Exhibitor/Vendor Booth Application Form / 出店業者ブース申し込み書
2022 Comic Con Okinawa / 2022 コミコン沖縄
Sunday, 4 December / 12 月 4 日 (日) 10:00-17:00
COMPANY NAME/BOOTH NAME: 会社名 / ブース名

POINT OF CONTACT: 担当者

MAILING ADDRESS: 住所

PHONE: 電話番号

E-MAIL ADDRESS: メールアドレス

MOBILE NUMBER: 携帯番号

Booth Selections 出店ブースの種類

Specialty

専門

Fee

出展料

1

Commercial/Retail/Concessioners
商業/小売り/菓子類 3x3M

$395.00

2

Artists/Creators/Personal Handcrafts (personal handcrafted only)
アーティスト/クリエイター/ハンドクラフト
(個人の手作りのみ) 3x3M

$395.00

3

Comic Books/Cards/Collectables
コミックブック/カード/コレクショングッズ 3x3M

$395.00

4

Corner Booth (limited spaces)
コーナーブース(数に限りがあります)

Extra $ 80.00

$80 追加料金

Marketing Packages マーケティングパッケージ

5

Package A: Logo and link on the Okinawa Comic Con portion of
the MCCS Okinawa website for 60 days. A minimum of 3
company mentions on MCCS Okinawa social media. A company
mention on the MCCS Okinawa newsletter. A “thank you”
mention in the January issue of the Okinawa Living Magazine.

6

Package B: Company mention/logo and booth location
advertisement placed on at least 10 digital monitors in high-traffic
areas on various USMC camps from Nov 12 – Dec 12.

パッケージ A：
御社ロゴと御社ウエブ
サイトへのリンクを
MCCS Comic Con ウェ
ブサイトへ 60 日間掲
載．MCCS ソーシャル
メディアで最低 3 回
と，MCCS ニュースレ
ターでのご協賛社様と
して御社のご紹介．
「沖縄リビング 1 月
号」へご協賛社様への
お礼メッセージ掲載．
パッケージ B：
海兵隊基地内の交通量
の多い場所へ設置済デ
ジタル・モニターへ，
ご協賛社様名，ロゴ，
ブース位置入りイベン
ト広告の掲載（期間：

$125.00

$125.00

1

7

Package C: A $300 credit good for 90 days for various advertising
and sponsorship opportunities to include ads in the Okinawa
Living Magazine or Okinawa Guide, Digital Monitors, MCCS
Flyer Placement Program, etc. Opportunities can be found at
mccsokinawa.com/advertise.

11 月 12 日～12 月 12
日）．
パッケージ C：
イベント終了日から 90
日間有効の$300 分のク
レジット贈呈．MCCS
発行年刊誌 Okinawa
Guide，月刊誌
Okinawa Living，デジ
タル・モニターなどへ
の広告ご掲載，フライ
ヤー・プログラムなど
の協賛で利用可能．

$125.00

Electricity (110v) will be provided to each booth.
110v の電源が各ブースに供給されます

EXHIBITOR/VENDOR RULES & REQUIREMENTS
•
•
•
•
•

•

Exhibitors must have a Comic Con theme and/or selling items related to Comic Con, NO EXCEPTIONS.
Exhibitors can apply for up to 4 booths for purchase. No two activities can occupy one booth space (i.e., food and comic
books sold in one booth space).
All exhibitor items MUST NOT contain any form of nudity, NO EXCEPTION. This is a family event and as such we must
conduct our event appropriately. If these items are detected, ONE warning will be given for removal or correction. Should
the items continue to be displayed or sold you will be escorted out of the event and have forfeited your booth.
Anti-American or offensive propaganda, commentary or displays will NOT be allowed; you will be immediately escorted out
of the event and have forfeited your booth.
The sale or display of fake weapons such as guns, swords, knives, bows, and arrows by exhibitors are prohibited at Comic
Con Okinawa. Safety is always of the utmost importance at MCCS events, and we take our attendees’ security very
seriously. If these prohibited items are detected within an exhibitor’s possession, you will be immediately escorted out of the
event and have forfeited your booth. The ONLY exception to this is for cosplayers and approved exhibitors with props made
of cardboard or foam.
Music/videos may be played provided you requested power or have your own power source. Please be considerate of
neighbors and ensure all sound/visuals are controlled to your booth. Music/videos MUST NOT be explicit or contain any
form of nudity, NO EXCEPTION.

出展者規則・要件
•

出展者は、コミコン沖縄の掲げる大会テーマに沿っているか、それに準ずるアイテムを販売・展示する事が条
件です。例外はありません。•出展者は最大 4 ブースまで購入を申し込む事が可能です。
1 つのブーススペースに異なる 2 つのジャンルで占有することは禁止です。（例：1 つのブーススペースで
「食品」と「漫画」の販売）

•

無許可の資料の販売は禁止されています。出展者は著作権法および商標法を遵守する必要があります。この規
則に違反した者は直ちにコミコン沖縄から追放され、再参加は不可です、返金もいたしません。

•

全ての出展者アイテムには、いかなる形式の裸体(ヌード)及び性的描写が含まれていてはなりません。
例外はありません。健全な運営のため、イベントを適切に実施する必要があります。これらのアイテムが検出
された場合、削除または修正のための警告をいたします。警告を無視して再度違反した者は直ちにコミコン沖
縄から追放され、再参加は不可です、返金もいたしません。

•

反米軍基地、反米または攻撃的な宣伝、解説、または展示は許可されません。違反した者は直ちにコミコン沖
縄から追放され、再参加は不可です、返金もいたしません。

•

コミコン沖縄では、出展者による銃、刀、ナイフ、弓、矢などの偽造武器の販売または展示は禁止されていま
す。 MCCS のイベントでは、安全が常に最重要事項であり、参加者のセキュリティを非常に重要視していま
す。これらの禁止されているアイテムが出展者の所有物内で検出された場合違反した者は直ちにコミックコン
2

沖縄から追放され、再参加は不可です、返金もいたしません。唯一の例外は、段ボールまたは特殊粘土等で作
られた小道具を持っているコスプレイヤーと事前に承認された出展者のみです。
•

音楽/ビデオ等の再生は隣ブースに配慮し、適切な音量で使用すること、また全ての音楽と映像はコミコン沖
縄の掲げるテーマに沿っており、政治的思想、攻撃的な歌詞、または性的描写を含まないことを確認してくだ
さい。違反した者は直ちにコミックコン沖縄から追放され、再参加は不可です、返金もいたしません

By signing below, I indicate that I received, read, understand, and will comply with the guidelines outlined in the Exhibitor/Vendor
Rules & Requirements.
出店業者用ブース申込書と案内を受け取りそれを読んで理解し、その規定概要に従う事をここに署名致します。
Print Name:

________________________________________________________________

Signature:

________________________________________________________________

Date:

________________________________________________________________

Exhibitor/Vendor Booth Application Forms must be submitted no later than 14 October 2022 to MCCS Special
Events at specialevents@okinawa.usmc-mccs.org.
お申込み書の提出期限は 10 月１4 日 ２０２２‘ です
For Exhibitor/Vendor concerns please review the MCCS Exhibitor/Vendor Rules & Requirements or contact MCCS Special Events at
specialevents@okinawa.usmc-mccs.org DSN: 645-5828, off-base: 098-970-5828.
その他の出店に関する詳細は、MCCS 出店業者情報ガイドラインをご覧頂くか、スペシャルイベント部までご連絡くださ
い。連絡先 645-5828/098-970-5828. specialevents@okinawa.usmc-mccs.org
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RELEASE AND HOLD HARMLESS AGREEMENT
The concessionaire agrees to the following:
Indemnify, save harmless, and defend MCCS, its successors in interest and the U.S. Government from and against any and all claims,
demands, actions, debts, liabilities, and attorney's fees arising out of, claimed on account of, or in any manner predicated upon loss of
or damage to the property of and injuries to or death of any and all persons whatsoever, in any manner caused or contributed to by the
Concessionaire, its agents, or employees while in, upon, or about the military installation where the concession is located, or while
going to or departing from the same, and to indemnify and save harmless MCCS, its successors in interest and the U.S. Government
from any liability that MCCS or the U.S. Government may suffer as the result of acts of negligence, fraud, or misconduct of any of
Concessionaire's agents or employees on or about the military installation.
Release the U.S. Government and MCCS from any and all liability for loss or damage to property and merchandise used by the
Concessionaire in the operation of the concession due to theft, fire, storm, flood, and damage or destruction through any force of
nature or otherwise.
I, the undersigned, have carefully read this contract and all terms attached, and I fully understand its contents and acknowledge them
by signing below.
Print Name:

________________________________________________________________

Signature:

________________________________________________________________

Date:

________________________________________________________________
誓約書

契約業者として下記の事項に同意することを誓約します。
契約業者やその代理店、又はその従業員が会場内で、又は会場内での営業中、又は軍設備やその周辺施設から出入りする
際に何らかの原因で負傷又は死亡した場合、あるいは財産の消失、破損があると判断された場合、それらに対する全ての
損害賠償請求、要求、処理、負債、賠償責任、それらに関わる全ての弁護士費用等の責任を MCCS やその利害関係者及
び米国政府に対して問いません。さらに MCCS や米国政府が損害を受けるような、契約業者または従業員による怠慢、
詐欺行為あるいは、不正行為等による利害関係から MCCS 及び米国政府を保護します。
盗難、災難、暴風雨、水害または不可抗力等、何らかの原因で場内売店の営業中に契約者の使用していた財産や商品等の
消失及び損害等があった場合、それらに対する全ての賠償責任を米国政府及び MCCS に対して一切問いません。
私は、契約書をよく読み内容を理解しましたので署名いたします。

署名_________________________________________________

署名日_______________
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FOR MCCS SPECIAL EVENTS USE ONLY
APPLICANT'S PRINTED NAME: 申し込み希望者名
（漢字＆ローマ字）

DATE:

申込日

AMOUNT PAID: 支払い額
＄
￥

BOOTH #: ブース番号

RECEIPT #: レシートナンバー

CASH
現金

YEN
円

CREDIT CARD
クレジットカード

NATIONALITY: 国籍
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