2021.11.14 日

秋葉原 UDX AKIBA_SQUARE & UDXギャラリー

EVENT GUIDE
参加サークルの情報がわかる！探せる！
スマホで便利な「Web カタログ」はこちら ➡
詳しい使い方は裏表紙へ
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開催概要・アクセス
⿓ デジゲー博2021 開催概要

⿓ 会場へのアクセス

イベント内容..........機種を問わない同人・インディゲーム
および、それらの制作を支援するソフト、
同人誌、サービスの展示・即売会
開催日時.................2021 年 11 月 14 日 ㊐
11:00 ～ 16:00
会場.........................秋葉原 UDX（東京都千代田区）２階
イベントスペース AKIBA_SQUARE
同・4 階

UDX ギャラリー

（東京都千代田区外神田 4-14-1 2F/4F）
主催.........................デジゲー博準備会
協賛.........................株式会社インティ・クリエイツ
株式会社 TA
広告協賛.................IndieGamesJp.dev
irondrill
株式会社 CRI・ミドルウェア

ビックカメラ

iGi indie Game incubator
Effekseer
株式会社 room6
mjnest
株式会社コトリボイス
株式会社イザナギ /AKIBA-HOBBY
サイバーズ株式会社
ほか、多数の Web ロゴ協賛をいただいてお
ります

電車でのアクセス
•
•
•
•

JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩 2 分
東京メトロ銀座線末広町駅 1･3 番出口より徒歩 3 分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅 2･3 番出口より徒歩 4 分
つくばエクスプレス秋葉原駅 A1 出口より徒歩 3 分

新型コロナウィルス感染症対策について
『デジゲー博 2021』を無事開催するため、また開催前後も皆様が健康で過ごせるように、
下記の通り「新型コロナウィルス感染症」拡大防止策を実施予定です。ご一読ください。
今回開催においては、新型コロナワクチン接種済みの方も、下
記の対策へのご協力をお願いいたします。
① 以下の条件に該当される方は、ご来場いただけません。
• マスク未着用の方（マスクをせず、マウスガードやフェイスガードの
み着用は不可、併用は可）
• 37.5 ℃以上の発熱がある方。
• 咳、喉の痛み、倦怠感、息苦しさ、その他風邪症状の自覚がある方。
• 開催当日から起算し、過去 2 週間以内に新型コロナウイルス感染者ま
たは感染疑いのある方と濃厚接触した方。
• 開催当日を基準として、海外より帰国後 2 週間を経過していない方。

② 以下の条件に該当される方は、ご来場を再検討ください。
• 基礎疾患をお持ちで感染に不安がある方。
• 感染リスクの高い同居者がおり、感染に不安がある方。
• その他何らかの理由で感染に不安がある方。

③ 準備会として、以下の感染予防策を実施します。
• 来場時に検温を行います。

• ホールの換気のため、状況に応じて扉を開放して運用します。
• 会場内に速乾性手指消毒剤を設置します。
• 準備会スタッフは、開催前日・当日に検温を実施し、条件に合わなかっ
たスタッフは参加をとりやめます。
• 準備会スタッフは、マスクを着用して対応します。

④ 参加者の皆様のご協力をお願いします。
• 来場前に自宅等で検温し、発熱・体調不良がないか確認のうえ、無理
のない参加をお願いします。
• 来場時にスタッフから検温の指示を受けましたらご協力ください。
• 催事開催中は、マスクの着用をお願いします。（マスクをせず、マウス
ガードやフェイスガードのみ着用は不可、併用は可）
• 咳エチケット、こまめな手洗い・手指消毒をお願いします。
•「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(COCOA) をお手持ちのスマー
トフォンにインストールください。
• 建物内にはできる限り留まらず、空気の通りが良い建物外や敷地外で
の待ち合わせをお願いします。
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一般参加案内・ご注意事項
⿓ 入場方法
• 入場するには、あらかじめチケット販売サ
イト Peatix での入場証のデジタル購入が必
要です。Peatix のチケット販売ページは下
記 URL です。

https://digiex2021.peatix.com/
• 会場入口で Peatix アプリでチケットを提示
してください。スタッフが確認後、リスト
バンドを装着いただきます。
• 小学生未満の未就学児童については、入場
証の購入は必要ありません。次項「未就学
児童の来場について」もお読みください。
• 入場時は必ずスタッフの指示に従ってくだ
さい。
• 再入場時はリストバンドをご提示ください。

⿓ 未就学児童の来場
• 開催中の場内は、混雑する場合があり大変
危険です。未就学児童の来場は、安全のた
め原則ご遠慮ください。やむを得ず来場さ
せる場合は、保護者の責任で来場させてく
ださい。
※小学生以上でも連絡先などを記載した迷
子札などを持たせるようご配慮願います。
• 安全管理上、ベビーカーでの来場は固くお
断りします。

⿓ Webカタログ
参加全サークルのサークルカットとアピー
ルは「Web カタログ」としてオンラインで
閲覧できます。アクセス方法や操作方法は 5
ページをごらんください。
※会場に Wi-Fi スポットはありません。お
手持ちの LTE 回線などでアクセスくださ
い。

⿓ 会場付近での徹夜・早朝
来場
徹夜・早朝来場は、固くお断りします。ま
た会場周辺で早朝から騒いだり、たむろし
たりなどの行為やゴミを散らかすなどの迷
惑行為を行わないでください。

⿓ 会場周辺の喫煙・トイレ・
ATMなど
• ビル内は全館禁煙及び会場内での火気使用は
禁止です。喫煙は、4F 喫煙スペースをご利
用ください。（催事以外のお客様も利用され
ますので、マナーよくご利用ください）
• 会場外周辺は千代田区の路上喫煙禁止区域で
す。屋外での路上喫煙はできません。
• 開会前のトイレは、UDX ビル内のトイレ、
周辺の利用可能な公共トイレ等をご利用くだ
さい。開場後は、２階 AKIBA SQUARE で
はホール内のトイレがご利用可能です。４階
UDX GALLERY については、会場外にある
同フロアのトイレをご利用ください。
• 会場内に ATM はございません。会場周辺の
銀行・コンビニエンスストアなどをご利用く
ださい。

⿓ 飲食について
会場内の飲食は原則禁止です。会場隣の飲食
店街などをご利用ください。 水分補給をす
る場合は、周囲の往来の妨害にならないよう
に通路の端や会場外で取るようにしてくださ
い。

⿓ 駐車場・駐輪場
来場者の為の駐車場・駐輪場の確保は行って
おりません。来場には電車・バスなどの公共
機関をご利用ください。

⿓ コスプレ
一般参加者のコスプレは禁止です。公共機関
の制服などを着用しての来場は職務中の場合
を除きお断りしています。顔が認識できない
被り物や、往来の危険となるものについても
外して来場してください。

⿓ イベント開催中の諸注意
• 会場内が混雑する場合は、必ず周辺のスタッ
フの指示に従い安全な通行をお願いいたしま
す。
• スマートフォンの画面、本ガイドを見ながら
の通行、イヤホン等をつけたままの往来な

•

•

•

•
•

•

ども控えるようにご協力をお願いいたしま
す。Web カタログの閲覧も安全な場所に立
ち止まっておこなってください。
防災設備や非常用通路の確保のため、会場内
通路（特に非常口や消火栓の前）には物を置
いたり座り込んだりしないようにお願いいた
します。
危険物、法令に抵触する物、ならびにスタッ
フが危険と判断した物を会場内へ持ち込むこ
とはできません。
各自の荷物は各自で管理してください。紛
失・盗難などに際しては、準備会は一切の責
任を負いません。
ケガをした場合や、気分が悪くなった方はお
近くのスタッフにお声かけください。
会場内の落とし物 / 忘れ物は、準備会本部へ
ご連絡ください。会場外の落とし物 / 忘れ物
については、UDX １F の交番（警察）にご
連絡ください。
何か困った場合、近くのスタッフまたは準備
会本部までお問い合わせください。

⿓ ゴミお持ち帰りのお願い
ゴミは必ずお持ち帰り頂くようお願いしま
す。会場周辺のお店などにゴミを捨てるなど
の迷惑行為も行わないでください。

⿓ 会場内での録音、撮影、
動画配信
• 会場内の録音・撮影は原則禁止としておりま
すが、サークルスペース内に限りサークル及
び対象者の許可を得た場合は撮影・録音は可
能です。
• 撮影 / 録音物を WEB サイト・ブログなどに
使用する場合、個人情報の保護とトラブル防
止のため、許可を得た対象者以外の方にはモ
ザイクなどの処理を必ず行ってください。
• また、会場内及び周辺でのストリーミング動
画配信については全面禁止です。
• 準備会発行の取材者腕章を着用した取材者が
参加者にお尋ねの場合も、掲載メディアや主
旨などをご確認の上で取材をお受けくださ
い。万が一トラブルが発生した場合、原則参
加者と取材者間で解決してください。悪質な
場合は準備会までお知らせください。
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2F ↔ 4F 間 アクセスのご案内
４F
デジゲー博２０２1
4F 会場 UDX ギャラリー

ショップエレベーター
（２F～４F間移動可能）

UDX GALLERY
NEXT
（他イベント）

オフィスロビー

至
秋葉原駅
パーキングエレベーター
（BF～２Fまで、
４Fには行けません）電気街口

デジゲー博２０２1
2F 会場 AKIBA_SQUARE

店舗
店舗

2F
※UDXギャラリー Webサイトの資料をもとに制作しました
秋葉原電気街方面
エスカレーター

２F ↔４F 間移動は JR 秋葉原駅寄りにある４Ｆ直通エスカレーター、または、レストラン街アキバ・イチ内にある「ショッ
プエレベーター」のいずれかをご利用ください。JR 秋葉原駅寄りの「パーキングエレベーター」は４階には行きません。
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「Web カタログ」 をご利用ください！
⿓ Webカタログとは
デジゲー博ではサークル全てをオンラインで一覧できる「Web カタロ
グ」を開設しています。Web カタログ化によりフルカラーでのアピー
ル掲載が可能になったほか、サークルの公開プロフィール／頒布情報、
さらには各サークルの Web サイトにも素早くアクセスできるようにな
りました。
• 訪問先の管理や、あとからの調べ直しなどに便利な「お気に入り機能」
を搭載。お気に入り情報は他の端末へ転送できます。
• サークル名やハンドル名、ふりがな、ジャンルでも絞り込み可能な検
索機能。
• ログインもアカウント作成もいらない安心設計。設定はブラウザ機能
により端末に保存されます。

⿓ 画面の説明
①検索メニュー開閉
②検索メニュー

③サークルカット

⿓ Webカタログへのアクセス

④スペース番号

⑤お気に入りボタン

• ネットワークに接続された状態で、下記 QR コードを読み取ってくだ
さい。

⿓ 基本的な使用方法
• QR コードが読み取れない場合は以下の URL よりアクセスいただけま
す。

https://bit.ly/cat-dg21

⿓ プライバシー・セキュリティについて
• Web カタログはサークル設定などのデータ読み込みを除き、外部への
アクセスは行いません。また、外部サーバーへのデータ保存・送信は
しておりません。
• 各サークルの「Web サイト」リンク先の内容は準備会では関知してお
りません。各自の責任でアクセスしてください。

デジゲー博 2021 ガイド
発行日
発行者
デザイン
イラスト

2021 年 11 月 14 日
デジゲー博 準備会
江崎 望
悠飛あるふぁ
（Lucky Chance!）

•【③サークルカット】をタッチするとサークルカットの拡大画像、公開
プロフィールなどを閲覧できます。サークルが Web サイトを登録して
いるとサークルページへのリンクも表示されます。
•【④スペース番号】がそのサークルの配置です。配置図を参考にサーク
ルに向かいましょう。
•【⑤お気に入りボタン】をタッチするとお気に入りに登録できます。検
索機能でお気に入りにしたサークルだけを表示可能です。
•【①検索メニュー開閉】をタッチすると【②検索メニュー】にアクセス
できます。上から、「ジャンル」「お気に入りサークル」「サークル名・
代表者ハンドル名」の入力欄です。それぞれ指定をすると絞り込みが
行われます。同時に指定すると全て満たすサークルだけに絞られます。
• 詳しい操作については【①検索メニュー開閉】で見られる「操作説明」
の項目を選ぶとヘルプが開きますので、そちらをご覧下さい。

印刷会社
連絡先

株式会社グラフィック
〒 111-0036  東京都台東区松が谷 2-16-3-303
江崎方 デジゲー博準備会
e-mail
info@digigame-expo.org
Web サイト http://digigame-expo.org/
Some materials are designed by Freepik.com.
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⿓ サークル配置図 2F AKIBA_SQUARE会場
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⿓ 配置図の見方・ご注意
• 今年はサークル間の密接防止のため、机１本＝１スペースとなっております。従来の「a/b」によるスペース分けはありません。
• 出入口の場所などは、状況により変更されることがあります。

⿓ サークルリスト

あ

か

ICON...............................................................X-07
青エビ研究所..................................................B-16
Achamoth.....................................................B-08
AxiaBridge....................................................B-13
アクワイア......................................................Y-11
亜光速エンジン..............................................X-03
アトリエ ミミナ.............................................B-06
Anachro........................................................D-17
株式会社アミューズワン...............................D-13
異形の街調査団..............................................B-17
illuCalab.
このデジゲー.....................X-15
インティ・クリエイツ...................................Z-04/05
IMPACT SOFT.............................................E-02
HZ3 Software..............................................A-05
H.T.Project Games....................................C-11
A9機関............................................................E-07
SRS.................................................................Z-03
HSPプログラムコンテスト2021...............X-09
エンタロピーゲームズ...................................E-06
エンドレスシラフ..........................................C-15
オイシ研..........................................................C-09
オンラインUnityもくもく会........................X-12
かえる屋さんげーむず...................................B-03
かじのゆ..........................................................D-08
神奈川電子技術研究所...................................A-04
カニハドウ......................................................E-16
Caffeine Zombie.........................................E-03
株式会社TA....................................................X-01
株式会社ネオトロ..........................................Y-10
かぷりこーん..................................................C-19
川口Unityもくもく会....................................X-11
Qitz..................................................................C-18
Kinoene.........................................................B-20
qbert...............................................................B-05
CUBIC STYLE..............................................Y-01
京大マイコンクラブ.......................................E-05
GRAFFITIunderGIRDER............................C-17
Creative Θ...................................................D-16
Gamster.........................................................Y-04
GameFloat....................................................E-17
CHEMICAL PUDDING...............................D-06
GosunSoft.....................................................E-01
COSEN...........................................................A-09
CoroCom.......................................................Y-02

さ

た

な

は

さいたまげーむす..........................................C-02
G-MODE.........................................................X-14
ジェッドムのハウス.......................................E-10
D10RAMA.....................................................D-19
(資)自転車創業................................................Y-05
週末Unityもくもく会....................................X-10
SUPER STARMINE.....................................C-14
Ske6...............................................................A-01
スタジオしまづ..............................................Y-03
Snym..............................................................X-05
SleepingMuseum........................................B-12
Throw the warped code out..................E-04
ZephyrStudio...............................................C-01
たいし＠相撲VRゲーム制作.........................Z-02
第六感覚..........................................................B-09
旅人の詩Games............................................D-18
チーム社畜......................................................X-02
CharmS..........................................................D-09
DSM................................................................C-06
DSPSE...........................................................B-19
disfact............................................................D-07
day-to-day management..........................E-15
TXT.TXT........................................................D-05
デジメカ製作所..............................................E-13
ですのや☆......................................................A-08
鉄之海老制作班..............................................C-07
電猫遊戯..........................................................E-14
天然養殖..........................................................D-02
東京高速戦術..................................................Z-01
徳島ゲーム開発ごっこ...................................B-02
とりこし..........................................................D-11
Drossel/Studio............................................A-10
Neetpia..........................................................B-18
にゃっほい屋..................................................C-04
NewfrontiaSoftware..................................D-20
Nukenin 合同会社........................................D-04
NullKnown....................................................Y-08
NEOタケトンボ.............................................D-12
Nejiya.............................................................E-12
Northern Mind.............................................C-08
ノナプルナイン..............................................B-07
墓場文庫..........................................................B-11
博の片隅の
OHBA堂......................X-16
萬楽破天孔......................................................D-01
ぴくせるまじっく..........................................X-06
ヒトリクソン株式会社...................................A-02
PhantomIsland............................................D-03

ま
や
ら

ブイブイラボ..................................................E-20
Four Legs Chicken....................................E-09
FlyteCatEmotion Inc..................................C-12
PlatineDispositif..........................................A-03
Frankensteiner...........................................X-04
FreelyApps...................................................E-11
Prism++........................................................C-03
BLUE&WHITE..............................................A-06
BrainChain....................................................B-15
FriendNavy..................................................D-10
Broken Desk................................................E-18
FURO-GAMES..............................................C-20
Project ICKX...............................................Y-09
Project Rolling Gunner............................C-13
べすとまん......................................................D-15
ヘビサイドクリエイション...........................A-07
星屑ラボラトリー..........................................C-16
POLYGONOMICON....................................Y-07
Horousamatolune.......................................E-08
Max Neet Games........................................B-14
丸ダイス..........................................................D-14
未来試作研究室..............................................X-08
mumimumi.....................................................E-19
よじすぎ..........................................................B-04

Rakugaki Games........................................C-10
Rabbitly Entertainment............................Y-06
RirCreate......................................................B-01
room6.............................................................X-13
Luftelli............................................................C-05
RexLabo........................................................B-10

※全てのサークル名は、申し込み時に記載さ
れたものをそのまま掲載しています。また、
リストの並び順も申し込み時に申告のあっ
たよみがなを元に掲載しています。
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⿓ サークル配置図 4F UDXギャラリー会場
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（レストラン街行きエスカレーターあり・お手洗いもこちら）
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→２Ｆ・ＪＲ秋葉原駅 電気街口方面へ

