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ご出展ディーラー各位 

 
株式会社海洋堂  

ワンダーフェスティバル実行委員会 

代表 宮脇 修一 
 
 

ワンダーフェスティバル 2021[秋]に 

ディーラー参加を検討されている方へ 
 

前略 

平素は、『ワンダーフェスティバル』にご出展いただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の流行が終息していない現時点において、開催時の状況を見通すことは困難ではござ

いますが、イベントの開催にむけ、参加者皆さまの安全を第一に状況を注視し、慎重に検討して参ります。 

募集開始にあたってのご協力のお願いと開催判断につきまして、下記の通りご案内申し上げます。 

 

 

記 

○開催にあたって 

  イベントの開催にあたって、ディーラーならびに一般来場の皆さま、スタッフの安全の確保を最優先に、国ならびに

施設より公表されているガイドラインに準拠し、衛生強化対策を講じた上で、適宜必要な対策を行いながらイベント

運営を行ってまいります。 

 

つきましては、ブース内の密集の緩和、入場時の検温、マスクの着用ならびに手指消毒の徹底の他、必要とされる

感染対策のご協力をお願いする場合がございます。 

イベントを開催するうえで必要となる施策でございますので、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

○開催可否の判断時期について 

イベントの開催可否について、以下の時点で判断させていただき、メール、はがき（書面申込みの方）、 

および公式サイトお知らせ、SNSにてご連絡・告知を行います。 

 

■開催可否判断時期 ・・・  

4月末、以後も情勢に応じ順次 

※状況により、これより早い時期、または以後に判断させていただく場合がございます。 

 

○参加料・版権料について 

   参加マニュアルでお知らせしておりますとおり、参加キャンセルならびにイベント中止時の対応につきまして、下

記の通りご案内いたします。 

   ※この変更・追加はワンダーフェスティバル 2021[秋]のみの対応とさせていただきます。 

  

 



■出展者様よりキャンセルのお申し出の場合 

   キャンセル受付日とキャンセル料について次の通りとします。 

 

キャンセル受付日 キャンセル料 

2021年4月30（金）まで         ０％  ※１、※２ 

2021年5月1（土）以降         100％ ※１、※２ 

  

※1 ご返金は、出展が確定し、参加料をお支払い済のディーラー様を対象とさせていただきます。 

※2 ご返金は、ご指定の口座にお支払い済みの参加料からキャンセル料と振込手数料を差し引いた 

金額を返金させていただきます。 

 

■主催者判断で開催が中止となった場合のご返金について 

①  参加料50％返金の場合 

積雪、大雨による増水、強風による会場の損壊の発生、落雷や竜巻、地震、火災等により会場が使用不能になった

場合、関係当局又は施設管理者より中止要請を受けた場合、緊急事態宣言発令の場合、J アラート発令による場合、

人的災害または事故などにより施設の使用が困難になった場合など、主催者が中止をやむを得ないと判断した場

合、参加料返金額は次の通りとします。 

 

開催中止の判断日 ご返金額 

2021年4月30（金）まで       100％ ※3、※4 

2021年5月1（土）以降       50％  ※3、※4、※５ 

 

② 参加料100％返金の場合 

上記の場合を除き、主催者が中止をやむを得ないと判断した場合、参加料返金額は次の通りとします。 

開催中止の判断日 ご返金額 

期間を問わず       100％ ※3、※4、※５ 

 

※3 ご返金は、出展が確定し、参加料をお支払い済のディーラー様を対象とさせていただきます。 

   ※4 ご返金は、ご指定の口座にご返金額から振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。 

※5 当日版権申請の版権料が発生していた場合は、通常の規定通り版権料をお支払いいただきます。 

 

以上 

 

 

ワンダーフェスティバル実行委員会では、ＷＦ2021[秋]の開催に向けて、皆さまの安全を最優先に考え、イベントの開

催にむけて関係機関と連携し、状況を注視し慎重に検討して参ります。 

なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 



令和 3 年 3 月 5 日 
ご出展ディーラー各位 
 

株式会社海洋堂  
ワンダーフェスティバル実行委員会 

 
 

ワンダーフェスティバル 2021[秋]参加申し込み 
特記事項についてのご案内 

 
前略 
平素は、『ワンダーフェスティバル』にご出展いただき、誠にありがとうございます。 
ワンダーフェスティバル 2021[秋] では、中止となりましたワンダーフェスティバル

2021[冬]の出展ディーラー様が対象となるオプションがございます。 
オプションを申請する場合は、下記内容をご確認のうえ、参加申込み時に必要な手続きを行

ってください。 
 

 
【ご注意】 
下記、オプションは、2020 年 12 月 29 日時点にて WF2021[冬]一般ゾーンに当選・出展予

定となっていたディーラー様のみが対象となります。 
期日以前にキャンセルを申し出、実行委員会より手続き完了のご連絡を受けたディーラー

様は対象外となります。 
 
また、理由の如何を問わず、下記オプションを自ディーラー以外で利用する事、権利を譲渡

する事はできません。 
 
■WF2021[冬]出展者オプション 
１、優先当選権 
対象ディーラー様には、ＷＦ2021[秋]の優先当選権がございます。 

 
２、参加料の割引 
 対象ディーラー様には、WF2021［秋］参加料からＷＦ2021[冬]の参加料の 50％相当額を

割引させていただきます。 
 割引は、当落発表後、参加料請求の際に適用させていただきます。 
 申込時は正規の金額が表示されますので、予めご了承ください。 



３、当日版権申請数の追加 
 対象ディーラー様には、WF2021[秋]に限り「1 ディーラーにつき 2 アイテム分」の当日

版権申請枠を追加します。 
 この追加枠を利用して申請する場合は、『当日版権申請の手引き』付属の「当日版権予備

申請用紙」に必要事項を記入し、参加申込締切日までにメールまたは郵送にて実行委員会

までご送付ください。 
  
※WF2021[冬]にて新規申請し、本申請判定結果が「〇（許諾）」の作品は、WF2021[秋]
に申請する場合、マイページ「当日版権申請・変更・確認」にて「再販」を選択すると「履

歴からの再販入力」が可能ですが、これらの申請は最終的な当日版権申請の事務手続きが

完了しておりませんでしたので、実行委員会にて「新規」申請に修正させていただきます。 
予めご了承ください。 
該当する申請は、予備申請の際「その他情報」欄に「WF2021［冬］で許諾あり」とご記  
入ください（WF2021［冬］にて、不許諾・判定未確定だった申請は履歴に表示されませ 
んので、ご注意ください） 

 
※書面申請の方は「予備申請用紙」をご使用いただき、オンライン申請の方は専用の申請

用紙（別添）をご使用ください。 
 
■各オプションの利用方法 
各オプションの利用を希望する場合は、参加申込時に「参加申し込み・確認・変更」の「備

考欄」に『WF2021[冬]オプション利用希望』と記載してください。 
※「当日版権申請数の追加」を利用する場合は、あわせて「当日版権予備申請用紙」を提

出してください。 
 

その他、ご不明な点につきましては、実行委員会までお問い合わせください。 
以上 

 

 
ワンダーフェスティバル実行委員会では、ＷＦ2021[秋]の開催に向けて、皆さまの安全を最

優先に考え、イベントの開催にむけて関係機関と連携し、状況を注視し慎重に検討して参り

ます。 
なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。 
 

敬具 
 



日時：2021年9月20日（月・祝日）10:00～17:00
場所：幕張メッセ
内容：ガレージキットの展示・即売を中心にした模型イベント
主催：ワンダーフェスティバル実行委員会 /（株）海洋堂

    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。なお
 悪質な違反があった場合はワンフェスへのご参加を一切お断りいたします。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
① 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
② 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
③ ディーラー名は固定化され変更できない
④ 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
⑤ 一般来場者への接客を第一とする
⑥ 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
⑦ 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
⑧ 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 )
　
　※会場内で販売されている商品をチェックしているのはワンフェスのスタッフだけではありません。開催当日は版権元担当者や 
　　関係者も多数来場されます。直接違法商品の販売を指摘され、問題となったこともあります。また、次回ワンフェスでの販売予定 
　　や他イベントでの告知に対する規制はありませんが、許諾が確定していない作品の展示はできません。完成品製作代行の請負 
　　をされる方も版権非許諾のものを販売・作例展示することはできません

　※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

参加申込受付期間
3月5日（金）～3月22日（月）まで

参加情報登録は、参加申込期間（〜3月22日23：59まで）に限り何度でも変更・修正が可能です。期間を過ぎると閲覧のみとなります

　【企業出展される方へ】　施工やステージなどがある場合、別途企業出展案内をご請求ください。

20　21 Autumn
Wonder Festival
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参加マニュアル ( オンライン申込用 )

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 )

	 	 	 	 	 【出展関係】wfinfo@kaiyodo.net
	 	 E-mail	 	 【版権関係】wf-license@kaiyodo.net
	 	 	 	 	 【『PRカード』送付先】wf-pr@kaiyodo.net　
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１  ディーラー参加資格、及び条件
　　※以下の全ての参加資格を満たした方に限り出展のお申込みをお受けいたします
・代表者が参加申込時において満18 才以上で日本国内に在住し、日本語でコミュニケーションが取れること
・成人向けゾーンの出展者は開催当日に満 19 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
※ディーラー参加しないでガイドブックに広告掲載のみを申し込むこともできます
※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	Foreigner】
　　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

■オンラインからの申し込みの条件（必要な環境条件）

		インターネットに接続できるPC環境
全ての申し込み・申請はオンラインで進行します。スマートフォンのブラウザは推奨環境外ですのでご注意ください

		E-mail アドレス
フリーメールや携帯アドレスはスパム設定や容量の関係で不着となるケースが報告されています。マイページ(※)
ログイン用のパスワードの設定ができなくなりますので、PCアドレスでの登録を推奨します
( ※「マイページ」については P.8 をご覧ください )

・会場窓口にてパスの追加・再発行を行う場合は、発行手数料を含めて 3000 円を頂戴いたします
　（卓代に含まれる基本人数分（卓数× 2）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）

・最終案内送付後の車両証再発行、追加発行は発行手数料 500 円を頂戴いたします
・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
・完成品製作代行の作例展示として「当日版権申請アイテム」を使用することを禁止します
・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
・展示作品や出展ブースの様子など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
・企業ブース出展をご検討の方は別途資料「ワンダーフェスティバル企業出展のご案内」をご確認ください
   資料のご請求は前述の出展関係のメールアドレスへお問合せください

お知らせ
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■ディーラー基本情報登録

・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・商店にて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、オンライン変更できませんので直接メールでお知らせください）

・ディーラー名は全角 40 文字までです。一部記号や機種依存文字などは使用できません。
		また中国語の固有漢字やハングルなども文字化けの原因となりますので使用できません
		推奨環境：使用可能文字は unicode（UTF-8）、PCブラウザ（Fire	Fox、Chrome）に対応
				（※ Internet	Explorer の一部バージョン、Microsoft	Edge、Safari、携帯、スマートフォン、タブレットPC
								のブラウザは推奨ではありません）

・ご住所やメールアドレスは常時オンラインから変更が可能です。最新の情報を保つように更新してください

・お支払方法は参加申込期間のみ設定が可能です。コンビニ支払い／クレジット支払い ( ※ ) の別は全ての支払
い（参加料・版権料とも）に適応されます。参加申込締切後の支払方法の変更はできません

   （※支払いに関しては P.5「参加料お支払い方法について」をご覧ください ）

・同一個人 /法人の複数 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 ID
は削除され、参加申込も無効となります。

2  申込み方法
　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、オンラインシステムよりお申し込みください

（https://wfsys.wonfes.jp/d01/top）

　①参加申込締切	 　　　		3 月22（月）23:59
　②『ディーラー参加申込受付システム』申込方法
　　		オンラインシステムの入力方法についてはマイページ右上ヘルプにございます「ディーラー参加申込受付システムご利用
　　	マニュアル」をご参照ください

　③ PR カードの作成と入稿
　　　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
　　　（記載例：ディーラーロゴ、イラストやお品書きなど）
　　　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。
　　　※PRカードの未入稿・白紙アップロードは、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

【PRカード入稿方法】

マイページからアップロード
ヨコ5cm ×タテ4cm、解像度400dpiのグレースケールJPEG画像、ファイル名はID番号 .jpg（例：00000001.jpg）	解像度
を変更できない場合、ヨコ787ピクセル×タテ630ピクセルの画像をアップロード

郵送入稿
厚紙やコピー用紙などの白紙にヨコ 5cm×タテ 4cm の枠線を引いて作成。枠線の周囲に 5mm以上の余白を取り、必
ず ID(8 桁 ) とディーラー名（カタカナ）をお書きください。郵送締切は参加申込期限同様に 3/22 必着です

　注意事項
・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
・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
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3  参加申込時の注意事項

　成人向け作品　　以下の「対象作品」に該当する作品の展示販売は「成人向けゾーン」に限定させていただきます

[ 対象作品 ]			性行為や全裸、半裸、またはそれに類する状態のもの ( 脱衣できるものも含む )、		 　　				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など

　　注意事項
・展示、販売を行なう作品そのものに限らず、POPやチラシなどに1点でも該当するものが含まれる場合は成人向け作品と	
させていただきます。出展ゾーンは必ず「成人向けゾーン」を選択してください
・ガイドブックに掲載する『PRカード』や広告においてもこれらの表現にはご配慮ください
・ディーラーとして登録されたメンバーであっても18才以下は「成人向けゾーン」に立ち入りできません
・満19才以上であることを証明できるものを必ずご持参ください
・「成人向けゾーン」以外での成人向け作品の展示、販売、チラシの配布などは禁止します
・「成人向けゾーン」内であっても性的表現が無条件に解禁されるわけではありません。法令に基づく取り締まり対象となる	
ことも考えられますので、常識をもって行なってください
・エアガンやモデルガン、刀剣類(銃刀法に抵触しないもの)は「成人向けゾーン」への配置にはなりませんが、販売の対象	
年齢にはご配慮ください

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。

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・実演するには消防署への申請と消火器の設置が必要です。
危険物申請希望者には別途ご案内を送付いたしますので期日までに申請用紙と関係資料をご提出ください

　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
　　・一般ディーラーとしての出展であってもサインスタンド・ウィンドウケースなどの什器を持ち込む（レンタル業者が搬入する	
　　　場合は除く）ことはできますが、カーペットや装飾の施工を業者が行うことはできません	
　　			※施工を行う場合は企業ブース出展でお申込みください
　　・	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、	
　　　4月 23日（金）までに実行委員会担当・橋本（wfinfo@kaiyodo.net）までご連絡ください

　ガイドブック広告原稿締切　 ※該当者のみ　　　6月9日		（水）必着（※受付開始は締切の２週間前からです）
　　　宛先：（株）NPCコーポレーション「ワンフェス広告係」※詳細は巻末の『ガイドブック広告についてのご案内』をご参照ください
　　注意事項
			・ディーラー側の都合で白紙掲載になった場合、返金はいたしません
			・締切前に原稿の送付を促すご連絡は行っておりません。必ず各自でスケジュール管理を行ってください
		・当日版権を申請されている方は、判定結果が確定していない状況での広告作成となる場合がございます。審査結果によって			
		は許諾不可の商品が掲載されるケースがございますので、トラブルを避けるためにも「販売物は予定」である旨の但し書きを	
		お勧めします

■参加申し込みの当落結果から参加料のお支払いまで
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。当落結果やご請求額はマイペー
ジでお知らせいたします。ご選択いただいたお支払い方法で入金締め切りまでにお支払いください。締め切りを過ぎます
とクレジット支払い、コンビニ支払い共に入金できなくなりますのでご注意ください。参加料入金完了はマイページで確認で
きますが、入金が反映されるまで数日のタイムラグがございます

■参加確定から開催まで
当日版権申請については「当日版権申請の手引き」を、広告原稿の入稿については「ガイドブック広告についてのご案内」を、
振込期限や発送物（参加最終案内など）ついては「開催のスケジュール」をそれぞれご覧ください



4  参加料金／お支払締切、参加キャンセル
■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 １卓　27,000 円 1卓につき２名まで

追加人員料金 １名　2,500 円
※会場発行は 1名 3,000 円 1卓につき１名まで

当日版権申請手続き費 　　　2,000 円 当日版権申請希望者のみ

＊会議机 1卓 ( 横 180cm ×縦 60cm ×高さ約 70cm)

※企業ブース出展について

○その他オプション料金

電源 １セット　11,000円 100v300wの2つ口コンセント スポットライト等大容量電源は幹線工事を選択してください

ガイドブック広告掲載 1/6頁10,000円〜1頁50,000円 見開き、複数ページ可能
※詳細は巻末をご確認ください

危険物持ち込み 6,600円 消化器レンタル代として 未硬化レジン、塗料、接着剤などの可燃物
を持ち込む場合必要

搬入時の車両使用 無料 １台分の「搬入出車両証」 駐車場代は各自負担。
会場での車両証発行は1枚500円

　
　
　

  ○レンタル品（什器等）の申し込み
　システムパネルやウィンドウケースなど什器類のレンタルが必要な方は、業者を紹介します。お申込みが必要となりますので、
　2021年8月16日（月）までに実行委員会担当・橋本までお問い合わせください。（wfinfo@kaiyodo.net）

■参加料お支払い方法について

各種料金のお支払い方法を、「クレジットカード払い」または「コンビニエンスストア払い」のいずれかからご選択
いただけます。
※お支払い方法は開催期の途中で変更することができませんのでご注意ください。
※クレジットカードはVISAまたはMasterカードのみご利用可能、お支払い回数は1回払い（分割払いは不可）となります

また、WEBで支払い方法についてご登録いただけるマイページでの場所が以前のシステムから変更となっております。
各開催期ごとの参加申し込みご登録ページで選択いただけますので、「クレジット払い」または「コンビニ」の
チェックボックスをお間違いのないようにご登録ください。
詳しくはディーラー参加申込受付システムの右上にありますヘルプ (p20、p24 〜 28) をご参照ください

(https://wfsys.wonfes.jp/pdf/d_manual.pdf)　

※コンビニ支払いを選択の方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします
※当日版権本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、WEB申請の方でコンビニ支払い
　以外を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
※請求額が 30 万円を超える方には、別途、請求書をお送りします
※Pay-easy の取扱いは終了いたしました
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企業ブース出展をお考えの場合は別途資料「ワンダーフェスティバル企業出展のご案内」をご確認
ください。資料のご請求はwfinfo@kaiyodo.net までご連絡ください

参加料お支払い締切日　4 月 30 日 ( 金 )



■参加キャンセル／開催中止時の参加料など

■出展者様よりキャンセルのお申し出の場合
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。

キャンセル受付日とキャンセル料は次の通りとします

キャンセル受付日 キャンセル料

2021 年 4月30日 ( 金 ) まで 0％

2021 年 5月 1日 ( 土 ) 以降 100％ ( 返金なし )

■主催者判断で開催が中止となった場合
主催者判断で開催を中止とした場合の参加料返金額は次の通りとします

①	参加料 50％返金の場合
	積雪、大雨による増水、強風による会場の損壊の発生、落雷や竜巻、地震、火災等により会場が使用不能になった場合、	
　	関係当局又は施設管理者より中止要請を受けた場合、緊急事態宣言発令の場合、J	アラート発令による場合、人的災害	
　	または事故などにより施設の使用が困難になった場合など、主催者が中止をやむを得ないと判断した場合、参加料返金	
　	額は次の通りとします。

開催中止判断日 ご返金額

2021年 4月30日( 金 )まで 100％

2021年 5月1日( 土 )から 50％

②	参加料100％返金の場合
	上記の場合を除き、主催者が中止をやむを得ないと判断した場合、参加料返金額は次の通りとします。

開催中止の判断日 ご返金額

期間を問わず 100％

　　注意事項
		・当日版権申請が全て不許諾となったり、本申請取り下げで展示・販売ができなく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の100%です。
	 	卓数を減らす、電源・広告キャンセルなどの一部キャンセルにも適応されます。ご請求済みの当日版権申請手続き費と版権料は
	 	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

		・天災等により開催が困難な場合や、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の際は商品や売上などの損失は
	 	補償いたしかねます

		・ご返金は、出展が確定し、参加料をお支払い済みのディーラー様を対象とさせていただきます

		・ご返金は、ご指定の口座にご返金額から振込手数料を差引いた金額を返金させていただきます

			・当日版権の版権料が発生していた場合は、通常の規定通り版権料をお支払いいただきます
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5  開催
・当日の搬入は大変混雑しますので、できるだけ前日に搬入をお済ませください
　※開催前日は16：30から搬入可能となる予定です。

・車両での搬入には経路、時間などに各種制限があります。詳細については開催約２週間前に送付する『参加最終案内』にてご案
内します

・搬入用車両の駐車につきましては、会場周辺の有料駐車場を各自でご利用ください

・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・販売は事前に申請された方のみ可能です。申請されていな
い方の持ち込みは禁止します

・会場内でのレジンキャスト流し、塗装は禁止します
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〈ヘルプ〉
オンラインシステムの操作
マニュアルが確認できます

〈基本情報〉
ディーラー名、代表者名 (固定 )、代表者連絡先、
支払い方法などの登録／変更・確認ができます

〈参加情報〉

●卓数や参加人数などの登録／変更・確認
●参加申込や当落の確認、支払いや入金状況
　の確認ができます

〈版権情報〉

　　　　　　　　　　　当日版権
　　　　　　　　　　　　　　　　ライセンスニューウェーブ
　　　　　　　　　　　　　　　　ライセンスフリー
　　　　　　　　　　　版権申請の登録／変更／

　許諾状況が確認できます

●当日版権の申請手続や許諾、支払状況の確認が
できます ( 詳細は［当日版権申請の手引き］参照 )

■マイページについて
ワンフェス公式HP(https://wonfes.jp)のディーラー参加システムにアクセスし ID( 8 桁 )を取得後、
ログインし、ディーラー出展に関する情報を登録するためのページがマイページです。参加や当日
版権の申し込み、詳細閲覧ができます。

注意事項
・1名で複数の IDの取得、参加申し込みをしないでください ( 重複があった場合新しい方の IDを削除します )
・既に ID( 8 桁 )をお持ちの方で、書面申し込みからオンライン申し込みに変更される場合は別途手続きが必要です。
参加申込締切までに実行委員会宛に切替申請を行ってください
・オンライン申し込みだった方が書面申し込みに変更した場合、パスワードを設定していてもその開催期はマイペー
ジにログインできなくなります
・ログイン時に IDもしくはパスワードを５回以上間違うとロックされます。ログイン画面「ID／パスワードを忘れ
た方」よりパスワード再発行を行ってください

8
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Wonder Festival 20　2　1 Autumn 開催のスケジュールWonder Festival 20　2　1 Autumn 開催のスケジュール

日時：2021年9月20日（月・祝日）10:00 ～17:00
場所：幕張メッセ
内容：ガレージキットの展示・即売を中心にした造形イベント
主催：ワンダーフェスティバル実行委員会 /（株）海洋堂

●ディーラー参加申込登録
●ガイドブック用 PRカードアップロード
◆当日版権予備申請登録（当日版権申請者のみ）

①参加申し込み 締切：3月22日（月）23：59まで
（締切間際は回線が混雑しますので、ご注意ください）

●参加申込確認（参加料請求）通知
●危険物申請書類送付（申込者のみ）
◆当日版権受理通知

②参加申込確認 メール通知予定：4月 6日（火）
コンビニ支払い選択の方への郵送：4月8日（木）

※5月12日までにメールがない場合は実行委員会までお問合
せください（マイページからも入金状況を確認いただけます）

●登録通知（参加料入金確認後）
⑤登録通知 メール通知予定：入金確認後随時

●参加料入金
④入金

締切：4月30日（金）

●危険物申請書類（申込者のみ書面提出）
③危険物申請

締切：4 月23 日（金）必着

大型の展示物や実演、サイン会、イベント等を行う予定など
ブース前に人だかりができる可能性がある場合は4/23（金）
までに実行委員会橋本（wfinfo@kaiyodo.net) へご連絡ください

※♦は当日版権
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◆当日版権本申請
⑥申請締切

申請受付期間：5 月10 日（月）～ 5 月24 日（月）23：59まで

●ガイドブック広告原稿（申込者のみ）
⑦ガイドブック入稿 締切：6月9日（水）必着

◆版権料入金
◆ライセンスニューウェーブ版権料入金

⑫入金
締切：8月16日（月）
締切：結果報告記載の締切をご確認ください

◆ライセンスフリー申請
◆ライセンスニューウェーブ申請

⑨申請 締切：8月6日（金）

◆ライセンスニューウェーブ版権料請求
⑩ライセンスニューウェーブ版権通知

通知予定：8 月 12 日（木）ごろ

◆当日版権申請結果報告（版権料請求）
◆当日版権途中経過通知
　
　※以上マイページでご確認ください

⑧当日版権通知 通知予定：7月26日（月）ごろ
（コンビニ支払いを選択の方には随時書類を郵送いたします）

●レンタル品申込（希望者に対し業者紹介）
⑪レンタル品申請 締切：8月16日（月）

10



【スケジュール項目に関する説明】

①申し込みについて
　【参加申し込みについて】
　・申込内容に不備があった場合は落選の対象となります
　・1名の代表者により複数の ID取得や参加申し込みがあった場合、新しい方の IDを削除します
　・メールアドレスは確実に受信できるものを正しく入力し、必ず都度確認するものを使用してください
　 ・ディーラー ID、ディーラー名、代表者名など基本情報は固定化され変更できなくなります（※法人な
　　ど企業・商店の参加で、代表者登録されているご担当者が変更の場合は、直接メールでご連絡ください）
　・企業ディーラー出展の方は別途資料「ワンダーフェスティバル企業出展のご案内」をご確認ください。
　　（上記資料のご請求先wfinfo@kaiyodo.net）
　・PRカードの未入稿は、抽選の際に優先的に落選の対象になります。白紙をアップロードするのは不可
　　です。アップロードが難しい方は版下やメディアに記録したデータを郵送していただくことも可能で
　　すが、提出は参加申込期限と同じです
　・支払方法は参加申込時に選択してください。開催期途中での変更はできません
　【当日版権申請について】
　・当日版権申請の際は必ず『当日版権取得の手引き』をお読みください
　・ライセンスニューウエーブ／ライセンスフリーの申請であっても、二重版権となる作品は当日版権予
　　備申請の期日までしか申請できません
　・当日版権は過去３年に出品された商品のみ再販として申請できます。ディーラー間の作品移動、
　　仕様の変更（商品名、材質、サイズなど）があった場合は新規扱いとなります
　・当日版権申請を行った場合、申請数に関わらず当日版権申請手続き費として 2,000 円を頂戴します

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)

●参加最終案内
　・当日必要書類各種
　・受付案内
　・搬入出の時間・方法など

⑬お届け 到着予定：9月1日（水）

●参加者全員
　・ディーラーサイン
　・ゴミ袋
◆当日版権申請許諾者（※計算機、黒ボールペン持参）
　・証紙お渡し
　・サンプル提出　
　・売上報告書提出

⑮イベント開催
⑭ディーラー受付（イベント前・当日） 搬入日：9月19日（日） 

　　　　 1～3ホール：  9：00～19：30
　　　　 4～8ホール：16：30～19：30
　　　　9月20日（月）
　　　　 全 ホ ー ル ：　6：30～　9：00

開催日：9月20日（月）10：00～17：00
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【スケジュール項目に関する説明】

①申し込みについて
　【参加申し込みについて】
　・申込内容に不備があった場合は落選の対象となります
　・1名の代表者により複数の ID取得や参加申し込みがあった場合、新しい方の IDを削除します
　・メールアドレスは確実に受信できるものを正しく入力し、必ず都度確認するものを使用してください
　 ・ディーラー ID、ディーラー名、代表者名など基本情報は固定化され変更できなくなります（※法人な
　　ど企業・商店の参加で、代表者登録されているご担当者が変更の場合は、直接メールでご連絡ください）
　・企業ディーラー出展の方は別途資料「ワンダーフェスティバル企業出展のご案内」をご確認ください。
　　（上記資料のご請求先wfinfo@kaiyodo.net）
　・PRカードの未入稿は、抽選の際に優先的に落選の対象になります。白紙をアップロードするのは不可
　　です。アップロードが難しい方は版下やメディアに記録したデータを郵送していただくことも可能で
　　すが、提出は参加申込期限と同じです
　・支払方法は参加申込時に選択してください。開催期途中での変更はできません
　【当日版権申請について】
　・当日版権申請の際は必ず『当日版権取得の手引き』をお読みください
　・ライセンスニューウエーブ／ライセンスフリーの申請であっても、二重版権となる作品は当日版権予
　　備申請の期日までしか申請できません
　・当日版権は過去３年に出品された商品のみ再販として申請できます。ディーラー間の作品移動、
　　仕様の変更（商品名、材質、サイズなど）があった場合は新規扱いとなります
　・当日版権申請を行った場合、申請数に関わらず当日版権申請手続き費として 2,000 円を頂戴します

【スケジュール項目に関する説明】

①申し込みについて
　【参加申し込みについて】
　・申込内容に不備があった場合は落選の対象となります
　・1名の代表者により複数の ID取得や参加申し込みがあった場合、新しい方の IDを削除します
　・メールアドレスは確実に受信できるものを正しく入力し、必ず都度確認するものを使用してください
　 ・ディーラー ID、ディーラー名、代表者名など基本情報は固定化され変更できなくなります（※法人な
　　ど企業・商店の参加で、代表者登録されているご担当者が変更の場合は、直接メールでご連絡ください）
　・企業ディーラー出展の方は別途資料「ワンダーフェスティバル企業出展のご案内」をご確認ください。
　　（上記資料のご請求先wfinfo@kaiyodo.net）
　・PRカードの未入稿は、抽選の際に優先的に落選の対象になります。白紙をアップロードするのは不可
　　です。アップロードが難しい方は版下やメディアに記録したデータを郵送していただくことも可能で
　　すが、提出は参加申込期限と同じです
　・支払方法は参加申込時に選択してください。開催期途中での変更はできません
　【当日版権申請について】
　・当日版権申請の際は必ず『当日版権取得の手引き』をお読みください
　・ライセンスニューウエーブ／ライセンスフリーの申請であっても、二重版権となる作品は当日版権予
　　備申請の期日までしか申請できません
　・当日版権は過去３年に出品された商品のみ再販として申請できます。ディーラー間の作品移動、
　　仕様の変更（商品名、材質、サイズなど）があった場合は新規扱いとなります
　・当日版権申請を行った場合、申請数に関わらず当日版権申請手続き費として 2,000 円を頂戴します



②参加申込確認通知について
　・当選通知メールが到着次第、必ず登録内容に相違がないかマイページでご確認ください（※期日まで
　　にメールが届かない場合でもマイページでご確認できます）

③【危険物申請について】
　・可燃物を持ち込む場合は危険物申請が必要です。必ず捺印した書面をご提出いただきます

④参加料の入金について
　・コンビニ支払いとクレジット支払いが参加申し込み画面で選択できます
　・コンビニ支払いを選択された方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします
　・コンビニ支払いを選択された方で 30万円を超える場合は別途ご連絡させていただきます
　・期日までに入金がない場合は未入金失格となり、以降の参加ができなくなります

⑤参加の登録通知
　・全額の入金確認ができ次第、参加手続き完了となります。必ずマイページでご確認ください

⑥【当日版権本申請について】
　・必ず『当日版権申請の手引き』をご確認ください
　・当日版権本申請はマイページで必要事項を入力し、写真をアップロードして申請を行ってください
　（※写真をアップロードしただけでは当日版権申請完了ではありません。必ず「本申請する」ボタンを押してください）
　・再販の場合、前回のデータが引用されて表示されています。原型写真のままの方は必ず実行委員会に
　　完成型の写真をアップロードしてください。また、住所等の変更があった場合は届け出てください
　・ライセンスニューウェーブ／ライセンスフリーで二重版権として予備申請を行った方は、同様に本申
　　請も行ってください

⑦ガイドブック広告入稿について
　・広告掲載の申し込みは参加申込期間に行ってください
　・広告申請の際は必ず巻末の『ガイドブック広告についてのご案内』をお読みください
　・原稿は編集委託先に直接入稿してください。
　　その際は必ず『ガイドブック広告についてのご案内』を出力して、広告管理表を同封してください
　・期日までに入稿がない場合や、公序良俗に反する内容の場合は白紙掲載となります。その際の返金は
　　ございません
　 ・当日版権を申請されている方は、判定結果が確定していない状況での広告作成となる場合がございます。
　　審査結果によっては許諾不可の商品が掲載されるケースがございますので、トラブルを避けるために
　　も「販売物は予定」である旨の但し書きをお勧めします

⑧当日版権申請結果通知／当日版権途中経過通知について
　・結果の更新通知はメールで行います。必ずマイページをご確認ください
　　（※書面でのお知らせはありません）

　・当日版権申請の全てが不許可になったり、本申請取り下げで、展示・販売ができなくても自動的に
　　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申し出てください

②参加申込確認通知について
　・当選通知メールが到着次第、必ず登録内容に相違がないかマイページでご確認ください（※期日まで
　　にメールが届かない場合でもマイページでご確認できます）

③【危険物申請について】
　・可燃物を持ち込む場合は危険物申請が必要です。必ず捺印した書面をご提出いただきます

④参加料の入金について
　・コンビニ支払いとクレジット支払いが参加申し込み画面で選択できます
　・コンビニ支払いを選択された方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします
　・コンビニ支払いを選択された方で 30万円を超える場合は別途ご連絡させていただきます
　・期日までに入金がない場合は未入金失格となり、以降の参加ができなくなります

⑤参加の登録通知
　・全額の入金確認ができ次第、参加手続き完了となります。必ずマイページでご確認ください

⑥【当日版権本申請について】
　・必ず『当日版権申請の手引き』をご確認ください
　・当日版権本申請はマイページで必要事項を入力し、写真をアップロードして申請を行ってください
　（※写真をアップロードしただけでは当日版権申請完了ではありません。必ず「本申請する」ボタンを押してください）
　・再販の場合、前回のデータが引用されて表示されています。原型写真のままの方は必ず実行委員会に
　　完成型の写真をアップロードしてください。また、住所等の変更があった場合は届け出てください
　・ライセンスニューウェーブ／ライセンスフリーで二重版権として予備申請を行った方は、同様に本申
　　請も行ってください

⑦ガイドブック広告入稿について
　・広告掲載の申し込みは参加申込期間に行ってください
　・広告申請の際は必ず巻末の『ガイドブック広告についてのご案内』をお読みください
　・原稿は編集委託先に直接入稿してください。
　　その際は必ず『ガイドブック広告についてのご案内』を出力して、広告管理表を同封してください
　・期日までに入稿がない場合や、公序良俗に反する内容の場合は白紙掲載となります。その際の返金は
　　ございません
　 ・当日版権を申請されている方は、判定結果が確定していない状況での広告作成となる場合がございます。
　　審査結果によっては許諾不可の商品が掲載されるケースがございますので、トラブルを避けるために
　　も「販売物は予定」である旨の但し書きをお勧めします

⑧当日版権申請結果通知／当日版権途中経過通知について
　・結果の更新通知はメールで行います。必ずマイページをご確認ください
　　（※書面でのお知らせはありません）

　・当日版権申請の全てが不許可になったり、本申請取り下げで、展示・販売ができなくても自動的に
　　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申し出てください
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②参加申込確認通知について
　・当選通知メールが到着次第、必ず登録内容に相違がないかマイページでご確認ください（※期日まで
　　にメールが届かない場合でもマイページでご確認できます）

③【危険物申請について】
　・可燃物を持ち込む場合は危険物申請が必要です。必ず捺印した書面をご提出いただきます

④参加料の入金について
　・コンビニ支払いとクレジット支払いが参加申し込み画面で選択できます
　・コンビニ支払いを選択された方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします
　・コンビニ支払いを選択された方で 30万円を超える場合は別途ご連絡させていただきます
　・期日までに入金がない場合は未入金失格となり、以降の参加ができなくなります

⑤参加の登録通知
　・全額の入金確認ができ次第、参加手続き完了となります。必ずマイページでご確認ください

⑥【当日版権本申請について】
　・必ず『当日版権申請の手引き』をご確認ください
　・当日版権本申請はマイページで必要事項を入力し、写真をアップロードして申請を行ってください
　（※写真をアップロードしただけでは当日版権申請完了ではありません。必ず「本申請する」ボタンを押してください）
　・再販の場合、前回のデータが引用されて表示されています。原型写真のままの方は必ず実行委員会に
　　完成型の写真をアップロードしてください。また、住所等の変更があった場合は届け出てください
　・ライセンスニューウェーブ／ライセンスフリーで二重版権として予備申請を行った方は、同様に本申
　　請も行ってください

⑦ガイドブック広告入稿について
　・広告掲載の申し込みは参加申込期間に行ってください
　・広告申請の際は必ず巻末の『ガイドブック広告についてのご案内』をお読みください
　・原稿は編集委託先に直接入稿してください。
　　その際は必ず『ガイドブック広告についてのご案内』を出力して、広告管理表を同封してください
　・期日までに入稿がない場合や、公序良俗に反する内容の場合は白紙掲載となります。その際の返金は
　　ございません
　 ・当日版権を申請されている方は、判定結果が確定していない状況での広告作成となる場合がございます。
　　審査結果によっては許諾不可の商品が掲載されるケースがございますので、トラブルを避けるために
　　も「販売物は予定」である旨の但し書きをお勧めします

⑧当日版権申請結果通知／当日版権途中経過通知について
　・結果の更新通知はメールで行います。必ずマイページをご確認ください
　　（※書面でのお知らせはありません）

　・当日版権申請の全てが不許可になったり、本申請取り下げで、展示・販売ができなくても自動的に
　　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申し出てください



⑨⑩ライセンスニューウェーブ、ライセンスフリーの申請、請求について
　・ライセンスニューウェーブ／ライセンスフリーの申請であっても、二重版権となる作品は当日版権予
　　備申請の期日までしか申請できません

⑪レンタル品について
　・システムパネルやウィンドウケースなど什器類のレンタルが必要な方には業者を紹介します。別途の
　　お申し込みが必要ですので、直接実行委員会までお問い合わせください

⑫当日版権版権料の入金について
　・結果報告（請求）が確定した時期に応じて版権料の入金締切日が各々設定されます。必ず支払い期日
　　をご確認ください
　・コンビニ支払いを選択された方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします。
　   バーコードの印刷がない方は別途実行委員会よりご連絡いたします

⑬参加最終案内お届けについて
　・レターパックでお送りします。転居があった場合は必ずお届けの１週間前までに住所変更を行い、
　　且つ郵便局に転居届けを提出し、新住居に表札をあげてください

⑭⑮ディーラー受付／イベント当日について
　・出欠確認のため、必ずディーラー受付に来て封筒を受け取ってください
　・企業ゾーン選択者の施工は、前日 9：00～19：30のみです
　・当日版権申請の場合は、許諾条件通りにサンプルや書類の提出を行ってください。当日提出できない
　　場合はペナルティが科せられます

【備考】
　・以前に出展したことがあれば、必ず直近の開催期と ID、ディーラー名、代表者名等を入力してください
       （ 既に8桁 ID を取得し、継続で参加申し込みをされる場合は入力不要です）
　・ブース内で人だかりのできそうなイベント（サイン会、実演など）や、卓に載らない大型展示物（実車
　　など）がある場合は概要を入力してください。事前のお申し出がないと、イベント開催や展示ができな
　　くなる可能性があります
　・お急ぎの質問等は別途メールで行ってください

以上の入力終了後は必ず【登録】ボタンを押し、次の入力確認画面で【確定】ボタンを押してください
（※【確定】ボタンを押さないと内容が保存されません）

⑨⑩ライセンスニューウェーブ、ライセンスフリーの申請、請求について
　・ライセンスニューウェーブ／ライセンスフリーの申請であっても、二重版権となる作品は当日版権予
　　備申請の期日までしか申請できません

⑪レンタル品について
　・システムパネルやウィンドウケースなど什器類のレンタルが必要な方には業者を紹介します。別途の
　　お申し込みが必要ですので、直接実行委員会までお問い合わせください

⑫当日版権版権料の入金について
　・結果報告（請求）が確定した時期に応じて版権料の入金締切日が各々設定されます。必ず支払い期日
　　をご確認ください
　・コンビニ支払いを選択された方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします。
　   バーコードの印刷がない方は別途実行委員会よりご連絡いたします

⑬参加最終案内お届けについて
　・レターパックでお送りします。転居があった場合は必ずお届けの１週間前までに住所変更を行い、
　　且つ郵便局に転居届けを提出し、新住居に表札をあげてください

⑭⑮ディーラー受付／イベント当日について
　・出欠確認のため、必ずディーラー受付に来て封筒を受け取ってください
　・企業ゾーン選択者の施工は、前日 9：00～19：30のみです
　・当日版権申請の場合は、許諾条件通りにサンプルや書類の提出を行ってください。当日提出できない
　　場合はペナルティが科せられます

【備考】
　・以前に出展したことがあれば、必ず直近の開催期と ID、ディーラー名、代表者名等を入力してください
       （ 既に8桁 ID を取得し、継続で参加申し込みをされる場合は入力不要です）
　・ブース内で人だかりのできそうなイベント（サイン会、実演など）や、卓に載らない大型展示物（実車
　　など）がある場合は概要を入力してください。事前のお申し出がないと、イベント開催や展示ができな
　　くなる可能性があります
　・お急ぎの質問等は別途メールで行ってください

以上の入力終了後は必ず【登録】ボタンを押し、次の入力確認画面で【確定】ボタンを押してください
（※【確定】ボタンを押さないと内容が保存されません）

⑨⑩ライセンスニューウェーブ、ライセンスフリーの申請、請求について
　・ライセンスニューウェーブ／ライセンスフリーの申請であっても、二重版権となる作品は当日版権予
　　備申請の期日までしか申請できません

⑪レンタル品について
　・システムパネルやウィンドウケースなど什器類のレンタルが必要な方には業者を紹介します。別途の
　　お申し込みが必要ですので、直接実行委員会までお問い合わせください

⑫当日版権版権料の入金について
　・結果報告（請求）が確定した時期に応じて版権料の入金締切日が各々設定されます。必ず支払い期日
　　をご確認ください
　・コンビニ支払いを選択された方のみ、有効なバーコードが印刷されたコンビニ支払取扱票をお送りします。
　   バーコードの印刷がない方は別途実行委員会よりご連絡いたします

⑬参加最終案内お届けについて
　・レターパックでお送りします。転居があった場合は必ずお届けの１週間前までに住所変更を行い、
　　且つ郵便局に転居届けを提出し、新住居に表札をあげてください

⑭⑮ディーラー受付／イベント当日について
　・出欠確認のため、必ずディーラー受付に来て封筒を受け取ってください
　・企業ゾーン選択者の施工は、前日 9：00～19：30のみです
　・当日版権申請の場合は、許諾条件通りにサンプルや書類の提出を行ってください。当日提出できない
　　場合はペナルティが科せられます

【備考】
　・以前に出展したことがあれば、必ず直近の開催期と ID、ディーラー名、代表者名等を入力してください
       （ 既に8桁 ID を取得し、継続で参加申し込みをされる場合は入力不要です）
　・ブース内で人だかりのできそうなイベント（サイン会、実演など）や、卓に載らない大型展示物（実車
　　など）がある場合は概要を入力してください。事前のお申し出がないと、イベント開催や展示ができな
　　くなる可能性があります
　・お急ぎの質問等は別途メールで行ってください

以上の入力終了後は必ず【登録】ボタンを押し、次の入力確認画面で【確定】ボタンを押してください
（※【確定】ボタンを押さないと内容が保存されません）

※ディーラー内のメンバーで ID番号やパスワードを共有して入力・登録作業をするのは構いませんが、申し
　込みいただいたすべての内容の責任は代表者にあります
※ログイン時に IDもしくはパスワードを5回以上間違うとロックされます。ログイン画面「 ID／パスワー
　ドを忘れた方」よりパスワード再発行を行ってください
※同時ログインをしないでください。入力内容が交錯し、うまく反映できない可能性があります。必ず入力・
　登録作業時は１ID番号につき１人が１台のPCでログインし、入力作業を行い、他メンバーはログアウト
　しておいてください
　同時ログイン例》①原型製作者が同じ時間に個々のPCからログインして申請アイテムを登録しようとする
　　　　　　　　  ②２つのディーラーが共有する１台のPCから、ログイン状態のウィンドウを残したまま、
　　　　　　　　　  別のウィンドウ（またはタブ）で別の ID番号でログインして入力作業をおこなう

オンライン入力・登録時の注意事項
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参加申し込みの注意事項
【広告のみ参加】
　ディーラー参加せずにオフィシャルガイドブックに広告掲載のみを希望する方もディーラー登録が必要です。「広告
　のみを希望する」チェックボックスにチェックを入れ、「ガイドブック広告の申し込み」欄のみ入力してください
　（他項目の入力や PRカードは不要です）

【出展内容】
　必ず１つ以上選択してください。選択した中からメインの出展となるものを選んでください
　※当日版権ものを選択した場合は、申請個数に関わらず当日版権申請手続き費として 2,000 円を頂戴します（万一申請
　　アイテムが全て不許可になっても返金はございません）
　※成人向けとは・・・性行為や全裸、半裸、またはそれに類する状態のもの ( 脱衣できるものも含む )、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などが対象となります。商品そのものに限らず、POPや
　　チラシなどに１点でも該当するものが含まれる場合は必ず「成人向け」をチェックしてください

【出展ゾーン】
　・一般参加で出展内容に成人向けがある・・・必ず「成人向けゾーン」を選択してください
　・企業参加で出展内容に成人向けがあるが施工を行わない・・・「成人向けゾーン」を選択してください（一般成人向
　　けゾーン出展となります）
　・企業参加で企業ブース出展をする・・・別途「ワンダーフェスティバル企業出展のご案内」をご確認ください

【希望卓数】
　１卓２名が基本です。ブースの形や場所は指定できませんのでご了承ください。持ち込む商品の量や他ディーラーとの
共有スペースを考慮して卓数をご検討ください。
　※参加申し込み多数の場合は抽選や、卓数調整を行う場合がございます。ご了承ください

【追加人員、総参加人数】
　１卓につき１名まで追加することができます（追加料金 2,500 円）。卓数定員や追加人員を計算の上、総参加人数欄を
入力してください（ただし、最終案内発送以降は会場での発行扱となり、１名につき 3,000 円頂戴します）

【搬入出時の車両使用】
　1ディーラーにつき 1台まで無料で搬入出車両証を発行できます（ただし、最終案内発送以降は会場での再発行扱いと
なり、車両証１枚につき 500 円頂戴します）

【可燃物・危険物持ち込み】
　未硬化レジンキャスト、塗料、瞬間接着剤などの販売・実演をする場合は申請が必要です。別途消防署申請用の書類を
送付いたしますので、指定期日までに資料を添付し、書面に捺印の上、必ず提出してください

【電源の使用】
　PCや簡単な照明などをご使用の場合は使用個数を入力してください。企業ブースでスポットライトや PAなど大容量
の電源をご使用の場合は必ず「幹線工事」を選択してください。後日施工を行う業者に幹線工事の直接発注を行っていた
だきます

【ガイドブック広告の申し込み】
　オフィシャルガイドブックへの広告掲載を希望される方は広告サイズ、入稿メディアを選択してください。広告原稿は
編集委託先に直接送付していただくことになります
　※必ず『ガイドブック入稿方法について』のリンクを開き「ガイドブック広告についてのご案内」をご一読、出力し
　　てください。広告管理票は入稿時に必要です
　※詳細は『参加マニュアル』巻末「ガイドブック広告についてのご案内」をご確認ください

【PRカード】
　PRカードのアップロードは、『ディーラーメニュー』に戻って【PRカードアップロード・画像確認・変更】より行っ
てください。白紙アップロードは不可です
　PRカード提出の有無は、定員超過で抽選を行う際の落選対象となります。アップロードができない場合、版下入稿も
可能ですが、提出の締切は参加申し込みの期限と同じです。
　●版下入稿（参加申込締切日必着）
　　白紙に縦 40mm×横 50mmの枠線を引き、その枠内に黒インクかプリントアウトした原稿を貼って枠線外の余白に
　　ID番号とディーラー名を記入してください
　　　送付先：ワンダーフェスティバル実行委員会「PRカード係」

【備考】
　・以前に出展したことがあれば、必ず直近の開催期と ID、ディーラー名、代表者名等を入力してください（既に 8桁
　　IDを取得し、継続で参加申し込みをされる場合は入力不要です）
　・ブース内で人だかりのできそうなイベント（サイン会、実演など）や、卓に載らない大型展示物（実車など）がある
　　場合は詳細を入力してください。事前のお申し出がないと、イベント開催や展示ができなくなる可能性があります
　・お急ぎの質問等は別途メールで行ってください

以上の入力終了後は必ず【登録】ボタンを押し、次の入力確認画面で【確定】ボタンを押してください
（※【確定】ボタンを押さないと内容が保存されません）
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　（他項目の入力や PRカードは不要です）
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　※詳細は『参加マニュアル』巻末「ガイドブック広告についてのご案内」をご確認ください
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てください。白紙アップロードは不可です
　PRカード提出の有無は、定員超過で抽選を行う際の落選対象となります。アップロードができない場合、版下入稿も
可能ですが、提出の締切は参加申し込みの期限と同じです。
　●版下入稿（参加申込締切日必着）
　　白紙に縦 40mm×横 50mmの枠線を引き、その枠内に黒インクかプリントアウトした原稿を貼って枠線外の余白に
　　ID番号とディーラー名を記入してください
　　　送付先：ワンダーフェスティバル実行委員会「PRカード係」

【備考】
　・以前に出展したことがあれば、必ず直近の開催期と ID、ディーラー名、代表者名等を入力してください（既に 8桁
　　IDを取得し、継続で参加申し込みをされる場合は入力不要です）
　・ブース内で人だかりのできそうなイベント（サイン会、実演など）や、卓に載らない大型展示物（実車など）がある
　　場合は詳細を入力してください。事前のお申し出がないと、イベント開催や展示ができなくなる可能性があります
　・お急ぎの質問等は別途メールで行ってください

以上の入力終了後は必ず【登録】ボタンを押し、次の入力確認画面で【確定】ボタンを押してください
（※【確定】ボタンを押さないと内容が保存されません）

※ディーラー内のメンバーで ID番号やパスワードを共有して入力・登録作業をするのは構いませんが、
　申し込みいただいた全ての内容の責任は代表者にあります
※ログイン時に ID、またはパスワードを 5回以上間違うとロックされます。実行委員会に連絡しないと解除
　できません。お手元の控えが間違っている場合は５回にまでにパスワードの再設定をお勧めします
※同時ログインをしないでください。入力内容が交錯し、うまく反映できない可能性があります。必ず入力・
　登録作業時は１ID番号につき１人が１台の PCでログインし、入力作業を行い、他メンバーはログアウト
　しておいてください
　同時ログイン例）①原型製作者が同じ時間に個々の PCからログインして申請アイテムを登録しようとする
　　　　　　　　  ②２つのディーラーが共有する１台の PCから、ログイン状態のウィンドウを残したまま、
　　　　　　　　　  別のウィンドウ（またはタブ）で別の ID番号でログインして入力作業をおこなう
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ガイドブック広告についてのご案内
　ワンフェスガイドブックへの広告掲載をご希望の方は以下の内容をご確認の上、原稿を作成・入稿いただけますようお願いします。また、
各規定に沿わない広告原稿を入稿された場合、責任を負いかねます。

　　　　判　　型： Ｂ５判、表紙フルカラー、本文スミ一色、288 頁（2020 年［冬］開催時）
　　　　内　　容：参加ディーラーの会場配置図、PRコメント、当日イベントの紹介、広告、その他読み物記事等
　　　　発行部数：約40,000 部（ワンフェス当日、参加ディーラー・ゲスト・プレスに配布。入場者には入場チケットとして販売）
　　　　原稿締切：2021年6月9日（水）必着（※受付開始は締切の2週間前からです）
　　　　　　　　　　　　　　　　広告原稿サイズ（タテ×ヨコ）　　　　広告掲載料金
　　　　　　　　表2・表３　　 241mm（タテ）× 166mm（ヨコ）　　　※詳しくはワンダーフェスティバル実行委員会へお問合せ下さい
　　　　　　　　１頁　　　　　241mm（タテ）× 166mm（ヨコ）　　　￥50,000　※B5版よりも小さいサイズです。複数ページ、見開きも可
　　　　　　　  1/2 頁 　　　 118mm（タテ）× 166mm（ヨコ）　　　￥30,000
　　　　　　　  1/3 頁   　　　 78mm （タテ）× 166mm（ヨコ）　　　￥20,000
　　　　　　　  1/6 頁  　　　  78mm （タテ）×　 81mm（ヨコ）　　　￥10,000
　　　　　　　　　　※掲載位置の指定（右頁か左頁か、最上段か最下段か、など）はできません

原稿についての諸注意
　原稿内容における成人向け作品の表現について
　  PRカード同様、「過剰な性的、残虐表現」等が含まれている画像やイラスト《ex. 性行為、全裸、半裸またはそれに類するもの（脱衣含む）、
　  残虐（グロテスク）、ドラッグ等を連想させるもの等》についての広告はご遠慮いただきますようお願いします。実行委員会が不適切と判断
     した場合、白紙掲載、もしくは強制的に修正が入ることがございますのでご注意ください
　原稿作成
　　広告原稿は下記のいずれかで入稿してください（詳細は裏面をご参照ください）
　☆アナログ原稿：白地に黒 1色で印刷や手書きされたもの（版下）
　☆デジタル原稿：DTPデータ（AI 形式またはPSD形式）、もしくは画像ファイル
　・原稿には極力ディーラー名を記載して下さい（来場者が見てどのディーラーの広告なのか分からないものがあります）
　・違法性のある内容、公序良俗に反する内容（画像も含む）の広告は、予告なく白紙掲載に変更させていただくことがあります
　・出版物等からのコピー・転載・引用などは著作権法等に抵触する恐れがありますので問題がないか充分ご確認ください
　・ワンダーフェスティバルのマーク、ロゴの転載はご遠慮ください
　・個人情報保護の観点より、広告内にID（8桁）を記載しないでください
　・入稿時、当日版権の結果が出ていない場合は、トラブルを避けるためにも「販売物は予定」である旨の但し書きをお勧めします
　原稿送付時の注意
　・原稿送付の際には、いま一度原稿をよく確認し、下記の広告管理票をご記入のうえ必ず添付してください。
      添付が無い場合は意図しない刷り上がり、もしくは白紙掲載になる場合があります。直接の持ち込み入稿は禁止です
　・ご送付の際は必要充分な梱包を施し、輸送中の破損が生じないようにしてください
　・原稿の送付は、配達事故などのトラブルを避けるためにも、追跡が可能な宅配便や書留郵便をご利用ください
        （締切以降の数日間は到着確認の問い合わせにお答えできません）
　・デジタル原稿の入稿形態はCD-R、DVD-Rのみ可能です
　・締切までに原稿が届かない場合、理由のいかんを問わず白紙掲載となります
　原稿の差し替えや修正は一切お受けいたしておりません
　・縦横の間違い、寸法の間違いなども含め、原稿の不備については白紙掲載となります
　白紙掲載となった場合
　・広告料金は返金いたしません

ワンダーフェスティバル2021[秋]   オフィシャルガイドブック広告管理票
原稿締切：2021 年 6月9日（水）必着
ID番号：　　　　　　　　　　　　　ディーラー名：　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　（　　　　）
●掲載頁数： 1/6 ・ 1/3P ・ 1/2P ・ １P ×（　　）
●原稿形態： CD-R・DVD-R・版下・フィルム　※ MO、Blu-ray、フラッシュメモリ、FD、E-mail 入稿は不可
○デジタル入稿分チェック用（必ず全項目をご記入ください）
　　 使用OS：  Windows  【 Vista・7・8・他（　　　　）】　　　Macintosh 【 OS9・OSX(10.　　）】
　　 使用ソフト：Illustrator ( Ver.　　　)　Photoshop ( Ver.　　　)　
　　　　　　　  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　 文字のアウトライン化　□　　　  .ai 形式（Illustrator)で保存　□　　 .psd 形式 (Photoshop)で保存　□　　  
　　 画像の埋め込み　□（リンクは不可です）　　　　　　　 グレースケール化　□（「RGB」「CMYK」を含むデータは厳禁です）
　　 カンプの同封　□
●個人情報の提供：編集委託先（株）NPCコーポレーションに個人情報を提供することに同意します　□
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（該当項目にチェックし、原稿に同封してください）

-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　< ｷ ﾘ ﾄ ﾘ >　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-

裏面へ続く▶



　原稿返却
　・原稿の返却は行っておりません。原稿返却が必須の方は広告申込をご遠慮ください
　掲載見本誌１冊は代表者様宛に郵送させていただきます

■原稿の作成と入稿形態
　☆アナログ原稿の場合…
　・カラー原稿は不可。白黒原稿に限ります
　・原稿サイズは厳守して下さい。１頁広告を除き、いずれのサイズも「横長」です
　　※特に1/6 頁原稿は縦横の向きを間違わないよう、上下の指定を裏面に鉛筆でご記入ください。また、指定サイズの隅ギリギリまで
　　　文字やイラスト等が入ると端の部分が印刷されないことがあります
　・黒地に白ヌキ文字を使用する場合、線が細過ぎると潰れてしまう可能性があります。ご注意ください
　・小さすぎる文字も印刷時に潰れてしまう可能性があります。 最小でも8～ 10.5ポイントにするよう推奨します
　・原稿をそのまま写真製版しますので、原稿用紙の質感やプリンタの印刷特性がそのまま出てしまうことがあります
　☆デジタル原稿の場合…
　・カラー原稿は不可。グレースケール原稿に限ります
　・DTPデータの場合の使用ソフトなど…Illustrator CS (3.0～6.0)、Photoshop CS(3.0～6.0 ) 以外のバージョンには対応できません
　　＊Illustrator 使用の場合はAI 形式で、Photoshop 使用の場合はPSD形式での入稿をお願いします
　・原稿の形式…デジタル原稿は「原稿がそのまま１枚の画像データ」もしくは「画像を埋め込んだIllustrator 形式 DTP用データ」
　　のいずれかに限ります
　　＊E-mailでの入稿は受け付けておりません　　＊PDF形式は不可とさせていただきます
　・フォント（書体）のアウトライン化…使用したフォントは必ずアウトライン作成を行ってください。フォントのアウトライン化をせずに入稿された
　　場合、文字化け・白紙印刷などのトラブルが生じても、一切責任を負えません（レイヤーに分かれているデータの場合は全レイヤーを
　　統合してください）
　・解像度…解像度は300dpi（300dpi=300pixel/inch）程度とします。解像度が低すぎる（100dpi未満）とモザイク状になって印刷
　　に耐えませんので埋込画像の解像度にもご注意ください。また、データが重すぎてファイルが開けない等のトラブルが発生しますので、
　　1000dpi 超など不必要にファイルサイズや解像度が大きいデータは不可とさせていただきます
　・色調（濃度）について…グレー濃度5％以下の場合、意図された通りに表現されない可能性があります。また、グレー濃度95％以
　　上の場合は印刷時に網点ツブレにより意図された通りに表現されない可能性があります。濃度5％以上 95％以下の指定を推奨します
　・画像の埋め込み…埋込画像がカラーモード（CMYKまたはRGB）の場合、グレースケール原稿として使用できず、実行委員会側
　　での修正もできませんので、埋込画像もグレースケールになっているかを充分にご確認ください
　　＊注意：カラー情報を破棄しただけではグレースケールになりません
　・保存形式…作成した原稿データは全レイヤーを統合し、グレースケールモードで、ファイル（保存）形式を.ai 形式または .ｐｓｄ形式に
　　て保存してください
　 ・カンプ（＝刷り出し見本）…正しく表示・印刷された状態を確認するためカンプを必ず同封してください。カンプが同封されていない場合、
　　印刷結果が意図した状態と異なっても一切責任を負えません
　・記録メディア…CD-RまたはDVD-R（MO、Blu-ray、フラッシュメモリ、FD、E-mailは不可）でお願いします。OSを限定する
　　フォーマット（Macのみ読み込み可など）は不可とさせていただきます。また、広告原稿のデータ以外は一切入れないでください
　・ウイルスチェック…コンピュータウイルス等のマルウェアが多数横行しています。最低限のマナーとしてウイルスチェックを必ず済ませてか
　　らご送付ください
　  ※DTPの「決め事」「作法」に不安がある方には、原稿完成時点で全てを統合し「１枚の画像データ」（JPEG、TIFF、PICT、
　BMP形式）で書き出すことをおすすめします

　　　　広告原稿送付先（編集委託先）
　　　　　　（株）NPC コーポレーション　ワンフェス広告係
　　　　　　　 住所 ：〒530-0043　大阪市北区天満 1-9 -19
　　　　　　　 TEL：06-6351-7271（平日10：00 ～ 17：00　※土・日曜、祝日は休み）
  　　　　
　　　　お問い合わせ
　　　　　　ワンダーフェスティバル実行委員会
　　　　　　　 TEL：06-6909-5660（平日13：00 ～ 18：00　※土・日曜、祝日は休み）
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