
【福岡 IGE 出展者向け参加案内】
2022 年 12 月 4 日　初出

◆実施要項
・名称:福岡インディーゲームエキスポ（FUKUOKA indie game EXPO）
・内容:インディーゲームの展示および表彰
・日程:2022 年 12 月 17 日（土）12:00～19:00（最終入場 18:30）
・会場:福岡国際会議場　401～405 会議室
　　　　福岡県福岡市博多区石城町 2-1

・デジタルゲームおよびアナログゲームの展示、
プロモーションと関連グッズの販売を原則として
います。本展示会の内容と関連しない作品の展示
や配布、販売はできません。
・二次創作を含む、出展者が知的財産権を保有し
ていない作品、および成人向け作品の展示や配布、
販売はできません。
・試遊スペースの提供は可能ですが、待機列の発
生等により近隣スペースへご迷惑をおかけするこ
とのないよう配慮をお願い致します。
・試聴や試遊は音量に配慮いただき、可能な範囲
でイヤホン/ヘッドホンのご利用をお願い致します。
・スペース内での配布物/販売物に関する事前申請
等は不要です。
・飲食物の配布や販売はできません。
・スペース内の状況や展示物等について、巡回中
のスタッフが確認および指示をさせていただく場
合があります。

・出展者の配置 No.については 12/11（日）の公
開を予定しております。
・今回は出展者向けチケットは発送されません。
当日はリストを照会し受付を行います。

・1 スペースは横幅 1.8m×奥行 1.5m で構成され
ます。
・1 スペースにつき、机 1 台（幅 1.8m×奥行
0.6m）および椅子 2 脚が設置されます。追加椅子
の貸出はなく、不要な椅子は返却が可能です。ご
自身での椅子の追加は禁止とします。（後述の試
遊者向け椅子を除く）
・1 スペースにつき、電源 1 口が用意されます。
使用可能な電力に限りがありますので、できる範
囲での節約にご協力をお願い致します。
・机の移動は不可としております。試遊者向けの
椅子の設置は 1 脚に限り可能ですが、折りたたみ
式の物をご用意いただき、試遊者がいない間はス
ペース内へ収納するようお願い致します。
・今回の開催ではスペースがかなり限られており
ご不便をおかけ致します。今後の開催に活かした
いと思いますので、ご意見やご提案がございまし
たら開催後アンケートへご記入いただけましたら
幸いです。（アンケートはイベント終了後、ご申
告いただいているメールアドレスへご案内いたし
ます）
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◆ 出展物について

◆ スペースの配置について

◆ スペースの扱いについて



10:00～11:20　出展者入場/設営開始
10:00～11:30　宅配搬入物展開
11:20～12:00　入場受付停止
11:50　　　　　開会のご挨拶
12:00　　　　　開会（一般入場開始）
15:00　　　　　宅配搬出受付開始
19:00　　　　　閉会
19:00～20:00　出展者撤収
20:00　　　　　撤収完了/宅配搬出受付終了

イベント内での催し物スケジュールについては HP
をご確認ください。

なお、閉会後（20 時前後）に細やかな打ち上げを
行う予定です。
お時間に余裕のある方はお気軽にご参加ください。

・開催当日の 10:00 より入場/設営が可能です。
・受付にて入退場用のリストバンドをお渡ししま
すので、1 人 1 つ、ご自身で取り付けをお願いし
ます。（2 枚まで）
・設営等で 3 名以上入られる場合は一般参加者と
同様にお支払いが必要です。（無料チケット保有
者を除く）
・リストバンドは再入場時に確認しますので常に
身に着けてください。会場内でリストバンドを着
用していない場合はお声掛けさせていただくこと
があります。
・入場に年齢制限はありませんが、未就学のお子
様は必ず保護者の方 1 名以上と一緒にご入場およ
び行動されるようお願い致します。
・お子様が他の参加者のご迷惑をおかけする場合
はご退場をお願いする可能性があります。
・開催途中での出展終了は可能です。椅子は机の
下に収納し、運営本部へ一声かけた上でお帰りく
ださい。

・入口正面の駐車場は利用できません。施設北側
の第 1 駐車場をご利用ください。
・車および台車を用いるような大型の搬入出の場
合、正面エントランス側からの搬入出は行えませ
ん。サービスヤード側搬入口から行ってください。
・サービスヤード内での留置きはできませんので、
搬入出を終えた車両はすみやかにご移動ください。
※参考:1F フロアガイド　
https://www.marinemesse.or.jp/congress/org
anizer/floor/
・展示物は机からはみ出さない範囲での設置が可
能です。
・設置物の高さは地面から 1.6m までとし、通路
側から出展者の顔が見えるようにしてください。
・スペース内に床置きの展示物（ポスタースタン
ド等）の設置は可能です。
・会場の壁や柱への貼付は禁止です。
・机や椅子等の貸出品には、ガムテープ等の粘着
性の強い物、クランプ/クリップ等の跡が残る物は
利用できません。
・可能な範囲でスペース No.の掲示をお願い致し
ます。

・延⾧ケーブルや電源タップ、デモ機、映像再生
機器などの貸出はありません。
・事前申請があったスペースのみ、モニターおよ
び PC（キーボード/マウス含む）の貸出を行って
おります。
・貸し出した機材は 20 時の撤収完了までに宅配受
付（  405      号室）へ  ご返却ください。
・重度の損害があった場合には、相応の修理額を
ご負担いただく可能性がありますのでご注意くだ
さい。
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◆ 当日のタイムテーブル

◆ 当日の入退場について

◆ 設営および撤去について

◆ 設備の貸出について



・宅配による事前搬入/搬出を希望される場合は、
事前に定める期間内に協会まで申請をお願いしま
す。
・搬入先は以下の通りです。必ず『元払い』
『12/16　12-14 時着』としていただき、品名欄
に『12/17　福岡 IGE 出展物』の文言と出展者名
（+品名）を記入して発送をお願いします。

　【送り状記入先】
　〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1　
　福岡国際会議場　092-262-4111

・宅配搬出はヤマト運輸にて取り扱います。（着
払い限定）
・撤収時間の当日 20 時までに、伝票を記入/貼付
の上、宅配受付（405 号室）までお持ちください。
（伝票は運営本部にて配布しています。ご自身で
用意された伝票は使用できません。）
・上記を守らない搬入物/搬出物は受付できません。
・運営が発送手続きを代行する形となるため、伝
票の発送控えをお渡しできません。追跡番号は各
自控えていただくようお願い致します。
・宅配利用に際して破損/紛失が発生した場合、当
運営では責任を負いかねますのでご了承下さい。

・会場内では、ご自身のスペース内に限り食事が
可能です。
・水分補給はご自身のスペース内に限らず利用で
きます。
・飲み物は蓋付きのペットボトル/水筒など、倒れ
ても内容物が溢れない物に限り持込が可能です。
・アルコール類の持込は禁止です。（消毒用を除
く）
・会場内にゴミ箱の設置はございませんので、ゴ
ミは各自でお持ち帰りください。施設内のゴミ箱
のご利用はご遠慮ください。
・感染症予防の観点から、飲食中の会話はご遠慮
ください。

・動画の撮影および配信、盗撮行為は禁止です。
・個人やサークルが私的範囲（HP/SNS 等）での
掲載を目的に撮影を行うことは可能です。
・人が写り込む場合は、対象者へ個別に撮影およ
び掲載の許可を得て行ってください。
・他の出展者の出展物を撮影する場合は、該当す
る出展者へ許可を得て行ってください。
・ステージ登壇者の登壇中の撮影は可能です。
・フラッシュやライトを用いた撮影はご遠慮くだ
さい。
・スタッフの判断で撮影の中断をお願いする場合
があります。
・スタッフの撮影は禁止とします。（ステージ上
にいる場合を除く）

・ステージ向かって左奥に運営本部を設けていま
す。
・椅子の返却や忘れ物の届け出、質問等は本部で
承ります。
・スタッフの人数が限られますので、本部が不在
の時があります。近くのスタッフまでお声掛けく
ださい。
・緊急の要件の場合は、ステージを進行している
スタッフにお声掛けいただいても構いません。
・怪我人や急病人、災害発生時はご自身で
「110」「119」はせず、必ず運営本部かスタッ
フまでご連絡ください。施設担当者と連携を取り
対応致します。
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◆ 宅配による搬入出について

◆ 会場内での飲食について

◆ 撮影について

◆ 運営本部について



・参加スペースの譲渡
・入場用リストバンドの売買/交換
・自スペース外へ荷物や展示物を置く行為（試遊
時の椅子を除く）
・コスプレ（キャラを模した帽子など、軽微なも
のを除く）
・極度な肌の露出、顔が隠れる被り物の着用
・生物の持ち込み（盲導犬その他身体障がい者の
活動を補助する動物を除く）
・危険物の持ち込み（2m を超える⾧物/木刀/モデ
ルガン等）
・火器/発煙物の使用（ライター/タバコ等）
・強い臭いを発する物の持ち込み
・過度な照明装置の持ち込み
・他スペースの迷惑となるレベルの音量での音声
再生
・強引な押し売り、大声での呼び込み
・スペース外でのチラシ等の配布
・宗教の勧誘行為
・許可のない写真撮影、録画/録音（『◆撮影につ
いて』もご確認ください）
・会場内の設備を傷つけたり汚損する行為
・その他、他者に迷惑や損害、不利益をかける行
為、危険行為、不法行為

『◆施設の注意事項/禁止事項』も併せてご確認く
ださい。

・出展キャンセルの場合はなるべく早めに運営ま
でご連絡ください。（返金不可）
・感染症に罹患した場合は参加不可となります。
返金を行いますので運営までご連絡ください。
・運営側/会場側の判断により開催が中止となった
場合は後日返金を行います。
［開催中止の例］
　・国や自治体、会場から開催の自粛要請が行わ
れた場合
　・震度 5 以上の地震が発生した場合

・入場受付時に検温を行います。風邪症状のある
方、37.5 度を超える方はご入場いただけません。
・新型コロナウイルスを含む各種感染症の感染者
の方、濃厚接触がある方、海外から入国後待機期
間中の方はご入場いただけません。
・出入口に手指消毒用アルコールを設置しますの
で使用をお願い致します。
・自スペースについては各自で定期的な消毒をお
願い致します。
・スペース内の出展者は最低限の人数に留めるも
のとし、3 名以上滞在することのないようお願い
致します。
・各スペース間での仕切りの設置はありませんの
で、お互い配慮ある行動をお願い致します。
・会場内ではマスクの着用が必須となります。
（飲食時を除く）
・マスクを着用しない状態での会話や、着用して
いても大声での会話はご遠慮ください。
・各種ガイドラインに則り、会場内の人数制限を
行う場合があります。
・開催後 1 週間以内に感染症を発症した場合は協
会までご連絡ください。

・落とし物を見つけた際は運営本部までお届けく
ださい。
・落とし物/忘れ物は運営（福岡インディーゲーム
協会）にて 1 ヶ月保管致します。HP の問い合わせ
フォームより詳細を記入の上お問い合わせくださ
い。
・貴重品（財布等）は 1 ヶ月を待たず警察へ届け
出る場合があります。
・会場（福岡国際会議場）へ届けられている場合
がありますので、併せてご確認ください。
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◆ その他禁止事項

◆ キャンセルや中止について

◆ 感染症対策について

◆ 落とし物 / 忘れ物について



・館内でフリー Wi-Fi『FCC_Free_WiFi』が利用
できます。接続後、ブラウザを立ち上げてご利用
ください。
　※回線速度やセキュリティ面の保証はできかね
ます。
・会場内は禁煙ですので、喫煙は 2F デッキで、マ
ナーを守ってご利用ください。
・お手洗い/AED/消火器は各階に設置されていま
す。

交通案内/駐車場案内は、当イベント HP 内に掲載
されています。

・施設の利用にあたっては 、施設職員の指示に
従ってください。
・トイレ等の待機列では、人と人とが触れ合わな
い間隔を確保してください。
・イベントと関係ないエリアには立ち入らないで
ください。
・イベント終了後は速やかにご帰宅ください。

・運営母体:福岡インディーゲーム協会（FIGA）
　https://www.fukuoka-indiegame.com/

☆FIGA では、各イベントや協会の運営をお手伝い
いただけるボランティアの方を常時募集しており
ます。

当イベント内での盗難/紛失やユーザー間トラブル
等において、運営は一切の責任を負いかねます。
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◆ 施設案内 ◆ 運営について

◆ 施設の注意事項 / 禁止事項

◆ 免責事項


