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P3…あいさつ・もくじ
P4…一般参加案内
P5～8…ご注意漫画（centimeters/村乃まち様）
P9…感染症対策について
P10…ハンドサインのご提案
（黎明ネルトリンゲン/稀周悠希様・黒井みめい様）
P11…周辺案内
P12・13…館内案内図
P14・15…サークルリストSP順
P16・17…サークルリストサークル名順
P18～P64…サークルカット
P65～P68…広告ページ
P69～P71…特別寄稿
「日本を目指す熊野botさん特別インタビュー」
P72…奥付
　

神戸かわさき造船これくしょん8 イベントパンフレット

10：30～サークル入場開始時間
11：30～13：20…前段作戦スタート
13：40～15：30…後段作戦スタート
15：30…コスプレ更衣室終了
15：30…イベント終了予定

※イベントスケジュールは変更となる場合がございます。

KOBE 
INTERNATIONAL
EXHIBITION HALL

神戸かわさき造船これくしょん8ご参加ありがとうございます。主催の瀬角（せすみ）です。

新型コロナウイルス感染症による不透明な情勢が今も続いています。

イベント・同人誌の世界を取り巻く状況も厳しい状況であり、

創作活動においても影響が見受けられ大小の影響を受けておられるかと思います。

創作活動の発表の場としての同人誌 即売会のあり方についてもご意見あるかと

思いますが…。また皆様と笑顔でイベントを楽しめるように、この場を存続させて

いければと思います。色々な制約があり、ご協力をお願いすることも多いですが…。

皆様のお力添えをいただきイベントをお楽しみくださればと思います。

スケジュール
Schedule

目  次
 Con ten t s

初風 Illust:Southern Blot様（ゑゐち様）
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●来場方法のご案内
・周辺は、ビジネス・住宅街です。近隣の住民の方の迷惑となります。必ずチケット
に応じた入場時間にご来場ください。※徹夜及び早朝の来場は絶対に駄目です！
・来場の際は混雑を避けるためポートライナー・バスなどの公共交通機関をご利用の上、分散来場にご協力ください。
・分散来場としてお車で来場する場合、会場には駐車場のご用意はございません。付近の駐車場をご利用下さい。

●カメラ撮影について
・今回はコスプレカメラ撮影登録は御座いません。予めご了承ください。
　一般参加の方はコスプレイヤーの撮影はできませんのでご注意ください。
・撮影可能エリア以外での、他参加者が映り込むような無差別の写真撮影（スマフォ・カメラ共に）ビデオ撮影・
　動画配信は固くお断りすると共に、参加をご遠慮いただく場合がございます。
・撮影可能エリアは当日掲示物にお知らせいたします。等身大 POP・自衛隊車両などは大丈夫です。

●会場内での諸注意
・会場内はマスク着用を徹底してください。
・大声で会話・歌う・踊る等の周囲の迷惑になるような行為は、感染症対策の見地からも禁止いたします。
・会場周辺の公共部分や会場周辺での座り込み、同人誌の仕分け・閲覧などはご遠慮ください。
・会場内での座り込みや通路での立ち止まりはご遠慮ください。
・防災上の理由から、非常口や消火栓・消火器の周りに物を置いたり、座り込んだりしないでください。
・荷物の管理は各自でお願いします。紛失等のトラブルは、当イベントでは対応できかねますのでご注意ください。
・会場内は禁酒禁煙・火気厳禁となります。※会場感染症対策により喫煙場所がございません。
・ゴミは各自お持ち帰りください。感染症対策として、ごみ箱は設置しません。イベントの運営のため、ご配慮いた
だけますと幸いです。
・会場内の備品を汚したり、破損させた場合、弁償していただくことがありますのでご注意ください。
・怪我をしたり、気分が悪いと感じられた方は、お近くのスタッフまでお申し出ください。特に暑い日の開催となりま
すので水分補給をしっかりとしてください。
・会場内で不審な荷物などを発見された方は、絶対に触らず、お近くのスタッフにお知らせください。
・その他、危険な行為や他の参加者の方の迷惑になるなどの行為は禁止し、スタッフの指示に従って頂けない場合は、
退場いただく場合がございます。

●持ち込み禁止物について
※以下のものは会場への持ち込みを禁止させていただきます。

・各種法令・条例等に抵触する恐れのあるもの。

・誹謗中傷・周囲に迷惑をかけたり、不快な思いをさせる恐れのあるもの。

・混雑時に持ち歩いたり身につけていると、他人の迷惑となったり危険性のあるもの。

・材質を問わず、飛んだり転がったりするものや、防災上問題があるもの

（例：ボール、燃料、花火、発電機、大量のマッチ・ライター・バッテリーなど）

・動物（身体障害者補助犬を除く）

・その他、スタッフが危険、もしくは他の参加者の迷惑になると判断したもの。

こちらでイベント終了までお預かりするか入場をご遠慮いただく場足がございます。

●チラシ配布について（イベント団体方へ）

今回、感染症対策として同人誌即売会などのチラシ配布はお断りいたします。

チラシ置場を設置いたしますので、そちらにて展開していただければ幸いです。

一 般 参 加 案 内

有明 Illust:ティンクルスター様（藍川様）











09神戸かわさき造船これくしょん8

会場・関係各所とも協議を行い、政府の方針にて決められたイベント定員を厳守し開催いたします。
兵庫県から発表された内容を確認した上で感染症対策を実施いたします。
これまでの同人誌即売会のスタイルとは大きく異なるイベントになりますが、皆様のご協力をお願いします。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたお願い・・・https://kobe-cc.jp/ja/news/6366/
●兵庫県大規模イベント開催に係る事前相談等について・・・
　https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/daikiboibennto.html?mode=previewin0413.html

万が一に備え連絡が可能な状態とするため情報を入力してチケットを購入いただきます。
●入場時の検温・・・サーモカメラのでの検温を実施。当日、検温時に37.5度以上の発熱がある場合、
また、風邪の症状がある方も来場をお断りいたします。
●マスク着用の徹底・・・イベント中はマスク着用を徹底してください。また「不織布」マスクの着用
を強く推奨します。マスク着用が出来ない方は入場をお断り・退場いただく場合がございます。
※マスクがない場合は本部にて販売しますが、数に限りがありますのでなるべく用意をお願いします。
●消毒の徹底・・・会場に消毒スペースを各所に設置します。適宜消毒をお願いします。
●会話は控えて・・・要請により、近距離での対面での会話・大声の会話などについては厳禁です。
会話する場合も必ず距離を保ち対策を行うなどの対策をお願いします。イベントの楽しみではありますが
ハンドサインを提案いたします！→次のページにて説明いたします！
おすすめのハンドサインについて黎明ネルトリンゲン様にご協力いただきました！
●密集の回避・・・身体的距離を1ｍほど開けて他の方との距離を開けていただくようにお願いします。
●空調による換気・・・会場内を空調にて換気する他、搬入口を開けて、空気を換気しています。
●帰宅時もご注意を・・・帰宅するまでがイベントです。交通機関の分散利用・飲食店の利用を控える
などの対策をお願いします。
●対策システムの導入・・・COCOAや兵庫県新型コロナ追跡システムを
　導入をおこなってください。万が一の場合は通知がおこなわれます。

感染症対策にご協力をお願いします。

感 染 症 対 策

●以下の方は入場をお断りします。
・新型コロナウイルスの濃厚接触者・感染陽性者。
・海外から帰国後二週間を経過していない方。
・検温時に37.5度以上の発熱がある方。
・せき・のどの痛みなどの風邪症状がある方。

鬼怒 Illust:製作所Y様（yo-suke 様）

Illust:いのなか工房　（呉二朗様）
マスク着用をお願いします。 他の人との距離を確保してください。 手指の消毒をお願いします。

感
染
症
対
策
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
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会場周辺は、住宅と会社ビル・病院などが集中する、ポートアイランドの中心に位置します。そのため、周辺の方のご迷惑に

ならないように配慮をお願いします。またホテルなども多いため非常に便利な場所です。

ローソン

神戸国際展示場
1号館

神戸ポートピアホテル

ファミリーマート

ノエビア 至三ノ宮駅

至神戸空港

ワールド記念ホール

ポートアイランド
スポーツセンター

神戸国際展示場
2号館

神戸国際展示場
3号館

南公園

フジッコ

西口

東口

市民広場駅

ポートピアプラザ

がん医療センター

ポ
ー
ト
ライ
ナ
ー

レストラン街

アリストンホテル神戸
神戸商工会議所
バス停

P

P
P

P

※地下駐車場

P
※地下駐車場

ワールドビル
ローソン・ATM

神戸国際会議場

市民広場駅改札前にセブン銀行ＡＴＭがございます。もしくは、コンビニ

ATMをご利用ください。イオン銀行ＡＴＭがみなとじま駅のグルメシティに

ワールドビル内に『三菱東京UFJ』『三井住友銀行』のATM があります。

ゆうちょ銀行は近くに日曜日も稼働しているATM・郵便局はありませんので

注意をお願いします。

ローソン・・・神戸商工会議所バス停近くと、ワールドビルの二店舗がございます。

ファミリーマート・・・ポートピアホテルの1F にあり、徒歩3分ほどで到着します。

グルメシティー・・・ポートライナー「みなとじま」駅前にあります。100円ショップ

もあり、文房具なども購入可能な他、レストラン街もあります。

トーホーストア・・・こちらのお店もポートライナー「みなとじま」駅前にあります

お
買
い
物

Ａ
Ｔ
Ｍ 

駐
車
場

神戸国際展示場三号館の裏側、二号館地下に駐車場がありますが、台数が
限られていますのでご注意ください。周辺には、駐車場が多くあります、可能
でしたら周辺の駐車場をご利用ください。
但し、周辺の方の迷惑にならないように十分にご配慮ください。

周辺について

会場
周辺図

足柄 Illust:ほしにれ様（壬様）
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【生田2】八洲書堂様の厚意により、天上寺の
摩耶のレリーフの木型を特別展示いたします！
是非、ご覧ください！

摩耶レリーフ木型展示自衛隊ブース…兵庫地方協力本部様に今回もご協力いただき、
自衛隊車両の展示・自衛隊活動の写真展示などを実施します。
※感染症対策の関係で、前回と展示内容が異なります。

メロンブックス様…サークル様の同人誌の委託受付を行います。

自衛隊ブース・メロンブックス

等身大POPの展示…会場にて等身大POPを展示します。
●熊野…黎明ネルトリンゲン様（稀周悠希様・黒井みめい様）　●榛名…ChicaLinda様（かすみ様）　
●飛鷹…Emergency Yellow様（倉咲みや様）●伊勢…オチンチンリーチ！（田川げんご様）　●瑞鶴…傷心軟弱ライン（虻様）

Pick
Up!
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芦屋川01…薄山館様
創作活動・テレワークに最適なワークチェアの展示・販売。
HP：https://www.haksankan.com/

芦屋川02…背景倉庫様
漫画の背景素材・感染症対策グッズの頒布
HP:https://haikeisouko.com/

芦屋川03…整体スペース
医療系国家資格保有者による施術を実施します。
10分1,000円となります。お気軽にお立ち寄りください。

企画スペース　芦屋川

コスプレ参加の方の撮影・受付はこちらのエリアで
実施しています。譲り合ってご利用ください。
※コスプレ参加の方以外の撮影はご遠慮ください。

一般参加の方の更衣室利用は
15：30で終了しますのでご注意ください

コスプレ参加者向けエリア

コスプレ参加者
向けエリア

今回も企画スペースに出展頂いています！
是非、お越しください！　

本部にて、今回のイベントの記念グッズを頒布予定です！
●A4クリアファイルバック：各￥500
・熊野デザイン…黎明ネルトリンゲン様（稀周悠希様・黒井みめい様）
・榛名デザイン…ChicaLinda様（かすみ様）
●神戸×艦これポーチ：￥500…主催デザイン
●イベントパンフレット…￥2,000

企画頒布のご案内

伊良湖 Illust:きのこどんぐり様（どんぐり様）

芦屋川…ごろごろ岳（観測当時565.6ｍの標高が由来）
から流れる芦屋川・支流に神戸が源流の高座川があり、
ハイキングスポットである高座の滝が位置します。
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有馬1│az+play│赤りんご
有馬2│Chica Linda│かすみ
有馬3│@CTION ZERO│おきのす
有馬4│centimeters│村乃まち
有馬5.6│フトフトマルマル│alakoala
有馬7│焼肉倶楽部│シュヴァ
有馬8│GP-KIDS│高菜しんの
有馬9│GUNP│GUNP
有馬10│NEL×3NE│吉田雪晴
有馬11.12│CRAZY FOX＋サルコメ│狐野ヲタケ
有馬13│いどんち│いど
有馬14│オチンチンリーチ！│田川げんご
有馬15│傷心軟弱ライン│虻
有馬16│木綿シリコン│川科
有馬17.18│なぐもカレー部│なぐも
有馬19│けふあす│じゃこ
有馬20│どん底かしわめし│マスクザＪ
有馬21│行軍日誌│でど
有馬22│ツキトコオリノ│双月氷雨
有馬23│ティンクルスター│藍川琉々
有馬24│プラハ計算機│スグエ鉄塔
有馬25│曖昧me│紅雨ヒヨヨ
有馬26│ととていすと│すずきとと
有馬27│ぐらんぷりえ。│ななはむ
有馬28│こるり屋│こるり
有馬29│にじすてっち│小鞠
有馬30│遊閑地│こずみっく
有馬31.32│黎明ネルトリンゲン│稀周悠希・黒井みめい
有馬33│いられまい│煎餅
有馬34│SANDAN│くるん
有馬35│ユキウサギ│雪国裕
有馬36│さつみんぐ！│甘藷ヘビ&さつみ
有馬37│INST│Interstellar
有馬38│夢妙堂│にゃかあき
有馬39.40│世間の片隅│蛙山芳隆
六甲1│瀬野部屋│せのん
六甲2│レモンの花咲く場所│JOY
六甲3│スーパートイレチャンタイム│トイレチャン
六甲4│大鳥居製麺所│高杉ヘップ
六甲5│淡雪書店│狭衣
六甲6│ラビリンスの迷宮│たも２
六甲7│電童閣│くろれら
六甲8│まみよい│伊藤のゆ
六甲9│Marrivair│あそう まさと
六甲10│Falco d'argento│うさ丼
六甲11│過給的速やか重工│有江洲歩恵
六甲12│鳥小屋│TBM
六甲13│ゆきのまちかど│日向ゆう
六甲14│小幌忍団│安田かつのり
六甲15│充電機関│非労働英雄
六甲16│茶漬物語│御茶ノ水 啓太郎
六甲17│銚子第二潜水戦隊│ひよどり
六甲18│HMS　Cygnet│ちひろ
六甲19│亜利栖エンジニアリング│haya
六甲20│C-Astern│名城ミヤコ
六甲21│飛び石│飛び石
六甲22│美翼工房│風南春樹
六甲23│のくた庵│のくた
六甲24│転倍屋│テンバイヤ
六甲25│SCREW STEAMER│Chica

有
馬

青
木

六
甲

六甲26│微パルプ環状線│ナギ 
六甲27│Fleet Girl Architects│川口 一
六甲28│闇LAB.│闇語士
青木1│アンバリヅカ│しーさいど
青木2│はっぱろぐ！│葉葉波
青木3.4│まどさんランチ│mado
青木5│四月のままのカレンダー│kuuru
青木6│海をさがす│una_giman
青木7│漆羽事務所│からすま くらは
青木8│いのべ～と│転進甘栗
青木9│鈴鳳│ひよし
青木10│あかねのね│仏さんじょ
青木11│胚胎│ドドもり
青木12│東京アルストロメリア│春野ほたる
青木13│ほしにれ│壬
青木14│ダイヨンシークエンス│えせる
青木15│幽玄トシティル│リック
青木16│四〇八出版部│borl.
青木17│加賀白山工廠│こにー
青木18│碇屋工房│明日、いかりや。
青木19│ペンタグラム│ペンタ
青木20│毛玉製作所│ウール
青木21│地球ロック│トゲんぼ
青木22│かふぇいん│京鳴　緋彩
青木23│巻き戻すこと│Vii
青木24│WhiteList│だろう
生田1│さざなみ壊変│かずぴー
生田2│八洲書堂│万作
生田3│趣味の友社│ヴィットマン
生田4│十月工廠│十月工廠
生田5│サラマンダーペンギン│たいち
生田6│三途の山│みそにこみ
生田7│遊水亭│てら師
生田8│六号写真工廠│mi
生田9│猫狐│楓崋
生田10│NoPlan│ソナチネ
生田11│珍・MEIYO狼牙団│睦月賢
生田12│瑞典堂│八九
生田13│たまや│たまや
生田14│青葉蘭│天城
生田15│パラオ泊地│伍長P
生田16│スタジオゴンドワナ│有馬桓次郎
生田17.18│もにゅっと│ふにゃ
生田19│準備会スペース│
生田20│Miniature box│黒野良
生田21.22│『清水屋本圃/縫製部』│いりす
生田23│蒼碧旗工務店│ガン・グリーンマン
生田24│準備会スペース│
生田25.26│逸遊団│ひびの
生田27.28│UPFG艦艇史料研究会│omi.
突堤1│渚の声│実川葦
突堤2│柏処－かしわどころ－│カシワ
突堤3│きゃらめるかぷち～の│宮原みやこ
突堤4│moonMalus│b/tsuki
突堤5│ちょー人計画│ちょー
突堤6│my route│kentan
突堤7│ビール大好き│ぬふぅ
突堤8│木耳商会HD│奇くらげ
突堤9.10│栄屋│栄泉　米
突堤11│朝昼三時夜深屋│壱日伍食
突堤12│あんころ藻ち│もっさりー
突堤13│わーくすあーつ│冬山あんり

突堤14│fullauto firing│ひざきりゅうた
突堤15.16│魔法堂☆羽つき│泪橋チャンプ
突堤17.18│M＆M1号店│七綾真雪
突堤19.20│INARI-orange-factory│シロきつね
突堤21│えくれあ工房│和俊
突堤22│主の本棚│AMANAGI
突堤23.24│さといも牧場│にょにょんば太郎
布引1│まっどきゃっぱぁ│やしろたけし＆浮草流雲
布引2│Heliosphere│Zan
布引3│ハルハナ│鞠月ハル
布引4│花楸樹│楸
布引5│Cherry A│亜桜日奈
布引6│準備会スペース│
布引7│Arcaloid│神谷 氷華
布引8│[Ainmoral;]│幸和あいき
布引9│COLORS│りいち
布引10│あーるけぃとぅるーす連合艦隊│
　　　　ヲトヒメゼロ
布引11│ひつじのねごと│音琴ひつじ
布引12│準備会スペース│
布引13.14│幻視工房│清殿
布引15.16│NoName?│もしゃいの
布引17│鎮守府生活教導団│m4go
布引18│幻奏月華園│自然科学部
布引19.20│玉乃露／チタナイト│玉露
布引21│K.F.D│ならせんせ
布引22│準備会スペース│
布引23.24│コンパス堂│山方兵庫
布引25.26│すたじおばるちっく│高鷹与一
布引27.28│アロン亭│アロン
三宮1│ぼっち戦隊│くが たおる。
三宮2│いのなか工房│呉二朗
三宮3│らうたし│いと
三宮4│縁々堂(仮)│縁々
三宮5│ひよこみかん農園│ピコン
三宮6│櫻儚社 with 開眼ギャップ│ソルド
三宮7│ユメノアト│大井町ガタック
三宮8│猫とおこたがあればいい│乾虎徹
三宮9│ひよっこかぷせる│ぴよぼむ
三宮10│udof│ひびきん
三宮11│藻類行脚│藻脚
三宮12│Emergency Yellow│倉咲みや
三宮13│SouthernBlot│ゑゐち
三宮14│きのこどんぐり│どんぐり
三宮15│おいもキングダム│ぴす太
三宮16│HAPPY LAND│大河
三宮17│Chi・to・seどりーむ│悪代官千歳
三宮18│さんえす工房│さんえす
三宮19│業務用ランドセル│はますけ
三宮20│びよらんて│びよらー
三宮21│真っ白屋│真白しんや
三宮22│紅譚舎│村雨龍
三宮23│white × reset.│ましろ.あー。
三宮24│フォーリンスター・ルミエ│綾城うしお
摩耶1.2│舞鎮駆逐隊team-orange-road│翁
摩耶3.4│ヒッチハイカー│ボルゾイ
摩耶5.6│D.D.D│チャンコ増田
摩耶7.8│あゆ屋│北崎あゆむ
摩耶9│準備会スペース│
摩耶10│PFIきかく處│Cun
摩耶11.12│痛ジーンズ製作委員会│バヒョウ
摩耶13│circle82│はづきふたひ

三
宮

生
田

摩
耶

突
堤

六
甲

突
堤

布
引

SP│サークル名│ペンネーム
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和
田
岬

新開地28│日刊桐沢・キノコ灯│桐沢十三
和田岬1│KusakabeWorks│草壁
和田岬2│ロカタ│ショーコ
和田岬3│離陸点│夏見こま
和田岬4│猫空茶藝館│しゃおこー
和田岬5│らじおテクノ助│本宮涼
和田岬6│アトリエたっぷだんす│たっぷだんす
和田岬7│放課後のメガネ│ヲκyu
和田岬8│タコヤキ倶楽部│タコ
和田岬9│前足集団│いぬのかきかけ
和田岬10│桜苑│桜井
和田岬11│クランロア│とと
和田岬12│カドベヤ│北川
和田岬13│かざりのり│ひらう子
和田岬14│文萌開花│えりけんぬ
和田岬15│香月堂│香月つばさ
和田岬16│遊幻街舎│虎と明太子
和田岬17│暁の西村艦隊│騎槍
和田岬18│honma青葉│honma
和田岬19│MB工房│MASAKI
和田岬20│変調タングステン│高菜
和田岬21│OLD UNIVERSE│KENTAR
和田岬22│PoPPiN' PRiSM│雪村こだま
和田岬23│雨洩り宿│空向
和田岬24│crocus│訊
湊川1│白黒ぱんだ│とだかづき
湊川2│KAGUTSUCHI│火産霊神
湊川3.4│駄さんの隠れ家│駄
湊川5│巻紙屋│サンド
湊川6│準備会スペース│
湊川7│隼雲巡堂│八雲　零
湊川8│Atelier.K.T│コティ
湊川9│七味家本舗│七味唐からし
湊川10│Black lacquer│黒漆
湊川11│HumanSystem│織越　篠
湊川12│Peak to Peak│CRUSADER
湊川13│玉砕島│３８式
湊川14│日常の狭間│あんけん
湊川15│らびんとら│ぽるさす
湊川16│RED RIBBON REVENGER│魔公子
湊川17│STEELACT│二条かため
湊川18│AGRESSIVE│タクト
湊川19│玄室裏古墳堂│埴輪
湊川20│ネオベルさん家の。オムライス│ネオベル
湊川21│A(C)│そめごろー
湊川22│ナツノウミ│ばんそーこ
湊川23│籃桜庵│猫目洞
湊川24│女子に踏まれ隊│うぇ
湊川25│猫兎│猫の者
湊川26│ハニカミですとろい家│星梨茄すび
湊川27│zo-on thick│赤野ヒルネ
湊川28│不可思議│玉沢円
須磨1│きらきらランド│でぃすと
須磨2│えるるはいむ│ろころこ
須磨3│超葱理論│しあごん
須磨4│13月の街│たこ輔
須磨5│CASTLEPOINT│てぃーえー
須磨6│ポマメBX with 薄山館│白河清兵衛
須磨7│桔梗公園│橙色桔梗
須磨8│柚子湯＆新海堂書店│筒井　
須磨9│SKT│MS長官
須磨10│飛信亭│飛龍信濃

須磨11│グラハム屋│Tiger
須磨12│?'s│織匡俗
須磨13│ふとんラヂオ│小江戸
須磨14│Easygoing│ナオ
須磨15│Leaflet│カタバミ
須磨16│コーヒーとチョコレート│ハツカネスミ
須磨17│Mystic Lab│ヒバリ
須磨18│Easter Aircraft│かんきつ
須磨19.20│プレシオ行進曲│なごむ
須磨21│紅炉スラグ│加古丸
須磨22│レフト工業│アギ
須磨23│みはてく│辻一穂
須磨24│HYPER BRAND│石原ますみ
一ノ谷1│勝亦鎮守府│偽コウモリ
一ノ谷2│むじたん│つむじぃ
一ノ谷3│Convallo-stick│halogen
一ノ谷4│フクロウ王国│ふくろーさん
一ノ谷5│PLAYGIRL.│亜結まゆ
一ノ谷6│ハニー系まんじゅう│えまはな
一ノ谷7│準備会スペース│
一ノ谷8│A-sign│相沢タツユキ
一ノ谷9│ぐちゃもこ通信局│ぐちゃもこ
一ノ谷10│フワチン│タクミソ
一ノ谷11│ROCK`inChair│ジンナイ
一ノ谷12│ぴこぴこ亭│いのうえみたん
一ノ谷13│お解りいただけただろうか│海山そぜ
一ノ谷14│VALRHONA│みまむぃ
一ノ谷15.16│Lunatic Prophet│有村悠
一ノ谷17│LHEZI│黒田しょーへい
一ノ谷18│葉が紅│立石くれは
一ノ谷19│マーボーナス│ナッス君
一ノ谷20│準備会スペース│
一ノ谷21│PHYLACTERY│鷹瀬あさぎり
一ノ谷22│BlueMage│あおいまなぶ
一ノ谷23.24│富士浅間堂│天村 正希
一ノ谷25│M.A.D WORKS│たむ
一ノ谷26│Childhood's End│たるひ
一ノ谷27.28│魔法探偵社│光姫満太郎
舞子1│ナツコトニコミ│夏野 菜。
舞子2│ぴがふぇった│明日葉友婁
舞子3│じゅ～し～はるさめ│ちゃけ
舞子4│宇宙猫軍団│雨水RikaON
舞子5│鎧袖一触のサイドスロー│あさと
舞子6│Winter-town│冬の街
舞子7│しきワークス│しき とわや
舞子8│ミョンタズム│ふぁんたずむ
舞子9│有限差分時間旅行│鍋とも
舞子10│Noctiluca│嶌子
舞子11│BLUE CATTY│まっぷ
舞子12│もちまこ│もちまこ
舞子13│追い剥ぎチキン！！│鶏肉戦士チキンマン
舞子14│望想竹│青嵐
舞子15│１０６ｍ│黒烏龍
舞子16│かなでや│KANADE
舞子17│アンジェロウイング│skypixter
舞子18│ねいばーず│November
舞子19.20│ODDSTAR│G=ヒコロウ
舞子21│メテオストライク日和│浅野和成
舞子22│甘口マスタード│ちぇの
舞子23│RGRAYT│miyako
舞子24│盛岡社中│星ナオスケ

舞
子

湊
川

須
磨

新
開
地摩耶14│CANDY POP│春風うにぽ

摩耶15│一球入魂│社長
摩耶16│3260│三郎
摩耶17│White Identity│御宮内
摩耶18│村営団地│とおくのむら
摩耶19│鮭乳乳業│SORI
摩耶20│水球晶庭園│川底なびく
摩耶21│準備会スペース│
摩耶22│寄集堂本舗│かさぎ修羅
摩耶23│酒保達磨屋│フラワーコウ
摩耶24│宇古木亭│宇古木蒼
摩耶25│新スクの淵から│笹松しいたけ
摩耶26│イットウジンギ│二階堂ぶんぶく
摩耶27.28│バイタルパート│でんか
灘1.2│イージーシュートプロジェクト│大我 韻
灘3.4│北方樂所│お覚え。
灘5│Casket│Escarmew
灘6│うみのいへ│ずいちゃん
灘7│チョコっとクーヘン│楽々会長
灘8│らぃすかれぇ│征（ぎょうにんべんまさし）
灘9│好事屋跳び箱│jump
灘10│本日欠席してます│丈二
灘11│NAGIism│なぎ
灘12│noPland│mosuke
灘13│三米計画│3meter
灘14│SEA-MOON│海月　いつき
灘15│${circle_name}│Maretol
灘16│めこん亭│谷町めこん
灘17│Tages-AnbrucH│東雲れいめ
灘18│ちきん・ダイバー│砥石
灘19│空飛ぶ蒸かし芋│戸澤
灘20│マグまぐ堂│へっぽこ工房主
灘21.22│（合）俺たち│海渡　道行
灘23│Humpty Dumpty│水神流良
灘24│ズイカク│くろかい
新開地1│うっかり堂│いなりさつき
新開地2│うたひめ│和泉まさし
新開地3│Mebiusの環│にゅくす
新開地4│初球デッドボール│コウディエ
新開地5│出町柳文庫│特急
新開地6│準備会スペース│
新開地7│Buffet│みはえる
新開地8│夜戦屋│やますけ
新開地9│軌道回路│いながわ
新開地10│北伏見鮪流通センター│ドアが開かない
新開地11│英-Hanabusa-│相良
新開地12│回転うまい棒│Zima
新開地13│ぽんぢる│ぽん
新開地14│鮎魚女麻斉崙│塒メル
新開地15│イヌヤマカガシ│赤口ユウダ
新開地16│The HORIZON│Tsurugi
新開地17│びり井システム│びりぃ
新開地18│Pop On Imaginary│取手ぽっぽ
新開地19│製作所Y│yo-suke
新開地20│モリモンの森│MORITA
新開地21│準備会スペース│
新開地22│椰子の実農園│仮椰子さん
新開地23│よろづ屋本舗│ひーらぎ
新開地24│LUCK&PLUCK!Co.│天宮遙
新開地25│CocooN│コクーン
新開地26│Aシステム│成田紘
新開地27│いもほり農場│壱河ふぇーす

灘

新
開
地

摩
耶

須
磨

一
ノ
谷

有馬4
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SP│サークル名│ペンネーム 一ノ谷17│LHEZI│黒田しょーへい
須磨2│えるるはいむ│ろころこ
三宮4│縁々堂(仮)│縁々
舞子13│追い剥ぎチキン！！│鶏肉戦士チキンマン
三宮15│おいもキングダム│ぴす太
三宮6│櫻儚社 with 開眼ギャップ│ソルド
六甲4│大鳥居製麺所│高杉ヘップ
和田岬21│OLD UNIVERSE│KENTAR
有馬14│オチンチンリーチ！│田川げんご
舞子19.20│ODDSTAR│G=ヒコロウ
一ノ谷13│お解りいただけただろうか│海山そぜ
舞子5│鎧袖一触のサイドスロー│あさと
新開地12│回転うまい棒│Zima
青木17│加賀白山工廠│こにー
六甲11│過給的速やか重工│有江洲歩恵
湊川2│KAGUTSUCHI│火産霊神
和田岬13│かざりのり│ひらう子
突堤2│柏処－かしわどころ－│カシワ
一ノ谷1│勝亦鎮守府│偽コウモリ
和田岬12│カドベヤ│北川
舞子16│かなでや│KANADE
青木22│かふぇいん│京鳴　緋彩
布引9│COLORS│りいち
有馬9│GUNP│GUNP
須磨7│桔梗公園│橙色桔梗
突堤8│木耳商会HD│奇くらげ
新開地10│北伏見鮪流通センター│ドアが開かない
新開地9│軌道回路│いながわ
三宮14│きのこどんぐり│どんぐり
布引21│K.F.D│ならせんせ
灘5│Casket│Escarmew
須磨5│CASTLEPOINT│てぃーえー
突堤3│きゃらめるかぷち～の│宮原みやこ
摩耶14│CANDY POP│春風うにぽ
三宮19│業務用ランドセル│はますけ
湊川13│玉砕島│３８式
須磨1│きらきらランド│でぃすと
須磨12│?'s│織匡俗
和田岬1│KusakabeWorks│草壁
一ノ谷9│ぐちゃもこ通信局│ぐちゃもこ
須磨11│グラハム屋│Tiger
有馬27│ぐらんぷりえ。│ななはむ
和田岬11│クランロア│とと
有馬11.12│CRAZY FOX＋サルコメ│狐野ヲタケ
和田岬24│crocus│訊
青木20│毛玉製作所│ウール
有馬19│けふあす│じゃこ
布引13.14│幻視工房│清殿
湊川19│玄室裏古墳堂│埴輪
布引18│幻奏月華園│自然科学部
有馬21│行軍日誌│でど
灘9│好事屋跳び箱│jump
三宮22│紅譚舎│村雨龍
和田岬15│香月堂│香月つばさ
灘21.22│（合）俺たち│海渡 道行
須磨21│紅炉スラグ│加古丸
須磨16│コーヒーとチョコレート│ハツカネスミ
新開地25│CocooN│コクーン
六甲14│小幌忍団│安田かつのり
有馬28│こるり屋│こるり
布引23.24│コンパス堂│山方兵庫
一ノ谷3│Convallo-stick│halogen

灘15│${circle_name}│Maretol
摩耶13│circle82│はづきふたひ
突堤9.10│栄屋│栄泉　米
和田岬10│桜苑│桜井
生田1│さざなみ壊変│かずぴー
三宮13│SouthernBlot│ゑゐち
有馬36│さつみんぐ！│甘藷ヘビ&さつみ
突堤23.24│さといも牧場│にょにょんば太郎
新開地16│The HORIZON│Tsurugi
生田5│サラマンダーペンギン│たいち
三宮18│さんえす工房│さんえす
生田6│三途の山│みそにこみ
有馬34│SANDAN│くるん
摩耶16│3260│三郎
灘13│三米計画│3meter
六甲20│C-Astern│名城　ミヤコ
有馬8│GP-KIDS│高菜しんの
灘14│SEA-MOON│海月　いつき
青木16│四〇八出版部│borl.
青木5│四月のままのカレンダー│kuuru
舞子7│しきワークス│しき　とわや
湊川9│七味家本舗│七味唐からし
生田21.22│『清水屋本圃/縫製部』│いりす
摩耶19│鮭乳乳業│SORI
生田4│十月工廠│十月工廠
須磨4│13月の街│たこ輔
舞子3│じゅ～し～はるさめ│ちゃけ
六甲15│充電機関│非労働英雄
摩耶23│酒保達磨屋│フラワーコウ
生田3│趣味の友社│ヴィットマン
湊川7│隼雲巡堂│八雲　零
有馬15│傷心軟弱ライン│虻
新開地4│初球デッドボール│コウディエ
湊川24│女子に踏まれ隊│うぇ
湊川1│白黒ぱんだ│とだかづき
摩耶25│新スクの淵から│笹松しいたけ
灘24│ズイカク│くろかい
摩耶20│水球晶庭園│川底なびく
生田12│瑞典堂│八九
六甲3│スーパートイレチャンタイム│トイレチャン
六甲25│SCREW STEAMER│Chica
青木9│鈴鳳│ひよし
生田16│スタジオゴンドワナ│有馬桓次郎
布引25.26│すたじおばるちっく│高鷹与一
湊川17│STEELACT│二条かため
新開地19│製作所Y│yo-suke
有馬39.40│世間の片隅│蛙山芳隆
六甲1│瀬野部屋│せのん
有馬4│centimeters│村乃まち
生田23│蒼碧旗工務店│ガン・グリーンマン
三宮11│藻類行脚│藻脚
湊川27│zo-on thick│赤野ヒルネ
灘19│空飛ぶ蒸かし芋│戸澤
摩耶18│村営団地│とおくのむら
灘17│Tages-AnbrucH│東雲れいめ
青木14│ダイヨンシークエンス│えせる
和田岬8│タコヤキ倶楽部│タコ
湊川3.4│駄さんの隠れ家│駄
布引19.20│玉乃露／チタナイト│玉露
生田13│たまや│たまや
布引5│Cherry A│亜桜日奈
有馬2│Chica Linda│かすみ

た
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行

舞子23│RGRAYT│miyako
布引10│あーるけぃとぅるーす連合艦隊│
ヲトヒメゼロ
新開地14│鮎魚女麻斉崙│塒メル
有馬25│曖昧me│紅雨ヒヨヨ
生田14│青葉蘭│天城
和田岬17│暁の西村艦隊│騎槍
青木10│あかねのね│仏さんじょ
有馬3│@CTION ZERO│おきのす
湊川18│AGRESSIVE│タクト
突堤11│朝昼三時　夜深屋│壱日伍食
有馬1│az+play│赤りんご
湊川8│Atelier.K.T│コティ
和田岬6│アトリエたっぷだんす│たっぷだんす
舞子22│甘口マスタード│ちぇの
和田岬23│雨洩り宿│空向
摩耶7.8│あゆ屋│北崎あゆむ
六甲19│亜利栖エンジニアリング│haya
布引7│Arcaloid│神谷 氷華
突堤22│主の本棚│AMANAGI
布引27.28│アロン亭│アロン
六甲5│淡雪書店│狭衣
突堤12│あんころ藻ち│もっさりー
舞子17│アンジェロウイング│skypixter
青木1│アンバリヅカ│しーさいど
須磨14│Easygoing│ナオ
灘1.2│イージーシュートプロジェクト│大我 韻
須磨18│Easter Aircraft│かんきつ
青木18│碇屋工房│明日、いかりや。
摩耶11.12│痛ジーンズ製作委員会│バヒョウ
摩耶15│一球入魂│社長
摩耶26│イットウジンギ│二階堂ぶんぶく
生田25.26│逸遊団│ひびの
有馬13│いどんち│いど
突堤19.20│INARI-orange-factory│シロきつね
新開地15│イヌヤマカガシ│赤口ユウダ
三宮2│いのなか工房│呉二朗
青木8│いのべ～と│転進甘栗
新開地27│いもほり農場│壱河ふぇーす
有馬33│いられまい│煎餅
有馬37│INST│Interstellar
布引8│[Ainmoral;]│幸和あいき
一ノ谷14│VALRHONA│みまむぃ
舞子6│Winter-town│冬の街
摩耶24│宇古木亭│宇古木蒼
新開地2│うたひめ│和泉まさし
舞子4│宇宙猫軍団│雨水RikaON
新開地1│うっかり堂│いなりさつき
灘6│うみのいへ│ずいちゃん
青木6│海をさがす│una_giman
青木7│漆羽事務所│からすま くらは
六甲18│HMS　Cygnet│ちひろ
湊川21│A(C)│そめごろー
一ノ谷8│A-sign│相沢タツユキ
新開地26│Aシステム│成田紘
突堤21│えくれあ工房│和俊
須磨9│SKT│MS長官
三宮12│Emergency Yellow│倉咲みや
突堤17.18│M＆M1号店│七綾真雪
和田岬19│MB工房│MASAKI
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摩耶3.4│ヒッチハイカー│ボルゾイ
六甲26│微パルプ環状線│ナギ
舞子15│１０６ｍ│黒烏龍
湊川11│HumanSystem│織越　篠
新開地7│Buffet│みはえる
三宮5│ひよこみかん農園│ピコン
三宮9│ひよっこかぷせる│ぴよぼむ
三宮20│びよらんて│びよらー
新開地17│びり井システム│びりぃ
六甲10│Falco d'argento│うさ丼
一ノ谷21│PHYLACTERY│鷹瀬あさぎり
三宮24│フォーリンスター・ルミエ│綾城うしお
湊川28│不可思議│玉沢円
一ノ谷4│フクロウ王国│ふくろーさん
一ノ谷23.24│富士浅間堂│天村 正希
有馬5.6│フトフトマルマル│alakoala
須磨13│ふとんラヂオ│小江戸
湊川10│Black lacquer│黒漆
有馬24│プラハ計算機│スグエ鉄塔
六甲27│Fleet Girl Architects│川口 一
舞子11│BLUE CATTY│まっぷ
一ノ谷22│BlueMage│あおいまなぶ
突堤14│fullauto firing│ひざきりゅうた
一ノ谷5│PLAYGIRL.│亜結まゆ
須磨19.20│プレシオ行進曲│なごむ
一ノ谷10│フワチン│タクミソ
和田岬14│文萌開花│えりけんぬ
布引2│Heliosphere│Zan
青木19│ペンタグラム│ペンタ
和田岬20│変調タングステン│高菜
和田岬7│放課後のメガネ│ヲκyu
青木13│ほしにれ│壬
三宮1│ぼっち戦隊│くが たおる。
和田岬22│PoPPiN' PRiSM│雪村こだま
新開地18│Pop On Imaginary│取手ぽっぽ
灘3.4│北方樂所│お覚え。
須磨6│ポマメBX with 薄山館│白河清兵衛
摩耶17│White Identity│御宮内
青木24│WhiteList│だろう
三宮23│white ×reset.│ましろ.あー。
灘10│本日欠席してます│丈二
新開地13│ぽんぢる│ぽん
和田岬18│honma青葉│honma
一ノ谷19│マーボーナス│ナッス君
摩耶1.2│舞鎮駆逐隊team-orange-road│翁
突堤6│my route│kentan
和田岬9│前足集団│いぬのかきかけ
湊川5│巻紙屋│サンド
青木23│巻き戻すこと│Vii
灘20│マグまぐ堂│へっぽこ工房主
三宮21│真っ白屋│真白しんや
布引1│まっどきゃっぱぁ│やしろたけし＆浮草流雲
一ノ谷25│M.A.D WORKS│たむ
青木3.4│まどさんランチ│mado
一ノ谷27.28│魔法探偵社│光姫満太郎
突堤15.16│魔法堂☆羽つき│泪橋チャンプ
六甲8│まみよい│伊藤のゆ
六甲9│Marrivair│あそう　まさと
須磨17│Mystic Lab│ヒバリ
生田20│Miniature box│黒野良
須磨23│みはてく│辻一穂
六甲22│美翼工房│風南春樹

舞子8│ミョンタズム│ふぁんたずむ
突堤4│moonMalus│b/tsuki
一ノ谷2│むじたん│つむじぃ
有馬38│夢妙堂│にゃかあき
灘16│めこん亭│谷町めこん
舞子21│メテオストライク日和│浅野和成
新開地3│Mebiusの環│にゅくす
舞子14│望想竹│青嵐
舞子12│もちまこ│もちまこ
生田17.18│もにゅっと│ふにゃ
有馬16│木綿シリコン│川科
舞子24│盛岡社中│星ナオスケ
新開地20│モリモンの森│MORITA
有馬7│焼肉倶楽部│シュヴァ
新開地22│椰子の実農園│仮椰子さん
生田2│八洲書堂│万作
新開地8│夜戦屋│やますけ
六甲28│闇LAB.│闇語士
有馬30│遊閑地│こずみっく
和田岬16│遊幻街舎│虎と明太子
舞子9│有限差分時間旅行│鍋とも
青木15│幽玄トシティル│リック
生田7│遊水亭│てら師
生田27.28│UPFG艦艇史料研究会│omi.
有馬35│ユキウサギ│雪国裕
六甲13│ゆきのまちかど│日向ゆう
須磨8│柚子湯＆新海堂書店│筒井　
三宮10│udof│ひびきん
三宮7│ユメノアト│大井町ガタック
摩耶22│寄集堂本舗│かさぎ修羅
新開地23│よろづ屋本舗│ひーらぎ
灘8│らぃすかれぇ│征（ぎょうにんべんまさし）
三宮3│らうたし│いと
和田岬5│らじおテクノ助│本宮涼
新開地24│LUCK&PLUCK!Co.│天宮遙
六甲6│ラビリンスの迷宮│たも２
湊川15│らびんとら│ぽるさす
湊川23│籃桜庵│猫目洞
須磨15│Leaflet│カタバミ
和田岬3│離陸点│夏見こま
一ノ谷15.16│Lunatic Prophet│有村悠
有馬31.32│黎明ネルトリンゲン│稀周悠希・黒井みめい
湊川16│RED RIBBON REVENGER│魔公子
須磨22│レフト工業│アギ
六甲2│レモンの花咲く場所│JOY
和田岬2│ロカタ│ショーコ
生田8│六号写真工廠│mi
一ノ谷11│ROCK`inChair│ジンナイ
突堤13│わーくすあーつ│冬山あんり
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青木21│地球ロック│トゲんぼ
灘18│ちきん・ダイバー│砥石
三宮17│Chi・to・seどりーむ│悪代官千歳
一ノ谷26│Childhood's End│たるひ
六甲16│茶漬物語│御茶ノ水 啓太郎
六甲17│銚子第二潜水戦隊│ひよどり
須磨3│超葱理論│しあごん
突堤5│ちょー人計画│ちょー
灘7│チョコっとクーヘン│楽々会長
布引17│鎮守府生活教導団│m4go
生田11│珍・MEIYO狼牙団│睦月賢
有馬22│ツキトコオリノ│双月氷雨
摩耶5.6│D.D.D│チャンコ増田
有馬23│ティンクルスター│藍川琉々
新開地5│出町柳文庫│特急
六甲7│電童閣│くろれら
六甲24│転倍屋│テンバイヤ
青木12│東京アルストロメリア│春野ほたる
有馬26│ととていすと│すずきとと
六甲21│飛び石│飛び石
六甲12│鳥小屋│TBM
有馬20│どん底かしわめし│マスクザＪ
突堤1│渚の声│実川葦
灘11│NAGIism│なぎ
有馬17.18│なぐもカレー部│なぐも
舞子1│ナツコトニコミ│夏野 菜。
湊川22│ナツノウミ│ばんそーこ
布引4│花楸樹│楸
有馬29│にじすてっち│小鞠
湊川14│日常の狭間│あんけん
新開地28│日刊桐沢・キノコ灯│桐沢十三
舞子18│ねいばーず│November
湊川20│ネオベルさん家の。オムライス│ネオベル
生田9│猫狐│楓崋
和田岬4│猫空茶藝館│しゃおこー
湊川25│猫兎│猫の者
三宮8│猫とおこたがあればいい│乾虎徹
有馬10│NEL×3NE│吉田雪晴
布引15.16│NoName?│もしゃいの
生田10│NoPlan│ソナチネ
灘12│noPland│mosuke
六甲23│のくた庵│のくた
舞子10│Noctiluca│嶌子
青木11│胚胎│ドドもり
摩耶27.28│バイタルパート│でんか
須磨24│HYPER BRAND│石原ますみ
一ノ谷18│葉が紅│立石くれは
青木2│はっぱろぐ！│葉葉波
三宮16│HAPPY LAND│大河
新開地11│英-Hanabusa-│相良
一ノ谷6│ハニー系まんじゅう│えまはな
湊川26│ハニカミですとろい家│星梨茄すび
生田15│パラオ泊地│伍長P
布引3│ハルハナ│鞠月ハル
灘23│Humpty Dumpty│水神流良
摩耶10│PFIきかく處│Cun
湊川12│Peak to Peak│CRUSADER
突堤7│ビール大好き│ぬふぅ
舞子2│ぴがふぇった│明日葉友婁
一ノ谷12│ぴこぴこ亭│いのうえみたん
須磨10│飛信亭│飛龍信濃
布引11│ひつじのねごと│音琴ひつじ
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衣笠 Illust:
鳥小屋様（TBM様）　






















































































































