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日時：2019 年 12 月14 日（土）、15 日（日）11:00 ～ 18:00
場所：東京ドームシティ（プリズムホール）
内容：円谷プロ主催ファンイベント「TSUBURAYA CONVENTION 2019」内
　　　で行う円谷プロ作品限定のガレージキット等の展示・即売イベント
主催：ワンダーフェスティバル実行委員会 /（株）海洋堂

ワンフェス
TSUBURAYA

参加マニュアル ( 書面申込用 )

お問い合わせ・書類等送付先
　　

　ワンダーフェスティバル実行委員会
　　〒 571-0041　大阪府門真市柳町 19-3　(株) 海洋堂　内
　　　　TEL：06-6909-5660　　　FAX：06-6909-0861
　　　　受付時間　13:00 ～ 18:00 ( 土曜・日曜・祝日は休み )
　　　　　　E-mail:　wfinfo@kaiyodo.net　( 出展関係 )
　　　　　　　　　　 wf-license@kaiyodo.net　( 版権関係 )
　　　　　　　　　　 wf-pr@kaiyodo.net　(『PR カード』送付先 )　

　ディーラー参加のお申し込みと同時に、下記事項に関してメンバー全員が連帯責任を負うことに同意いただけたもの
とします。今回は通常のワンフェスと会場や周辺環境が異なり、通常可能なことことにもいくつか制限があります。
　参加を希望される方は、必ず最後まで熟読してください。

■厳守事項
　・各種マニュアルで定めるルールや提出物、入金の期限等を厳守する
　・１名で複数の ID の取得、ディーラー参加申し込みをしてはならない
　　( 新規 ID を取得する場合は TSUBURAYA ワンフェス専用のものになります )
　・ディーラー名は固定化され変更できない
　・会場内では係員の誘導に従い、施設を正しく安全に利用する
　・一般来場者への接客を第一とする
　・イベントの構成員として防犯意識を持ち、いかなる理由においても第三者に入場パスを譲渡しない
　・著作権をはじめ、他者の権利を侵害する商品（版権非許諾品、違法コピー品など）を持ち込まない
　・今回のイベントで許諾を受けていない「当日版権申請アイテム」について
　　　今回の WF で申請・許諾されたディーラー自身でない者が当日版権申請アイテムの展示・販売を行うこと　
　　　を禁止します ( 作例としての展示やコレクション放出を含めた中古品の売買もできません )
　　　※ 疑問点や分からない事柄が生じた場合は、必ず実行委員会までお問い合わせください。ご自身で判断し、  
 参加に支障をきたしたとしても、実行委員会は一切の責を負いかねます。またマニュアルをお読みいただけず、 
 ディーラー情報や申請内容の入力を誤り、参加に支障をきたした場合も同様です。万一参加申し込みが多数と 
 なり会場の収容量を超えた場合は、抽選や卓数の削減による調整を行わせていただきます。

■注意事項
　・TSUBURAYA ワンフェスは書面申込のみとなります。参加申込用紙は開催期限定となり今回使用されなかった
　　としても次回の申し込みに流用することはできません
　・お支払方法はコンビニ支払いのみとなります
　・危険物申請の必要な商品は TSUBURAYA ワンフェスでは展示販売できません
　・TSUBURAYA ワンフェス会場内へ車両搬入は行えません。隣接駐車場から手運びできませんので徒歩搬入となります
　・成人向け作品の展示、商品の販売は TSUBURAYA ワンフェスではできません
　・一般流通商品のプラモデル・ガレージキット等の完成品を販売することを禁止します
　・完成品製作代行の請負は禁止です
　・コスプレのご参加はできませんので、予めご了承ください
　・展示作品や出展ブースの様子などの写真を広報等で使用させていただく事がございます。予めご了承ください

　参加申込締切：8 月9 日（金）必着 8月19日（月）必着 ※7/19 改訂
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■お知らせ
　・会場窓口にてパスの再発行を行う場合は、発行手数料を含めて 3.000 円を頂戴いたします
　　（卓代に含まれる基本人数分（卓数 ×3）までのパス、小学生以下のお子様用のパスは、これまで通り無料です）
　・1/1 スケールの造形物など大型展示物の展示予定がある場合は、指定期日（後述）までにご申請ください

■ディーラー参加資格、及び条件
　・代表者が参加申込時において満 18 才以上である
　・代表者は必ず開催当日参加する
　・電話、FAX、郵便、E-mail などによる連絡が確実に取れる
　・自ら造形した物品、もしくは造形に関わる物品を販売または展示する目的である
　　※ 海外からの参加については下記「海外からの参加について」の条件をあわせて満たす必要があります

　　海外からの参加について【For Foreiger】
　日本国内在住の方が代理人として代表者となりお申し込みいただくことで、海外からの参加も可能です。
　但し、「海外の参加者と連絡が取りにくい」などといったことを理由に、各期日や手続き方法について特例は
　設けません。
　国内のディーラーと全く同じ条件で参加できる方のみお申し込みを受け付けいたします。また、代理人は、
　下記の条件に同意いただくものとします。同意いただけない場合は、海外からの参加をご遠慮ください。 
　　・代理人となれるのは、日本在住で日本語によるコミュニケーションが取れる方で、前記「ディーラー参加
　　　資格」を有している方のみとします。国籍は問いません
　　・代理人は、当日版権申請を含む諸般の手続きや料金の支払いを責任を持って代行し、全ての責務を　　
　　　ディーラーと等しく負うものとします
　　・代理人は、当日会場において搬入から搬出までメンバーとして参加し、通訳や諸手続きの補助を行なう
　　　ことを義務とします

■ディーラー基本情報について
　・ディーラー ID やディーラー名、代表者名は固定化され変更できませんので責任をもってご登録ください
　・法人など企業・商店の参加の場合はワンフェス参加の実務担当者の方を代表者とし、直接連絡が取れる電話番号、　
　住所、部署名を登録してください（担当変更を要する場合、実行委員会まで直接ご連絡ください）
　・ディーラー名は全角 40 文字までです。一部記号や中国語の固有漢字、ハングルなどは使用できません
　・代表者氏名に変名（ペンネーム、モデラーネームなど）を使うことは禁止します
　・ご住所やお電話番号に変更があった場合は、実行委員会まで速やかにご連絡いただき、最新の情報を保つように
　　してください
　・1 名で複数 ID 取得は不可です。参加申込締切後に重複 ID が判明した場合は、新しく取得したほうの参加申込が無効
　　となり、ID 削除されます。

■参加申込時の注意事項
○ PRカード
　　ガイドブックには、一般来場者へのサービスとして、それぞれのディーラーブースをアピールする PR カットを掲載いたし 
　　ます（PR カードの詳細は P4 をご確認ください）
　　全てのディーラーの方にご提出いただく必須書類となりますので、下記ご参照の上、PR カードをご作成ください。
　　※ なお、著作権、商標権などにおいて問題があるものや、成人向け表現が使用されているものなど、実行委員会が不適切と 
　　　判断したものは予告なく白紙掲載とする場合があります。

  ※PR カードの未入稿は、抽選の際に優先的に落選の対象となります。ご注意ください

○その他販売禁止物品
　　法令で所持や販売が禁止されているもの、他者になんらかの害をあたえる可能性があるもの、盗品が横行して 
　　いるセル画に関しましては、販売だけでなく会場への持ち込みも全面的に禁止させていただきます。また、 
　　同人誌や評論などの冊子・書籍の販売はお断りさせていただきますので予めご了承下さい。

○成人向け作品
　　成人向け商品は TSUBURAYA ワンフェスでは展示販売できません

○危険物申請
　　未硬化のレジンキャストやシリコン、接着剤、塗料など販売・実演など危険物申請の必要な商品につきまして
　　は TSUBURAYA ワンフェスでは展示販売できません
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○その他
　・各ディーラーのブース配置の形や場所は指定できません
　・持ち込まれる商品や荷物の量と、他ディーラーとの共有スペース（通路等）を考慮して申し込み卓数をご検討ください
　・一般ディーラー出展では大掛かりな装飾や施工はできません。テーブルクロスやのぼりなどは P5 にある防炎基準を　
　　満たすものをご使用ください
　・ 1/1 スケールなど大型の展示物や実演、サイン会、ステージイベントなど、ブース周辺に混雑が出来る可能性が
　　ある場合は、 9 月24 日（火）までに実行委員会担当・橋本（wfinfo@kaiyodo.net）までご連絡ください

■参加申込料金・オプション料金
○参加料　一般ディーラー参加の料金となります。

卓料金 (14 日のみ参加 )
１卓　27,000 円

( 申請アイテム 5 点まで )
1 卓につき 3 名まで 

( 人員追加はできません )

卓料金 ( 両日参加 )
１卓　48,000 円

( 申請アイテム 10 点まで )
同上

当日版権申請手続き費 無料

＊会議机 1 卓 ( 横 180cm× 縦 45cm× 高さ約 70cm)

＊ 15 日のみの参加はできません。

○その他オプション料金

電源 １セット　10,800 円 100v300w の 2 つ口コンセント

   
■申し込み方法
　参加申し込みをする際は、各種マニュアルの内容をよく読み、ご同意の上、必要書類を実行委員会までお送

りください

◯必要書類
　　・『ディーラー参加申込用紙』
　　・『PR カード』
　　・『当日版権本申請用紙』
◯参加申込締切　8 月9 日（金）必着
◯『ディーラー参加申込用紙』記入方法

　『ディーラー参加申込用紙』に必要事項を漏れなく記入し、実行委員会参加申込係までご送付ください。
　・メールアドレスは区別しにくい文字（"-"（ハイフン）と "_"（アンダーバー）、"q"（アルファベット）と "9"（数
　字の 9）など）を含む場合、メールアドレスの後にフリガナをご記入ください
　【記入例：「q9o0@a_b-c.com」は「ｷｭｰﾅｲﾝｵｰｾﾞﾛｱｯﾄｴｰｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾋﾞｰﾊｲﾌﾝｼｰﾄﾞｯﾄｼｰｵｰｴﾑ」】

　・申込用紙郵送前にコピーをとり、コピーの方を控えとして保管してください

　　注意事項

　・申込書の代表者名、ディーラー名、社店名は英数字にもフリガナを入れてください
　・ディーラー名は全角 40 字までです。ハートマークなど記号類や機種依存文字などは正しく印刷されない
　　ことがあります。またディーラー名の変更はできません
　・法人など企業・商店の参加の場合はワンフェス参加の実務担当者の方を代表者とし、直接連絡が取れる　
　　電話番号、住所、部署名を入れてください
　・代表者氏名に変名（ペンネーム、モデラーネーム）を使うことは禁止します
　・住所は各種送付物を確実に受け取れるように、社名（店名）、建物名、号室まで記入してください。
　　ディーラー名が社名や店名である場合も省略しないでください
　・後日住所変更があった場合は、すみやかに実行委員会までご連絡ください
　・成人向け作品の展示、商品の販売は TSUBURAYA ワンフェスではできません
　・危険物申請の必要な商品は TSUBURAYA ワンフェスでは展示販売できません
　・TSUBURAYA ワンフェスは書面申込のみとなります。参加申込用紙は開催期限定となり今回使用され
　　なかったとしても次回の申し込みに流用することはできません

参加料金は一般・企業とも同額となります ※7/19 修正

8月19日（月）必着 ※7/19 改訂
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◯ PR カード作成方法：
紙原稿の場合

同封の『PR カード』をご利用ください。枠内に黒インクで手書き、またはプリンタなどで印刷して貼り付け
てください。
・ID 番号：8 桁の ID 番号（※8 桁 ID 未取得の方は旧 5 桁 ID をご記入ください。TUBURAYA ワンフェスで新規の方は
記入いただかなくて結構です）

・ディーラー名 : 必ずカタカナで記入してください

デジタル原稿の場合
データは JPEG 画像 ( グレースケール、解像度 400dpi) で、保存形式は低圧縮 ( 最高画質 ) で作成してください。
また、確認用としてプリントアウトした刷り出し見本もご用意、ご送付いただけるとより確実です (E-mail 入稿の際は
刷り出し見本は省略可 )

　※ トンボなどの余白は不要です
　※ ファイル名は先頭に「円谷 − (ハイフン)」を付けてディーラー名で保存してください
　　（例：円谷 − 〇〇〇〇 .jpg ）
　※ データが破損していた場合などは、刷り出し見本を原稿として代用させていただく場合があります

入稿方法　（次のどちらかの方法をお選びください）
1. 紙原稿または CD-R などメディアに記録したデジタル原稿データを参加申込用紙と一緒に送るメディアには

必ず ID 番号とディーラー名をお書きいただき余白に「円谷」をお書き添えください
2. デジタル原稿データを E-mail で入稿する

参加申込用紙の余白に「PR カードはメール入稿」とご明記ください
E-mail 送信先：wf-pr@kaiyodo.net
件　名：「円谷 WF 用 PR カード + ディーラー ID 番号＋（スペース１文字分）＋ディーラー名」
ファイル名：ディーラー ID 番号 .jpg　（例：00001234.jpg）
※ 新規の場合：ディーラー名 .jpg　（例：〇〇〇〇 .jpg）

　　注意事項
　・PR カードは 8/19（月）までに入稿を済ませてください
　・PR カードの未入稿は、抽選の際に優先的に落選の対象となります。ご注意ください
　・個人情報保護の観点より PR カード内に ID を記載しないでください
　・鉛筆で作成された原稿は受け付けできません
　・プリンタなどで印刷した場合は余白を切り落とし PR カードの枠線内に貼り付けてください。その際、水糊な
　　どで原稿が　波打つとそのまま影が印刷されます
　・『PR カード』を紛失した場合や書き損じた場合は、コピー用紙などの白紙に原寸の枠線を引いて作成してくだ
　　さい（サイズ :　縦 40mm× 横 50mm）
　・著作権／商標権において問題のあるものや、成人向け表現が使用されているものなど、実行委員会が不適切と
　　判断したものは予告なく白紙掲載とする場合があります

■参加申込の抽選・当落結果、参加料のお支払いなど
参加申し込みが会場のキャパシティを超えた場合、抽選による選抜や卓数の調整を行います。
当落結果は『参加申込確認書』または落選通知ハガキにてお知らせいたします。

◯参加申込確認書のお届け
9 月3 日（火）頃にお届けします。届かない場合は、実行委員会までご連絡ください。
記載されている内容をご確認いただき、訂正や変更、誤記があった場合は実行委員会までご連絡ください。

※ 当日版権を申請している方には『当日版権受理通知』が同封されます
　　
　　注意事項
 ・提出書類の不備（記入漏れ、記入間違い等）は、抽選の際に優先的に落選の対象となる可能性がございます
 ・『参加申込確認書』は参加料の請求書を兼ねています
 ・各種送付物を確実に受け取れるように表札をあげてください
 ・申込内容の訂正・変更を行なったことでご請求額が変わると、Pay-easy( ペイジー ) やコンビニでのお支払いができ 
　なくなります。訂正・変更がある場合は参加料をご入金いただく前にご連絡ください
 ・抽選により落選された方には、その旨をハガキにてお知らせいたします
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◯参加料入金締切
 　9 月20 日（金）

◯登録通知（ハガキ）のお届け
　　参加料入金確認後、10 月15 日（火）までにお送りします。届かない場合は、ご連絡ください。

◯『参加最終案内』のお届け
2019 年11 月21 日（木）までに、ディーラー入場パスや当日必要となる各種書類、ディーラー受

付の方法、搬入・搬出の時間と方法などのご案内をお送りします。届かない場合は、ご連絡ください。
参加最終案内発送後の人数追加や車両証の追加は、当日ワンフェス会場での再発行扱いとし、実

費に手数料を加えた額を頂戴いたします。

■開催
・当日の搬入は時間も短く大変混雑します。開催前日の16：00 から搬入可能となる予定ですので、でき

るだけ前日に搬入をお済ませください。
・できる限り宅配便での搬入への切り替えをお願いします。宅配便での搬入方法詳細については前項の『参 

加最終案内』にてご案内します
・消防法上、ブースで使用するテーブルクロスやのぼりなど布類は重点的にチェックされますので必ず
　浸漬加工の防炎処理済ラベルの付いたものをご使用ください。表示は（ 財）日本防炎協会発行のものに
　限ります（ 防炎加工はクリーニング店等で行っています）
・危険物（未硬化のキャスト・揮発性溶剤など ）の会場内の持ち込み・販売はできません
・会場内でのレジンキャスト流し、塗装は禁止します

■参加キャンセル
参加をキャンセルされる場合は ハガキ、FAX、E-mail（宛先：wfinfo@kaiyodo.net ）のいずれかの方法で

「ID 番号、ディーラー名、代表者名、連絡先、キャンセル理由、（ 返金をともなう場合は振込先 ）」を
ご記入のうえ、お送りください。電話でのキャンセルは受け付けておりません。

キャンセル受付日 キャンセル料

2019 年 9月2日 ( 月 ) 0％

2019 年 9月 3日 ( 火 ) から 9月20日 ( 金 ) 必着 50％

2019 年 9月 21日 ( 土 ) 以降 100％

　　注意事項
・当日版権申請が全て不許諾となっても自動的に参加キャンセル扱いにはなりません。参加キャンセルをされる場合

は必ずお申し出ください
・当日版権申請が全て不許諾になったため参加キャンセルを申し出られた場合でも、キャンセル料は発生します
・キャンセル料は参加料（当日版権申請手続き費を除く諸費用）の50% or 100 %です。卓数を減らす、電源キャン

セルなどの一部キャンセルにも適応されます。ご請求済みの版権料は全額お支払いいただきます。
・返金の際は振込手数料をご負担いただきます
・天災により開催が困難な場合や伝染病などにより関係各所から開催自粛を求められた場合、やむなく開催を中止し

た際は参加料、版権料など諸経費のご返金はいたしかねますのでご了承ください。商品や売上などの損失も補償い
たしかねます
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『当日版権』とは、既存のキャラクターの権利を管理している版権元に対し実行委員会が窓口となり「開催当日・
会場内限定」で製作・展示・販売の許諾を受けられる制度です。通常、法人同士の契約でなければ版権の利用許
諾を受けることはできませんが、ご厚意により特例として許諾をいただいています。
しかし、当日版権も契約であることに変わりはありませんので、最低限の手続きは踏まねばなりませんし、許諾
にあたって提示された条件やスケジュールを果たす義務が生じます。また、信義の面も含め申請後のキャンセル
は認められませんので、申請に当たってはリスクを考慮し、十分に検討してください。
また、申請された作品は必ず許諾されるものではありません。許諾された作品もワンフェス当日会場の限られた
状況でのみ展示販売が可能であり、一般メーカーのように正式に許諾されたものとも異なります。
　当日版権申請について不明な点があればご自身で判断せず、必ず実行委員会までお問い合わせください

■ 各提出書類の締切と提出先のご案内
当日版権申請書

（参加申込書に同封してください（写真貼付・誓約書自著捺印）） 8 月 9 日（金）郵送必着

■ 申請に際して
   当日版権申請
　　TSUBURAYA ワンフェスでは当日版権予備申請は行ないません。参加申込と同時に本申請を行って
　　ください。また、申請手続費につきましては無料となります。

   申請可能範囲
　　申請可能となる範囲はガレージキット、ソフビ、ドール、グッズ、イラストのみです。
　　( 円谷プロの著作物を利用しないオリジナル商品、同人誌・評論等の本・冊子、著作権・肖像権の侵害に当たる可能
　　  性のあるもの、その他円谷プロが不適切と判断したものは許諾不可となります )

   申請アイテム数
1 ディーラーの申請可能アイテム数
・12 月 14 日のみ参加の方は１卓につき 5 アイテムまでとさせていただきます。
・両日参加 (12 月 14 日、12 月 15 日 ) の方は１卓につき 10 アイテムまで申請可能となります
　（複数体セットの商品は１アイテム、キットと完成品といった販売形態が異なる商品、色違いや成形色違い版は別アイテムの扱いとなります）

　

   再販規定（詳しくは P7 の「再販規定について」をご参照ください）
　　当日版権商品の再販申請は、後述の再販規定に定められた範囲のもののみが対象となります。
　　（ディーラー名を変更した場合も再販できなくなりますのでご注意ください）
　　今回の再販対象期間は、2017 年冬〜 2019 年夏の間に WF にて販売実績のあるものとなります。
　　TSUBURAYA ワンフェスへの申請商品はワンダーフェスティバル 2020 [ 冬 ] へ再販申請する事は
　　出来ませんのでご了承ください

 

   提出物の記入器具について
　　書類は全て「黒のボールペン」で記入してください。他の色のペン・マジック・鉛筆・消せるペン
　　（温度変化でインクが透明になるペンなど）の使用は厳禁です
   締切厳守
　各種提出書類の締切は厳守してください。
　悪天候・郵便事故等を含め、事情は一切関知いたしませんので、余裕をもってご提出ください

   その他
　造形に関係がない（関連が薄い）と実行委員会が判断したものは当日版権の受付をお断りする　　
　場合がございます

■ 注意事項
　二重版権商品について
　　特定の規格や仕様に合わせた商品など（例：Pinky:st.、figma、ねんどろいど、VOLKS 社ドール製品 等）、　
　　二重版権の申請が必要な商品の申請はできませんのでご了承ください

当日版権申請の手引きTSUBURAYA ワンフェス

8月19日（月）郵送必着 ※7/19 改訂
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ガレージキット以外のグッズや無償配布のアイテムについて
　　ガレージキット以外のグッズや無償配布のアイテムにつきましても当日版権の申請が必要になります。
　不明な点がございます場合は、必ず申請締切前までに実行委員会までお問い合わせください

当日版権商品の申請数と提出サンプルについて
　１点ものなど申請数が少ない商品でも版権元指定のサンプルの提出が必要です（数量の減免はされません）

■ 禁止事項　以下に挙げる行為は、禁止させていただきます

　※ 当日版権申請に間する事は、自己判断せず必ず事前に実行委員会までお問い合わせください
　※ 申請書類や手続きの不備、不誠実な対応を繰り返されますと、以後の当日版権申請をお断りさせて頂く場合がござ
　　います。
　版権元への直接交渉
　　　版権元への直接交渉は厳禁です。また、申請内容、商品製作に対しては責任を持って取り組んでください。
　　不誠実と捉えられる活動に対しては、今後全てのディーラーの許諾が下りなくなる可能性もあります

　原作ロゴ、イラストの使用
　　　申請商品、パッケージ、説明書等に原作ロゴやイラスト・画像の使用はできません。
　申請内容と異なる商品の展示・販売
　　　ポーズ、素材、パーツ構成、付属品など申請した仕様と異なる商品の展示・販売はできません

　販売金額の値上げ・申請個数以上の販売
　　　申請時に申請した販売金額より値上げしての販売や申請個数以上の販売はできません
　今回のイベントで許諾を受けていない「当日版権申請アイテム」について
　　　今回の WF で申請・許諾されたディーラー自身でない者が当日版権申請アイテムの展示・販売を行う　　　
　　ことを禁止します ( コレクション放出を含めた中古品の売買もできません )
　「当日版権申請アイテム」を完成品製作代行の作例展示として使用すること
　　　　当日版権申請の必要なアイテムは、完成品製作代行の作例として使用することはできません
　　　　※ 購入した「当日版権申請アイテム」であっても使用できません
　一般流通商品の完成品販売について
　　　　一般流通商品のプラモデル・ガレージキット等の完成品を販売することはできません

　予約・受注販売
　　　予約・受注販売など当日会場以外での販売（ショップ等での委託販売、ネットオークションへの出品、SNS など
　　を用いた購入希望アンケートなどを含む）

　許諾を得ていない商品の持ち込み（展示を含む）
　　　許諾を得ていない商品は、会場へ持ち込まないでください

　商業誌での広告
　　　当日版権商品について模型誌等各種メディアでの宣伝行為はプロ・アマチュア問わず厳禁です。
　　個人の WEB サイト、ブログ等での告知に関しても各版権元によりルールが設けられている場合がありますの
　　でご注意ください

　問い合わせに対する回答を SNS などに公開すること
　　　実行委員会にいただきましたお問い合わせの回答内容をインターネット掲示板、SNS 等で公開することは禁止
　　させていただきます（個別のお問い合わせに対しての回答のため、すべての人に適したものとは限りません）
　　※ その他、実行委員会より指示のあった場合は、それに従ってください

■ 再販規定について
　TSUBURAYA ワンフェスでは、再販商品を以下のように規定させていただきます。再販申請を行う際は、
　下記内容を確認のうえ申請を行ってください
　　・過去 3 年間の間にワンダーフェスティバルにて販売の実績のあるもの（展示はのぞく）
　　・販売するディーラーの変更がないこと（ディーラー名の変更も不可）
　　・商品名・サイズ・材質等、仕様の変更がないこと（価格、販売個数は変更可能）
　　・前回申請時の原型に改修を加えていないこと
　上記、全てに該当するものが再販商品としてご申請いただけます。過去に販売実績がある作品でも新規扱いと
　なった場合は、サンプルの提出が必要となります
　※ その他、不明な点などは実行委員会までお問い合わせください
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１. 当日版権申請
　・展示のみを希望される場合も本申請用紙を提出し、版権申請をする必要があります。
　　「当日版権申請用紙」は必要枚数をコピーし、１アイテムごとに記入し作成してください。
　・1 ディーラーの申請可能アイテム数
　　12 月 14 日のみ参加の方は１卓につき 5 アイテムまで、両日参加の場合は１卓につき 10 アイテムまでと　　　　
　　させていただきます（複数体セットの商品は１アイテム、キットと完成品といった販売形態が異なる商品、色違いや成形色違い
　　 版は別アイテムの扱いとなります）
　・販売予定であるキャラクターが複数体である場合は、そのすべてのキャラクター名を記入してください。
　　また、付属パーツ等がある場合も忘れずに記入して申請してください
　・申請する商品の原作タイトルは必ず記入してください。また、アニメやコミカライズなどマルチメディアで　
　　展開している作品については、アニメ版や原作版など製作の参考とした媒体についても申請してください
　・本申請用紙に添付する原型写真は「ほぼ完成状態の原型写真（ L 版サイズ カラー ）」を 6 枚（全身斜め前 2 枚、
　　斜め後ろ、右側面、左側面、顔のアップ等アピールポイントそれぞれ１枚）が必要です。全身斜め前 1 枚を
　　「当日版権本申請用紙」の指定枠内に貼付し、残りは本申請用紙ごとにクリップで留めて提出してください
　・２体以上のキャラクターをセット販売する場合、全キャラクターを１枚に収めた全身斜め前写真を指定枠内に
　　貼付し、全キャラクターを 1 枚に収めた全身斜め前、斜め後ろ、右側面、左側面、顔のアップ等アピール　
　　ポイントの写真を提出してください
　・付属パーツ等についても、原型本体の前に置いて撮影する、追加の写真を提出するなどして、申請時に必ず　
　　監修を受けられるようにしてください。写真提出のない付属パーツやおまけ等、セット品の展示・販売は、　
　　一切行えません。また脱衣可能な仕様のものは脱衣状態の写真も必ず添付してください
　・ピンぼけや画面が暗い、照明の当たり過ぎで原型の細部が確認できないといった写真は NG です。監修に支障
　　がないように、ピントや照明に配慮してください
　・原型写真を完成予想イラストで提出することはできません。原型の横や背後にイラストを添えるといったこと
　　もしないでください
　・写真は写真専用用紙でプリントしてください。
　　コピー用紙に印刷したものやモノクロ写真は受け付けできません
　・各書類の記載内容を訂正する場合、修正液・修正テープの使用は不可です。なぞり書きや塗りつぶして書くと
　　いった訂正も不可です。訂正箇所には二重線を引き、訂正印を押してから正しい内容を記入するか、もしくは
　　一から作成しなおしてください
　・「当日版権申請」締切以降の内容（申請情報、パーツの形状なども含む）変更、取り下げは一切できません
　・着衣の状態から衣服のパーツを外すことによって脱衣できる仕様である場合は、「脱衣可」と必ず明記して　
　　ください
　・公序良俗に反する出品物（過剰な性的表現等）は実行委員会の判断により出品不可となる場合があります
　・原型師氏名・住所の欄には実際に原型を製作したご本人の本名と住所を記入してください。
　　ディーラー代表者名で一括したり、モデラーネーム等の変名で申請をしないようにしてください
　・「当日版権受理通知書」は「参加申込確認書」に同封します。内容をご確認いただき、申請された内容と異なる場合
　　は実行委員会までご連絡ください
　・成人向け作品の展示、商品の販売は TSUBURAYA ワンフェスではできません
　・危険物申請の必要な商品は TSUBURAYA ワンフェスでは展示販売できません

2. 当日版権申請結果通知
　まだ全ての結果が確定していない方
　・10 月 29 日頃の「当日版権結果通知」時点で全ての判定結果が確定していない場合は、その時点の許諾判定状況を
　　「当日版権途中経過報告書」にてお知らせいたします。それ以降に許諾が出たアイテムについては、別途、お知らせ
　　いたします

　全ての当日版権判定結果が確定された方
　・「当日版権結果報告書」をお送りし結果をお知らせいたしますとともに、版権料が発生する場合にはコンビニエンス
　　ストア払込取扱票をお送りいたします
　・版権元誓約書を提出していただく必要がある場合は誓約書を同封します。誓約書が同封されている場合は、必要　
　　事項をご記入のうえ、実行委員会宛にご返送ください
　・サンプルラベルが同封されている場合は、対応したラベルをサンプルに貼付のうえ、当日、ディーラー受付に　　
　　ご提出ください
　・許諾を受けた商品・展示物には指定の著作権表示（ © 表示）を商品本体、パッケージ、説明書のすべてに表示
　　してください
　・許諾判定結果が不許諾となったアイテムの展示・販売は一切できません。また、不許諾の理由は原則としてお知ら
　　せしておりません。ただし版権元より特段のコメントがあったものについてはお知らせいたします
　・イベント当日の一か月前を目安として版権元様からの回答が得られない場合、申請手続きを終了させていただく
　　場合がございます。その場合「許諾不可」扱いとなりますので予めご了承下さい
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3．版権料請求と入金
　・版権料が発生する場合、お届けする「当日版権申請結果報告書」の「コンビニエンスストア払込取扱票」に
　　請求金額が印字されておりますので、支払期日までにご自身の選択された支払方法によってお支払いください。
　・版権料にかかる消費税はアイテムごとに端数切り上げにて計算されています。ご了承ください

　　バーコードが印字されている場合
　　　お支払方法がコンビニエンスストア払いとなり、コンビニのレジにてお支払いいただけます

　　バーコードの印字がない場合
　　　請求額が高額のため、コンビニレジはご利用いただけません。ペイジー支払いをご利用ください
　　　お支払いの際のペイジー番号は取扱票に記載された「収納機関番号」＋「お客様番号」＋「確認番号」となります
　・許諾されたアイテムの版権料は、当日の販売ができなかった場合やディーラー参加をキャンセルされた場合でも理
　　由のいかんを問わず、申請された数量分を必ずお支払いいただきます（返金もございません）
　・入金確認のハガキ等はお送りしておりませんので、お支払い時の伝票控え等をなくさないように保管してください
　・版権料支払時に生じる振込手数料は、ご負担いただきます

4．商品の複製とサンプルの準備
　・商品の複製やサンプルの準備にあたっては「当日版権結果報告書」に同封されている「当日版権商品を扱われる方
　　へ」をよく読んで準備を行ってください。
　・許諾を受けた商品・展示物には指定の著作権表示（ © 表示）を商品本体、パッケージ、説明書のすべてに表示
　　してください。著作権表示はサンプルにも必要です
　・許諾を受けたアイテムは、「展示」・「販売」に関わらず、申請時点のポーズや付属品等を変更することはできません
　・許諾条件にサンプル提出があるアイテムは、会場にて規定のサンプルを提出していただきます。当日にサンプルが
　　提出できないアイテムは、商品を用意されていても展示・販売はできません
　・サンプルには、商品（当日、会場で販売する体裁のもの）・完成品（組立済・着色済のもの）・写真（完成品の写真）
　　の形態があります。指示された形態のサンプルを提出してください
　・サンプル数は開催期により変わる場合がございます。前回のサンプル数はあくまでも参考としてお考えください
　・本申請受付締切後に提出サンプル数が決定となる場合がございます。その場合でも申請を取り下げることはできま
　　せんので、ご了承ください
　・サンプルの提出数が申請販売数より多くなった場合でも、提出数の減免はございません。過去の許諾実績などを　
　　参考に十分ご検討していただいたうえで、ご申請ください
　・当日会場にてサンプルの提出ができなかった場合、代表者と他作品も含めた当該回に版権申請したすべての原型　
　　製作者がペナルティの対象となり、次回の参加が一切できませんのでご注意ください。また、ペナルティを受け　
　　た場合でも、サンプル提出の義務は残ります

5．イベント当日について
　・証紙や売上報告書の受け取りをしていただく必要がございますので、イベント当日（または前日の搬入日）に来場
　　されましたら、まず、ディーラー受付にお越しいただき、受付を済ませてください
　・サンプルの提出ができないなど、当日版権に関する事は「ディーラー総合窓口」までお越しいただきご相談ください

6．証紙について
　・当日版権申請商品を販売する際は商品に実行委員会より交付される証紙を貼付して販売しなければいけません。
　・証紙はディーラー受付時に版権元または実行委員会発行の証紙を許諾枚数分お渡しします。受け取り時に必ず 
　　枚数を確認してください
　・証紙は全て貼付する商品が指定されています。必ず指定された商品 1 点に 1 枚ずつ貼付してください
　・展示申請のアイテムには、証紙は発行されません
　・証紙を持ち帰ることはできません。撤収の際に残数を確認のうえ、売上報告書とともにご返却ください
　・証紙の取扱については「当日版権商品を扱われる方へ」や「売上報告書・証紙について」の内容をご確認ください

7．売上報告書について
　・販売の許諾を得た当日版権申請商品は、売上報告書を提出していただきます
　・売上報告書は、ディーラー受付時にお渡しする封筒に証紙とともに封入されていますので、受け取り時に必ず確認
　　してください
　・売上報告書は、イベント終了時に必要事項をご記入いただき、証紙とともにご提出いただきます
　・売上報告書の記入方法は、同封されている「売上報告書・証紙について」の内容をご確認ください
　・売上報告書の記入のため、計算機・黒ボールペンをご持参ください（鉛筆、サインペン不可）
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8．その他
　・当日版権申請に間する事は、自己判断せず必ず事前に実行委員会までお問い合わせください
　・申請書類や手続きの不備、不誠実な対応を繰り返されますと、以後の当日版権申請をお断りさせて頂く場合がござ
　　います。

WF'19 [ 夏 ] 時点で許諾実積のある原作タイトルリストと原作コード（参考）
● WF2019「夏］における申請で許諾された原作タイトル、原作コードのリストです。ただし、これらはあくまでも参考
資料ですので今回も許諾されるとは限りません。また、非常に限定された条件（展示のみ OK、再版 NG など）で許諾さ
れる例もあります
●掲載されていない原作タイトルで、過去の『当日版権取得マニュアル』にある原作コードは有効です
●掲載されていない原作タイトルにつきましては、申請をいただき次第調査いたします
　

◇ ULTRAMAN( 月刊ﾋｰﾛｰｽﾞ版ｺﾐｯｸ ) : 08057
◇ウルトラ Q : 00260
◇ウルトラシリーズ（複数ﾀｲﾄﾙ併記） : 06880
◇ウルトラセブン : 00262
◇ウルトラセブン 1999 : 12047
◇ウルトラファイト : 00263
◇ウルトラマン : 00264
◇ウルトラマン 80 : 00853
◇ウルトラマンＡ : 00265
◇ウルトラマンＲ／Ｂ ( ルーブ ) : 12177
◇ウルトラマン X（エックス） : 10374
◇ウルトラマンオーブ : 11176
◇ウルトラマンガイア : 01790
◇ウルトラマングレート : 00921
◇ウルトラマンサーガ : 09067
◇ウルトラマンジード : 11397
◇ウルトラマンタロウ : 00266
◇ウルトラマンティガ : 00953
◇ウルトラマンパワード : 00267
◇ウルトラマンマックス : 05308
◇ウルトラマンメビウス : 05694
◇ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟 : 11678
◇ウルトラマンレオ : 00268
◇ウルトラ怪獣擬人化計画　円谷プロ版 : 09848
◇ザ ･ ウルトラマン ( 内山まもる版コミック ) : 01528
◇ザ★ウルトラマン ( ウルトラマンジョーニアス ) : 00269
◇ジャンボーグＡ : 00270
◇チビラくん : 01513
◇ファイヤーマン : 00272
◇マイティジャック : 00867
◇ミラーマン : 00557
◇レッドマン : 00942
◇怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス : 02970
◇帰ってきたウルトラマン : 00273
◇帰ってきたウルトラマン (DAICON FILM 版 ) : 07333
◇恐竜大戦争アイゼンボーグ : 00274
◇劇場版ウルトラマンＲ／Ｂ　セレクト！絆のクリスタル : 12178
◇大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE : 07085
◇電光超人グリッドマン : 01937
◇ SSSS.GRIDMAN : 12079
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イベント開場前
　　ディーラー受付
　　証紙・売上報告書受け取り
　　サンプル提出

イベント閉会後
　　証紙返却（販売しなかった分すべて）
　　売上報告書提出（必要事項を記入のうえ）
　　サンプル提出（提出を終えていない場合）

当日版権申請スケジュール

　　
TSUBURAYA ワンフェスの参加スケジュールのうち、当日版権申請に関するものだけをまとめたものです。

　　全体の進行については参加マニュアルのスケジュールを必ず確認してください。

①当日版権申請登録　　　締切：8 月 9 日（金）必着
　　提出書類：当日版権申請書＋監修用写真 6 枚（うち斜め前からの写真 1 枚は本申請用紙に貼付）
　　　　　　　※ この書類は「参加申込用紙」と同封で提出してください

　　　　　　　　　↓
②当日版権結果通知　　　通知予定：10 月 29 日（火）ごろ

　【まだ全ての申請が確定していない方】
　　送付書類：当日版権途中経過報告書
　　　　　　　※ 審査状況により、判定結果の確定が遅れる場合がございますので、
　　　　　　　　あらかじめご了承ください。

　【全ての当日版権判定結果が確定された方】
　　送付書類：当日版権結果報告書
　　　　　　　サンプルラベル
　　　　　　　コンビニエンスストア払込取扱票

　

↓ 
　↓

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 当日版権申請商品が全て不許諾となった方
　　　　　　　　　　　　  　　　　版権申請の手続きは終了となります。不許諾となったアイテムは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  展示・販売は一切行えませんのでご了承ください

③版権料入金　支払期限：11 月 15 日（金）

④イベント当日　　　搬入日：12 月 13 日（金）16：00 〜 18：00
       12 月 14 日（土）     8：30 〜 10：30
　　　　　　　　　　　開催日：12 月 14 日（土）、12 月 15 日（日）11：00 〜 18：00

【会場を出る前に済ませていただく事】

8月19日（月）必着 ※7/19 改訂



12

※ 当日版権申請結果を送付する時にもコンビニ支払取扱票が同封されますが、ペイジー支払選択の方や版権料が発生しな
い方、請求額が 30 万円を超える場合は有効なバーコードが印刷されません。ペイジー番号を利用して ATM やネットバ
ンキングからお支払いください

ワ ン フ ェ ス 諸 費 用 の 振 り 込 み 方
コンビニでお支払い
・ご請求額が30万円以下の方は、コンビニエンスストアにて払込票をレジに提示してお支払いいただけます。
　取り扱いコンビニエンスストアは払込票の裏面をご覧ください。
・ご請求額が30万円超の方は払込票にコンビニ用バーコードが印刷されていません。金融機関にてお支払いください。

ペイジー（ATM）でお支払い
・Pay-easy【ペイジー】マーク（右）の表示がある金融機関・郵便局のATMでお支払いいただけます。

サービスメニューの
「税金・各種料金の
　払い込み」を選択

「収納機関番号」
「お客様番号」
「確認番号」の入力

お支払い内容の確認

お支払い方法選択
（現金・
　キャッシュカード）

※口座をお持ちでない金融機関のATMでも、現金によるお支払いは可能です。
　 ただし法令により、10万円を超えるATMからのお振り込みはできません。他の方法にてお支払いください。
※キャッシュカードをご利用の場合は、金融機関や個人/法人の別によって一日あたりのご利用限度額が異なります。
　 別件で高額のお振り込みをされた日はご注意ください。
※金融機関によっては時間外手数料がかかることがあります。

キャッシュカード挿入

　　　現金投入

ペイジー（パソコン等ネットバンキング）でお支払い
・前もって、お取引の金融機関にインターネット（モバイル）バンキング利用の申込が必要となります。

お支払い実行

インターネット（モバイル）
バンキングにログイン各金融機関ホームページ

※お支払い額が、現在設定されている一日の限度額を超える場合は、事前に限度額を変更しておいてください。
　 限度額の変更方法は各金融機関のホームページなどでご確認ください。

Pay-easy 【ペイジー】でのお支払い時に入力が必要な
３つの番号「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」
は払込票の太枠内に印字されています。

※「お客様番号」のハイフン（－）は入力不要です。数字のみご入力ください
※版権料のご請求額には支払手数料（金額によっては印紙代）が含まれています

Pay-easy 【ペイジー】サービスの詳細については　http://www.pay-easy. jp/
利用可能な金融機関については http://www.muf.bk.mufg. jp/col lect/pay_bank.html をご覧ください。

サービスメニューの
「税金・各種料金の
　払い込み」を選択

「収納機関番号」
「お客様番号」
「確認番号」の入力

お支払い内容の確認

27,000

20014－00002             0001

お支払い実行

（例）



個全申請数当日版権全申請数

7：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）6：中古プラモ・TOY
1：ガレージキット 2：ソフビ 3：グッズ 4：イラスト

総参加人数

電源の使用

①

　27,000 円

卓

人

個

× ①,② 円 テーブル 1台、イス２脚
3名分の参加料含む

※総参加人数をご記入ください

100v300w 2 口コンセント
使用目的：　　　　　　　　　
※幹線工事希望者は別途連絡

× 10,800 円 円

希望卓数

出展

出展内容
該当するもの全てに○
メインは◎

参加歴

ディーラー名

代表者名

住所

連絡先 名称： TEL：

生年月日（西暦）

建物名・号室

社名・店名

TEL FAX

E-Mail ［PC］

E-Mail ［携帯］

請求先名
※お支払い控えなどに代表者個人名ではなく社名、店名での記載が必要な場合のみご記入ください

フリガナ

フリガナ

フリガナ

〒

1：一般　　(14 日のみ )

0：新規 1：ワンフェスに 以前参加した事がある →
ID番号：

参加した開催期：

参加申し込み締切：2019 年8月9日必着

ディーラー名：

ディーラー参加申し込み用紙
（コピーを控えとしてお手元に保管し、原本を実行委員会にお送りください）

TSUBURAYA ワンフェス

数　量 単　価 金　額 備　考

円参加料の合計

※車両搬入はできません
※各選択項目は、該当する番号に○印を記入してください
※この用紙を提出された時点で「参加申込みマニュアル」及び「当日版権取得の手引き」の全記載事項を異存なくご了承いただけたものといたしますので、
　参加申し込みは熟考の上お願いいたします

フリガナ

※①12 月 14 日のみ参加

12 月 15 日のみの参加はできません

コンセントを希望する

2：一般　　( 両日参加 )
②

　48,000 円
※②12 月 14 日 ,15 日  両日参加

5：ドール

8月 19 日必着※7/19 改訂




