
　2013年1月の発売号をもって、いよいよ『Role&Roll』
が100号を迎えます！　その発売を記念して「Role&Roll 
100号記念R.CON」……名付けて「R.CON100」を開
催。『Role&Roll』でサポートしているTRPGのセッション
を行ないます。セッションは予約制なので、右ページの応募
方法を参照のうえ、ふるってご応募ください。
　また、当日は予約していない参加者でも遊んで帰れる
ボードゲームのプレイスペースも用意しますよ！

2013年 1月13日（日）
10：30～18：00

2013年 1月13日（日）
10：30～18：00

損保会館 大会議室
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9
損保会館 大会議室
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9

開催
場所
開催予定
日　時
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損保会館

号記念でコンベンションを開催！号記念でコンベンションを開催！

●会場へのアクセス　▶京浜東北線・山手線・総武線 秋葉原駅・電気街口から500m、徒歩6分　
▶中央線・総武線 御茶ノ水駅・聖橋口から400m、徒歩5分　▶東京メトロ 千代田線 新御茶ノ水駅・
B1出口から400m、徒歩5分　▶東京メトロ 丸の内線 淡路町駅・A5出口から350m、徒歩4分　
▶都営新宿線 小川町駅・A5出口から350m、徒歩4分

東京都千代田区神田
小川町１-１ 山甚ビル6Ｆ
株式会社アークライト内
R&R編集部
「Ｒ.ＣＯＮ１00」係

1 0 1 0 0 25 ●氏名
●フリガナ
●性別
●年齢
●電話番号
●郵便番号
●住所
●参加したいゲーム
　・第1希望
　・第2希望
　・第3希望

ご自分の住所

ご自分の名前
白紙

（なにも書かないでください）

（往信用・表面） （往信用・裏面）（返信用・表面） （返信用・裏面）

往　信 返　信

【はがき記入例】

応募方法
TRPGセッションは予約制となっています。参加希

望の方は、往復はがきに、以下の情報を記入のうえ、下
記の応募先あてにお送りください。特に参加応募券や、
参加資格はありませんので、どなたでもご参加いただけ
ます。
ただし、参加希望者が多数で、定員をオーバーした

場合は、抽選にて参加者を決定いたします。あらかじ
めご了承ください。
　応募締切は、12月21日（消印有効）です。

・ 氏名
・ フリガナ
・ 性別
・ 年齢
・ 電話番号
 （携帯電話をお持ちの場合は併記してください）
・ 郵便番号
・ 住所
・ 参加したいゲーム（第3希望までを、左ページのリス
トから選択してください）

応募先
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町1-1 山甚ビル6F
株式会社アークライト
R&R編集部「R.CON100」係

※ 必ず「往復はがき」を使用してください。往復はがき
以外でのご応募は受け付けません。

当落通知
ご応募いただいた方全員に、当落通知をお送りします。
当選された方には、参加できるゲームのタイトルも

書かれています。
当日TRPGセッションに参加するためには、この当選
通知のはがきが必要となりますので、忘れずにお持ちく
ださい。

参加受付方法
当選通知のはがきが来ただけでは、TRPGセッション
に参加することはできません。TRPGセッションへの参
加を希望する方は、必ず「R.CON100」当日の11：20ま
でに、受付にて「TRPGセッションへの参加申し込み」
をしてください。このときに当選通知のはがきを提示し
ていただきます。
もし、11：20までに「参加申し込み」の受付を済ませ

ていただけなかった場合は、キャンセルという形になり
ますので、ご注意ください。

キャンセル待ち
TRPGセッションは予約制ですが、参加者の方の都合

によりキャンセルが起きる場合があります。
当日は、開場しましたらTRPGセッションの参加申し

込み受付を開始します。それと同時に、TRPGセッショ
ンのキャンセル待ちの受付も開始します。
TRPGセッションの予約にキャンセルが出た場合は、

11：30からキャンセル待ちの抽選を行います。

10：30 開場
TRPGセッション参加申し込み受付開始
TRPGセッション・キャンセル待ち受付開始
物販開始

11：20 TRPGセッション参加申し込み受付終了
TRPGセッション・キャンセル待ち受付終了

11：30 TRPGセッション・キャンセル待ち抽選
11：40 開会式
12：00 TRPGセッション開始

ボードゲームコーナー開始
17：00 TRPGセッション終了

ボードゲームコーナー終了
17：30 閉会式

物販終了
18：00 閉場

1 ソード・ワールド2.0〔A〕（GM:グループSNE）
2 ソード・ワールド2.0〔B〕（GM:グループSNE）

3 異界戦記カオスフレアSecond Chapter〔A〕
（GM:重信康）

4 異界戦記カオスフレアSecond Chapter〔B〕
（GM:小太刀右京）

5 クトゥルフ神話TRPG（GM:内山靖二郎）
6 エクリプス・フェイズ（GM:岡和田晃）
7 エリュシオンTRPG（GM:冒険企画局スタッフ）
8 シャドウラン（GM:西上柾）
9 シノビガミ（GM:冒険企画局スタッフ）
10 ハンターズ・ムーン（GM:冒険企画局スタッフ）
11 ピーカーブー（GM:冒険企画局スタッフ）
12 ブラッド・クルセイド（GM:冒険企画局スタッフ）
13 カードランカー（GM:冒険企画局スタッフ）
14 マギカロギア（GM:冒険企画局スタッフ）
15 バルナ・クロニカ（GM:小林正親）
16 ガンドッグゼロ（GM:チームGUNDOG）
17 迷宮キングダム（GM:冒険企画局スタッフ）
18 サタスペ（GM:冒険企画局スタッフ）
19 ホライゾンブレイク（GM:八熊一也）
20 深淵 第二版（GM:朱鷺田祐介）
※当日になって、ゲームタイトル、ゲームマスターが急
遽変更になる場合がございます。

予定しているTRPGセッション

TRPGセッション（予約制）
ボードゲームコーナー（当日参加可能）
『Role&Roll Vol.100』先行販売

・ 会場入口に列ができるなどした場合、入場制限をさ
せていただく場合があります。
・ 会場内での食事は禁止とさせていただきます。ドリ
ンク類、アメなどはかまいません。
・ 会場内は禁煙です。

・ ゴミは各自で管理し、お持ち帰りください。
・ 他の参加者の迷惑になるような行為を発見した場合は、
退場していただくことがあります。
・ 会場内ではスタッフの指示に従ってください。

TRPGセッションの参加方法

タイムスケジュール

会場での
注意事項
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