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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
　当日版権予備申請 　8 月 17 日（月）23：59 まで

　当日版権本申請（画像アップロード必須）
　　　※ 画像の仕様については P3 もあわせてご参照ください

　9 月 11 日（金）〜 9 月 23 日（水）23：59 まで
　　　本申請手続きの完了については必ず各自でご確認ください

　版権元宛誓約書 　必要な方に郵送し、締切をご連絡します

　お問い合せ

　書類送付先

〒 571-0041 大阪府門真市柳町 19-3  (株) 海洋堂 内 
　ワンダーフェスティバル実行委員会
　TEL：06-6909-5660　FAX：06-6909-0861　E-Mail：wf-license@kaiyodo.net
　※ 受付時間　平日 13:00 〜 18:00 ／土・日曜、祝日は休み

■ 申請に際して
   当日版権申請

エヴァンゲリオンワンフェスでは、8 月 17 日時点で（株）グラウンドワークス：様窓口の「アマチュア
版権システム」で許諾済みの作品を除き、通常のワンフェスと異なり WF 実行委員会を通じて「当日版権
申請」で申請していただく必要があります。当日版権申請手続費につきましては無料となります
※6 月に予定していたエヴァンゲリオンワンフェスからの振替・申請作品は新規登録していただき、備考欄に
　「エヴァ WF 振替作品」とお書き添えください

   許諾対象作品
「エヴァンゲリオン」シリーズ
・新世紀エヴァンゲリオン（TV 版、劇場版、コミック版）
・ヱヴァンゲリヲン新劇場版
・エヴァンゲリオン ANIMA
・ゆるしと
・ぷちえゔぁ

   許諾可能なもの
上記対象作品のガレージキット、フィギュア、手芸品、アクセサリーなど

   許諾不可なもの
・エヴァンゲリオンに関連のないもの
・立体物でないもの（同人誌、アクリルグッズなどキャラクターを印刷で表現したもの）
・アパレル品
・市販品ならびにそれを組み立て塗装・改造したもの
・著しく創造性の低いもの（既存の商品に極めて酷似しているものなど）
・成人向け表現を含むもの（性行為や全裸、半裸、またはそれに類する状態のもの（脱衣できるもの含む）、
　残虐（グロテスク）表現、過激な暴力的表現、ドラッグなどを連想させるもの
・他者の権利を侵害するもの
・公序良俗に反するもの
・その他、版権元が許諾不可と判断したもの

当日版権申請の手引きエヴァンゲリオンワンフェス
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   申請アイテム数
　1 ディーラーの申請可能アイテム数：１卓につき 5 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）

   版権使用料
　1 アイテムごとに、生産数に対し本申請価格の 4%

   提出サンプル
　1 アイテムにつき 1 点の商品サンプル

   アマチュア版権システム
　アマチュア版権システム（http://gworks.biz/amateur）を通じて販売許諾を得ており、
　かつ契約期間中の商品も販売可能です
　参加申込時にアマチュア版権許諾証のコピーを WF 実行委員会にお送りください
　※アマチュア版権取得済みアイテムについては、グランドワークス：様への直接申請となりますので
　　改めての版権料、商品サンプルともに不要です

■ 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
　上記アマチュア版権システムを除き、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（購入品含む）

・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
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■ 申請時の注意事項
 

・提出書類について
提出書類は全ての項目を記入し、指定された枚数の写真を添付して提出してください。
空欄、不明瞭な内容、添付写真の枚数不足など不備がある場合は、申請を受理しません

 

・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

・再販申請
エヴァンゲリオンワンフェスでは再販申請の受付はございません

 

・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

 
・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）

・オンラインシステム入力時の注意事項
　入力時に複数のタブを開けて操作すると、操作していないタブの影響を受けて入力内容が正しく登録されない場合が
　ございます。入力作業時に開いているタブは必ず１つだけにしてください
　複数のメンバーが個別に入力した場合も同様のエラーの恐れがありますので、入力操作は代表者様のみ行ってください
※ 入力完了後のチェックは、一度ログアウトした後、再度ログインをして入力内容が登録されているかご確認ください
※ オンライン入力の方法についてはマイページ右上、ヘルプにあるマニュアルをご覧ください

１. 当日版権申請について
●申請可能アイテム数

１卓につき 5 アイテムまで　（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）

●申請分類
ご自身の希望する区分を選んでください。展示のみを希望される場合も当日版権申請をする必要があります

●仕様について
・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
・付属パーツ、その他、基本項目にない仕様などがある場合は、備考欄に忘れずに記入して申請してください
　（本申請時の追加はできませんのでご注意ください）
・「当日版権受理通知書」は送付されません。マイページにて申請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
・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
・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、成人向け作品に該当するため
　エヴァンゲリオンワンフェスでは申請できません
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●当日版権予備申請
・当日版権予備申請は参加申込受付期間中に行ってください
・オンライン申請は締切まで何回でも内容の変更・削除が可能です
・許諾結果やコメントが更新されるごとに、随時メールにてお知らせいたしますので、マイページよりご確認ください
・予備申請締切後は、申請内容の閲覧のみ可能となります。氏名の誤字、住所の間違いなど入力内容に不備があっ
　た場合は、メールにて実行委員会までご連絡ください
　※ 再販申請商品の住所変更といった修正についてもメールにて実行委員会までご連絡ください

●当日版権本申請
・「当日版権本申請」は、本申請受付期間中しか行うことができません。申請期間をご確認のうえ、必ず期間内
   に申請してください（期間外の申請はいかなる場合でもお受けすることはできません）

・本申請に添付する原型画像は「ほぼ完成状態の原型画像」を 5 枚（全身斜め前 1 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。
  画像は JPEG 形式、1 枚の大きさは 800 ピクセル ×600 ピクセル（指定）、50KB 〜１MB までとなります

・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、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画像をアップロードしてください

・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

・３D モデリングを使用する場合、本申請画像は通常の原型と同じく「全てのパーツを組み上げた状態（完成
   状態）」の必要アングル分を JPEG 画像（形状確認のため、ワイヤーフレームではなくシェーディング処理後
   の画像でワイヤーフレームを消したもの）をアップロードしてください ※ データファイル、図面は不可です

・予備申請時から変更のあった内容は必ず明記してください。特にセット販売のキャラクター数が減った場合や
   付属パーツがなくなった場合など、仕様に変更のあった場合は必ず申告してください

・写真のアップロードだけでは本申請は完了しません。必ず「本申請する」ボタンを押し本申請が完了したことを
   確認してください

・「当日版権本申請」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

・本申請の取り下げを希望する場合は、かならず取り下げの手続きを行ってください

●その他
・「当日版権本申請」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
・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入力してください。
   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

2. 当日版権申請結果通知
・許諾結果は、随時メールでお知らせいたします。書面による「当日版権結果通知」は送付されません

・サンプル条件、誓約書の有無等はアイテムごとの申請詳細画面に表示されていますので、マイページでご確認ください

・版権元誓約書が送付されてきた場合は、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

・サンプルラベルが送付されてきた場合は、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

・許諾を受けたアイテムは、「展示」・「販売」に関わらず、本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、支払期日までにお支払いください。
   クレジット払いの方はマイページよりご入金手続きを行なってください
・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
・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
・提出サンプルには、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

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後日配布の「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、熱で消せるペン不可）

　8．その他
・当日版権申請に関する事は、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
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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

　
エヴァンゲリオン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当日版権予備申請登録　　　締切：8 月 17 日（月）23：59 まで
　　申請手続き：当日版権予備申請（確認メール等はお送りしませんので、申請内容に誤りがないかは各自ご確認ください）
　　許諾回答：確定次第、随時メールにてご連絡いたします。

　　　　　　　　　↓
②当日版権本申請登録　　　　受付期間：9 月 11 日（金）0：00 〜 9 月 23 日（水）23：59まで

　　申請手続き：原型画像アップロード（P4 にある指定された様式でアップロードすること）
　　　　　　　　当日版権本申請
　　　　　　　　版権元指定提出物（ガイドライン等により提出の指示がある方のみ。締切当日必着）

　　　↓
③当日版権結果通知　　　通知予定：10 月 27 日（火）ごろ
　　

　【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

④版権料入金　　　　支払期限：11 月 13 日（金）

⑤イベント前日　　　搬入日：12 月 5 日（土）

⑥イベント当日　　　搬入日：12 月 6 日（日）     
　　　　　　　　　　開催日時：12 月 6 日（日）10：00 〜 17：00

【会場を出る前に済ませていただく事】


