
ワンダーフェスティバル 2021[秋] オンライン開催概要 

◆はじめに 

9 月 20 日（月・祝日）に開催を予定しておりました「ワンダーフェスティバル 2021[秋]」の開催中止に
伴い、皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたこと、改めましてお詫び申し上げます。 
立体造形物の祭典であるワンダーフェスティバルは、皆様の素晴らしい作品とそこに注がれる情熱の発露
の場、晴れの舞台でありたいと考えております。 
開催当日を目標に、造形物を製作されていたディーラーの皆様の作品発表・販売の機会を確保するた
め、下記の通りイベントプラットフォーム「eventos（イベントス）」を利用し、オンラインでの代替イベントを
開催いたしますのでご案内申し上げます。 
皆様のご参加をお待ちしております。 
 

◆開催概要 

■イベント名︓ワンダーフェスティバル 2021[秋]オンライン 
■開催日時︓10月 9日（土）10︓00～17︓00 
■開催場所︓オンライン イベントプラットフォーム「eventos（イベントス）」内WF特設サイト 
■出展料金︓一般ディーラー 9,000円（税込） 

企業ディーラー 30,000円（税込） 
         ※一般入場料は 1,000円（税込）の予定です。 
■ブース仕様︓お申込み 1件につき１つ、ブースページをご提供させていただきます。 
（一般ブース）ブースページには、ディーラー名・卓番号・出展区分（ジャンル）・PR カードがあらかじめ

表示されており、自由編集枠にご自身の作品の画像や紹介文などをご紹介いただけます。 
         ※商品の販売方法については後述「作品の展示・販売について」をご参照ください。 
         ※ご自身の出展作品の検索用キーワードをご登録いただく事も可能です。 
         ※企業ブースページの仕様につきましては、別途ご案内させていただきます。 
■申込締切︓9月 10日(金)   
■参加可能な方︓ 

WF2021[秋]にディーラー出展申込し、当選しておられた一般ならびに企業ディーラー様
（※8 月中にキャンセルのお申込みをされたディーラー様もご出展いただけます）かつ、
「出展規約」に同意して頂ける方。 

■当日版権申請作品の販売方法︓ 
ブースページ内の購入希望フォームを利用して受注を受け、代金の支払い、商品の発送
はディーラー様ご自身にて行っていただきます。詳細は、「当日版権作品の展示・販売に
ついて」をご確認ください。 



◆申込方法 

■参加申込方法 
 WF2021[秋]参加料返金のご連絡の際に同送いたしました参加申込用紙を 
9月 10日(金) 23︓59 までにWF実行委員会までお送りください（メール・郵送どちらでも可） 
WF2021[秋]の当日版権申請商品を販売希望の方は「当日版権申請作品 振替希望用紙」に 
必要事項をご記入のうえ、あわせてお申込みください。 
※参加キャンセルをされた方でご出展希望の場合は、WF実行委員会までお問い合わせください。 
 
■参加受付確認 
 9月 14日（火）までに申込受付確認をメールにてお送りいたします。 
 ご出展料金につきましては、WF2021[秋]のご返金より差し引きにて清算させていただきます。 
 ※WF2021[秋]のご返金額と相殺できない場合は、9月 14日（火）までに振込先のご連絡をいた
しますので、9月 30日（木）までにご入金をお願いいたします。 

 ※当日版権申請の許諾可否については、別途ご連絡いたします。 
全ての版権申請の振り替えが不許諾の場合は、キャンセル料は発生いたしません。 

 
■ブースページ登録方法 
 ブースページへの作品情報のご登録は 10月 1日(金)～10月 6日（水）を予定しております。 
 登録方法や登録時の注意事項につきましては、後日改めてお知らせさせていただきます。 
 

◆作品の展示・販売について 

ワンダーフェスティバル 2021[秋]オンライン（以下、「当イベント」）内での展示・販売に際しては以下の
とおりとなります。「出展規約」の内容もあわせてご確認ください。 
 
■企業出展ディーラー様 
 企業ディーラーの皆さまにつきましては、ブースページ仕様含めまして、別途ご連絡させていただきます。 
 
■一般作品（オリジナル商品）の展示・販売について 
 ブースページにご自身の作品画像、作品紹介などをご投稿ください。 
 外部サイトに商品販売ページをお持ちの場合は、そのサイトの URL をご掲載いただく事も可能です。 
 ※作品の販売に際しては、トラブル回避のため、「販売方法」「決済方法」「発送方法」「発送手数料」
など必要な情報をブースページ内に必ず明示してください。 
※商品の発送は、10/31（日）までを目安に発送を完了し、11/6（土）までに着荷確認を完了
できるようにしてください。 



 ※成人向け作品の展示・販売があるディーラー様につきましては、展示・販売ページを一般参加区分 
のディーラーさまと分けさせていただきます。 

   ページ閲覧については、事前にゾーニングさせていただきますが、成人向け作品の販売に際しては、 
トラブル回避のため、ディーラー様からも念のためのご確認をお願いいたします。 

※ご自身にて販売サイトなどをお持ちでない場合は、WF実行委員会までご相談ください。 
 
■当日版権作品の展示・販売について 
当イベントでの当日版権作品取り扱いにつきましては、下記の通りとなります。 
詳しくは「出展規約」をご確認ください。 
 
●展示・販売できる作品について 
当イベントで展示・販売できる当日版権作品は、「WF2021[秋]」に申請し許諾を得た作品で、版 
権元より当イベントでの展示・販売を許可されたもののみとなります。 
 
●展示・販売できる期間と場所について 
展示・販売の許諾は、当イベント特設サイトのブースページ内にて、開催時間のみとなります。 
 
●販売方法と販売が可能な範囲について 
当日版権作品の販売は、当イベント特設サイト内の購入希望フォームを利用して、当イベントのチケッ
ト購入者（有料入場者）のみ可能となります。（当日版権作品は、他のオークションサイト、フリマサ
イト、SNS等を利用して受注・販売はできません。予約を受ける事も禁止します。） 
また、販売先は日本国内に限り、海外への販売・発送は禁止となります。 
※作品の販売に際しては、トラブル回避のため、「決済方法」「発送方法」「発送手数料」など必要な 
情報をブースページ内に必ず明示してください。 

 
当イベント開催期間中、ブースページ管理画面に購入希望フォームを利用した購入希望に通知が随
時届きます。 
購入希望フォームには、購入希望者の連絡先と購入希望商品の情報が記載されています。 
購入希望を受け取りましたら、速やかに購入希望者に連絡を取り、支払いの手続きを行ってください。 
 
購入者との連絡は、手続きの記録を残すため、購入希望フォーム記載のメールアドレスを用いてメール
にて行ってください。 
 
 
●販売可能な個数や金額について 
当日版権作品の販売数は、申請数が上限となります。また、当イベント開催期間に用意できていない



商品の販売は禁止します（予約のみ受付することはできません） 
また、申請した価格を超える金額での販売もできません。 
 
購入希望フォームでの販売は、より多くの方に購入機会を提供するため、１アイテムにつき 1個までと 
します。 
また、購入希望者が購入希望フォームを利用できるのは、1 ディーラーにつき 1回までとなります。 
 
申請個数を上回る購入希望がある場合は、購入希望フォームの先着順とし、超過分の申込者には
販売できない旨を必ず連絡してください。 
（ブースページの商品情報も更新し、「完売」の表示を行ってください） 

  ※購入希望フォームの情報は、WF実行委員会も管理しています。 
当イベント終了後、販売個数分の証紙を送付しますので、発送する商品に必ず貼付してください。 

 
●商品代金の支払いについて 
商品代金の支払いは、事前にブースページに記載した決済方法にて、購入希望者と直接行ってくださ
い。 
銀行振込を使用する場合は、トラブルを回避するため、ブースページには「決済方法︓口座振込」など
と表示し、振込口座の情報は購入希望者への連絡の際に通知する様にしてください。 
商品代金の入金については、発送手続きを速やかに行うためにも 10 月 15 日（金）までに確認が
取れるようにしてください。 
 
●商品の発送について 
商品の発送は、ディーラー様ご自身で、購入希望フォーム記載の送付先に直接発送してください。 
発送の際は、着荷トラブル回避のため、必ず荷物追跡サービスがある発送方法をご利用ください。 
※荷物追跡番号を、ディーラー様から購入者様へ発送時にお知らせすることを推奨いたします。 
※普通郵便の利用など、規約外の発送方法を使用したトラブルに対しての対応はできません。 
 
販売商品は破損や部品の不足がないよう、必ずパッケージを用意し、パッケージならびに説明書には
不良対応等に備え、必ず販売責任者の連絡先を明記してください。 
 
また、販売商品には必ず指定の証紙を貼付してください。 
証紙は、販売数に応じてWF実行委員会より 10月 15日（金）までに送付いたします。 

 
当日版権作品の発送は、10 月 31 日（日）までを目安に発送を完了し、11 月 6 日（土）まで
に着荷確認を完了できるようにしてください。 

 



●版権料について 
版権料は WF2021[秋]での許諾実績に基づき、お預かりしている版権料から版権元様へお支払い
させていただきます。 
 
●売上報告書とサンプルの提出について 
10 月 15 日（金）までに売上報告書と販売実績分の証紙をディーラー代表者様のご住所へ送付
いたします。 
売上報告書に販売実績など必要事項を記入し、指定されたサンプルと合わせて 10月 26日（火）
までにWF実行委員会へご郵送ください。 
送付サンプルには、必ずサンプルラベルを貼付してください。 
※サンプルには証紙を貼付しないでください。 
※申請作品がディーラー代表者様と異なる方の場合、サンプルと売上報告書は別々にご発送いただ
いて結構です。 

 
●購入者とのトラブルについて 
購入者との間に万が一トラブルが生じた場合は WF 実行委員会が仲裁いたしますが、取引の記録を
全て確認させていただきますので、取引の完了後、一か月間は必ず取引の記録をメールにて保管して
ください。 
 
また、購入代金の支払いを受ける前に商品の発送を行うなど、リスクの高い行為は行わないでください。 
 
取引記録を残していない、規約に指定された方法以外の取引を行っていた場合などは、WF 実行委
員会は一切の責任を負いませんし、仲裁も行いません。 
 
イベント開催中のトラブル、お問い合わせ等につきましては、当イベント特設サイト内の「WF 実行委員
会事務局お問い合わせ」までご連絡ください。 
 

◆おわりに 

本来であれば、イベント会場にて素晴らしい造形作品と触れ合っていただくことがワンダーフェスティバル 
のイベントとしての本懐でございますが、この様な拙い形での代替イベントになります事、重ねてお詫び 
申し上げます。 
オンラインイベントとなりますが、皆様の力作が集う発表と交流の場となれますよう、ご参加・ご協力を 
よろしくお願いいたします。 

  



◆スケジュール 

ワンダーフェスティバル 2021[秋]オンライン スケジュール 
 
9月 10日（金） ワンダーフェスティバル 2021[秋]オンライン（以下、「当イベント」） 

参加申込締切 
「返金口座申請兼代替イベント出展希望申込用紙」をメール添付または郵送でご
提出ください 

            「当日版権申請作品 振替希望用紙」は参加申し込みと同時にご提出ください 
 
9月 14日（火） WF実行委員会から当イベント申込受付確認メール送信 
            ※当イベントでの当日版権の許諾状況は別途ご連絡差し上げます 
 
9月 30日（木） WF2021[秋]出展料を、当イベント出展料を差し引いてご返金 
            ※当日版権を申請している方は版権元様の確認完了後、出展料と版権料を合

算してご返金となりますので、ご連絡をいただいてから返金完了までに時間を要しま
すのでご了承ください 

 
10月 1日（金） ブースページへの作品情報登録など出展者の編集期間 
～10月 6日（水）  ※編集方法は後日ご案内 
 
10月 9日（土） 10:00～17:00 イベント開催 
 
10月 15日（金） WF実行委員会から証紙と売上報告書を発送 
              ※この日までに商品代金入金について確認できるように購入者へのご連絡をお

済ませください 
 
10月 26日（火） 売上報告書とサンプル提出締切 
              この日までにWF実行委員会にご提出ください 
 
10月 31日（日） この日までに購入者への商品発送を済ませ、11月 6日（土）までに着荷確

認を完了してください 
 

 



◆出展規約 

①ワンダーフェスティバル 2021[秋]オンライン（以下、「当イベント」）の出展に際しては、出展規約の内
容に全て同意する。 

②当イベントの参加料は、WF2021[秋]参加料の返金額より差し引きにて清算する。 
  WF2021[秋]参加料の返金額と相殺できない場合は、9 月 14 日（火）までに参加料振込先を
連絡し、出展希望者は 9月 30日（木）までに不足分の参加料を支払うものとする。 

③ディーラー代表者は、イベント期間中は必ずブースページの管理を行い、商品の売買に必要な手続き
を行うことする。 

④当イベントの当日版権申請は、WF2021[秋]の当日版権申請作品のうち、許諾を得られたもの、か
つ「当日版権申請作品 振替希望用紙」にて振替希望を申請し、版権元より許諾を得られたものの
みとする。 

⑤④の当日版権申請作品の展示・販売の許諾は、当イベントのサイト内、イベント開催時間のみとする
（当日版権作品は、他のオークションサイト、フリマサイト、SNS 等を利用して受注・販売はできない。
また、予約を受ける事も禁止する。） 

⑥当日版権作品の販売数は、申請数を上限とし、また、申請した価格を超える金額での販売はできな
い。また、当イベント開催期間に用意できていない商品の販売は禁止する（予約のみ受付することも
禁止する） 
⑦当日版権のライセンス契約は日本国内のみ適用されるため、海外への販売および発送は不可とする。 
⑧申請個数を上回る購入希望に対しては、購入希望フォームの先着順とし、超過分の申込者には販
売できない旨を必ず連絡し、販売を行わないものとする。 

 ⑨商品代金の支払いは、事前にブースページに記載した決済方法にて、購入希望者と直接行うものと
する。商品代金の入金については、発送手続きを速やかに行うためにも 10 月 15 日（金）までに
確認が取れるように善処する。 

⑩商品の発送に際しては、破損や部品の不足がないよう、必ずパッケージを用意し、パッケージ、説明 
書には不良対応等に備え、必ず販売責任者に連絡先を明記すること。 

 ⑪商品の発送は、購入希望フォーム記載の送付先にのみ発送することとし、その他の住所に送付しな 
い。 
発送の際は、着荷トラブル回避のため、必ず荷物追跡サービスがある発送方法を利用し、発送時に 
荷物追跡番号を、購入者へ通知することを推奨する。 
普通郵便の利用など、規約外の発送方法を使用したトラブルに対して、実行委員会は一切関知し 
ない。 

⑫当日版権申請作品については、販売個数に応じた証紙を発行し送付するので、商品に必ず貼付し 
て発送をおこなうものとする。 

⑬イベントサイト内の購入希望フォームは、より多くの購入機会の提供を企図し、１アイテムにつき 1 個
までとする。また、購入希望者が購入希望フォームを利用できるのは、1 ディーラーにつき 1回までとす



る。 
⑭当日版権申請作品の発送は、10 月 31 日（日）までを目安に発送を完了し、11/6（土）まで
に着 
荷確認を完了できるようにする。 

⑮当日版権申請作品の版権料は WF2021[秋]での許諾実績に基づき、既に預かっている版権料か
ら版権元へ支払うものとする。 
販売個数を減少させた場合でも、版権料の減額は行わない。 

⑯売上報告書は、販売実績など必要事項を記入し、10月 26日（火）までにWF実行委員会宛
に送付すること。 

⑰サンプルはWF2021[秋]許諾時に指定された内容に準じ 10月 26日（火）までにWF実行 
委員会宛に送付すること。 
送付サンプルには、必ず指定されたサンプルラベルを貼付すること。 
期日までにサンプル提出できない場合、当該ディーラーメンバー全員の次回イベントの参加を禁止す
る。 

⑱購入者との万が一のトラブルに備え、取引は全て WF 実行委員会指定の方法によること。また取引
の記録は、取引の完了の一か月間は必ず保管すること。 

⑲取引記録を残していない、規約に指定された方法以外の取引を行っていた場合、WF 実行委員会
は一切の責任を負わず、仲裁も行わない。 

⑳上記、規約に違反した場合は、理由の如何を問わず当イベントサイト内の出展ページの公開を停止
する場合がある。 

㉑違反行為が悪質であると WF 実行委員会が判断した場合は、以後のワンダーフェスティバル出展を
受理しない。 

 
 
 

2021年 8月 30日 
ワンダーフェスティバル実行委員会 


