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実行委員長からのご挨拶
　みなさま6年ぶりです。また、とちぎで日本SF大会が行われます。当大会は、前回僕が実行委員長をやった
2003年の大会（T-con2003）同様「合宿大会」になります。「合宿大会」は宮城で行われた「ずんこん」以来3年
ぶりということになります。

　やっぱり、たまには合宿大会があるのが良いですよね(^^)大会期間中みんな一緒に同じ会場にいて、いつどこへ行っても周りは
SFファンばかり……。楽しそうな人の輪があれば、ふらっと混ざってみてください。びっくりするような楽しい話が聞けたり、久しぶ
りの懐かしい顔に会えたりするでしょう……そんな楽しみもあなたを待っています。
　ちょっとシャイな人でも大丈夫。会場内で参加者からのいろいろな情報を発信している「時刊新聞」や、他の人に声をかけるきっ
かけにもなるオリジナルシール交換をサポートする「シール企画」など、大会期間中を楽しく過ごせる企画も満載です。
「自分もこんな楽しいことをやってみたい……」そんな風に思ってもらえるような日本SF大会にしたいと思っています。もし、そう
思ってくれたなら、ぜひご連絡くださいね。日本SF大会（と日本SFファングループ連合会議）はそういうあなたを待っています(^^ゞ

　2003年大会と比べると、一泊二日と短くなりましたが、前回同様、楽しい合宿にしていきます。
　ぜひとも「とちぎSFファン合宿　T-con2009」にご参加ください。

　それでは、2009年7月、とちぎでお待ちしております。
第四十八回日本SF大会　とちぎSFファン合宿　T-con2009

実行委員長　熊倉晃生

日本SF大会って何？

星雲賞に投票しよう！

　年に一度、日本各地のSFファンたちによって自主的に開催される「SFファンの、SFファンによる、SFファンのための」最大級の
イベント……それが日本SF大会です。
　作品についてのマジメなディスカッションをする所もあり、みんなで盛り上がる馬鹿話をする所もあり、他ではなかなか見られな
い面白い出し物を楽しむ所もあり……思う存分コスプレを楽しんだり、自分の作った同人誌を売ったりだってできます。日本SF大
会は、全国のSFファンが一同に会して行われる、まさに「SFのお祭り」なのです。
　日本SF大会には、毎年多数の作家さんやクリエイターの皆さんがゲストとして参加されます。ここだけでしか聞けないような話
を身近で聞けたりするのも嬉しいですし、なにより会期中は会場内を「当たり前にゲストの方が歩いている」ことが多いのも、他の
イベントにはなかなか無いSF大会の特徴です。ゲストの方も一般参加の方も、同じ「SFが好きで集まった参加者」には変わりない
のです。意外なことから憧れのクリエイターの方とお近づきになれる、なんてこともあるかも知れません。
「身近に自分の好きな作品の話をする人がいなくて嘆いている」「ネット上でも話に食い付いてくる人がいない」……そんなあなた
もSF大会に来ていただければ、思うさま自分のアツいエネルギーをぶつけられます。参加者の多くは勉強熱心で知られるSFファ
ンです。しかも全国から集まってきた箸が立つほど濃い人たちです。どんなマイナーな作品でも、どんなマイナーなジャンルでも、
必ず語れる相手はどこかにいるはずです。
　もちろん、「僕（私）そんな濃厚な人間じゃないから……」という方にもぜひご参加を勧めします。ご安心ください。一泊二日の合
宿はあなたを見違えるほど濃いSFファンに変えてくれるでしょう。
　気のあった友達と夜まで語り明かすのも楽しいですし、もちろん一緒に参加するお友達がいなくたってノープロブレムです。
「引っ込み思案な僕もSF大会に参加して友達がいっぱいできました」というのは、よくある体験談です。大丈夫！
　きっと忘れられない、夢のような夏の夜になることをお約束します。T-con2009にどうぞご期待ください。

2003年大会での星雲賞副賞は「火星の土地1エーカー分の権利書」。もちろんホンモノ。▲

　星雲賞は、SFファンが、優れたSF作品、日本のSF文化に貢献した活動などを部門ごとに投票で選び、表彰するものです。
　日本SF大会では参加者によって星雲賞の投票が行われ、大会当日には、その表彰式が開かれます。副賞は毎年の大会ごとが作
るユニークなもので、2007年大会では「蒔絵時計」が贈られました。2009年はどんな副賞が……？　それは当日のお楽しみ！
　大会参加者の方には2009年の春頃に投票用紙と参考候補作のリストをお手元にお届けします。投票締切は初夏の予定です。
　星雲賞は「日本長編部門」「日本短編部門」「海外長編部門」「海外短編部門」「メディア部門」「コミック部門」「アート部門」「ノ
ンフィクション部門」「自由部門」の計9部門。
　2007年の受賞作は、日本長編部門が『日本沈没・第二部』(小松左京・谷甲州)、日本短編部門は『大風呂敷と蜘蛛の糸』(野尻抱
介)、メディア部門は『時をかける少女』（監督：細田守）でした。また、同年はコミックマーケット元代
表の故米澤嘉博氏に対して、国民栄誉賞のような位置づけの「特別賞」も授与されています。

　受賞の対象は、前年1月1日から12月31日の間に完結(発表)されたものに限られます。つまり、
2008年の作品に賞を与えることができるのは、T-con2009の参加者だけなのです。
　さぁ、あなたも大好きな作品に投票して星雲賞を盛り上げていきましょう！



T-con2003からさらに進化したT-con2009！

参加ガイダンス

　会場は、二泊三日のT-con2003で、鉄人定
食を作ったり、銀ラメジャケットで盛り上げた
りと、陰に日向に支えてくれたホテルニュー塩
原です。今回はさらに……ゲフンゲフン。
　いや、まあ、なんだ、今回は一泊二日で
ちぃっとばかしスケールダウンはしています
が、その分、濃密な温泉リゾート大会にしよう
と画策・暗躍・跳梁跋扈中です。
　合宿ですからもちろん、
・特訓
　SF力を高めるための大型クイズ企画を計
画中。夏を制するものはSFを制するのです。
・朝練
　SF力を高めるのは一朝一夕にてならず。つ
まりは、夕方にばかり企画をやっていちゃダメ
じゃないか、ということで朝にも企画を入れる
べく奔走中です。
・宴会
　超時空酒場「遊コンＴ9」を建造中です。大
宴会場を丸々使っての宴会企画。まれに
フォールドミスを起こすのが珠に瑕ですが、一
泊二日なら損害は軽微なはず……です。

　他にもT-con2003以来続いているシール
コレクションをはじめ、多種多様な企画を取り
揃えていく所存です。

▲ゆったり、まったりと楽しめるところも温泉
地の合宿大会ならではの魅力。やっぱり畳の
部屋っていいですよねぇ。

▲全員参加で行われたペーパークイズ。
2003年大会ではグループでワイワイと問題
を解くための部屋も用意されました。

▲秋山瑞人氏の『イリヤの空、UFOの夏』に
登場した鉄人定食を再現。デカいのはもちろ
ん、味のほうも手抜かりはありません。

▲2003年大会での「遊コンT3」の様子。参
加者の憩いの場としてバージョンアップした
「遊コンT9」を乞うご期待！

料金区分なし
登録参加（星雲賞投票権、当日配布物受領権のみ。当日の大会参加権は含みません）

栃木県在住者
（高校生以下は、通常と同額）

3歳未満
未就学児（3歳以上）
小学生
中学生
高校生
一般（2009年4月1日以降）
一般（2009年3月31日まで） 29,000円（うち13,200円が宿泊実費）

32,000円（うち13,200円が宿泊実費）
18,200円（うち13,200円が宿泊実費）
13,200円（うち13,200円が宿泊実費）
9,600円（うち9,600円が宿泊実費）
7,200円（うち7,200円が宿泊実費）
無料
18,200円（うち13,200円が宿泊実費）

4,000円

大会参加費一覧（宿泊実費を含めた総額を示しました）

参加費用一覧

※写真はすべて「T-con2003」より

プログレス・レポートについて

お申し込みから大会当日まで

参加お申し込み方法
　日本SF大会では参加者に向けて「プログレ
ス・レポート」というものを不定期で発行して
います。これは大会の準備進捗状況を知らせ
るほか、参加にあたってのおトクな情報などを
伝える冊子、という感じのものです。例年では
実際に印刷したものを参加者の皆さんにお届
けするスタイルがスタンダードなものでした
が、今回のT-con2009では運営費をより効率
的に使用するために、印刷物ではなくPDF
ファイルを公式サイトからダウンロードしてい
ただく形態となっています。もちろんネット環
境を持たない方のためにこちらで印刷したも
のを送付させていただくオプションもご用意
していますが、追加料金が発生してしまうた
め、実行委員会としてはネット上で入手される
ことをお勧めします。なにとぞご協力とご理解
をいただければ幸いです。

お申し込み後、プログレス・レポートの発行案
内などのご連絡をメールにて不定期でお送り
いたします。また、2008年12月上旬までにお
申し込みをいただいた方には、実行委員会よ
り初春のご挨拶をお届けします。

　参加証は大会前の初夏ごろに郵送でお届け
する予定です。こちらは大切なものですので、
当日まで無くさないようしっかりと保管をお
願いします。

　T-con2009参加のお申し込みには大きく
分けて以下2つの方法があります。
1.この参加申込書を使って申し込む
　手書きで参加申込書にご記入いただく方法
です。次ページよりの記入例をご参考の上、く
れぐれもお間違いないようお願いします。
　必要事項をご記入いただきましたら、以下
のあて先まで郵送して下さい。入金方法など
について、日本旅行より追ってご連絡いたしま
す。

【参加申込書あて先】
株式会社日本旅行
イベント・コンベンション営業部 
MCSセンター 
〒104-0061
東京都中央区銀座7-13-10
日本興亜銀座ビル5階
FAX　03-5565-9611 
e-mail: mcs_inq01@nta.co.jp
営業時間　平日　09：30～17:30
（土・日・祝日は休業） 

2.公式サイトからのお申し込み
公式サイトhttp://www.t-con2009.jp/でも
お申し込みが可能です。詳しくは公式サイトを
ご覧ください。

　どちらの方法で申し込まれた場合にも、入
金完了後に実行委員会よりお申し込み確認の
ご連絡をいたします。もしお申し込み後1ヶ月
を越えて連絡が無い場合は、郵送トラブルや
メール送信エラーなどが発生している可能性
もございますので実行委員会宛にご相談くだ
さい。



申込書 A面記入例

参加区分
□一般 ￥32,000

□一般（早期割） ￥29,000
□高校生 ￥18,200

□中学生 ￥13,200

□小学生 ￥9,600

□幼児 ￥7,200

□乳児 ￥0

□栃木県民割引 ￥18,200
□登録参加    ¥4,000

性別

フリガナ

ふりがな

メール
アドレス

障
碍
者
使
用
欄

運
営
参
加

企
画
関
係

続柄

電話番号

相手の方の氏名は

ご自身の状況に付いてお書き下さい

その他、参加に関する特別な希望等がございましたら、こちらに……

氏名

ふりがな

自宅電話

ＦＡＸ

携帯電話名札表記

名札上の名前

住所
〒

男　女

大会からの情報を
お届けします。正し
くご記入下さい。

生年月日

　　　　　年　　　月　　　日
西暦

都道
府県

貴方が会期中に、事故・急病などに遭われた時、
実行委員会が緊急にご家族と連絡を取るため
の連絡先です。大会に参加しないご家族・ご実家
・寮母さん等をご記入下さい。

この大会は、合宿大会で、参加者全員がホテルで合宿いたします。また
未成年者に勧めることは厳に禁じておりますが、大会全体としては飲
酒を伴う企画も催される予定です。大会時点で未成年の方（1989年
7月5日以降にお生まれの方）の参加は、保護者の許可が必要です。

この大会のスタッフは全員、有志の無償ボランティアです。大会運営を手伝ってもよい、手
伝ってみたいとお考えの方は是非、実行委員会に入り、大会成功のためにご助力下さい。

本大会では、参加者の皆様からお預かりした申込データは、事務局の管理のもと、大会運営の
ために利用し、別用途への流用等はいたしません。しかし、大会ではここ数年間、案内書などを
送らせていただくことにより、参加者利便を図り、かつ大会参加申込の増加・早期化を図るため
、許可を戴いた方のデータを次年度以降に送っております。あなたの情報（住所・氏名）を次年
度以降の大会に申し送り、案内書の送付などをさせていただいてよいか、お聞かせ下さい。

上記の住所への、プログレス・レポートの送付を希望します。

プログレス
郵送の希望
（有償2000円）

□Yes　　□No

上記の住所への、次年度以降の大会の案内書送付を許可します。
□Yes　　□No DB入力□

□ 私は介助者を必要とします。介助者に随行してもらいます。
□ 私は介助者です。要介助者に同行します。

この大会では省力化およびコスト削減のため、プログレス・レポートの送付は基本的にいたしません。ＰＤＦ版のプログレス・レポートを作成し、サイト
上にダウンロード可能な形で掲載します。そして参加者のメールアドレスに刊行のお知らせを入れます。
とはいえ、メール受信やＰＤＦ閲覧が出来ない方もおられます。そういう方のために、プログレス・レポート等の出力と郵送を有償で受け付けます。　
希望する方はYesにチェックして下さい。（Yes・Noどちらもチェックが無い場合、Noとさせていただきます。）
なお、記録・記念物として紙版のプログレス・レポートを保管したいという方も居られると思いますが、予定しています送付物は、製本等をしない単
なるプリントアウトの束です。そのかわり、大会当日お渡しするプログラムブック（これは紙の出版物です）には、大会記録の一環として、発行したプ
ログレスレポート全号を再掲します。記念物としてはそちらをご利用頂ください。
送付のご希望は、実用上の理由で紙のプログレス・レポートを必要とされる方だけにしていただきますよう、お願い申し上げます。

□企画持ち込みを考えている
□ディーラーズルーム出店を考えている

希望頂いた方のもとに後ほど大会からご連絡いたします。 ルームパーティー開
催を検討中の方は、申
込書Ｂ面の部屋割りで
申請して下さい。

障碍者と介
助者は、同室
になります。

上記の未成年者の参加を、保護者として承認します。

保護者承認
（未成年者）

保護者氏名
続柄
参加者の

参加者の

印

氏名

緊急連絡先
□準備期間からスタッフ登録して活動しても良い。
　　　□主に東京で開かれる運営ミーティングに参加出来る。
　　　□インターネット（電子メール）の会議に参加出来る。
□当日、少しなら手伝える。

Ａ面

会期中、会場内でお付け頂く名札や発行物の
参加者名簿に、ペンネーム・ハンドルネーム等
を使いたい場合、この枠内にお書き下さい。
※ 無記入の場合、上記の氏名が入ります。

＠

旅行代理店使用欄

申込受付日 担当者

参加合計金額

支払金額

残額

年 月 日

， 　 円

， 　 円

， 　 円

第四十八回日本SF大会T-con 2009　　参加申込書とちぎSF
ファン合宿



申込書 Ｂ面記入例
性別ふりがな

氏名 男　女
生年月日

　　　　　年　　　月　　　日

西暦

第四十八回日本SF大会T-con 2009　　参加申込書 Ｂ面とちぎSF
ファン合宿

部屋定員を割り込んだ一室占有希望に関しては、別
途グループリーダーより、人数に応じた費用を申し
受けます（原則一部屋6名換算で、一名不足につき
10,000円追加）。

※当日は、全員宿泊制です。   
□大会の部屋割に任せる
　　□喫煙者同士の部屋を希望
□同室希望を出す

当日　2009年7月4日(土曜日)

当日同室希望

占有希望　　□Yes　　□No

一室占有希望（有償）

□パーティは行わない
□クローズドパーティを開催
□オープンパーティを開催

リーダー

Ａ面の参加区分に従った参加費です。
B面記入の無い方は、大会の部屋割で一般（禁煙
室）に割り振ります。

メンバー

□後で申請する
□今申請する

一部屋を定数以下の人数で占有したい場合は、
占有申請（有償）を行って下さい。

同室希望は、追加料金なしで行なえますが、部屋
定数に満たない場合、他の宿泊者と同室になり
ます。あなたが、同室グループのメンバーならリ
ーダー名を、同室グループのリーダーならメンバ
ー全員の名前を記入して下さい。

□男
□女

□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女

□リーダー
□メンバー

あなたは ？｛ 同室希望に関す
る問合せ等はリ
ーダーに対して
行います。

前泊　2009年7月3日(金曜日)

当日　2009年7月4日(土曜日)

後泊　2009年7月5日(日曜日)



性別ふりがな

氏名 男　女
生年月日

　　　　　年　　　月　　　日

西暦

第四十八回日本SF大会

リーダー

□前泊する   

同室希望は、追加料金なしで行なえますが、部屋
定数に満たない場合、他の宿泊者と同室になり
ます。あなたが、同室グループのメンバーならリ
ーダー名を、同室グループのリーダーならメンバ
ー全員の名前を記入して下さい。

□一般 
□高校生 } 12,000円□中学生 

□小学生 8,200円
□幼児 6,000円
□乳児 0円

□一般 
□高校生 } 12,000円□中学生 

□小学生 8,200円
□幼児 6,000円
□乳児 0円

T-con 2009　　参加申込書

部屋定員を割り込んだ一室占有希望に関しては、別
途グループリーダーより、人数に応じた費用を申し
受けます（原則一部屋6名換算で、一名不足につき
10,000円追加）。

占有希望　　□Yes　　□No

メンバー

Ｂ面

前泊　2009年7月3日(金曜日)

前泊同室希望

□大会の部屋割に任せる
　　□喫煙者同士の部屋を希望
□同室希望を出す

□後で申請する
□今申請する

一室占有希望（有償）

□リーダー
□メンバー

□パーティは行わない
□クローズドパーティを開催
□オープンパーティを開催

部屋定員を割り込んだ一室占有希望に関しては、別
途グループリーダーより、人数に応じた費用を申し
受けます（原則一部屋6名換算で、一名不足につき
10,000円追加）。

部屋定員を割り込んだ一室占有希望に関しては、別
途グループリーダーより、人数に応じた費用を申し
受けます（原則一部屋6名換算で、一名不足につき
10,000円追加）。

※当日は、全員宿泊制です。   
□大会の部屋割に任せる
　　□喫煙者同士の部屋を希望
□同室希望を出す

□後泊する   
□大会の部屋割に任せる
　　□喫煙者同士の部屋を希望
□同室希望を出す

あなたは ？｛

当日　2009年7月4日(土曜日)

当日同室希望

後泊　2009年7月5日(日曜日)

後泊同室希望

一部屋を定数以下の人数で占有したい場合は、
占有申請（有償）を行って下さい。

同室希望に関す
る問合せ等はリ
ーダーに対して
行います。

※当日と同じ場合は、同左。

※当日と同じ場合は、同左。

※当日と同じ場合は、同右。

※当日と同じ場合は、同右。

占有希望　　□Yes　　□No

一室占有希望（有償）

□パーティは行わない
□クローズドパーティを開催
□オープンパーティを開催

占有希望　　□Yes　　□No

一室占有希望（有償）

□パーティは行わない
□クローズドパーティを開催
□オープンパーティを開催

リーダー

Ａ面の参加区分に従った参加費です。
B面記入の無い方は、大会の部屋割で一般（禁煙
室）に割り振ります。

メンバー

□後で申請する
□今申請する

一部屋を定数以下の人数で占有したい場合は、
占有申請（有償）を行って下さい。

リーダー

同室希望は、追加料金なしで行なえますが、部屋
定数に満たない場合、他の宿泊者と同室になり
ます。あなたが、同室グループのメンバーならリ
ーダー名を、同室グループのリーダーならメンバ
ー全員の名前を記入して下さい。

同室希望は、追加料金なしで行なえますが、部屋
定数に満たない場合、他の宿泊者と同室になり
ます。あなたが、同室グループのメンバーならリ
ーダー名を、同室グループのリーダーならメンバ
ー全員の名前を記入して下さい。

メンバー

□後で申請する
□今申請する

一部屋を定数以下の人数で占有したい場合は、
占有申請（有償）を行って下さい。

□男
□女

□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女

□男
□女

□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女

□男
□女

□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女
□男
□女

とちぎSF
ファン合宿

□リーダー
□メンバー

あなたは ？｛ 同室希望に関す
る問合せ等はリ
ーダーに対して
行います。

□リーダー
□メンバー

あなたは ？｛ 同室希望に関す
る問合せ等はリ
ーダーに対して
行います。



性別

フリガナ

ふりがな

メール
アドレス

障
碍
者
使
用
欄

運
営
参
加

企
画
関
係

続柄

電話番号

相手の方の氏名は

ご自身の状況に付いてお書き下さい

その他、参加に関する特別な希望等がございましたら、こちらに……

氏名

ふりがな

参加区分

自宅電話

ＦＡＸ

携帯電話名札表記

名札上の名前

住所
〒

男　女

大会からの情報を
お届けします。正し
くご記入下さい。

生年月日

　　　　　年　　　月　　　日
西暦

都道
府県

貴方が会期中に、事故・急病などに遭われた時、
実行委員会が緊急にご家族と連絡を取るため
の連絡先です。大会に参加しないご家族・ご実家
・寮母さん等をご記入下さい。

この大会は、合宿大会で、参加者全員がホテルで合宿いたします。また
未成年者に勧めることは厳に禁じておりますが、大会全体としては飲
酒を伴う企画も催される予定です。大会時点で未成年の方（1989年
7月5日以降にお生まれの方）の参加は、保護者の許可が必要です。

この大会のスタッフは全員、有志の無償ボランティアです。大会運営を手伝ってもよい、手
伝ってみたいとお考えの方は是非、実行委員会に入り、大会成功のためにご助力下さい。

本大会では、参加者の皆様からお預かりした申込データは、事務局の管理のもと、大会運営の
ために利用し、別用途への流用等はいたしません。しかし、大会ではここ数年間、案内書などを
送らせていただくことにより、参加者利便を図り、かつ大会参加申込の増加・早期化を図るため
、許可を戴いた方のデータを次年度以降に送っております。あなたの情報（住所・氏名）を次年
度以降の大会に申し送り、案内書の送付などをさせていただいてよいか、お聞かせ下さい。

上記の住所への、プログレス・レポートの送付を希望します。

プログレス
郵送の希望
（有償2000円）

□Yes　　□No

□一般 ￥32,000

□一般（早期割） ￥29,000
□高校生 ￥18,200

□中学生 ￥13,200

□小学生 ￥9,600

□幼児 ￥7,200

□乳児 ￥0

□栃木県民割引 ￥18,200
□登録参加    ¥4,000

上記の住所への、次年度以降の大会の案内書送付を許可します。
□Yes　　□No DB入力□

□ 私は介助者を必要とします。介助者に随行してもらいます。
□ 私は介助者です。要介助者に同行します。

この大会では省力化およびコスト削減のため、プログレス・レポートの送付は基本的にいたしません。ＰＤＦ版のプログレス・レポートを作成し、サイト
上にダウンロード可能な形で掲載します。そして参加者のメールアドレスに刊行のお知らせを入れます。
とはいえ、メール受信やＰＤＦ閲覧が出来ない方もおられます。そういう方のために、プログレス・レポート等の出力と郵送を有償で受け付けます。　
希望する方はYesにチェックして下さい。（Yes・Noどちらもチェックが無い場合、Noとさせていただきます。）
なお、記録・記念物として紙版のプログレス・レポートを保管したいという方も居られると思いますが、予定しています送付物は、製本等をしない単
なるプリントアウトの束です。そのかわり、大会当日お渡しするプログラムブック（これは紙の出版物です）には、大会記録の一環として、発行したプ
ログレスレポート全号を再掲します。記念物としてはそちらをご利用頂ください。
送付のご希望は、実用上の理由で紙のプログレス・レポートを必要とされる方だけにしていただきますよう、お願い申し上げます。

□企画持ち込みを考えている
□ディーラーズルーム出店を考えている

希望頂いた方のもとに後ほど大会からご連絡いたします。 ルームパーティー開
催を検討中の方は、申
込書Ｂ面の部屋割りで
申請して下さい。

障碍者と介
助者は、同室
になります。

上記の未成年者の参加を、保護者として承認します。

保護者承認
（未成年者）

保護者氏名
続柄
参加者の

参加者の

印

氏名

緊急連絡先
□準備期間からスタッフ登録して活動しても良い。
　　　□主に東京で開かれる運営ミーティングに参加出来る。
　　　□インターネット（電子メール）の会議に参加出来る。
□当日、少しなら手伝える。

Ａ面

会期中、会場内でお付け頂く名札や発行物の
参加者名簿に、ペンネーム・ハンドルネーム等
を使いたい場合、この枠内にお書き下さい。
※ 無記入の場合、上記の氏名が入ります。

＠

旅行代理店使用欄

申込受付日 担当者

参加合計金額

支払金額

残額

年 月 日

， 　 円

， 　 円

， 　 円

第四十八回日本SF大会T-con 2009　　参加申込書とちぎSF
ファン合宿



●開催日程
2009年7月4日（土）～5日（日）
※一泊二日の完全合宿型大会です。
●参加費
一般…29,000円（3月末日申込み分まで）/高校生…18,200円/中学生…
13，200円/小学生…9，600円/未就学児…7，200円/3歳未満…無料
※すべて宿泊費を含みます。また、栃木県に在住の方には参加費割引がござ
います。詳しくは案内書内面の「参加ガイダンス」をご覧ください。
●開催地
〒329-2992栃木県那須塩原市塩原705
ホテルニュー塩原
http://www.okabehotels.co.jp/shiobara/
●交通アクセス
・新宿駅・東京駅からの高速バス「もみじ号」で約3時間3 0分。
http://www.kakuyasubus.jp/kanto_koshinetsu/momiji/
・那須塩原駅・西那須野駅からのバス便でそれぞれ約45分。
・東北自動車道・西那須野塩原ICから自動車で約25分。

　T-con2009では大会の華、企画・ディーラーズルーム（同人誌即売所）出展の
募集を行います。各申込書はWebで配布いたします。
　配布開始をいち早く知りたい！ という方は参加申込書A面の「企画関係」欄に
チェックを入れてください。追ってご連絡いたします。
・ルームパーティについてご注意！
　ルームパーティ開催を希望される方は参加申込書B面、「一室占有希望」欄の
「クローズドパーティ」または「オープンパーティ」開催にチェックを入れてくだ
さい。部屋割りでなるべく便宜を図りたいと考えております。占有せずにルーム
パーティをしてはいけませんよ。
　同室の方に迷惑になりますからね。

おくづけ
発行日　2009年8月1日
発行者 熊倉晃生
発行所 第四十八回日本SF大会
 とちぎSFファン合宿
　　　　T-con2009実行委員会
　　　　〒328-0075
　　　　栃木県栃木市箱森町25-68
Web http://www.t-con2009.jp/
mail info@t-con2009.jp

表紙イラスト：海野螢
http://homepage2.nifty.com/unnoya/
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T-con2009スタッフ募集のお知らせ

T-con2009概要

企画＆ディーラーズルーム出展希望の方へ

▲2003年大会でのスタッフ集合写真（といってもこれで全員
　じゃないんですが）。なんと気持ちの良い連中じゃろう。


