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General Rules of the JMoF VenueJMoF会場での基本ルール

●会場内では、参加証を他人が視認しやすい位置
に着用してください（着ぐるみ着用時も含む）。

●JMoF ����の参加者には感染防止対策に関す
る規約が適用されます。詳しくは「感染防止対
策に関する規約・方針」を参照してください。

●衣装／装飾品および着替えには、衣装・更衣に
関する規約が適用されます。詳しくは「衣装・更
衣に関する規約」を参照してください。

●ホテルの備品を目的外の用途で使用しないで
ください。

●非常時はホテル従業員の指示および誘導に
従ってください。

●参加者の活動について、JMoFの運営に支障をき
たすとスタッフが判断した場合には指示を行いま
すので、速やかに指示に従ってください。指示に
従わない場合、退場いただくことがあります。

●上記事項に加え、法令／宿泊約款などの遵守
をお願いします。

●Please display a valid, registered JMoF con-badge where it can be 
seen at all times (with or without fursuit.)

●For JMoF ����’s participants, regulations regarding countermeasures 
against COVID-�� have been applied. For more details, please visit the 
“Regulations And Policies Regarding Countermeasures Against 
COVID-��” page.

●“Policies for Clothing and Changing” applies to every case of 
changing into or out of any clothes/costume. For details, please see 
the “Policies for Clothing and Changing” page.

●Don’t use any hotel room furnishings outside of their intended 
purposes.

●In the unlikely case of an emergency, please follow the hotel staff’s 
instructions.

●JMoF attendees must abide by all instructions given by the JMoF staff. 
Failure to do so will result in being removed from the premises.

●In addition to the above rules, please abide by all rules and 
regulations set forth by the prefecture, the city, and the hotel.

Parties and Gatherings客室の使用について

●客室フロアに宿泊客以外の者を招くことは決
して行わないでください。

●着替えなどを目的として宿泊客以外の者に客
室を使用させることはできません。

●開催当日はJMoF参加者以外の方も宿泊され
ています。深夜の騒音、振動には十分ご配慮を
お願いします。

●Please do not invite visitors into your room.
●Visitors may not use your hotel room for changing.
●Remember that there are other guests not attending JMoF staying at 

the hotel. Please keep noise to a minimum at night.

　JMoF実行委員会（以下、当会）では、Japan Meeting of Furries（以下、JMoF）をより多くの参加者に楽しんでいただき、円滑
にコンベンションを開催し続けることができるよう、いくつかのルールを設けています。内容をよく読み、十分に理解した上で参
加いただきますようお願いします。
　The JMoF Executive Committee (hereafter “we” ) has established rules of conduct to ensure that everyone enjoys the 
Japan Meeting of Furries (JMoF) convention. Please read and understand the following rules carefully prior to 
attending the convention.

General Policies参加規約

Note: The following is translated from the original Japanese document. The original document may supersede any part of the 
translation below, and may be invoked at any time. 

Harassmentハラスメントについて

●JMoFは、物理的／言語的／性的の別を問わ
ず、一切のハラスメント行為を容認しません。

●着ぐるみとのグリーティングや撮影は、失礼の
ないように同意を得てから行ってください。

●参加者は他人の「NO」を尊重し、その対象と
なった言動をただちにやめてください。

●Harassment is not tolerated by any means at JMoF, no matter if it's 
physical, verbal, sexual, or otherwise.

●Wearing a fursuit is not immediate consent to anything. Ask for 
permission before taking a photo or interacting with a fursuiter.

●Remember that no means no. You must stop any behavior when 
people tell you to.

Prohibited Items持ち込みできないもの

●武器を模した道具（モデルガン、模造刀、爆発
物を模したものなど）

　ただし、破壊力のない状態のものは、撮影ブー
スおよびパフォーマンスの場に限り持ち込むこ
とができます。持ち込む場合は、完全に見えな
いよう何かで包んで持ち込み、常に目を離さず
所有者の責任で管理するようお願いします。

●ペット類、その他動物一般（補助犬を除く）
●食品類
　ただし、更衣室やヘッドレスラウンジ内では、蓋

がついた飲み物に限り持ち込んで飲むことが
できます。

●Any model weapons (model guns, swords, mock explosive 
substances, etc.)

　Model weapons that cannot be used to cause injury may be brought 
into the photo booth and performances areas. When bringing these 
into the convention, please keep them completely concealed and 
close to your person at all times. It will be the responsibility of the 
attendee to keep an eye on their personal belongings.

●Pet/companion animals (with the exception of service animals for any 
disabled staff or attendees)

●Food
　However, when inside the changing room and the Headless Lounge, 

you will be able to bring and drink beverages that have a lid attached 
to them.

Belongings持ち物の管理について

●会場内にご自身の持ち物やゴミなどを置いて
その場を離れないようにしてください。当会で
は盗難、破損などによる責任を負いかねます。

●会場内で不審なものを見かけた場合は、手を
触れず速やかにお近くのスタッフまでお知らせ
ください。

●Please keep your personal belongings with you at all times. We will 
not be responsible for any lost or stolen items.

●If you see an unattended package or bag in the convention space, do 
not touch it and report it to staff immediately.

Use of JMoF Images or Footage写真・動画の取り扱いについて

●トークショー、ヘッドレスラウンジ、ディーラーズ
ルームでは撮影できません。ただし、トーク
ショーやディーラーズルームの出演者／出展
者は、他人の権利を侵害しない限り、自分の活
動の様子を撮影して告知することができます。

●参加者が写真や動画を公開することによって
生じたトラブルに関しては、当会では責任を負
いかねます。

●You may not under any condition film or record the Headless Lounge 
or prohibited displays. You also may not film the Talk Show or the 
Dealer’s Room, but if you are a panelist or dealer, you are allowed to 
film yourself in these two places as long as it doesn’t bother others 
around you or infringe on their rights.

●We are not responsible for any trouble that may arise from any 
photographs or videos that are publicized.
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Other Notesその他

●会場ホテル側が写真・動画の撮影（ドローンによ
るものを含む）および公開を行う場合がありま
す。なお、ホテル従業員以外のドローン使用は
禁止されています。

●新聞、TVなどの取材が入る場合があります。

●The personnel of the convention hotel may perform 
photographing/filming (including using a drone) and publish the 
photos/movies. Please note that using a drone is prohibited for 
those who are not convention hotel workers.

●Authorized journalists and media photographers may use 
photograph/video footage for media publication on TV, 
newspapers, etc.

General Rules基本ルール

●性的主張や残虐性の強い、公序良俗に反する衣
装や装飾品の着用は禁止いたします。

●Attendees may not dress in any clothing, costumes or fursuits that 
are overly revealing or inappropriate for the atmosphere of the 
convention.

Guests Staying at Loisir Hotel Toyohashiロワジールホテル豊橋に宿泊される場合

●着替えは参加者本人が滞在される客室内で
行ってください。滞在される客室と会場間の移
動には、ホテルのエレベーターをご利用するこ
とができます。

●チェックアウト以降は、宿泊されない方と同じく
周辺の駐車場を利用するなど、参加者自身で
着替える場所をご用意ください。

●Please change in your hotel room. Elevators in the hotel are 
available for quick access between the convention area and hotel 
rooms.

●After checkout, please find a suitable place to change into and out of 
your costume, such as your car parked in the parking lot, etc.

Guests Not Staying at Loisir Hotel Toyohashiロワジールホテル豊橋に宿泊されない場合

●会場周辺の駐車場に車を停めて着替えるなど、
参加者各自で周辺への配慮をお願いします。

●当日の天候によっては、悪天候になることも予
想されるので、駐車場で着替える際はご注意く
ださい。

●会場併設の駐車場に車を停めることと、ホテル
�階、�階を通行することは、ホテルの承諾をい
ただいております。

●Changing in your car parked in a nearby parking lot is allowed. 
Please be aware of your surroundings when doing so.

●There may be severe weather on the days of the convention, so if 
you use your car in the parking lot as a changing location, please be 
careful.

●Parking your car in the hotel’s connected parking lot and going 
through the first and second floors of the hotel are both permitted.

General Rules for Fursuiters着ぐるみの基本ルール

●十分な休憩を取り、万全な体調で楽しみましょう。
休憩にはヘッドレスラウンジをご利用ください。

●Be sure to get plenty of rest and drink lots of fluids so you’re in your 
best condition while attending the convention. Please use the 
Headless Lounge at your leisure for taking a break as well.

●体調不良の場合は無理をせず、着ぐるみを速や
かに脱ぐようにしてください。

●着ぐるみ着用中にホテル外へ出る場合は、着ぐ
るみを着用していない人�名以上と必ず共に行
動してください。

●If you start to feel unwell while suiting, please unsuit as quickly as 
possible until you start feeling better again.

●If you intend to go outside of the hotel, please be accompanied by a 
handler at all times.

※ヘッドレスラウンジについて、詳しくは公式ウェブサイトの「ヘッドレスラ
ウンジ」を参照してください。 Note: For details about the Headless Lounge, please visit the “Headless Lounge” page on 

our website.

Changing into Your Fursuit/Costume at JMoF着替えについて

●事前参加登録期間に更衣室利用権を購入され
た方は、会場内に設置された更衣室を利用する
ことができます。

●Those who purchased the right to use the changing room during 
their Pre-Registration sign-up will be able to use the facility located 
inside the convention area. Please follow the usage instructions.

●更衣室利用権を購入されていない方に対して、
会場内に更衣室を用意する予定はありません。
下記事項に従い、各自で着替え場所の確保を
行ってください。

●For those who have not purchased the right to use the changing 
room, there are no other changing facilities located inside the 
convention area. Please refer to the instructions below to find out 
where you are able to change.

※更衣室の利用規約などについて、詳しくは公式ウェブサイトの「更衣室
について」を参照してください。

Note: For details regarding the regulations for the changing room, please visit the 
“Changing Room” page on our website.

●許可を得たスタッフによるトークショー、ディー
ラーズルームでの撮影は、事前に出演者／出
展者に撮影の可否を確認の上で行います。

●スタッフが撮影した写真（撮影ブースを含む）
は、資料作成や告知などの用途で使用／公開
することがあります。

●Even JMoF staff or those who obtained permission to film the Talk 
Show/Dealer’s Room must still ask permission of whomever is going 
to be filmed before filming begins.

●Expect the photos taken by the JMoF photography staff (including 
the photo booth) to be released publicly as promotional pictures or 
other materials.

Policies For Clothing And Changing衣装・更衣に関する規約

皆さんのご理解とご協力をお願いします。
Thank you for your understanding and cooperation.
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to be filmed before filming begins.

●Expect the photos taken by the JMoF photography staff (including 
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Policies For Clothing And Changing衣装・更衣に関する規約

皆さんのご理解とご協力をお願いします。
Thank you for your understanding and cooperation.
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下記は「感染防止対策に関する規約・方針」の抄出・一部改変です。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
The following is an extract or partial modification from the “Regulations And Policies Regarding 
The Virus Countermeasures”. For details, please see our website.

https://www.jmof.jp/term/virus_countermeasureURL

General Rules総則1.

When Coming to and Entering the Convention
(Temperature Check)移動時・入場時（検温）2.

●�密（密集、密接、密閉）の回避
●マスクの正しい（予防効果を十分に発揮で

きる）着用
●大声の自粛
●感染防止対策を実施している店舗の利用
●飲食店の分散利用
●手指のこまめな消毒
●過度の飲酒の自粛

●Avoid the � Cs (Closed spaces, crowded places, and close-contact 
settings)

●Wear a mask correctly (to better prevent the spread of infection)
●Refrain from speaking loudly
●Visit shops and restaurants which have established COVID-�� 

countermeasures
●Split up your party when eating at restaurants
●Thoroughly disinfect the hands and fingers
●Refrain from excessive alcohol intake

　JMoF　����の参加にあたっては、開催中・開催後にかかわらず、感染防止対策を必ず徹底してください。とくに下記の事項
には十分留意し、慎重に行動してください。ミーティングやパーティーなどに参加される際には、特段の注意を払ってください。
　While participating in JMoF ����, please thoroughly practice the COVID-�� countermeasures. Regardless of whether it’s 
during, or after the convention, please keep the following in mind and be mindful of your actions, especially during meetings 
or parties. 

　会場への移動時・入場時は、  �. 総則  で定める「行動規則」に加えて、下記の感染防止対策を必ず行ってください。
　When coming to the venue, along with the “Code of Conduct” outlined in the   “�. General Rules”   section, please adhere 
to the following countermeasures against COVID-��:

　会場への入場および参加にあたり、下記の日時・場所で実施する検温を毎日必ず受けてください。
　 When entering the venue or participating in the convention, you will need to undergo a temperature check at the 
following times everyday.

Code of Conduct行動規則

●政府や自治体からの要請やガイドラインの変
更があった場合、または当規約が守られない
状態になった場合、企画またはJMoF ����を
中止することがあります。

●In the event of a change in the requests or guidelines from the 
government and local entities, or if the situation does not allow 
these regulations to be upheld, events or JMoF ���� as a whole may 
be cancelled.

Liability Waiver免責事項

●JMoF　����への参加を取り止めた／断られ
た、またはJMoF　����が開催中止した場合で
も、事前参加登録費・当日参加登録費・更衣室
利用料・デッドドッグパーティー参加費・ディー
ラーズルーム出展料金などの払い戻しは、公式
ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」の

「返金について」で定めるとおりに対応します。
●政府や自治体からの要請やガイドラインの変

更があった場合、当規約を改定することがあり
ます。JMoF ����の参加登録者は、参加登録状
態の継続によって改定後の当規約にも同意し
たものとみなされます。

●Even in the event that your JMoF ���� participation privilege is 
revoked or refused, or if JMoF ���� is canceled, refunding of the 
Pre-Registration fee, the On-site Registration fee, Changing Room 
usage fee, Dead Dog Party registration fee, and Dealer’s Room 
exhibition fee, etc. will be handled according to the rules outlined in 
the “Refunds” section of the “Information Complying with the 
Japanese Specified Commercial Transactions Act” page on our 
website.

●If there is a change in the requests or guidelines from the 
government and local entities, there is a possibility these 
regulations will be revised. Registered participants of JMoF ���� 
will be considered to have agreed to the revised regulation by 
maintaining their registration status.

Temperature Check検温

●公共交通機関を利用する場合は、混雑する時
間帯を避けるなどの対策をしてください。

●自家用自動車などを多人数で利用する場合
は、換気を徹底するなどの対策をしてください。

●If using public transportation, please try to avoid peak or busy 
times.

●If sharing a car with many passengers, please make sure to do things 
like properly ventillate the vehicle. 

　JMoF ����の開催にあたり、JMoF実行委員会（以下、「当会」）は新型コロナウイルス感染症（COVID-��）の感染防止対
策に関する規約・方針を定めます。JMoF　����の参加希望者は、当規約の内容を定期的に確認して十分に理解し、遵守す
る義務を負うものとします。参加規約などその他の規約と併せて、同意した上で参加してください。
　For the JMoF ���� convention, regulations and policies regarding countermeasures against COVID-�� have been 
established by the JMoF Executive Committee (hereafter “we” , “us” ). For those wishing to participate in JMoF ����, 
you will have the responsibility of periodically checking, fully understanding, and following these regulations. Please 
participate only after agreeing to these and other regulations mentioned, such as the Rules of Conduct.

����年�月�日（木）Day 1
January 5th (Thu.), 2023

����年�月�日（金）Day 2
January 6th (Fri.), 2023

����年�月�日（土）Day 3
January 7th (Sat.), 2023

����年�月�日（日）Day 4
January 8th (Sun.), 2023

��F スカイバンケット ル・モン
（ウェルカムラウンジ）

30F Sky Banquet Le Mont (Welcome Lounge)

�F ホリデイホールロビー
（JMoF受付・桃の間前）

1F Holiday Hall Lobby
(JMoF Registration Desk, 
in front of the Room Momo)

�F ル・マージュ（朝食会場）
1F Le Mage (a breakfast venue)

�F ホリデイホールロビー
（JMoF受付・桃の間前）

1F Holiday Hall Lobby
(JMoF Registration Desk, 
in front of the Room Momo)

17:00～20:00

15:00～18:00 7:00～9:00

10:00～20:00
�F ホリデイホールロビー

（JMoF受付・桃の間前）
1F Holiday Hall Lobby
(JMoF Registration Desk, 
in front of the Room Momo)

10:00～17:00

●検温で��.�℃未満であることが認められた後
は、検温済シールを受け取り、参加証の所定の
位置に貼り付けてください。

●検温で��.�℃以上であることが認められた場
合、それ以降の入場および参加はできません。

●�日目の検温で��.�℃未満であった場合でも、
�日目の検温で��.�℃以上である場合は、それ
以降の入場および参加はできません。

●ほか、咳などの症状が認められる場合、以降の
JMoF ����への入場および参加をお断りする
ことがあります。

●After it is confirmed that your temperature is less than ��.�℃, you 
will receive a “Check Completed” sticker. Please apply this sticker 
to the specified space on your convention badge.

●If your temperature is at or over ��.�℃, you will be unable to enter 
the venue or participate any further in the convention.

●Even if your temperature is less than ��.�℃ on the first day, if your 
temperature is at or over ��.�℃ on the second day, you will not be 
allowed to enter the venue or participate in the convention. 

●If it is determined that your physical condition is poor, whether due 
to the temperature check or otherwise, you may not be allowed to 
enter the venue or participate in JMoF ����.
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When Participating開催中3.

Requests when Inside the Venue会場内

　開催中は、  �.総則  で定める「行動規則」に加えて、下記の感染防止対策を必ず行ってください。また、所定の体調管理
チェックシートに毎日欠かさず必要事項を記入してください。
　During the convention,  along with the “Code of Conduct” outlined in the    “�. General Rules”   section, please follow the 
requests below. In addition, please fill out the designated Health Management Checklist every day.

After Participating開催後4.
　開催後には、  �. 総則  で定める「行動規則」に加えて、下記の取り組みを必ず行ってください。
　After the convention ends,  along with the “Code of Conduct” outlined in the    “�. General Rules”   section, also follow the 
requests below:

●エレベーターを使用する際は、�台あたり�人以
下で使用してください。

●会場内は原則飲食禁止です。ただし、更衣室や
ヘッドレスラウンジ内では、蓋がついた飲み物
に限り持ち込んで飲むことができます。

●企画で提供される飲食物は、その企画が実施
されている場所内で飲食することができます。

●ゴミはお持ち帰りください。
●観覧型の企画では周囲の参加者との距離を

保ってください。
●予定されている公式企画の出演中（準備を含

む）を除き、楽器の演奏などはできません。

●When using the elevator, keep the amount of people in one less than �.
●As a general rule, eating and drinking are prohibited inside the venue. 

However, when inside the changing room and Headless Lounge, you will 
be able to bring and drink beverages that have a lid attached to them.

●Food and beverages served at the event are permitted to be consumed 
within the place where the event is held.

●Please take your trash home with you.
●When joining stage events, please keep your distance from other people.
●Playing musical instruments and other related behavior are prohibited 

except for the performance programs (and their preparation) that are 
officially scheduled.

Requests Regarding Fursuit Activities着ぐるみ

●着ぐるみとのグリーティング（触れ合い）で、長
時間抱きつくなどの過剰な触れ合いはやめてく
ださい。

●着ぐるみとのグリーティングで、向き合った状態
（�m以内）で長時間の会話や撮影はお控えく

ださい。
●着ぐるみやその活動に必要な道具の貸し借りは、

当会から許可された場合を除き禁止とします。
●着ぐるみを着用する前後には、素材に留意した

上で各自で消毒を行ってください。
●着ぐるみ着用時は、マスク／目出し帽／フェイ

スマスクなどを着用し、飛沫防止対策を行って
ください。

●Please refrain from excessive contact when greeting with a fursuit, 
like hugging for an extended period of time.

●Please refrain from long periods of conversation or photography 
when facing each other (within � meters).

●The borrowing or lending of fursuits, or necessary props for 
fursuiting is prohibited, except as permitted by us.

●Before and after wearing the fursuit, keep in mind the materials, 
and disinfect each part. 

●When wearing a fursuit, please wear a mask/balaclava/facemask, 
etc., and practice the COVID-�� countermeasures.

Requests when In the Dealer’s Roomディーラーズルーム

●�密を回避するため、参加区分に基づいた分散
入場を実施します。掲示およびスタッフの指示
に従ってください。

●待機列形成時には、�mを目安に間隔を空けて
並んでください。

●過度に商品を触るなど、感染リスクを高める行
為はやめてください。

●現金の受け渡しには、トレイなどディーラー指
定のものを使用してください。

●To prevent the � Cs, we will implement a staggered entry system 
based on participation tiers for the Dealer’s Room. Please follow 
any guidelines posted or staff instructions.

●While waiting in line, try to keep about a meter distance away from 
others in line.

●Please avoid any actions that heighten the risk of infection, such as 
excessive touching of the products.

●Please use a money tray or whatever the dealer specifies when 
dealing with cash.

About Handling of Those in Poor Physical Health体調不良者への対応

●発熱や咳などの症状が認められる場合、また
はそれに該当する参加者がいる場合、お近くの
スタッフまで連絡してください。

●上記に該当する参加者に対し、救護室にて検
温や症状の聞き取り、体調管理チェックシート
の確認を行います。

●新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が
認められた場合、該当する参加者は以降の
JMoF　����の参加をお断りします。豊橋市保
健所内にある受診・相談センターの指示に従っ
てください。

●If any symptoms arise such as a fever or cough, or if there is a 
participant who has developed symptoms, please notify nearby 
staff.

●For the participant described above, we will ask about the 
temperature checks and symptoms, and check the Health 
Management Checklist forms in the First-Aid room.

●If it’s suspected that it is COVID-��, the above participant will not be 
allowed to participate in the rest of JMoF ����. Please follow the 
instructions of Toyohashi City Health Care Center’s Consultation 
Center.

●JMoF ����参加後はすみやかに帰宅してくだ
さい。移動時の感染防止対策については「�. 移
動時・入場時（検温）」を参照してください。

●体調管理チェックシートは、当会より指示が
あった 場 合 はすみやかに提 出できるよう、
JMoF ����参加後も����年�月��日（日／
JMoF ����の閉会�週間後）まで保管してくだ
さい。

●����年�月��日（日／JMoF ����の閉会�週
間後）までに新型コロナウイルス感染症を発症
した場合は、すみやかにウェブサイトの「お問い
合わせ」から当会に連絡してください。

●After participating in JMoF ����, please prompty return home. For 
countermeasures against COVID-�� when commuting to and from 
the convention, please see “�. When Coming to and Entering the 
Convention (Temperature Check)”.

●Please keep your Health Management Checklist forms for up to two 
weeks after JMoF ���� (January ��nd (Sun.), ����), and if you 
receive contact from the JMoF Executive Committee, please 
promptly submit these forms.

●After participating in JMoF ����, if you contract COVID-�� by 
January ��th, ���� (Sun., � week after the event), please 
immediately contact the JMoF Executive Committee at “Contact 
Us” on our website.

感染拡大を防止しながら円滑にコンベンションを開催するため、皆さんのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
In order to prevent the spread of the virus while having the convention go smoothly, we 
ask for everybody’s understanding and cooperation.
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After Participating開催後4.
　開催後には、  �. 総則  で定める「行動規則」に加えて、下記の取り組みを必ず行ってください。
　After the convention ends,  along with the “Code of Conduct” outlined in the    “�. General Rules”   section, also follow the 
requests below:

●エレベーターを使用する際は、�台あたり�人以
下で使用してください。

●会場内は原則飲食禁止です。ただし、更衣室や
ヘッドレスラウンジ内では、蓋がついた飲み物
に限り持ち込んで飲むことができます。

●企画で提供される飲食物は、その企画が実施
されている場所内で飲食することができます。

●ゴミはお持ち帰りください。
●観覧型の企画では周囲の参加者との距離を

保ってください。
●予定されている公式企画の出演中（準備を含

む）を除き、楽器の演奏などはできません。

●When using the elevator, keep the amount of people in one less than �.
●As a general rule, eating and drinking are prohibited inside the venue. 

However, when inside the changing room and Headless Lounge, you will 
be able to bring and drink beverages that have a lid attached to them.

●Food and beverages served at the event are permitted to be consumed 
within the place where the event is held.

●Please take your trash home with you.
●When joining stage events, please keep your distance from other people.
●Playing musical instruments and other related behavior are prohibited 

except for the performance programs (and their preparation) that are 
officially scheduled.

Requests Regarding Fursuit Activities着ぐるみ

●着ぐるみとのグリーティング（触れ合い）で、長
時間抱きつくなどの過剰な触れ合いはやめてく
ださい。

●着ぐるみとのグリーティングで、向き合った状態
（�m以内）で長時間の会話や撮影はお控えく

ださい。
●着ぐるみやその活動に必要な道具の貸し借りは、

当会から許可された場合を除き禁止とします。
●着ぐるみを着用する前後には、素材に留意した

上で各自で消毒を行ってください。
●着ぐるみ着用時は、マスク／目出し帽／フェイ

スマスクなどを着用し、飛沫防止対策を行って
ください。

●Please refrain from excessive contact when greeting with a fursuit, 
like hugging for an extended period of time.

●Please refrain from long periods of conversation or photography 
when facing each other (within � meters).

●The borrowing or lending of fursuits, or necessary props for 
fursuiting is prohibited, except as permitted by us.

●Before and after wearing the fursuit, keep in mind the materials, 
and disinfect each part. 

●When wearing a fursuit, please wear a mask/balaclava/facemask, 
etc., and practice the COVID-�� countermeasures.

Requests when In the Dealer’s Roomディーラーズルーム

●�密を回避するため、参加区分に基づいた分散
入場を実施します。掲示およびスタッフの指示
に従ってください。

●待機列形成時には、�mを目安に間隔を空けて
並んでください。

●過度に商品を触るなど、感染リスクを高める行
為はやめてください。

●現金の受け渡しには、トレイなどディーラー指
定のものを使用してください。

●To prevent the � Cs, we will implement a staggered entry system 
based on participation tiers for the Dealer’s Room. Please follow 
any guidelines posted or staff instructions.

●While waiting in line, try to keep about a meter distance away from 
others in line.

●Please avoid any actions that heighten the risk of infection, such as 
excessive touching of the products.

●Please use a money tray or whatever the dealer specifies when 
dealing with cash.

About Handling of Those in Poor Physical Health体調不良者への対応

●発熱や咳などの症状が認められる場合、また
はそれに該当する参加者がいる場合、お近くの
スタッフまで連絡してください。

●上記に該当する参加者に対し、救護室にて検
温や症状の聞き取り、体調管理チェックシート
の確認を行います。

●新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が
認められた場合、該当する参加者は以降の
JMoF　����の参加をお断りします。豊橋市保
健所内にある受診・相談センターの指示に従っ
てください。

●If any symptoms arise such as a fever or cough, or if there is a 
participant who has developed symptoms, please notify nearby 
staff.

●For the participant described above, we will ask about the 
temperature checks and symptoms, and check the Health 
Management Checklist forms in the First-Aid room.

●If it’s suspected that it is COVID-��, the above participant will not be 
allowed to participate in the rest of JMoF ����. Please follow the 
instructions of Toyohashi City Health Care Center’s Consultation 
Center.

●JMoF ����参加後はすみやかに帰宅してくだ
さい。移動時の感染防止対策については「�. 移
動時・入場時（検温）」を参照してください。

●体調管理チェックシートは、当会より指示が
あった 場 合 はすみやかに提 出できるよう、
JMoF ����参加後も����年�月��日（日／
JMoF ����の閉会�週間後）まで保管してくだ
さい。

●����年�月��日（日／JMoF ����の閉会�週
間後）までに新型コロナウイルス感染症を発症
した場合は、すみやかにウェブサイトの「お問い
合わせ」から当会に連絡してください。

●After participating in JMoF ����, please prompty return home. For 
countermeasures against COVID-�� when commuting to and from 
the convention, please see “�. When Coming to and Entering the 
Convention (Temperature Check)”.

●Please keep your Health Management Checklist forms for up to two 
weeks after JMoF ���� (January ��nd (Sun.), ����), and if you 
receive contact from the JMoF Executive Committee, please 
promptly submit these forms.

●After participating in JMoF ����, if you contract COVID-�� by 
January ��th, ���� (Sun., � week after the event), please 
immediately contact the JMoF Executive Committee at “Contact 
Us” on our website.

感染拡大を防止しながら円滑にコンベンションを開催するため、皆さんのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
In order to prevent the spread of the virus while having the convention go smoothly, we 
ask for everybody’s understanding and cooperation.
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（�/�●  |  �日目）

全体
In the Lobby

ホールロビー（�F）
Hall Lobby (1F)

ホワイエ（�F）
Foyer (1F)

ホール（�F）
Hall (1F)

桃の間前
In Front of Room Momo

ホールD側
Hall D Side

スカイバンケット
ル・モン（��F）

Sky Banquet
Le Mont (30F)

ホリデイホールD
Holiday Hall D

ホリデイホールC
Holiday Hall C

ホリデイホールB
Holiday Hall B

�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

松の間・竹の間
Room Matsu-Take

菊の間・藤の間
Room Kiku-Fuji

ホリデイホールA
Holiday Hall A

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

JMoF Reception Desk
JMoF受付

木

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

Trip Fur
-OUT A TIME-

1 JMoFヒストリー
（だったもの）

(A Bit Outdated)
JMoF History

Kemono 101:
A Fureigner's

Guide

Opening Ceremony
開会式

Welcome Lounge
ウェルカムラウンジ

Welcome Lounge
ウェルカムラウンジ

事前発送された参加証をお持ちの方は受付開始時刻より先行して
��:��より当ラウンジに入場できます。
※感染防止対策の都合上、参加証を会場で受け取る事前参加登録の方、当日参加登録の方は、��:��

より始まる受付にて参加証を受け取ってから入場できます。ご了承ください。

If you have received a con-badge at your residence, you can enter this 
lounge from ��:��, ahead of the opening time of the registration desk.
Note: Due to the virus countermeasures, pre-registered attendees to receive their 

con-badge at the venue and those who will register on-site can enter the lounge after 
receiving their con-badge at the registration desk (scheduled to be open at ��:��).

Early Entry
先行入場

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_1URL
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ル・モン（��F）

Sky Banquet
Le Mont (30F)

ホリデイホールD
Holiday Hall D

ホリデイホールC
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ホリデイホールB
Holiday Hall B

�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

松の間・竹の間
Room Matsu-Take

菊の間・藤の間
Room Kiku-Fuji

ホリデイホールA
Holiday Hall A

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

JMoF Reception Desk
JMoF受付

木

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

Trip Fur
-OUT A TIME-

1 JMoFヒストリー
（だったもの）

(A Bit Outdated)
JMoF History

Kemono 101:
A Fureigner's

Guide

Opening Ceremony
開会式

Welcome Lounge
ウェルカムラウンジ

Welcome Lounge
ウェルカムラウンジ

事前発送された参加証をお持ちの方は受付開始時刻より先行して
��:��より当ラウンジに入場できます。
※感染防止対策の都合上、参加証を会場で受け取る事前参加登録の方、当日参加登録の方は、��:��

より始まる受付にて参加証を受け取ってから入場できます。ご了承ください。

If you have received a con-badge at your residence, you can enter this 
lounge from ��:��, ahead of the opening time of the registration desk.
Note: Due to the virus countermeasures, pre-registered attendees to receive their 

con-badge at the venue and those who will register on-site can enter the lounge after 
receiving their con-badge at the registration desk (scheduled to be open at ��:��).

Early Entry
先行入場

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_1URL
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（�/�●  |  �日目）

全体
In the Lobby

ホールロビー（�F）
Hall Lobby (1F)

ホワイエ（�F）
Foyer (1F)

桃の間前
In Front of Room Momo

ホールD側
Hall D Side

その他
Other LocationsホリデイホールD

Holiday Hall D
ホリデイホールC

Holiday Hall C
ホリデイホールB

Holiday Hall B

�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

松の間・竹の間
Room Matsu-Take

菊の間・藤の間
Room Kiku-Fuji

ホリデイホールA
Holiday Hall A

Morning Radio Exercises
ラジオ体操

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-

IMAGESTUDIO Noise
(Fursuit Photo Booth)

IMAGESTUDIO
Noise

（着ぐるみ撮影ブース）

Float Forum
フロートフォーラム

[Special Exhibition]
"Divine Beasts"

The Art of
Akira Himekawa

【特別企画】
「獣神画展」
姫川明輝

VR Lounge
VRラウンジ

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

金

ESCAPE from the
doomsday of JMoF

JMoF消滅の
危機からの脱出

Close-Up PR ++

クローズアップ
広報＋＋

ケモノストーリーコンテスト����表彰式
Kemono Story Contest 2023 Award Ceremony

リハーサル
Rehearsal

Japan Furries Photo Competition 2023
Award Ceremony

Trip Fur
-OUT A TIME-

2

Let's Try Juggling!

ジャグリングを
やってみよう！

Kemono Clothes
Recommendations

ケモノ衣装のすゝ め

Bait TV Until Morning
has Returned!

帰ってきた
朝まで餌テレビ！

So, Is This Your
First JMoF?

はじめてのJMoF

So, This Is Your (not)
First JMoF @DEEP

はじめて（じゃない人）の
JMoF@DEEP

LGBTs TALK SHOW
after dark

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_2URL

ホール（�F）
Hall (1F)

JMoF Reception Desk
& Official Store

JMoF
受付・販売ブース
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その他
Other LocationsホリデイホールD

Holiday Hall D
ホリデイホールC

Holiday Hall C
ホリデイホールB

Holiday Hall B

�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

松の間・竹の間
Room Matsu-Take

菊の間・藤の間
Room Kiku-Fuji

ホリデイホールA
Holiday Hall A

Morning Radio Exercises
ラジオ体操

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-

IMAGESTUDIO Noise
(Fursuit Photo Booth)

IMAGESTUDIO
Noise

（着ぐるみ撮影ブース）

Float Forum
フロートフォーラム

[Special Exhibition]
"Divine Beasts"

The Art of
Akira Himekawa

【特別企画】
「獣神画展」
姫川明輝

VR Lounge
VRラウンジ

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

金

ESCAPE from the
doomsday of JMoF

JMoF消滅の
危機からの脱出

Close-Up PR ++

クローズアップ
広報＋＋

ケモノストーリーコンテスト����表彰式
Kemono Story Contest 2023 Award Ceremony

リハーサル
Rehearsal

Japan Furries Photo Competition 2023
Award Ceremony

Trip Fur
-OUT A TIME-

2

Let's Try Juggling!

ジャグリングを
やってみよう！

Kemono Clothes
Recommendations

ケモノ衣装のすゝ め

Bait TV Until Morning
has Returned!

帰ってきた
朝まで餌テレビ！

So, Is This Your
First JMoF?

はじめてのJMoF

So, This Is Your (not)
First JMoF @DEEP

はじめて（じゃない人）の
JMoF@DEEP

LGBTs TALK SHOW
after dark

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_2URL

ホール（�F）
Hall (1F)

JMoF Reception Desk
& Official Store

JMoF
受付・販売ブース
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（�/�●  |  �日目）

全体
In the Lobby

ホールロビー（�F）
Hall Lobby (1F)

ホワイエ（�F）
Foyer (1F)

桃の間前
In Front of Room Momo

ホールD側
Hall D Side

その他
Other LocationsホリデイホールD

Holiday Hall D
ホリデイホールC

Holiday Hall C
ホリデイホールB

Holiday Hall B

�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

松・竹・梅の間
R. Matsu-Take-Ume

菊の間・藤の間
Room Kiku-Fuji

ホリデイホールA
Holiday Hall A

Morning Radio Exercises
ラジオ体操

Japan Fursuit Creators'
Competition 2023

着ぐるみ
クリエイター

コンテスト ����

Dealer's Room
ディーラーズルーム

Dealer's Room
ディーラーズルーム

Let's talk about DOUJIN!!
(in the Lounge)

同人トーーク！！
（ラウンジ内企画）

Meet and Greet for Those Starting
Making Goods from Scratch

(in the Lounge)

一から始める同人活動交流所
（ラウンジ内企画）

Kemono Clothesmaking
Lecture

ケモノ衣装製作講座

IMAGESTUDIO Noise
(Fursuit Photo Booth)

IMAGESTUDIO
Noise

（着ぐるみ撮影ブース）

[Special Exhibition]
"Divine Beasts"

The Art of
Akira Himekawa

【特別企画】
「獣神画展」

姫川明輝

VR Lounge
VRラウンジ

First National
RelateTrekker Tournament

"Top Dog Cup"

第�回
リレトレ全国大会

【名犬杯】

IMAGESTUDIO Noise
(Fursuit Photo Booth)

IMAGESTUDIO
Noise

（着ぐるみ撮影ブース）

Fursuit Group Photoshoot (If the weather is bad)
着ぐるみ集合写真（悪天候時）

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

The Gathering of 
Smash Bros Furries!

大集合、スマケモ！

JMoF Reception Desk
& Official Store

JMoF
受付・販売ブース

JMoF
Rock Festival

2023

JMoF
Rock Festival

2023

Trip Fur
-OUT A TIME-

3

土

リハーサル
Rehearsal

ブース設営
Booth Setup

Segway Trials
セグウェイ試乗会

会場外
Outdoors

Get Your Fursuit Photos
Taken at a Studio!

着ぐるみさんを
スタジオで撮ろう！

Course on Creating
Realistic Fursuit Heads

リアル系ヘッド
制作講座

A Meeting for Those Who've Fallen
through the Cracks in Time

時空の狭間に
落ちた人の集い

Let's talk about
FETISHISM!

フェチトーーク！！

XXXsuiters Meet & Greet
×モノさん交流会

Ultimate
Chicken Drunk Horse

アルティメット
チキンドランクホース

中庭 Garden

集合・整列時間
Gathering / Lining-up Time

Fursuit Group Photoshoot
& Parade

着ぐるみ集合写真
・パレード

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_3URL

ホール（�F）
Hall (1F)

Gathering / Lining-up Time
集合・整列時間

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-
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Holiday Hall B

�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

松・竹・梅の間
R. Matsu-Take-Ume

菊の間・藤の間
Room Kiku-Fuji

ホリデイホールA
Holiday Hall A

Morning Radio Exercises
ラジオ体操

Japan Fursuit Creators'
Competition 2023

着ぐるみ
クリエイター

コンテスト ����

Dealer's Room
ディーラーズルーム

Dealer's Room
ディーラーズルーム

Let's talk about DOUJIN!!
(in the Lounge)

同人トーーク！！
（ラウンジ内企画）

Meet and Greet for Those Starting
Making Goods from Scratch

(in the Lounge)

一から始める同人活動交流所
（ラウンジ内企画）

Kemono Clothesmaking
Lecture

ケモノ衣装製作講座

IMAGESTUDIO Noise
(Fursuit Photo Booth)

IMAGESTUDIO
Noise

（着ぐるみ撮影ブース）

[Special Exhibition]
"Divine Beasts"

The Art of
Akira Himekawa

【特別企画】
「獣神画展」

姫川明輝

VR Lounge
VRラウンジ

First National
RelateTrekker Tournament

"Top Dog Cup"

第�回
リレトレ全国大会

【名犬杯】

IMAGESTUDIO Noise
(Fursuit Photo Booth)

IMAGESTUDIO
Noise

（着ぐるみ撮影ブース）

Fursuit Group Photoshoot (If the weather is bad)
着ぐるみ集合写真（悪天候時）

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

The Gathering of 
Smash Bros Furries!

大集合、スマケモ！

JMoF Reception Desk
& Official Store

JMoF
受付・販売ブース

JMoF
Rock Festival

2023

JMoF
Rock Festival

2023

Trip Fur
-OUT A TIME-

3

土

リハーサル
Rehearsal

ブース設営
Booth Setup

Segway Trials
セグウェイ試乗会

会場外
Outdoors

Get Your Fursuit Photos
Taken at a Studio!

着ぐるみさんを
スタジオで撮ろう！

Course on Creating
Realistic Fursuit Heads

リアル系ヘッド
制作講座

A Meeting for Those Who've Fallen
through the Cracks in Time

時空の狭間に
落ちた人の集い

Let's talk about
FETISHISM!

フェチトーーク！！

XXXsuiters Meet & Greet
×モノさん交流会

Ultimate
Chicken Drunk Horse

アルティメット
チキンドランクホース

中庭 Garden

集合・整列時間
Gathering / Lining-up Time

Fursuit Group Photoshoot
& Parade

着ぐるみ集合写真
・パレード

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_3URL

ホール（�F）
Hall (1F)

Gathering / Lining-up Time
集合・整列時間

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-



15

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00
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�F

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji
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Room Kiku-Fuji
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Morning Radio Exercises
ラジオ体操
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(Fursuit Photo Booth)
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Noise
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[Special Exhibition]
"Divine Beasts"

The Art of
Akira Himekawa

【特別企画】
「獣神画展」

姫川明輝

VR Lounge
VRラウンジ

Performance Stage "Back to the 90's"

パフォーマンスステージ
「Back to the ��'s」

Award Ceremonies＊ & Closing Ceremony
表彰式＊・閉会式

Headless Lounge
ヘッドレスラウンジ

Dead Dog Party
デッドドッグパーティー

JMoF Reception Desk
& Official Store

JMoF
受付・販売ブース

日

Furries' Everything
Is Research

けもなー
じゆうけんきゅう

Meet for Sharing 
That First Furry Moment

初めて抜いたケモノに
ついて共有する会

Performance Stage

パフォーマンス
ステージ

リハーサル
Rehearsal

Exclusive
予約者限定

GoH Talk Show

会場外
Outdoors

THE FURRY
CAR MEET

GoH Talk Show

Raffle Drawing
ラッフル抽せん会

Raffle Drawing
ラッフル抽せん会

Japan Furries Photo Competition 2023
Award Ceremony

ケモノストーリーコンテスト����表彰式
Kemono Story Contest 2023 Award Ceremony

JMoFイラストコンテスト����表彰式
JMoF Art Competition 2023 Award Ceremony

＊表彰式／Award Ceremonies: 

Furries' Everything
Is Research

けもなー
じゆうけんきゅう

リハーサル
Rehearsal

Award Ceremonies＊
表彰式＊

リハーサル
Rehearsal

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_4URL
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Hall (1F)

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ
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姫川明輝

VR Lounge
VRラウンジ

Performance Stage "Back to the 90's"

パフォーマンスステージ
「Back to the ��'s」
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表彰式＊・閉会式
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ヘッドレスラウンジ

Dead Dog Party
デッドドッグパーティー

JMoF Reception Desk
& Official Store

JMoF
受付・販売ブース

日

Furries' Everything
Is Research

けもなー
じゆうけんきゅう

Meet for Sharing 
That First Furry Moment

初めて抜いたケモノに
ついて共有する会

Performance Stage

パフォーマンス
ステージ

リハーサル
Rehearsal

Exclusive
予約者限定

GoH Talk Show

会場外
Outdoors

THE FURRY
CAR MEET

GoH Talk Show

Raffle Drawing
ラッフル抽せん会

Raffle Drawing
ラッフル抽せん会

Japan Furries Photo Competition 2023
Award Ceremony

ケモノストーリーコンテスト����表彰式
Kemono Story Contest 2023 Award Ceremony

JMoFイラストコンテスト����表彰式
JMoF Art Competition 2023 Award Ceremony

＊表彰式／Award Ceremonies: 

Furries' Everything
Is Research

けもなー
じゆうけんきゅう

リハーサル
Rehearsal

Award Ceremonies＊
表彰式＊

リハーサル
Rehearsal

・・・TIME TRAVELER、スーパースポンサー、スポンサー限定／TIME TRAVELER, Supersponsor, and Sponsor Exclusive
・・・公募企画／Applied Panel

各企画の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
For more information on each event, please see our website.

https://www.jmof.jp/program/day_4URL

ホール（�F）
Hall (1F)

Artist Lounge
-Toyohashi Revengers-

アーティスト
ラウンジ

-豊橋リベンジャーズ-
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Day2
1/6(Fri)

10:00-21:00

Day3
1/7(Sat)

10:00-21:00

Day4
1/8(Sun)

10:00-18:30

Room Kaede

楓の間@�F

着ぐるみだけ
、じゃない。



Booth Arrangement Guideブース配置図

うぇあ
warewolf's works SHIGE四つ足カルテット

quadruped quartet
Stephie the DeerWintre Arts 葛ノ木

Kuzunokiプロダクション体育館
PRODUCTION TAIIKUKAN

あるすまわーくす/かえで
rsmapleworks/kaedeあるすまわーくす

rsmapleworks
壬生春成

Harunari Mibu壬生工房
MibuWorks

フラッシュ
Flashフラッシュファクトリーパワー

Flash Factory Power
きゅる

QLアトリエあまのじゃく株式会社
Atelier Amanojaku Inc.

Dealer Informationディーラー紹介

 

1 2 7 8

3 4

5 6
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あっきん。
Akkin.るーふる

ROOFxLOOP
まぁる

Marleまるきち工房
MARUKICHI WORKS

モリモリ
Morimori獣文連

Kemobunren
ギンジ

GinjiK-monogram

Wolves&MeWolves&Me 魔界ノ風鷹
Makai no Kazetaka魔界ノ風鷹

Makai no Kazetaka
梨味

nashiaziちくたく農園
Ticktack Farm

ランキチ
rankiti���

WafflesWaffle Wishes KoakeaMakali'i_Room ぷっくん
pukkunn今日の毛色

kyounokeiro
豅リリョウ

Riryo NagataniPhilosofur編集部
Philosofur Publishing

13a 13b 16b 17a

9 10 14a 14b

11 12 15 16a
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鷹月ナト
Takatsuki Nato底物水槽

sokomono suisou
EIZINK-LINE

NORAまたたび雑貨店
MATATABI Variety Store

ぱぴ(Papi)
Papiぱすてる しっぽ

Pastel sippo

◆ディーラーの詳細は公式ウェブサイトに掲載しております。
https://www.jmof.jp/event/dealers_room

◆For details about the dealers, please visit our website.
https://www.jmof.jp/en/event/dealers_room 日本語 English

17b 18a

18b 19
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Horimon has been producing works of art with the theme of 
“Kemono ( ケモノ )” since ����, and is currently creating sculptures at 
his base in Mie. “Meet the KEMONO” , an art exhibition by Horimon, 
had started in Osaka, and up until now has been showcased in 
Okinawa, Fukuoka, and Tokyo. He has been recognized as one of the 
pioneers of contemporary sculpture art, whose recognition does not 
stop with just kemono fans.

This word “Kemono” is an anthropomorphizing expression, assigning 
human factors like emotion, perception, language, and gestures to 
animals other than humans, or its opposite, providing beast-like 
characteristics to humans. What kinds of mindstates have arisen from 
hearing this word, whose origins are old and whose use can be seen 
everywhere nowadays?

As someone whose interest and admiration in kemono from a young 
age led him to put a focus on the connection between humans and 
kemono, Horimon produces �D representations of kemono, and 
through this act of  encountering ( “Meeting” )  them, he’ s 
reinterpreting the common assumptions of what kemono is, and 
investigating its existence.

This time at JMoF, we’ ve invited Horimon as the Guest of Honor and 
will put on a talk show. “What does it mean for kemono to be created 
as art?” “What is the relationship between kemono and us humans?” 
This and more will be discussed with him as we touch upon his point 
of view as an artist and his notions of what a kemono fan is.

We’ d love to have people of all different ages and backgrounds join 
us for this talk show.

ほりもん様は ���� 年から「ケモノ」をテーマに作品制作を続
けている作家で、現在は「ケモノ美術作家」として三重を拠点
に立体作品を制作しています。「Meet the KEMONO」と題され
た同氏の作品展は、これまでに大阪をはじめ沖縄、福岡、東
京で開催され、ケモノファンにとどまらない現代立体アートの先
鋒の一人として注目されています。

あえてカタカナで表記されるこのケモノとは、人間以外の動物
に人間の感情、感覚、言語、外見、身振りなどを含ませた擬
人化表現、もしくはその逆の擬獣化表現を指しているといいま
す。その源流は古く、今となってはあちこちで見られるこれらの
表現の内面では、いったいどのような心理が働いている／いた
のでしょうか。

幼少期から抱いていたというケモノに対する興味・憧れからケ
モノと人間との繫がりに着眼点を置くようになった同氏は、ケモ
ノを立体表現として生み出し、出会う（＝Meet）ことを通じて、
いわばあって当たり前となっているケモノを改めて捉え直し、そ
の存在を探究しています。

JMoF は今回、ほりもん様をゲストオブオナー（名誉ゲスト）と
してお招きして、トークショーを催します。ケモノをアートとして
生み出していくこととは何であるのか、そして私たち人間とケモ
ノの関係性とは何であるのかなどについて、作家としての視座
とケモノファンとしての観念に触れながら、同氏にお話しいただ
きます。

ぜひ、幅広い年齢層・ジャンルから当トークショーにご参席い
ただければ幸いです。 

GoHトークショー 
日時：���� 年 � 月 � 日（日／ � 日目）�� 時 �� 分～�� 時 �� 分 
場所：�F ホリデイホール A・B

GoH Talk Show
Date: January �th (Sun./Day �), ����, ��:�� - ��:��
Place: �F Holiday Hall A & B
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　JMoF ����の開催・運営にあたり、さまざまな制約の中で今後の持続的な開催につなげるため、今回も
皆さんよりご義捐をお願いするところとなりました。特にTIME TRAVELERの皆様、スーパースポンサーの皆
さまには多大なるご賛助を賜りました。このような特別なご義捐に対して深甚なる謝意を表することは、私
たちJMoF実行委員会にとって欣快なる義務であります。その並々ならぬご献身に敬意を表するため、ここ
にTIME TRAVELERの皆様、スーパースポンサーの皆さまのご芳名をご紹介いたします。
　In order to organize and run JMoF ����, we need to make the convention sustainable in the face of many 
constraints, and donations are still required. We, whoever attends JMoF ����, must acknowledge the kindness of 
TIME TRAVELERs and Supersponsors. Your extra contribution has strongly supported us to create an outstanding 
and long-lasting experience for all attendees. It is a pleasant duty for us that JMoF Executive Committee would 
like to take this opportunity to express our deepest appreciation by crediting your name here.

謝  辞
Acknowledgement

　下掲のご有志の皆様からは、たいへん貴い醵金を賜りました。救恤の手をお差し伸べいただいたその格別な
ご芳心に、衷心より感佩いたす限りです。このような幸甚をぜひ僶俛の糧とし、ケモノ文化の発展に貢献できる
ようより一層気を引き締めて挺身・邁進してまいります。
　We would like to express our sincere gratitude to the below volunteers for their generous contribution. All of us are 
deeply impressed by your great benevolence in helping us. With this fortunate opportunity and your 
encouragement, we are determined to work even harder to contribute to the development of furry/kemono culture.

　また、スポンサーの皆さまやボランティアの皆さまには、JMoFの趣旨にご賛同いただき、多くのご助力をいただいたこと
に対して、誠心より感謝いたします。そして何より、JMoFを盛り上げてくださるすべての参加者の皆さんへ、JMoFという大
きなムーブメントの一員として参加してくださり、本当にありがとうございます！
　We also deeply thank JMoF ���� Sponsors and volunteers for helping us, with understood what JMoF aimed. In addition, of course, 
thank all attendees for taking part in JMoF ����. Your existing makes JMoF more exciting and then the movement can be enlarged!
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UULA Hiro

Code

NKNRY/ティラミス
@nknry�

黎牙
Reiga

きとら
Kitora

部長
山河 健介&Taddy Crepus とおリュー

@toobon_ryu

Zero.C
Rime

鉄路野狐@railway_fox
ルーシア&ノヴァ

星猫
HoshiNeko

らくてぃす
Ractis

六連星スバル
M_Subaru

影嶋 狼真
Kageshima Rawma

クマたろ
KumaTaro

きたりゅー
KitaRyu

バディ
Buddy

睡犬(^ ーωー^ )Zzz
sui-ken

デン竜フラミー
denryu flammie

もづ屋
白波　凪

びわびわ
豆助 Twitter: @biwa_ten_kun

ganland
ガンフル・フリュート

フータロウ
FutaLow

陽炎九尾 狐眼
FOXEye Projects

ハンペン
Hanpen

はやぶさ
@kage��_shinca

ユバード
@yubirdvavk

ヒスイ
皓月

エト
@��ku_in_the_sky

Burhmos
@burhmos

キカチュウ
猫峰四葉

包森
Bozon

FoxMk�
スイスイ

ピクサー
マクラ

フラッシュ

さざ竜
ラオ

PANJA!
PanjaTheWhiteLion

月白しのん
sinon

桜木レオナ
reona����

える
狼竜レスタ

タツ狼
@kmoneforall

Xexar
ゼキサー

yoshl
fursuit/Ran

もふあき
Mofuaki

チルド
Cirdo

やすは
Yasuha

ラグス
Ragus

EIZIN
ALBA

KEN
KEN

CO-DA
コーダ

ミリ
Miri

きこ
kiko

おっぺけ
OPPEKE

獣二
caribou���

ハム
Ham

おまろ
特異点

青龍
Seiryuu

どらちゃん
Twitter　@dra_����

つちっこ
@soilkko

ミロ  [ miluo ]
twitter @ROOFnMILUO����

そーと
@�thleft

かほ
kaho_kig

Cooro 庫洛 クロ
香港で唯一の犬工房着ぐるみのオーナー

K
C

しゅん
@��TOFU

skooch
skooch

ぬこジタン
nucojitane@nuco����

シャルト
@Schart_Neige

Sasaki w/ 夢喰
@fur_sasaki

蒼曉
Duskon

熊山
Osburn

チャシ
トワ

こーへい

ケモストリー

つねきち

Nim

Hawk

もっちゃん はいどるぐ

もふ竜ジン Saren

すかし

Elvin

Wolfish

ぷっくん

Drat

※����年��月�日（金）時点、順不同・敬称略
Note: As of December �th (Fri.), ����, listed in random order
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　JMoF ����の開催・運営にあたり、さまざまな制約の中で今後の持続的な開催につなげるため、今回も
皆さんよりご義捐をお願いするところとなりました。特にTIME TRAVELERの皆様、スーパースポンサーの皆
さまには多大なるご賛助を賜りました。このような特別なご義捐に対して深甚なる謝意を表することは、私
たちJMoF実行委員会にとって欣快なる義務であります。その並々ならぬご献身に敬意を表するため、ここ
にTIME TRAVELERの皆様、スーパースポンサーの皆さまのご芳名をご紹介いたします。
　In order to organize and run JMoF ����, we need to make the convention sustainable in the face of many 
constraints, and donations are still required. We, whoever attends JMoF ����, must acknowledge the kindness of 
TIME TRAVELERs and Supersponsors. Your extra contribution has strongly supported us to create an outstanding 
and long-lasting experience for all attendees. It is a pleasant duty for us that JMoF Executive Committee would 
like to take this opportunity to express our deepest appreciation by crediting your name here.

謝  辞
Acknowledgement

　下掲のご有志の皆様からは、たいへん貴い醵金を賜りました。救恤の手をお差し伸べいただいたその格別な
ご芳心に、衷心より感佩いたす限りです。このような幸甚をぜひ僶俛の糧とし、ケモノ文化の発展に貢献できる
ようより一層気を引き締めて挺身・邁進してまいります。
　We would like to express our sincere gratitude to the below volunteers for their generous contribution. All of us are 
deeply impressed by your great benevolence in helping us. With this fortunate opportunity and your 
encouragement, we are determined to work even harder to contribute to the development of furry/kemono culture.

　また、スポンサーの皆さまやボランティアの皆さまには、JMoFの趣旨にご賛同いただき、多くのご助力をいただいたこと
に対して、誠心より感謝いたします。そして何より、JMoFを盛り上げてくださるすべての参加者の皆さんへ、JMoFという大
きなムーブメントの一員として参加してくださり、本当にありがとうございます！
　We also deeply thank JMoF ���� Sponsors and volunteers for helping us, with understood what JMoF aimed. In addition, of course, 
thank all attendees for taking part in JMoF ����. Your existing makes JMoF more exciting and then the movement can be enlarged!
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シャトルバス時刻表
Free Shuttlebus Timetable

周辺案内
Local Map

シャトルバスが満席の場合は、路線バスやタクシーの利用もご検討ください。
If the shuttle bus is full, please consider using route buses or taxis.

路線バス時刻表
Routebus Timetable

コンビニ
Convenience Store

バス停
Bus Stop

松屋
牛めし／定食 - Beef-on-rice and set meals

Matsuya1

丸亀製麺
うどん - Udon

Marugame Seimen2

扇屋
焼き鳥 - Yakitori (grilled chicken)

Ogiya3

武蔵丸
回転すし - Sushi

Musashimaru4

武蔵
和食／とんかつ - Japanese cuisine, Tonkatsu (pork cutlet)

Musashi5

カルビ一丁
焼肉 - Yakiniku (grilled meat)

Kalbi Itcho6

サイゼリヤ
Saizeriya7

スターバックスコーヒー
Starbucks8

ケンタッキー・フライド・チキン
Kentucky Fried Chicken9

たこ摩ツ
たこ焼き - Takoyaki (octopus dumplings)

Takomatsu10

汐崎
札幌ラーメン - Sapporo-styled Ramen

Shiozaki11

はまや
居酒屋 - Izakaya (gastropub)

Hamaya13

ステーキガスト
洋食／ステーキ - Euro-influenced cuisine, steak

Steak Gusto12

びっくりドンキー
洋食／ハンバーグ - Euro-influenced cuisine, hamburger steak

Bikkuri Donkey14

CoCo壱番屋
カレーライス - Japanese curry and rice

CoCo Ichibanya15

韓丼
カルビ丼・スン豆腐
- grilled meat-on-rice, Sundubu-jjigae (Korean spicy soft tofu stew)

Kandon
16

みかわの郷
そば - Soba

Mikawa no Sato17

温野菜
しゃぶしゃぶ
- Shabu-shabu (Japanese hotpot dish with thinly sliced meat and vegetables)

Onyasai
18

じゃんだら
豚骨ラーメン - Pork bone broth Ramen

Jandara19

コメダ珈琲店
コーヒー／軽食 - Coffee shop

Komeda’s Coffee20

鳴門
居酒屋 - Izakaya (gastropub)

Naruto21

希虎
担々麺 - Dandan noodles

Kitora22

Pecoruso
イタリアン - Italian cuisine24

くいば
家系ラーメン - E. A. K. Ramen

Kuiba25

まんのうや
うどん - Udon

Mannouya26

マクドナルド
McDonald’s

ハッピークレープ
Happy’Crepes

たこ魔神
たこ焼き - Takoyaki (octopus dumplings)

Tako Majin

リンガーハット
長崎ちゃんぽん - Nagasaki Champon (noodle dish)

Ringer Hut

フジヤマ��
つけ麺 - Tsukemen (a form of ramen: you dip noodles 
into the soup when you eat)

Fujiyama 55

23

スパゲッ亭チャオJr.
洋食／スパゲッティ - Euro-influenced cuisine, Spaghetti

SPAGHETTEI★CIAO Jr.

1

19

20

17

10

6

5

8

7

4

3 2 21

25

26

24

22

23

16

15

388

至豊橋駅
To Toyohashi Sta.

ロワジールホテル豊橋
Loisir Hotel Toyohashi

MEGA
ドン・キホーテ

MEGA Don Quijote

ユナイテッド
シネマ

UNITED CINEMAS

▲

※当案内は����年�月��日（金）現在、当会が独自に集めた情報です。開催当日までに変
更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、各飲食店の定休日や開
店時間は、ご自身でお調べいただきますようお願いします。

Note: This information is voluntarily collected by us as of September ��th (Fri.), 
����. Please note that there may be changes by the day of the convention. In 
addition, please check the regular holidays and opening hours of each 
restaurant by yourself.

18

11

12

13

14

9

東京
Tokyo

名古屋
Nagoya

東口
East Side

ジャストインプレミアム
Just Inn Premium

豊橋駅
Toyohashi Station

路線バスのりば➀
Routebus Stops ①

シャトルバスのりば
Shuttlebus Stop

タクシー
TAXI

西口
West Side

豊橋駅
Toyohashi Sta. ロワジールホテル豊橋

Loisir Hotel Toyohashi

ホールロビー
Hall Lobby

M
EGAド

ン・キ
ホ

ー
テ

MEGA Don Quijote

エントランス
Entrance

路線バス「藤沢町」
（豊橋駅行）

Routebus “Fujisawa-cho”
(For Toyohashi Sta.)

シャトルバス
Shuttlebus

豊橋駅 バスのりば
Toyohashi Station Bus stop

ロワジールホテル豊橋 バスのりば 
LOISIR Hotel Toyohashi Busstop

          臨時便／Extra

12
13 20
14 00 40
15 00 20 40
16 20
17 00 40
18 20
19 00 40
20 20
21
22

時 豊橋駅西口発
Hour Sta. (West Side)→Hotel

時 豊橋駅西口発
Hour Sta. (West Side)→Hotel

12
13
14
15
16 40
17 20
18 00
19 20

20
00 40

20 00
21
22

時 ロワジールホテル発
Hour Loisir Hotel→Station

時 ロワジールホテル発
Hour Loisir Hotel→Station

40

40

7 45

8 35 55

9 15 35

10 15 35

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

16 10

17 00 40

18 20

19 00 40

20 20

21
22

7 25

8 15 55

9 00 40

10 15 20 55

11 11:00~12:30
12
13
14

15
16 40

30

17 20

18 00 40

19 10 2030

30

30

30

50

20 00 40

21 20

22 00 40

ピストン運行
Shuttle

�月�日（木）  Jan. 5th (Thu.)  �月�日（金）～�日（月）  Jan. 6th (Fri.) - Jan. 9th (Mon.) 

20

          ホールロビー前から出発／Departure from front of Hall Lobby.
          臨時便（�~�日）／Extra (6th-8th)

          臨時便（�日）／Extra (Only 9th)          臨時便（�日）／Extra (Only 8th)
          ホールロビー前から出発／Departure from front of Hall Lobby.

整理券式・後払い。豊橋駅前から乗る場合は券売機で���円の乗車券を購入してください。
Post-Pay by Fare zone ticket system. We recommend you to buy a ticket (230JPY) 
from a ticket vendor if you get a bus from the "Toyohashi Sta.". 

のりば➀のバスすべて
All buses from bus stop① Toyohashi Sta. (East side)

系統
Line

6 28
7 05 25 45 58
8 25 50
9 15 35 50

15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 35 50
15 35 50
15 35 5010

11
12
13
14
15
16
17 15 30 45

15 30 45
15 30 45
15 30 4518

19
20
21 20 50

6 42
7 00 12 26 51
8 02 15 45
9 06 15 45

10 05 19 39 54
11 09 39 54

09 39 54
09 39

09 39 54
09 39 54
09 39 5412

13
14
15
16
17 00 20 41
18 10 26 50
19 10 30 50
20 10 30
21 00

時 豊橋駅前発 （東口➀）
Hour

行先 豊橋駅前 （東口）行先
Dest. Dest.

Toyohashi Sta.(East side①)
時 藤沢町発

Hour Fujisawa-cho

06-13
のりば➀のバスすべて
All buses from bus stop① Toyohashi Sta. (East side)

系統
Line

6 38
7 25 45
8 00 25 45
9 15 35 50

15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 35 50
15 35 50
15 35 5010

11
12
13
14
15
16
17 15 30 45

15 45
15 30 45
15 30 4518

19
20
21 15

6
7 00 12 26 51
8 08 26 45
9 02 15 45

10 04 15 39 55
11 09 39 55

09 39 59
09 39

09 39 59
09 39 58
09 39 5812

13
14
15
16
17 00 20 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30
21 00

時 豊橋駅前発 （東口➀）
Hour

行先 豊橋駅前 （東口）行先
Dest. Dest.

Toyohashi Sta.(East side①)
時 藤沢町発

Hour Fujisawa-cho

06-13

�月�日（木）・�日（金）  Jan. 5th (Thu.), 6th (Fri.) �月�日（土）～�日（月）  Jan. 7th (Sat.) - Jan. 9th (Mon.) 

※�:�� [��:急行]は停まりません。／Line#�� is not stop.

※
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シャトルバス時刻表
Free Shuttlebus Timetable

周辺案内
Local Map

シャトルバスが満席の場合は、路線バスやタクシーの利用もご検討ください。
If the shuttle bus is full, please consider using route buses or taxis.

路線バス時刻表
Routebus Timetable

コンビニ
Convenience Store

バス停
Bus Stop

松屋
牛めし／定食 - Beef-on-rice and set meals

Matsuya1

丸亀製麺
うどん - Udon

Marugame Seimen2

扇屋
焼き鳥 - Yakitori (grilled chicken)

Ogiya3

武蔵丸
回転すし - Sushi

Musashimaru4

武蔵
和食／とんかつ - Japanese cuisine, Tonkatsu (pork cutlet)

Musashi5

カルビ一丁
焼肉 - Yakiniku (grilled meat)

Kalbi Itcho6

サイゼリヤ
Saizeriya7

スターバックスコーヒー
Starbucks8

ケンタッキー・フライド・チキン
Kentucky Fried Chicken9

たこ摩ツ
たこ焼き - Takoyaki (octopus dumplings)

Takomatsu10

汐崎
札幌ラーメン - Sapporo-styled Ramen

Shiozaki11

はまや
居酒屋 - Izakaya (gastropub)

Hamaya13

ステーキガスト
洋食／ステーキ - Euro-influenced cuisine, steak

Steak Gusto12

びっくりドンキー
洋食／ハンバーグ - Euro-influenced cuisine, hamburger steak

Bikkuri Donkey14

CoCo壱番屋
カレーライス - Japanese curry and rice

CoCo Ichibanya15

韓丼
カルビ丼・スン豆腐
- grilled meat-on-rice, Sundubu-jjigae (Korean spicy soft tofu stew)

Kandon
16

みかわの郷
そば - Soba

Mikawa no Sato17

温野菜
しゃぶしゃぶ
- Shabu-shabu (Japanese hotpot dish with thinly sliced meat and vegetables)

Onyasai
18

じゃんだら
豚骨ラーメン - Pork bone broth Ramen

Jandara19

コメダ珈琲店
コーヒー／軽食 - Coffee shop

Komeda’s Coffee20

鳴門
居酒屋 - Izakaya (gastropub)

Naruto21

希虎
担々麺 - Dandan noodles

Kitora22

Pecoruso
イタリアン - Italian cuisine24

くいば
家系ラーメン - E. A. K. Ramen

Kuiba25

まんのうや
うどん - Udon

Mannouya26

マクドナルド
McDonald’s

ハッピークレープ
Happy’Crepes

たこ魔神
たこ焼き - Takoyaki (octopus dumplings)

Tako Majin

リンガーハット
長崎ちゃんぽん - Nagasaki Champon (noodle dish)

Ringer Hut

フジヤマ��
つけ麺 - Tsukemen (a form of ramen: you dip noodles 
into the soup when you eat)

Fujiyama 55

23

スパゲッ亭チャオJr.
洋食／スパゲッティ - Euro-influenced cuisine, Spaghetti

SPAGHETTEI★CIAO Jr.
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19
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6

5

8

7
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3 2 21

25

26

24

22

23

16

15

388

至豊橋駅
To Toyohashi Sta.

ロワジールホテル豊橋
Loisir Hotel Toyohashi

MEGA
ドン・キホーテ

MEGA Don Quijote

ユナイテッド
シネマ

UNITED CINEMAS

▲

※当案内は����年�月��日（金）現在、当会が独自に集めた情報です。開催当日までに変
更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、各飲食店の定休日や開
店時間は、ご自身でお調べいただきますようお願いします。

Note: This information is voluntarily collected by us as of September ��th (Fri.), 
����. Please note that there may be changes by the day of the convention. In 
addition, please check the regular holidays and opening hours of each 
restaurant by yourself.

18

11

12

13

14

9

東京
Tokyo

名古屋
Nagoya

東口
East Side

ジャストインプレミアム
Just Inn Premium

豊橋駅
Toyohashi Station

路線バスのりば➀
Routebus Stops ①

シャトルバスのりば
Shuttlebus Stop

タクシー
TAXI

西口
West Side

豊橋駅
Toyohashi Sta. ロワジールホテル豊橋

Loisir Hotel Toyohashi

ホールロビー
Hall Lobby

M
EGAド

ン・キ
ホ

ー
テ

MEGA Don Quijote

エントランス
Entrance

路線バス「藤沢町」
（豊橋駅行）

Routebus “Fujisawa-cho”
(For Toyohashi Sta.)

シャトルバス
Shuttlebus

豊橋駅 バスのりば
Toyohashi Station Bus stop

ロワジールホテル豊橋 バスのりば 
LOISIR Hotel Toyohashi Busstop

          臨時便／Extra

12
13 20
14 00 40
15 00 20 40
16 20
17 00 40
18 20
19 00 40
20 20
21
22

時 豊橋駅西口発
Hour Sta. (West Side)→Hotel

時 豊橋駅西口発
Hour Sta. (West Side)→Hotel

12
13
14
15
16 40
17 20
18 00
19 20

20
00 40

20 00
21
22

時 ロワジールホテル発
Hour Loisir Hotel→Station

時 ロワジールホテル発
Hour Loisir Hotel→Station

40

40

7 45

8 35 55

9 15 35

10 15 35

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

16 10

17 00 40

18 20

19 00 40

20 20

21
22

7 25

8 15 55

9 00 40

10 15 20 55

11 11:00~12:30
12
13
14

15
16 40

30

17 20

18 00 40

19 10 2030

30

30

30

50

20 00 40

21 20

22 00 40

ピストン運行
Shuttle

�月�日（木）  Jan. 5th (Thu.)  �月�日（金）～�日（月）  Jan. 6th (Fri.) - Jan. 9th (Mon.) 

20

          ホールロビー前から出発／Departure from front of Hall Lobby.
          臨時便（�~�日）／Extra (6th-8th)

          臨時便（�日）／Extra (Only 9th)          臨時便（�日）／Extra (Only 8th)
          ホールロビー前から出発／Departure from front of Hall Lobby.

整理券式・後払い。豊橋駅前から乗る場合は券売機で���円の乗車券を購入してください。
Post-Pay by Fare zone ticket system. We recommend you to buy a ticket (230JPY) 
from a ticket vendor if you get a bus from the "Toyohashi Sta.". 

のりば➀のバスすべて
All buses from bus stop① Toyohashi Sta. (East side)

系統
Line

6 28
7 05 25 45 58
8 25 50
9 15 35 50

15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 35 50
15 35 50
15 35 5010

11
12
13
14
15
16
17 15 30 45

15 30 45
15 30 45
15 30 4518

19
20
21 20 50

6 42
7 00 12 26 51
8 02 15 45
9 06 15 45

10 05 19 39 54
11 09 39 54

09 39 54
09 39

09 39 54
09 39 54
09 39 5412

13
14
15
16
17 00 20 41
18 10 26 50
19 10 30 50
20 10 30
21 00

時 豊橋駅前発 （東口➀）
Hour

行先 豊橋駅前 （東口）行先
Dest. Dest.

Toyohashi Sta.(East side①)
時 藤沢町発

Hour Fujisawa-cho

06-13
のりば➀のバスすべて
All buses from bus stop① Toyohashi Sta. (East side)

系統
Line

6 38
7 25 45
8 00 25 45
9 15 35 50

15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 32 50
15 35 50
15 35 50
15 35 5010

11
12
13
14
15
16
17 15 30 45

15 45
15 30 45
15 30 4518

19
20
21 15

6
7 00 12 26 51
8 08 26 45
9 02 15 45

10 04 15 39 55
11 09 39 55

09 39 59
09 39

09 39 59
09 39 58
09 39 5812

13
14
15
16
17 00 20 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30
21 00

時 豊橋駅前発 （東口➀）
Hour

行先 豊橋駅前 （東口）行先
Dest. Dest.

Toyohashi Sta.(East side①)
時 藤沢町発

Hour Fujisawa-cho

06-13

�月�日（木）・�日（金）  Jan. 5th (Thu.), 6th (Fri.) �月�日（土）～�日（月）  Jan. 7th (Sat.) - Jan. 9th (Mon.) 

※�:�� [��:急行]は停まりません。／Line#�� is not stop.

※
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2F

2F

日本料理
藤さわ
Fujisawa

コーヒーショップ
フォーシーズンズ

Four Seasons

フ
ロ
ン
ト

Hotel Reception

ホ
ワ
イ
エFoyer

中庭
Garden

教会
Chapel

ホリデイホール A
Holiday Hall A

ホリデイホール B
Holiday Hall B

ホリデイホール C
Holiday Hall C

ホリデイホール D
Holiday Hall D

駐車場
Parking

ホールロビー
Hall Lobby

救護室
First-aid Room

エントランス
Entrance

ホテルロビー
Hotel Lobby

ホリデイホールA
Holiday Hall A

ホリデイホールB
Holiday Hall B

ホリデイホールC
Holiday Hall C

ホリデイホールD
Holiday Hall D

中庭
Garden

JMoF
受付・販売ブース 
JMoF Registration Desk

/ Official Store

至客室、
��Fル・モン
To Guest Room,

30F Le Mont

セグウェイ体験場
Segway Trial Site

トイレ
Restroom

エレベーター
（至客室・��Fル・モン）

Elevator  (to Guest Room, 30F Le Mont)

エレベーター
（至�F更衣室）

Elevator (to 3F Changing Room)

喫煙所
Smoking Area

シャトルバスのりば
Shuttle Bus Stop

レストラン
Restaurant

AED

ホテル内レストラン（フォーシーズンズ、藤さわ、豊華楼）を
ご利用の際、��%割引のサービスを受けることができま
す（����年�月�日（木）～�日（月））。お会計時にレストラ
ンスタッフにJMoF ����の参加証を呈示してください。

There is a ��% discount for JMoF attendees at the 
restaurants: Four Seasons, Fujisawa, and Hokaro, from 
January �th (Thu.), ���� to �th (Mon.). If you want to 
receive the discount, please show your JMoF ���� 
con-badge to the restaurant staff on the payment.

3F

1F

中国料理
豊華楼

Hokaro

菊の間
Room Kiku

松の間
Room Matsu

竹の間
Room Take

梅の間
Room Ume

藤の間
Room Fuji

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

至�F更衣室
To 3F Changing Room

至�F更衣室
To 3F Changing Room

JMoF:����の会場は愛知県にあるロワジールホテル豊橋です。複合商業施設（ホリデイ・
スクエア）内に位置し、中部圏でも指折りの規模・設備を持ったホテルです。
JMoF ���� is held at the Loisir Hotel Toyohashi in Aichi prefecture. It’s located in the 
Holiday Square shopping mall and is the prominent hotel for the Chubu region.

エスカレーター
Escalator

会場案内
Floor Map

更衣室（椿の間）
Changing Room (Room Tsubaki)

至客室、
��Fル・モン
To Guest Room,

30F Le Mont

1F
楓の間
Room Kaede

松の間・竹の間・梅の間
Room Matsu & Room Take & Room Ume

椛の間
Room Momiji

菊の間・藤の間
Room Kiku & Room Kaede

2F

30F
スカイバンケット
ル・モン
Sky Banquet
Le Mont

スカイバンケット ル・モン
（�日目のみ）
Sky Banquet Le Mont

(Day 1 only)

ボランティア受付
Volunteer Desk

至�F更衣室
To 3F Changing Room

ル
・マ
ー
ジ
ュ︵
朝
食
会
場
︶

Le M
age (a breakfast venue)
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2F

2F

日本料理
藤さわ
Fujisawa

コーヒーショップ
フォーシーズンズ

Four Seasons

フ
ロ
ン
ト

Hotel Reception

ホ
ワ
イ
エFoyer

中庭
Garden

教会
Chapel

ホリデイホール A
Holiday Hall A

ホリデイホール B
Holiday Hall B

ホリデイホール C
Holiday Hall C

ホリデイホール D
Holiday Hall D

駐車場
Parking

ホールロビー
Hall Lobby

救護室
First-aid Room

エントランス
Entrance

ホテルロビー
Hotel Lobby

ホリデイホールA
Holiday Hall A

ホリデイホールB
Holiday Hall B

ホリデイホールC
Holiday Hall C

ホリデイホールD
Holiday Hall D

中庭
Garden

JMoF
受付・販売ブース 
JMoF Registration Desk

/ Official Store

至客室、
��Fル・モン
To Guest Room,

30F Le Mont

セグウェイ体験場
Segway Trial Site

トイレ
Restroom

エレベーター
（至客室・��Fル・モン）

Elevator  (to Guest Room, 30F Le Mont)

エレベーター
（至�F更衣室）

Elevator (to 3F Changing Room)

喫煙所
Smoking Area

シャトルバスのりば
Shuttle Bus Stop

レストラン
Restaurant

AED

ホテル内レストラン（フォーシーズンズ、藤さわ、豊華楼）を
ご利用の際、��%割引のサービスを受けることができま
す（����年�月�日（木）～�日（月））。お会計時にレストラ
ンスタッフにJMoF ����の参加証を呈示してください。

There is a ��% discount for JMoF attendees at the 
restaurants: Four Seasons, Fujisawa, and Hokaro, from 
January �th (Thu.), ���� to �th (Mon.). If you want to 
receive the discount, please show your JMoF ���� 
con-badge to the restaurant staff on the payment.

3F

1F

中国料理
豊華楼

Hokaro

菊の間
Room Kiku

松の間
Room Matsu

竹の間
Room Take

梅の間
Room Ume

藤の間
Room Fuji

楓の間
Room Kaede

椛の間
Room Momiji

至�F更衣室
To 3F Changing Room

至�F更衣室
To 3F Changing Room

JMoF:����の会場は愛知県にあるロワジールホテル豊橋です。複合商業施設（ホリデイ・
スクエア）内に位置し、中部圏でも指折りの規模・設備を持ったホテルです。
JMoF ���� is held at the Loisir Hotel Toyohashi in Aichi prefecture. It’s located in the 
Holiday Square shopping mall and is the prominent hotel for the Chubu region.

エスカレーター
Escalator

会場案内
Floor Map

更衣室（椿の間）
Changing Room (Room Tsubaki)

至客室、
��Fル・モン
To Guest Room,

30F Le Mont

1F
楓の間
Room Kaede

松の間・竹の間・梅の間
Room Matsu & Room Take & Room Ume

椛の間
Room Momiji

菊の間・藤の間
Room Kiku & Room Kaede

2F

30F
スカイバンケット
ル・モン
Sky Banquet
Le Mont

スカイバンケット ル・モン
（�日目のみ）
Sky Banquet Le Mont

(Day 1 only)

ボランティア受付
Volunteer Desk

至�F更衣室
To 3F Changing Room

ル
・マ
ー
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