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※本マニュアルは WASEKET06 に参加する上で必要な情報を含んでいます。 

WASEKET06 は学園祭内の一企画であることを十分にご理解いただいた上で、サークルメンバー全員が熟読し、当日に備えてください。 
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▼インフォメーション 

企画名：WASEKET06 

運営：ワセケット 

日時：2015年 11月 7日(土)、8日（日） 10:30～12:30、13:30～16:30(予定) 

会場：早稲田大学早稲田キャンパス 16 号館 303、304、305教室 

アクセス方法：キャンパス内の地図は巻末に転載してあります。 

JR 山手線         高田馬場駅早稲田口から徒歩 20分  

西武 新宿線        高田馬場駅早稲田口から徒歩 20分 

地下鉄東京メトロ 東西線  早稲田駅 3b番出口から徒歩 5分 

         副都心線 西早稲田駅 2番出口から徒歩 17分 

学校バス         高田馬場駅―早大正門（運賃は 170円です） 

バス            新宿駅西口―早稲田、渋谷駅―早大正門、 

             上野広小路―早稲田（運賃はいずれも 210円です） 

都電 荒川線        早稲田駅から徒歩 5分 

募集スペース数：各日約 50サークル 

公式 HP：http://waseket.web.fc2.com/WASEKET06/index.html 

運営団体 HP：http://waseket.web.fc2.com/ 

※サークル入場時間は 9:30～10:30を予定しておりますが、10時以降は早稲田祭が開催されるため、混雑が予想されます。なるべく早めのご来

場をおすすめします。 

※早稲田祭開催時間は 10:00～17:00です。 
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▼当日のスケジュール 

9:30   サークル入場開始。 

10:00   早稲田祭開催。 

10:30   サークル入場終了。WASEKET06 開催。 

12:30   お昼休憩開始。 

13:30   お昼休憩終了。 

16:30   WASEKET06終了。コミュニティノート原稿回収。 

17:00   早稲田祭終了。 

※ 両日ともこの予定で進行します。なお、当日の状況次第で時間には若干のズレが生じる場合がございます。予めご了承ください。 

※ WASEKET06では 12:30から 13:30にお昼休憩を予定しております。お昼休憩中は、一般参加者の方が会場内に残ることは出来ません。お昼休

憩はサークル参加者の方同士や、ワセケットスタッフとの交流をしていただいたり、早稲田祭を見て回っていただいたり、昼食をとっていた

だく時間としております。早稲田祭当日は大変混雑するので、昼食を予めご用意していただくことをおすすめいたします。 

※ お昼休憩終了直後は、列が形成されるほどの多くの一般来場者の方がいらっしゃいます。サークルスペースに誰もいない場合一般来場者の方

が流れてしまうため、サークル参加者の方は早めにサークルスペースに戻るようお願いします。 
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▼諸注意・お願い 

1．頒布について 

a.頒布方法について 

・頒布は自分のスペース(机の大きさが横約 120cm×縦約 36cm後幅が約 90cm)で行ってください。自分のスペース以外の場所(通路等)での頒布・呼び込みは全て禁止

します。 

・頒布する本には責任の所在を明確にするため、必ず奥付を入れてください。奥付には、サークル名、連絡先、発行日、印刷会社名を明記してください。グッズに

ついても、奥付に準ずる情報を可能な限り添付してください。 

 

b.頒布禁止物 

WASEKET06では、以下の頒布物を禁止します。 

・R-15及び R-18作品 

・著しく知的財産権(著作権等)を侵害する物。 

・古本、古同人誌、市販のトレーディングカード等古物扱いの物。 

・市販ゲームのリプレイビデオのような海賊版(違法コピー)ソフト。 

・本、CD、ビデオ、ソフトウェア等の中の法人発行の商品。 

・一般流通されている市販品その他。 

・飲食物。 

・持込禁止とされている物(次節参照)。 

・法律に触れる物又は学園祭で頒布されるに相応しくないと判断されるもの。 

※内容の雰囲気・趣旨の判断、及び頒布の可否の判断は、ワセケットスタッフが行ないます。 
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2.禁止事項 

a.持込禁止物 

以下の持ち込みを禁止します。持ち込まれた場合、該当する物品等を提出して頂きます。 

・燃料、花火等の可燃性危険物。 

・酒類。 

・動物。 

・バッテリーなど、内容物が周囲に危険を及ぼすもの。 

・乗り物。 

・その他危険性があると判断される物。 

※判断はワセケットスタッフ、及び「早稲田祭 2015」運営スタッフが行います。また、持ち込んだ飲食物の処理は各自でお願いします。 

 

b.禁止行為 

以下の行為を禁止します。 

・会場近辺での違法駐車。（会場付近に駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください） 

・早稲田祭参加者に迷惑のかかる一切の行為(無許可の撮影、音響機器等で騒音を撒き散らす行為等)。 

・会場内での飲酒や喫煙（喫煙所はキャンパス内にあります） 

・会場教室内のコンセント使用(盗電)(停電などの原因になりますので、校内のコンセントの使用はおやめください) 

・R-15及び R-18作品の掲示禁止（不快に思われる方や家族連れの方がいらっしゃいますので、R-15及び R-18作品の掲示を禁止します） 

・ワセケットスタッフ、及び「早稲田祭 2015」運営スタッフの指示に背く行為。 
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3.防災・防犯上の注意 

a.全般的な注意 

・早稲田祭 2015の HPを確認の上、緊急時に対応できるようにしておいてください。 

 ｢早稲田祭 2015｣公式 HP http://www.wasedasai.net/2015/  

・大学に到着した時点で、非常口、避難口、避難通路等を確認してください。 

・万が一大きな地震が発生し、身の危険を感じた場合には、揺れがおさまるまで教室内に待機してください。また、揺れがおさまった後でも、校舎内での二次災害

の恐れがないと判断される場合には、教室内にとどまってください。 

・揺れがおさまった後、構内一斉放送または誘導の前に火災や余震等による二次災害の恐れが予測され、教室から避難が必要と判断した場合は、「早稲田祭 2015」運

営スタッフの指示に従って避難してください。 

・危険と思われる不審物が発見された場合も避難が必要とされることがあります。その際も同様に「早稲田祭 2015」運営スタッフの指示に従ってください。 

・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ておいた上で、ご自分で管理してください。貴重品等について生じた損害について、ワセケットは

一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

 

 

b.スペース利用に関する注意 

・1 サークルあたりの空きスペースは大変狭くなっている(横幅約 120×後幅約 90cm)ので、荷物は自分のスペースからはみ出ないように、机の下などに置いてくだ

さい。 

・のぼりや旗、スケブなどの置き物の使用は周りのサークルの迷惑にならないようご注意ください。 

 

c.不審物についての注意 

不審物と誤認しかねない荷物の留置はおやめください。特に飲みかけのペットボトルは不審物と見なされやすいので、自身の目の届かない所に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。また、各種のゴミは持ち帰っていただくか、｢早稲田祭 2015｣運営スタッフの指示に従って処理してください。 
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4.その他の注意 

・スペースの譲渡や売買、出展サークル専用通行証の売買や交換(金品を代価とする譲渡)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。 

・パソコン，iPadなどの電子機器は、内蔵電源があるものを使用してください。 

・一般の家族連れや高校生が会場内に入って来る事もあります。ポスターや頒布物、置き物等の掲示には十分注意してください。 

・他サークルや一般参加者とのトラブルに関して、当団体は責任を負いかねます。問題によっては、早稲田祭運営に通告する場合もあります。 

・本マニュアルや、状況に応じてのワセケットスタッフ、及び「早稲田祭 2015」運営スタッフの指示には必ず従ってください。意図的にトラブルを引き起こす等、

指示に従わない場合は退場の上、次回以降の参加を認めない可能性もあります。 

・残念なことに、早稲田祭では置き引き，スリ，チカン，恐喝，盗撮等の犯罪行為が発生する可能性がありますので、十分注意してください。 

・ワセケットスタッフによるサークル向けの呼びかけは注意して聞いてください。 

・ 写真撮影をする場合はワセケットスタッフおよび被写体の許可を得てください。 

・ WASEKETではコスプレ可能です。詳細は別冊のコスプレマニュアルをご参照ください。 
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5.搬入・搬出・チラシ配布 

a.搬入・搬出の注意事項 

・隣のサークルに迷惑がかかるほどの量の搬入はさけてください。各サークルのスペースの広さは横約 120cm×縦約 36cm×後幅約 90cmとなっております。 

・頒布物等の搬入や搬出は、各サークルの自己責任で行ってください。事故が発生しても当団体は責任を負いません。 

・無理な搬入や搬出、WASEKET06の規定や指示に反した搬入・搬出は行わないでください。 

・ワセケットでは、台車や梱包資材(ヒモ・ガムテープ等)及び人員の貸し出しは行っておりません。荷物や頒布物はご自身での運搬･搬入をお願いいたします。 

・車両搬入用、または参加者の方向けの駐車場はございません。公共の交通機関をご利用ください。 

・搬入は当日の朝に行ってください(ご自身の台車等は使用可能です)。 

・やむを得ない事情で搬入を前日に行いたい場合は、必ず巻末の<お問い合わせ先>のアドレスへご連絡ください。 

・宅配便搬入などは受け付けておりません。 

 

b.チラシ配布について 

・持ち込まれたチラシ類は一頒布物として扱います。開催中、サークルスペース外でのチラシ配布を禁止します。 
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6．重要通達事項 
a.WASEKET06における頒布禁止表現の扱いについて 

1-b項、「頒布禁止物」の欄でもお知らせいたしましたが、 

・R-15及び R-18作品 

・法律・条例に違反する作品 

上記二点は作品の内容如何に関わらず、頒布を禁止させていただきます。 

・表現、内容に関して判断がつかない場合、巻末の<お問い合わせ先>のアドレスへご連絡ください。 

・｢早稲田祭 2015｣運営スタッフへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。 

 

b.見本誌確認について 

当日、サークル受付の際に見本誌を提出していただきます。提出していただいた見本誌は、今後の当団体の運営の資料として保管させていただきます。 

また、WASEKET06終了後に見本誌の返却を希望される場合は、当日、受付の際にワセケットスタッフへご連絡ください。 

 

c.コスプレについて 

WASEKET06 ではコスプレ可能です。更衣室は時間制で用意しています。注意事項等の詳細につきましては、別冊「WASEKET06 コスプレマニュアル」を参照してくだ

さい。 

 

d.お昼休憩について 

※ お昼休憩は 12:30から 13:30となっております。お昼休憩中は一般参加者の方が会場に残ることは出来ません。お昼休憩はサークル参加者の方同士や、ワセケッ

トスタッフとの交流をしていただいたり、早稲田祭を見て回っていただいたり、昼食をとっていただく時間としております。早稲田祭当日は大変混雑するので、

昼食を予めご用意していただくことをおすすめいたします。 

※ お昼休憩終了直後は、列が形成されるほどの多くの一般来場者の方がいらっしゃいます。サークルスペースに誰もいない場合一般来場者の方が流れてしまうため、

サークル参加者の方は早めにサークルスペースに戻るようお願いします。 
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7.その他の伝達事項 

a.コミュニティノートについて 

WASEKET06では、コミュニティノートを作成する予定です。 

原則、全サークルから回収させていただきますのでご協力よろしくお願いいたします。 

・コミュニティーノート原稿は WASEKET06当日提出となっております。WASEKET06終了時刻である 16:30までにご提出お願いいたします。 

・原稿サイズは A4でお願いいたします。 

・コミュニティノート原稿は当日、ワセケット運営本部に提出していただけるよう、ご協力、重ねてお願いいたします。 

・完成したコミュニティーノートはデータで、サークル参加者の皆様へ参加の記念として後日、参加登録時のメールアドレスへを通じて配布させて頂きます。 

・皆様から頂いた原稿は、コミュニティーノート作成の目的以外では使用いたしません。その他の無断利用、無断転載はいたしません。 

 

注意事項は以上となります。その他不明な点がございましたら、お気軽に下記の<お問い合わせ先>のアドレスへご連絡ください。 

 

WASEKET06 サークル参加マニュアル 

2015年 9月 30日発行 

発行・編集：WASEKET06準備会  

準備会代表 枝村 智 

文責 杉山 拓希 

      松田 航汰 

 

＜お問い合わせ先(ご質問・ご連絡はこちらに)＞ 

mail：waseket.kouhou@gmail.com  
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・各駅からの早稲田キャンパスへの地図 

 

・高田馬場駅早稲田口からは徒歩約 20分、西早稲田駅 2番出口からは徒歩約 17分、早稲田駅 3b番出口からは徒歩約 5分となっております。時間には十分余裕をも

ってお越しください。 

ファミリーマート（地図の中央やや下部の右端）付近の入口は南門、大隈講堂前の入口は正門となっておりますが、どちらからも校内へ入ることは可能です。 

西早稲田駅 2番出口 

早稲田駅 3b番出口 

戸山キャンパス 

高田馬場駅早稲田口 

大
隈
講
堂 
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・早稲田キャンパス内の地図 

 

・16号館 3階の 303、304、305教室が会場となっております。※早稲田キャンパス｜交通アクセス http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html より転載 


