・刑法 175 条や児童ポルノ法に触れるなど、 

               公序良俗に反するものなど。 

 酒類 

会場内での酒類の扱いについては、指定箇所でのみ販売、飲酒可能と

なっております。未成年者の飲酒、運転をされる方の飲酒は、絶対に

おやめください。 

 乗物（※車イス・展示物は除く） 

自転車、一輪車、キックスケーター、ローラースケート、インライン

スケート、スケートボードなどの場内への持ち込み、場内での使用は

できません。ローラー付運動靴などで場内を走るのは危険ですのでお

やめください。 

 動物（介助犬を除く） 

介助犬を除き、会場内へ動物・ペット類を持ち込むことはできません。 

 

●注意事項 

・幕張メッセ周辺には駐車場がありますが、駐車場の数には限りがあ

■業者名：佐川急便 
■宛先：〒261-0023 

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 幕張メッセ 
ニコニコ超会議 2015 併催８H 
【イベント名】 

■品名： 【イベント名】【参加日】 
【配置番号】【サークル名】【品名】 

 
到着日程：4 月 14 日(火)～4 月 21 日(火)必着 

 
集荷については、お近くの営業所を調べていただき、
発送をお願い致します。 

例】 
イベント名：THE VOC@LOID 超 M@STER 31 
参加日：  １日目 
配置場所： あ－01a 
サークル名： 超五組 
代表者名： 超会 五郎 

http://www.chokaigi.jp/2013/notice.html


ります。できるだけ公共交通機関（電車・バス等）をご利用ください。 

・会場内でのゴミは、必ず分別して所定のゴミ箱へ捨てるか、持ち帰

るようにしてください。 

・こまめに休憩をとり、水分もこまめに摂取してください。気分が悪

くなったら無理をせず、会場の運営スタッフにお声掛けください。 

・お友達と一緒に来るときは、はぐれた時に備えて、あらかじめ待ち

合わせ場所を決めておくと便利です。 

・会場内では、様々な撮影・取材が行われます。動画投稿サービスと

いう特性上、ニコニコ公式生放送、ユーザー生放送、オフィシャル記

録映像、取材メディアなどにて映ってしまう場合がありますので、 

ご理解・了承ください。 

・会場内にインフォメーションカウンターを設けておりますので、ニ

コニコ超会議 2015 のイベント内容、会場にかかわる部分については

こちらにお越しください。 

・会場内では、原則館内放送による個人の呼び出しは行いません。 

 

【その他の注意】 

●スペースの譲渡や売買、ユーザー出展者パスの売買・交換（金品を

代価とする譲渡）、オークションへの出品を禁止します。確認された

場合、参加をお断りする場合があります。 

●会場内に両替所はございません。事前に釣り銭の準備をお願いいた

します。 

●参加者同士のトラブルは各自で解決して下さい。こちらの案内、ニ

コニコ超会議 2015 公式ＨＰの注意事項に基づく指示、状況に応じて

の運営の指示に必ず従って下さい。トラブルを起こし、運営の判断に

従わない場合は退場をしていただく場合があります。 

●置き引き・スリ・チカン・恐喝・盗撮・偽札等の犯罪行為には各自

注意して下さい。被害にあったら、お近くの運営スタッフもしくは、 

各併催イベント本部にご連絡下さい。 

その後、正式な被害届は、最寄りの警察署になります。 

●著作権・版権作品利用については、十分注意の上頒布者自身で申請

対応をお願い致します。権利者等により、権利侵害が指摘された際に

は即時頒布中止などの対応をしていたく場合があります。 

 

【防災上の注意】 

 防災に関する知識や認識の不足は、イベント当日の災害・事故の危

険を増加させるだけではなく、イベントの運営にも影響します。以下

の指示について、各自熟読して、留意して下さい。当局による当日の

指導により、指示は変更になる可能性もあります。 

 非常口・消火器・消火栓・火災報知器付近に、一時的であっても荷

物を置いたり、座り込んだりしないで下さい。 

 

●防災上の指示（全般） 

・喫煙は指定の喫煙スペース内で行って下さい。指定場所以外は場内

全面禁煙です。 

・通路確保のため搬入口・非常口を開放した際に、強風が吹き込むこ

とがあります。頒布物およびディスプレイの固定にはご注意下さい。 

・荷物は通路の妨げとならないように置いて下さい。 

・スペースに到着した時点で、非常口・避難口・避難通路等を確認し

ておいて下さい。 

 

●防災上の指示（ディスプレイ関連） 

・机にかけるテーブルクロスは極力燃えにくい素材の物を使用し、 

床に着かないようにして下さい。 

・のぼり・旗は防災・耐火性の物を自分のスペースに固定して下さい

（紙製ののぼり・旗は不可）。 

また、展示物によっては当局の査察により、改修もしくは撤去をお願

いする場合があります。 

 

【不審物についての注意】 

不審物とは、所有者のわからない、中身のはっきりしない物であるこ

とが多いようです。自分のスペースに見慣れない物を発見した場合、

周囲のかたに確認した上で、所有者を特定できない場合はお近くの運

営スタッフにご連絡下さい。 

不審物と思われた場合は、決して、触らない！嗅がない！動かさな

い！踏むまない！蹴飛ばさない！でください。液体・機械類が入って

いると思われる物には、特に注意が必要です。ただし、ことさら騒ぎ

たてるのはパニックにつながります。落ちついて、速やかにお近くの

運営スタッフまで連絡してください。 

 また、不審物と誤認しかねない荷物の留置はやめて下さい。特に飲

みかけのペットボトルは絶対に留置しないで下さい。閉会後発見され

た場合は全て処分します。物を入れるビニール袋は透明で、中身が見

える物を使用して下さい。新聞紙で包んだ本、ポリタンク等明らかに

不審に見える物も極力スペースに持ち込まないようにお願いします。 

 

【緊急時のお願い】 

 事故や災害等が発生した場合、すぐにお近くの運営スタッフにお知

らせください。スタッフより救助・避難等指示をいたしますのでご協

力願います。 

避難が発生した場合には、荷物等は置いたまま、すみやかに行動を

起こして下さい。いざという時に備え、金銭等の貴重品は常に身につ

けるか、持ちやすいようにまとめおいて下さい。 

また、ケガ人等が発生した場合は現場の安全を確保し、お近くの運営

スタッフまで連絡してください。 

 

◆コスプレについて 

コスプレ衣装を着たままでの会場外への移動、会場の出入りは禁止と

させて頂きます。 

会場内はコスプレを着用したままでの移動が可能です。 

指定場所以外（トイレ等）で着替えるのは禁止です。必ず指定の更衣

室をご利用ください。 

 

●コスプレクローク(更衣室)設置場所 

 幕張メッセ 会議棟 2 階 

 

●コスプレクローク(更衣室)運用時間（一般・サークル共通） 

25 日(土) 8:00～19:00  

26 日(日) 8:00～18:30 

 

●コスプレクローク(更衣室)利用登録料：    500 円／１日 

専用の更衣室と、クロークをご利用できます。 

コスプレルールについては事前に必ずニコニコ超会議 2015 のＨＰ

にてご確認ください。 

http://www.chokaigi.jp/2015/notice/ 

 

※ユーザー出展者のかたは、9:30 までに着替えをすませ、ご自分の

スペースにお戻りください。9:30 以降は一般列の移動が行われるた

め、ホール間の移動ができません。 

 

◆交通案内 
超会議終了時、混雑が予想されますので、電車でお越しの方は事前に

帰りの切符の準備もしくは交通系 ICカードのチャージをオススメい

たします。 

 

●電車・バスでのアクセス 

・JR 京葉線 「海浜幕張」駅から徒歩 5 分 

（東京駅から快速利用で約 31 分、蘇我駅から約 12 分） 

・JR 総武線・京成線 「幕張本郷」駅から 

京成バス「QVC マリンフィールド」行きまたは、 

「医療センター」行き（日・祝運休）バスで 17 分、 

【タウンセンター】下車で徒歩 3 分。 

京成バス「幕張メッセ中央」行バス 17 分【幕張メッセ中央】下車 

 

●車でのアクセス 

・東関東自動車道：湾岸習志野 I.C.または湾岸千葉 I.C.から約 5 分 

・京葉道路：幕張 I.C.から約 5 分 

※土休日ですので、イオンモール幕張新都心への混雑が予想されます。

余裕をもって移動をお願い致します。 

※幕張メッセ駐車場：5500 台収容（普通車 1,000 円／日） 

※駐車場に関する詳細は幕張メッセＨＰをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ニコニコ超会議 2015 会場案内図（抜粋版） 
本地図は併催イベント／まるなげひろばユーザー出展者向けに関連する部分のみの掲載となります。 

ニコニコ超会議 2015 に関する配置図面については、別途公式ページで発表します。 


