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イベント概要
日時
会場

サークル参加数
企業出店数

07/31
sat.

sun.

「ぱばらじ ～助走～」

開 場

閉 場

08/01

23:30

23:00

23:50

00:00

TIME pictSQUARE YouTubeLive

11:00

12:00

14:00

15:00

コアタイム
1回目

コアタイム
2回目

コアタイム
3回目

21:00

22:00

「ぱばらじ ～アフター～」

会場中継なし

「ぱばらじ ～オープニング～」
会場中継なし

「ぱばらじ ～遅いモーニング～」
会場中継あり

「ぱばらじ～グッドイブニング～」
会場中継あり

「ぱばらじ ～エンディング～」
会場中継あり

「ぱばらじ ～おやつタイム～」
会場中継なし

※「ぱばらじ」は主催によるYouTube Liveでのラジオ配信です。
各時間、会場中継しながら回ったり、おやつタイムは企画「パバステ同時多発おやつ」の
投稿をご紹介の予定です。

開催概要
アイドルマスターSideMオンリーバーチャル同人誌即売会
2021年8月1日（日） 0：00 ～ 23：50
pictSQUARE内 Passion! VIRTU@L STAGE!3 イベントサイト
https://pictsquare.net/vwoa7561rxh0xb96m9kkb4xgrgh7d2wy
537sp
20sp

タイムテーブル
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マナー
●チャットでは公共良俗に反する発言はお控え下さい（成人向けと思われる内容など）。

●アバターのメッセージを固定する場合、他サークルさんの店舗にふきだしがかから
ないような場所でお願い致します。

●チャットは発言がすぐ消えてしまうので読めずにリアクションが難しいこともあり
ます。右上でログも見られますのでゆっくり落ち着いて会話しましょう！

●書き込みボードへのメッセージはメモ帳などで作っておき、コピーアンドペースト
での投稿をおすすめします。

●基本的なコミュニケーションはリアルと同じだと考えましょう。

●迷惑行為を見つけた場合は主催までご連絡下さい。

差し入れなど

【サークル参加（受け取る側）】
gifteeやAmazonの欲しい物リストの公開などをしておくと気軽に送りやすくなり
ます！プロフィールよりもサークル情報に掲載するのがオススメ。
（利用については各サイトの規約等をご確認の上、個人の責任の下ご利用下さい）

【一般参加（送る側）】
送りたいサークルさんにgifteeや欲しい物リストの設置がない場合でも、gifteeで
送りたいアイテムを選択してカードを作成→URLが発行されるので、それを書き込
みボード等に貼ることで差し入れが可能です。
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スクリーンショットレギュレーション
●各エリア中央広場周辺については、スクショ・SNS投稿自由とします。

●アバター・発言・ニックネーム等が含まれる場合があるため、ご了承の上ご入場下
さい。会話など、スクショや投稿をされたくない場合は未使用スペースなどへのご
移動をお願い致します。

●サークル参加の店舗について「スクショ＆SNS投稿OK・NGサイン」を提示してい
るサークルについては、その提示をもとにスクショや投稿を判断すること。サイン
がない場合は各サークル主への確認をすること。

●サインはサイトからDLしご利用下さい（改変・再配布は不可）。各サークルの外観
に合わせて作って頂いても構いません。サインの提示自体も任意です。

●コアタイムの主催の配信時については各サークル外観が映り込む場合があり、この
画面のスクリーンショット等の公開は上記のいずれでも不可とします。

●このレギュレーションについては当イベント内のみで適用されます（他の
pictSQUAREイベントではそのイベントのルールを確認して下さい）。

スクリーンショットＯＫ スクリーンショットNG
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理由あって！オンライン名刺交換
イベントやライブの前など、ちょっとしたきっかけで行われていた名刺交換。

それをオンラインでもやっちゃいましょうという企画です。pictSQUAREのユーザープ
ロフィールのリンク欄を利用して画像を設定し、イベント当日にオンライン上で擬似的
に交換を行います。

名刺の画像を任意の場所にアップロードし、pictSQUAREのプロフィールにURLを貼り
付けるだけ！

Challenge！ネップリペーパーラリー
ネットプリントで印刷できるペーパーを作ってイベントを盛り上げよう！

当日、ラリーに参加しているサークルさんのスペースを回り、プリント番号を集め、あ
とで印刷するだけ。本部に設置するフォームからラリー参加の報告をすると、抽選で開
催記念ノベルティが当たります。会場を回って、たくさんペーパーを集めよう！

企画の詳細はサイトをご確認下さい。

パバステのたてものたんぼう
pictSQUAREの特徴である店舗と言われるサークルスペース、その店舗をカスタムし
て、画像を専用ハッシュタグ付きでツイート！

みんな来て！見て！しよう！という企画です。

ツイートはサークル参加限定ですが、一般参加の方もハッシュタグからお気に入りの外
観を見つけて、ぜひ実際の会場に足を運んでみてくださいね！

このハッシュタグで検索！ #パバたて
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特別企画①
ぱばたびご当地ポストカードセットを作ろう！
●前回の企画「ぱばたび」から内容を引き継いだ、ポストカードセットを作る公募企画
です。皆さんが描かれた「アイドルのいる風景」をポストカードにし、セットで本部
から頒布致します（原価頒布）。

●まるで各地で撮られた写真がポストカードで送られてきたような雰囲気をお楽し
みください。

●本部の物販スペースから頒布しています。

特別企画②
新刊発行応援キャンペーン！

●新刊を発行するサークルさんを応援するため、イベントアカウントから新刊ご紹介
ツイート、抽選で印刷所割引クーポンをプレゼントする企画を実施致しました！

●新刊の情報はTwitterのハッシュタグ「#パバステ新刊応援キャンペーン」
付きで発信しています。

●ぜひ色々なサークルさんを回ってみてくださいね！

特別企画③
HPB企画！誕生日アイドルをお祝いしよう

●パバステ3当日はピエールくんのお誕生日です！
前回に引き続き、特別企画を実施します。

1. 本部スペースのツイッター連動デコレーション！
当日どんな状態になっているのか、本部エリアに足を運んでみてくださいね。

2.外観用の共通アイコンを配布致しました！
いろいろなサークルさんの外観を見に行くのも楽しいかも？

3.お祝いの新作頒布物を作って本部に報告
→gifteeにてチョコをプレゼント！
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「#パバステ同時多発おやつ」企画

【「#パバステ同時多発おやつ」とは】
イベントの前後においしいものを食べて、Twitterでハッシュタグと一緒に写真や情
報をシェアして楽しもう！という企画です。

SideMの界隈で「#同時多発フルーチェ」「#同時多発カレーパン」という企画があっ
たのをご存知でしょうか？ それにリスペクトを受け、「パバステでもおいしいものを
みんなで食べよう」をやってみたい！

※このハッシュタグの利用・作成については「同時多発フルーチェ」の企画を実施されていた
すずか様（@szk913）、桐本様（@Kirimoto_xx）に予めご連絡・ご了承を頂いております。

【補足・備考・注意点など】
パバステ本体に参加していなくてもOKです！
企画の趣旨と関係ないツイートでのハッシュタグのご利用はご遠慮下さい。
ハッシュタグのついた写真の投稿はTogetterにてまとめます。
おいしいものであればおやつでなくてもOKです。
情報も大歓迎です！（お店などにご迷惑のかからない範囲でしたらご自由にご利用く
ださい！）

【「#パバステ同時多発おやつ」はこんなふうに楽しもう】
まずは事前におやつなどを購入、準備！
当イベントで今回ご出店頂くショップもチェック！

→こんなの買ったよ！一緒にどう？用意したよ！の写真や情報をアップ！
→イベント当日、食べる前に撮っていただきます！の写真をアップ!!
→ 写真だけじゃなくおやつ情報も投稿すると、ハッシュタグ検索した人も探しやすい!!
→ おやつじゃなくてもおいしいものならなんでもOK!!!
→ ぬいちゃんとおやつを一緒に撮るのももちろんOK!!!
→ イベントの期間前後ならいつでも投稿OK!!!!

#パバステ同時多発おやつ
をつけて投稿！
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エリアマップオレンジ

サークルリストオレンジ

あ・１ 10th Tempter
あ・２ coomin
あ・３ シリウスの箱庭
あ・４ かかんのげん
あ・５ しおまる
あ・６ ぎんのふえ
い・１ さくさく
い・３ Tectec
い・４ shinrin1258
い・５ PWP
い・６ アドレセント＊ボーイ
う・１ 海とアルパカ
う・２ 乾燥肌DX
う・３ おさかな道路
う・４ たまてばこ
う・５ クーデター
う・６ アミィノ酸
う・７ オデット
う・８ オンシジウム
え・１ ビタミン図鑑
え・２ Se34
え・３ エトワール・ラボ
え・６ あがりかまち
え・７ るーむ四季
え・８ いつもの。

お・１ ⿓宮城案内所
お・２ RGB
お・３ 流星フラッグ
お・４ toriharo
お・５ TANTANMEN
お・６ ンね・こんぺいとう
お・７ よろしくいちば
か・３ ぬくもり果実
か・４ 明⿇茶屋
か・５ ΖΩΗ（ぞーい）
か・６ みそメロンパン
か・８ やしのきば
き・１ SUBWAY
き・２ Rolling box
き・３ Song for you
き・４ トラペジウム
き・５ コ Z、
き・６ MICA
き・７ けもの道
き・８ 好きなだけ！
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エリアマップカシス

サークルリストカシス

あ・１ レッツゴー４時郎
あ・２ 百⼈乗っても
あ・３ こなみかん。
あ・４ Betelgeuse
あ・５ 喫茶店（仮）
あ・６ Honeyrider
い・１ homebrewing
い・３ Chew
い・４ ハイデランテ
い・５ もち屋
い・６ 他⼈の空似
い・８ しろつぐみ
う・１ デウスエクスマキナ
う・２ (仮)
う・３ まんたろ本舗
う・４ こまごめピペット
う・５ ⾊の咲く庭
う・６ draw ship
う・７ 野良⽝
う・８ 今⽇もポップコーン⾷べた
え・１ ねぎにとろ
え・２ HUWAPUKU TOKOTOKO
え・３ 笑う猫。
え・６ すずろ

え・７ 健康体⿂類
え・８ ゆきのやど＋グッドナイト流星群
お・１ なみぬい -naminui-
お・２ イチゴアメ
お・３ よろづのたね
お・４ 虎っぽい黒豹
お・５ メガ☆スタ
お・６ きみのめ
お・７ cahier.
お・８ tejima
か・１ ⽉光と湖
か・３ かにみそごはん
か・４ みにちゃんモグモグ本舗
か・５ チュパチュパ星空
か・６ sacus.
か・８ Papillon
き・１ 無礼講
き・２ e※（ｲｰｺﾒ）
き・３ 銀mokusei
き・４ 雪⽉⾵花
き・５ カニタマ定⾷
き・６ ジルコニア無重⼒円盤
き・７ はるをつれて
き・８ EXT



10

エリアマップキウイ

サークルリストキウイ

あ・１ ⾦平糖ノスタルジア
あ・２ コバルトスパゲティ
あ・３ わさわさおくとぱす
あ・４ 固めのプリン
あ・５ 仮設⼩屋
あ・６ ぶきっちょまる
い・１ あんだーすこあ
い・３ きういぽっと
い・４ sunset
い・５ Ambitious
い・６ おどるおすし
い・８ out spread-w
う・１ イソフラボン
う・２ water crown
う・３ 星海アイオライト
う・４ お椀に⼀杯
う・５ めろめろ研究所
う・６ Ecossaise
う・７ EDEN
う・８ 疾⾛ルドルフ
え・１ RASEN
え・２ 深海⿂はじめました。
え・３ He-Who-Me
え・７ 記録企画
え・８ みなみのしま

お・１ Corallium
お・２ tomarE
お・３ やまねこのマズル
お・４ 隙間ロマンス
お・５ ズイロク
お・６ うすきはだ
お・７ てあせ
お・８ ふぁーknot
か・１ あずき三粒
か・３ 精⾁⼯場茶漬け店
か・４ じゃがいもキッシュ
か・５ 和⾳
か・６ ほしかげ
き・１ さんかく屋根
き・２ ニバンボシ
き・３ Zug
き・４ おあげ⼯房
き・５ 平⽇
き・６ hoshikuzu.
き・７ Reflexion
き・８ ひみつの⼩部屋
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エリアマップスイカ

サークルリストスイカ

お・１ しめ鯖⽇和
お・２ Chicken Game
お・３ たまのじ
お・４ ponponpain
お・５ ソドシラソ
お・６ 星くず喫茶
お・７ mocca
お・８ わんきる
か・１ ワクワク冒険隊
か・３ enikki
か・４ ダーリンズ
か・５ 吐狸カブト
か・６ ⼆葉印のたこやきカレー
き・１ KONOSOLA
き・２ Opepe
き・３ サークル名を⼊⼒してください
き・４ カステラを⾷べます
き・５ NADYAya
き・６ A.Rabbi.T.
き・７ 夢⾒るお⿂⽔族館

あ・３ あかさたな
あ・４ おビ！
あ・５ acco
あ・６ さくらもち飯店
い・３ palmtree
い・４ ｄｄ
い・５ さかづき
い・６ ナナツミ
う・２ 鉄紺
う・３ SSSM
う・４ ツナ盛り盛り定⾷
う・５ Rosemdder*
う・６ わに⼩屋。
う・７ 銀と⾊
う・８ ストリート裸イブ
え・２ シャングリ・ラーメン
え・３ ハニーポット
え・６ さくらんぼ帝国
え・７ 出席番号１番
え・８ 鶏ひざ軟⾻⼀本８0円
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エリアマップチェリー

サークルリストチェリー

あ・３ そらいろチーズ⼯房
あ・４ おこめろでぃ
あ・５ Stella del mare
い・３ Lysithea
い・４ あおぞら書店
い・５ ⽉と⾦⽷雀
い・６ ミカヅキステイション
う・２ たきたてごはん
う・３ 星教堂
う・４ ピコピコマン
う・５ TokonoMa
う・６ 少年病
う・７ BLACK BARBARIAN
う・８ いたいけ
え・１ しゅーくりーむ⽇和
え・２ 短パン定⾷
え・３ 星空ループ
え・６ RAN*RAN
え・７ 桜⾊シンドローム
え・８ はまのら

お・１ あのとこ
お・２ もくもくわたあめ
お・３ 抹茶サンデー
お・４ BerryParlour
お・５ CARTA CELESTE
お・６ ドン・ガバチョ
お・７ ヴィンテージ
お・８ Bis
か・１ どあのまど
か・３ ヨニゲヤ
か・４ 薄明エンドロール
か・５ ささのは
か・６ 向こう側が気になる
か・８ CSJMM
き・１ emoco
き・２ わははの２乗
き・３ 曖昧模糊もこ
き・４ ふわふわぱんけーき
き・５ 板屋六兵衛
き・６ 朝昼晩々
き・７ プラットホーム。
き・８ コメみそ
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エリアマップパイナップル

サークルリストパイナップル

え・６ しろくまぱんだ
え・７ すまいとくらし
え・８ 営業時間外
お・２ 浅瀬屋
お・３ M-ka
お・４ +ESCAPE+
お・５ 半透明⼈間
お・６ ブールドネージュ
お・７ ⼈⾷い林檎
お・８ リトマス溶液
か・１ はるまき。
か・３ ⽟洋羹
か・４ カエル天国⼩隊
か・５ .inu
か・６ ゆううつアフタヌーン
か・８ morinexx
き・１ パブリック闇市
き・２ KC/MF
き・３ ミツバチの巣
き・４ 三⾷昼寝付き
き・５ 夢⾒がちのライラ
き・６ ルーナ・ノクト
き・７ 128Factory
き・８ 寂しい夜を越えて

あ・１ ACC
あ・２ 旧式レッドライン
あ・３ 業務⽤⽺羮
あ・４ 王様ごっこ
あ・５ ウルトラ遊園地
あ・６ ⼿のなるほうへ
あ・７ チョコのデパート
あ・８ おかしや
い・１ レモネード症候群
い・３ 旋転ブルー
い・４ SnowMark
い・５ pinkrose
い・６ 0.01
い・８ RNG
う・１ ⾵来⼈
う・２ Ctrl Z
う・３ 蝶よ花よ
う・４ 余った空気
う・５ だんでぃずむこぱんだ
う・６ 境界トラベラー
う・７ しかにんうん
う・８ primevere
え・２ ランダムスキッパー
え・３ 黒珈琲派閥
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エリアマップバナナ

サークルリストバナナ

あ・３ トウブンカタ
あ・４ きなこおはぎ
あ・５ FIESTA
あ・６ 眼鏡とドラゴン
い・３ ゆず鍋
い・４ カザミドリ
い・５ E&L
い・６ コスモロ
う・１ ⾚⾯天国
う・２ アップルパイ⼯房
う・３ IMONI
う・４ awa
う・５ IndianSummer
う・６ プラスアラカルト
う・７ surrender
う・８ 花⼀華
え・１ かもめ電器
え・２ TANSHIO
え・３ 極極
え・６ 明けのすずめ
え・７ はるのねどこ
え・８ スズナリ

お・１ mono-kuro.
お・２ まさかりまっさかり
お・３ スケルツォ
お・４ light
お・５ おさしみ醤油
お・６ Grazie!!!
お・７ dr
お・８ こずいし
か・１ 飴⾊minuit
か・３ gotaitouti
か・４ yzy.
か・５ 地蔵庭園
か・６ POMYA!
き・１ ねこガム
き・２ 消失limit
き・３ 暖簾に腕押し
き・４ すのうちるど。
き・５ 砂糖の華うさぎ
き・６ 13md
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エリアマップパパイヤ

サークルリストパパイヤ

お・１ ⽫の上
お・２ Foxtrot
お・３ アンドラシアター
お・４ pinkie
お・５ まどろむ。
お・６ ナンバーワン野郎
お・７ selenitis
お・８ すずめのお弁当
か・１ GLIDE_8
か・３ ⾒守り隊
か・４ お⽉⾒パーリナイ
か・５ リリギニオ
か・６ ワンコインランチ
か・８ いいとこ饅頭
き・１ まいたけうどん
き・２ ついてゆけぬよ
き・３ かまだき
き・４ KAREKI.
き・５ 春まで延命
き・６ ハコニワロジック
き・７ CCT
き・８ きゅうりケーキ

あ・３ ぽめれおん
あ・４ oimo
あ・５ slow
あ・６ 旭光
あ・７ minto屋
あ・８ マシュマロバナナ
い・３ yawaraka
い・４ IGU
い・５ 292
い・６ おおかみ
い・８ ふくぶくろ
う・１ ミチクサ
う・２ PINE-PINX
う・３ 彼岸屋忠兵衛
う・４ freeflight
う・５ ほしのいろ
う・６ FMSU
う・７ やざわらんど
う・８ もぐもぐ
え・１ ⼗⼆⽉のアプリコット
え・２ UMBS
え・６ むささびパンチ
え・７ ラグランジュ点
え・８ めろねあオンライン
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エリアマップピーチ

サークルリストピーチ

あ・３ 鍋敷
あ・４ 春嵐
あ・５ NAMAIKI
あ・６ コロッケ@50
い・３ 惑星に乗れ
い・４ ソース派
い・５ Proie.
い・６ 珈琲とナタデココ
う・３ とろめじま
う・４ 桃の直売所
う・５ シュガーアンドスパイス
う・６ どっとけい
う・７ PARLOUR ZEBRA
う・８ クリームパフェ
え・１ 茶福屋
え・２ comodo
え・３ ノリトキブン
え・６ ナツツバキ
え・７ すじこ研究会
え・８ RC

お・１ dot
お・２ ボタンコロニー
お・３ ⽩樺
お・４ aks
お・５ ナス天メロン
お・６ だいたい夢のせい
お・７ ⻑い⼿紙
お・８ しゅがーはっぴーテイスト
か・１ justright
か・３ イヌラ花団
か・４ 熱帯⾬林
か・５ ビロードアオイ
か・６ サボテイ
か・８ NONE
き・１ Coucou!
き・２ SWEET LITTLE DEVIL
き・３ ⽺は眠る
き・４ トロワ・ド・セレナーデ
き・５ 給⽔塔
き・６ W(・G・)N
き・７ ポンカン譚
き・８ ⾃称パーフェクト将軍
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エリアマップマンゴー

サークルリストマンゴー

あ・１ 1st PITCH
あ・２ 留年まったなし。
あ・３ ぶっちぎりトースト
あ・４ コロンビアモモエ
あ・５ しゅがー＊しろっぷ
い・１ レポロ
い・３ 川に流せ
い・４ みきりはっし屋
い・５ パインソーダ
い・６ 脱出速度
う・１ Cinnammon lab
う・２ アメノイハヤド
う・３ はねのは
う・４ 冷や⻨
う・５ SMRS
う・６ CARAT
う・７ Praline
う・８ MEGANE81
え・１ ばななまよねエず
え・２ ワ⾳
え・３ SaiCoro
え・６ 紙パックミルクティー
え・７ n-anthem
え・８ 養鶏場

お・１ もちごめ⼀丁
お・２ はらはちぶんめ
お・３ こがねいろ
お・４ あの⼦は、ドロシー
お・５ ⼤⽇本帝国暗殺武⼠団
お・６ うそなき
お・７ 待ちくたびれもうけ
お・８ オベリスク
か・１ 煮⿂建築
か・３ PCO
か・４ ん。
か・５ SPR+m
か・６ 冬の⾜⾳
か・８ なす畑
き・１ 多重定義都市
き・２ 365
き・３ たてになる
き・４ とらねこさん
き・５ ⽩桃昼夢
き・６ かれーぐーぱんち！！
き・７ ⾕⽥空港
き・８ hiyokoduke
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エリアマップライチ

サークルリストライチ

あ・２ にじいろのかんづめ
あ・３ Progres rapide
あ・４ からあげ島
あ・５ moon*child
あ・６ POGO
い・１ analogpot
い・３ さくさく
い・４ laplaz
い・５ 茉莉花
い・６ Things
い・８ ヤ⾏
う・１ Have a Good Time
う・２ ねこのめ
う・３ bashful
う・４ ⻘春ギャラクシー
う・５ pechika
う・６ 腹ペコ巻き⾙
う・７ ハバネロ洋菓⼦店
う・８ サマーキャンドル
え・１ にっさんマーチ
え・２ しずくのうけざら
え・３ 714
え・６ めんだこクラゲ
え・７ そらいろ。
え・８ ウニレーメン

お・１ dot.
お・２ 明星堂
お・３ ババロアレロレロ
お・４ あんみんぼうがい
お・５ つきよにさいて、かんざくら
お・６ deepforest
お・７ すっごい性果店
お・８ あやもり
か・１ レトロ少年
か・３ ななしの
か・４ へちまラボ
か・５ KITAMI
か・６ サメのお遊戯室
か・８ たじゅー⼈格⼄⼥
き・１ CELESTE BLUE
き・２ C+
き・３ 電気式ねこらいす
き・４ ゼノッチカ
き・５ 夜空でまちあわせ
き・６ R-07*
き・７ 極彩式パレット
き・８ Anachronism
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エリアマップレモン

サークルリストレモン

あ・３ corona
あ・４ きなこマーケット
あ・５ おさかなどっつ
あ・６ あらかるとさいどえむ
い・３ ⽥舎のバスローブ
い・４ ササクレ勇者
い・５ Kiste
い・６ Ob.
う・１ いわし⽸
う・２ もうねむたい
う・３ ギコギコ
う・４ 飯屋闇鍋
う・５ 宇宙船⾷パン号
う・６ わんころ教授
う・７ ⽉影館
う・８ 釣果ゼロ
え・１ わたきみ
え・２ PABLO PA-BLO
え・３ ４番線
え・６ たかの⼩屋
え・７ Onzza
え・８ mission9

お・１ Pentas*
お・２ リトルロック
お・３ やこうじ糀
お・４ ⽑んたま
お・５ きゅうりの浅漬け丼
お・６ 真性柑橘類
お・７ 箱詰めティーバッグ
か・３ HAKKANOTE
か・４ 妖怪銀河
か・５ メタルピクルス
か・６ hic0w0
き・２ bonebed
き・３ gari
き・４ S+R
き・５ アイドル候補⽣アンソロジー企画
き・６ 煙⽉
き・７ 落下傘
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エリアマップ企業エリア

出展リスト企業スペース

企業名
《印刷所》

え・３ 栄光

い・２ オレンジ⼯房

う・２ KANBI LIVRE

え・２ くりえい社

う・１ K9

あ・１ サンライズ

あ・２ ⼤陽出版

え・１ ねこのしっぽ

え・４ PICO

え・６ プリントウォーク

え・５ ポプルス

う・４ 丸正インキ

い・１ ラック出版

う・３ 緑陽社

URL

https://www.eikou.com/

https://www.orangekoubou.com/

https://kanbi-comic.com/

https://www.kurieisha.co.jp/

https://www.k-k9.jp/

https://www.sunrisep.co.jp/

https://www.taiyoushuppan.co.jp/doujin/

https://www.shippo.co.jp/neko/

https://www.pico-net.com/doujinshi/

https://www.print-walk.co.jp/

https://www.popls.co.jp/

https://www.marusho-ink.co.jp/

http://www.luck-pb.jp/

https://www.ryokuyou.co.jp/

企業名

《デジタル素材販売》

い・３ 背景倉庫

《⾷品》

あ・４ Warehouse北欧紅茶

あ・３ お菓⼦屋ニャンライズ

い・４ 社会就労センターパイ焼き窯

い・６ ハッピーハッピーメロンパン秘密基地

い・５ ふくち☆リッチジェラート

URL

https://haikeisouko.com/

https://www.mono-colors.co.jp/

http://nyanraizu.com/

https://sweetspyk.theshop.jp/

https://twitter.com/8melonpan8

http://fukuchibrandfactory.com/gelato/
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エリアマップ本部エリア

本部

あ・２ 本部物販

あ・３ とらのあなWEBオンリー会場

あ・４ メロンブックスエアイベント会場

い・１ ピエールお誕⽣⽇会場

い・２ パバステ伝⾔板

う・１ ペーパーラリー報告窓⼝

う・２ 本部総合窓⼝

BOOTHにて前回発⾏の記念冊⼦や、ノベルティの頒布をしています。

とらのあな様で併催している「とらのあなWEBオンリー」に繋がります。

メロンブックス様で併催している「メロンブックスエアイベント」に繋がります。

ピエールくんのお誕⽣⽇会場です。企画ツイートのいいねの数によって当⽇の外観が変わります！

また、ピエールくんのお誕⽣⽇のお祝いの本や展⽰を出してくださった⽅に、ちょっとしたプレゼントも

⾏っています。こちらの書き込みボードにご報告下さい。

お絵かきチャット・MagicalDrawを設置しています。

R18/カップリング表現以外なら絵でも⽂字でもなんでもOKです！

ネップリペーパーラリーの報告窓⼝です。報告すると開催記念ノベルティの抽選応募ができます。

イベントTwitterアカウントにつながります。
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プチオンリー

薫翼webプチオンリー企画です。

ネップリペーパーラリーやプチ記
念パンフ頒布等の企画を予定して
おります。

かおつばがお好きな方・気になる
方、みなさまお気軽にご参加いただ
けるとうれしいです！

かおつばＰＡＲＴＹ３

配置／パパイヤ

詳細

前回に引き続き、柏木翼×桜庭薫
webプチオンリーを開催します！

【夏／真ん中バースデー】をテーマ
にしたネップリペーパーラリーや
参加型のアンケート企画、webアン
ソロなど楽しい企画をご用意して
おります。

翼薫ｗｅｂプチオンリー【艶めく指先２】

配置／チェリー

詳細

→拡大エリア図：Ｐ15

→拡大エリア図：Ｐ12
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物販紹介
イベント記念ノベルティ ＰＶＣスライダーポーチ

700円
クリアラメベースにイベントロゴをデザインしたPVCクリ
アポーチです！デザインはいあ様（@iaia__side）にお願い
致しました。
蓄光グリッター入りで光ります。A5サイズ（内寸はA5より
小さいため、A5は入りません。ご注意下さい）。
※ノベルティで制作しているグッズですので価格はほぼ
原価での頒布です。

サイズ：220mm×151mm
素 材：PVC

蓄光グリッター入り

物販は本部エリア「あ・2」にて行っています

ぱばたびご当地ポストカードセット

100円
前回の企画「ぱばたび」から内容を引き継いだ形で作成した
ポストカードセットです。
皆さんが描かれた「アイドルのいる風景」をポストカードに
致しました。各地で撮られた写真がポストカードで送られ
てきたような雰囲気をお楽しみください。"
参加者様（エリア掲載順順敬称略）
明麻／棚わに／糸会ミズ／御園れいじ／逢瀬／ろんがい／
アミィさん／鳳梨まや／さめた／雲母／西／秋良／いむじ／
こいし／hdk／shinocco

ポストカード16枚セット
（封筒入り）

Ｐａｓｓｉｏｎ！ＶＩＲＴＵ＠ＬＳＴＡＧＥ！特別企画冊子 ぱばたび

200円
イベント開催を記念し、参加者の皆さん
からご協力頂く投稿型の冊子を発行し
ました。
内容については皆さんからご投稿いた
だく参加型とし、いろいろな角度から
楽しめるコンテンツになるよう企画致
しました。

サイズ：A5／中綴じ／28P
※前回の第2回開催時に作成した
冊子です



皆様に助けられ３度目の開催までこぎつけることができました。
本当にありがとうございました！

当日まで楽しんでいただければ幸いです！！

主催 しのっこ

Passion! VIRTU＠L STAGE!3 パンフレット
主催・発行：しのっこ（@shinocco）／MEGANE81
デザイン・制作：吉相ちゃこ様（＠sjirusi）

Special Thanks
デザイン・各種コンテンツ作成

会場マップ背景作成

会場背景に使⽤した素材サイト様

他イベント

いあ様（＠iaia__side）
⾼町様（＠tttakamachi）

さはら様（＠toriharo）
ちくわ様（＠chikuwax）

ぴぽや様 https://pipoya.net/
ドット絵世界様 http://yms.main.jp

頭割りだョ！ヒカセン集合様（＠14Atamawari）
喵喵万来！様（＠LXH_WEBonly）

相談に乗ってくれた友⼈、当⽇スタッフの皆様
サークル参加、⼀般参加の皆様

*ゆっっっけ様（＠CNANGyukke
吉相ちゃこ様（＠sjirusi）

綱森様（＠tunamoryun）
ねこ⽸P様（＠zenochika）

ほり様（＠guriko_hori）
ぽめたろう様（＠pometarou3）


