参加マニュアル

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

E-mail

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
【版権関係】wf- license@kaiyodo.net
【『PR カード』送付先】wf- pr @kaiyodo.net

はじめに

はじめに
ワンダーフェスティバル2022[冬]に
ディーラー参加を検討されている方へ
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。
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

■ 開催日程について
この度『ワンダーフェスティバル2022[冬]』は、2日間の開催とさせていただき、
企業ディーラー様は2月5日・6日の2日間、一般ディーラー様は2月6日の1日のみの実施となります。
■ 新型コロナウイルス感染症対策について
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の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、皆様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、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・・・
9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、次ページ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2022[冬]のみの対応とさせていただきます。
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はじめに
キャンセル規定
■ 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9月30日(木)まで

0%

※１、※２

2021年10月1日(金)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9月30日(木)まで

100%

2021年10月1日(金)以降

50%

※３、※４
※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
期間を問わず

ご返金額
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。

ワンダーフェスティバル実行委員会では、ＷＦ2022[冬]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。
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開催概要及び厳守事項
開催概要
■日

時：2022 年 2 月 5 日（土）10:00 〜 17:00

< 企業 ディーラー>

2 月 6 日（日）10:00 〜 17:00

< 一 般 デ ィ ー ラ ー ・ 企業 ディーラー>

■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 【当日版権申請の手引き】（P.12〜）を必ずご熟読ください
② 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してください
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

１名で複数のIDの取得、ディーラー参加申し込みをしないでください
ディーラー名は固定化され変更できません
会場内では係員の誘導に従い、施設を正しく安全に利用してください
一般来場者への接客を第一としてください
イベントの構成員として防犯意識を持ち、第三者へ入場パスを譲渡できません
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）
を持ち込まないでください
⑨ 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」の展示・販売禁止
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許諾を得てないものを販売・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。
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参加条件
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

⑴ 代表者が参加申込時に満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
⑵ 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
⑶ 代表者は必ず開催当日参加する
⑷ 電話、FAX、郵便、E-mail などによる連絡が確実に取れる
⑸ 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。
・代理人となれる方
①日本在住
②日本語によるコミュニケーションが取れる方
③前記「ディーラー参加資格」を有している方
④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、
( ※「マイページ」については P.11をご覧ください )
PCアドレスでの登録を推奨します。

■ 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。(※)使用不可（一部記号・機種依存文字・中国語の固有漢字・ハングル）
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。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.8「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。
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参加申込①
2 申込み方法
今開催期より出展申込をオンライン申請に完全移行し、書面による参加申込手続きを終了いたしました。

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

参加申込受付期間
8 月 1 日（日）〜 8 月 20 日（金）まで
【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。
(企業出展の際は異なるスケジュールでのお申込みとなりますのでご注意ください)

① 参加申込締切

8月20日(金)23:59
参加情報登録は、参加申込期間(〜8月20 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。

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 8/20( 金 ) 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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参加申込②
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、
10 月 1 日（金）までに実行委員会（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

11月4日（木）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。
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参加申込③
■ 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

参加料お支払い締切日

○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名 2,500 円
※会場発行は 1 名 3,000 円

追加人員料金
当日版権申請手続き費

2,000 円

9 月30日 ( 木 )

1卓につき２名まで
1卓につき１名まで
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 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。

○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

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

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

ガイドブック広告掲載

消化器レンタル代として
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 12 月 24 日（金）までに実行委員会までお問い合わせください。（wﬁnfo@kaiyodo.net）

Wonder Festival 2022 Winter
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参加申込④
■ 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 (P.20.P.24〜P.28) をご参照ください。
(https://wfsys.wonfes.jp/pdf/d̲manual.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
【何も印字されていない場合】
お支払いいただく版権料がございません。
念のためマイページの「版権料・入金状況確認」をご確認ください

（例）

【バーコードが印字されている場合】
お支払方法にコンビニエンスストア払いを選択されておりますので、
金額に誤りがないかご確認いただき、
コンビニエンスストアのレジにてお支払いください
【バーコードの印字がない場合】
お支払方法としてクレジット払いを選択しておられるか、請求額が
高額のため、コンビニレジではご利用いただけません。
お支払い方法について実行委員会より別途ご連絡させていただきます。

※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。

Wonder Festival 2022 Winter
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参加申込⑤
■ 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 9 月 30 日 ( 木 ) まで

0％

2 021 年 10 月 1 日 ( 金 ) 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、強風で会場の損壊の発生、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 9 月 30 日 ( 木 ) まで

100％

2021 年 10 月 1 日 ( 金 ) 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
期間を問わず

ご返金額
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。

Wonder Festival 2022 Winter
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参加申込⑥
5

その他開催についての注意事項
・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。
・最終案内でお送りするディーラーパスにて搬入日に別ホールで開催している企業ブースへの入場はできませんので
ご了承ください。

・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。
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オンライン参加システム詳細
■ 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。
【マイページの詳しい操作方法はこちらまで → https://wfsys.wonfes.jp/pdf/d̲manual.pdf】

〈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)

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。
ロックされると再発行できませんので、実行委員会にお問い合わせください。
Wonder Festival 2022 Winter
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当日版権申請の手引き

当日版権申請について
１ 基本情報
※既存のキャラクター（いわゆる「版権モノ」）を製作、出品希望される方は必ず読んでください。

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、各版権元の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、信義の面も含め本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。
なお、ご自身で創作されたキャラクターは申請不要ですが、他者の権利を侵害している疑いが認められる場合は
出品不可となることがあります。

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。

■ 各種手続きの締切と書類提出先のご案内
当日版権予備申請

8 月 20 日（金）23：59 まで

当日版権本申請（画像アップロード必須）

10 月 4 日（月）〜 10 月 18 日（月）23：59 まで

※画像の仕様については P. 1 7 もあわせてご参照ください

版権元宛誓約書
お問い合せ
書類送付先

Wonder Festival 2022 Winter

本申請の完了については必ず各自でご確認ください

必要な方に郵送し、締切をご連絡します

〒 571- 0041 大阪府門真市柳町 1 9 -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

※受付時間

FAX：06-6909-0861

E-Mail：wf-license@kaiyodo.net

平日 13:00 〜 18:00 ／土・日曜、祝日は休み
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当日版権申請規定
■ 申請に際して

当日版権申請手続費
当日版権を申請されるディーラーに対し通信費等の一部経費として申請アイテム数にかかわらず一律で
2,000 円を請求させていただきます。

※参加キャンセル、許諾不可の場合でも返金はございません

申請アイテム数
1 ディーラーの申請可能アイテム数は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。）

再販規定

（詳しくは P.1 4 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、
「2018 年冬〜 2021 年秋の間にワンダーフェスティバルにて販売実績のあるもの」
となります。
※開催中止となりました2021[冬]の許諾商品は実績としてカウントされません

提出物の記入器具について
提出物は黒のボールペンでご記入ください。
※消せるペン（温度変化でインクが透明になるペンなど）
、色ペンやマジック、鉛筆の使用は厳禁です。

締切厳守
各種申請の締切は厳守してください。締切間際は回線が混雑する恐れがありますが、申請途中で締切時間を
過ぎてしまった場合でも事情は一切関知いたしませんので、余裕をもってお手続きください。

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。
例）印刷、プリントによって製作されたもの
（Ｔシャツ、アクリルスタンド、模型への使用を前提としないシール等。デカールは除く）

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にエラーとなる恐れがございます。
※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ログインページ右上、ヘルプにあるマニュアルをご覧ください。
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注意事項/再販規定
■ 各版権元様からの注意事項

ガイドライン・記入ガイド等について
各版権元様設定のガイドラインや送付物に付属する記入ガイド・取扱ガイドは、必ず事前に内容をよく読んで
その指示に従って申請・手続を行ってください。

一般流通商品への対応パーツ等
改造用パーツなど一般商品として市販されているモデルキット、ドール、トイ等への使用を前提としたパーツ、
または、特定の規格や仕様に合わせた商品（例：Pinky:st.、ﬁgma、ねんどろいど、VOLKS社ドール製品 等）を
申請される方は、「メーカー名、対応商品名」を必ず明記してください。

ドール素体
市販のドール素体を使用せずオリジナルで素体を製作される場合は、
「衣服を着用している状態」「衣服を着用していない状態」それぞれの画像を提出してください。

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。
不明な点がある場合は、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）

■ 再販規定について
ワンダーフェスティバルでは、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（6 開催分）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。（※2021[冬]の申請は再販対象外）
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、不明な点につきましては実行委員会までお問い合わせください
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禁止事項
■ 禁止事項
以下に挙げる行為は、禁止させていただきます

権利を他者に使わせること
当日版権で許諾された権利は登録されたディーラーメンバーのみ使用できます。

他者への譲渡、転売、貸与等はできません。

版権元への直接交渉
版権元（メーカー、出版社、作家、絵師等）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、付属品など本申請で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
本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事
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らないため）
Wonder Festival 2022 Winter
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申請の手順と留意事項①
１. 当日版権予備申請
1) 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。
2)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。
3) 展示のみを希望される場合も版権申請を行う必要があります。
4) 1ディーラーの申請可能アイテム数は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）
5) 市販モデルキット/フィギュアの改造用パーツ、二次創作を元にしたキャラクター等である場合は必ずその旨を
明記してください。
6) 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入力してください。
また、デカール、シール等を含め付属パーツ等がある場合も忘れずに申請してください。
（本申請時の追加はできませんのでご注意ください ）
7) 【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。
8) 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。
9) 申請にあたってのガイドライン（個別のルール）が設定されている版権元もあります。その場合はガイドラインが
当日版権申請一覧に表示されますので、その内容にしたがってお手続きください。
10) 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。
11) 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。
12) 原型製作者氏名・住所の欄には実際に原型を製作した本名と住所、連絡先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。
13) 【その他情報】欄には空欄ではなく、現時点で「どのような作品を製作したいか」「製作の元にしたイラスト、
媒体情報（公式、二次創作などの出典）」を短いテキストで必ず説明してください。
空欄の場合、申請登録ができません。（※新規申請／展示申請の場合）
14) 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。
15) 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。
16) 現在のシステムを利用して申請したことがない再販申請は、
「新規」入力画面から申請し、備考欄に「販売実績」と
「再販申請希望商品」である旨を明記してください。再販希望であることが明記されていない商品は、新規の申請として
扱わせていただきます。（ただし、版権元様のご指示により、再販となる場合がございます）

※再販申請商品の住所変更はマイページでの修正ができませんので、メールにて実行委員会までご連絡ください。
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申請の手順と留意事項②
２. 当日版権本申請
1) 本申請ができるのは「予備申請結果が許諾」「予備申請回答待ち」の作品です。
2)「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。）
3) 版権元ごとのガイドラインが設定されている場合は、必ずそれに従い申請してください。
また、版権元指定の本申請用紙や提出用紙が必要な場合は、実行委員会よりお送りしますのでそちらをご使用下さい。
4) 本申請に添付する原型画像は「ほぼ完成状態の原型画像（カラー）」を 5 枚（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それぞれ１枚）が必要です。6枚目以上の画像がある場合は、メール添付にて実行委員会まで
お送りください。
5) 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。
6) 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。
7) デカール、シール等を含む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、追加の画像を提出するなどして、
本申請時に必ず監修を受けられるようにしてください。画像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画像も必ず添付してください。
（不明な点がある場合は実行委員会までお問合せください。）
8) 画像サイズが小さい、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画像は
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。
9) 原型画像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。
10) 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。
11) 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。
12) 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事を確認してください。
13) 「当日版権本申請」締切以降の内容（申請情報、パーツの形状など含む）変更、取り下げは一切できません。
14) 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。
15) 再販申請を行い過去のデータを引用した場合、価格と販売数以外の変更はできません。
原型製作者住所に変更がある場合は、メールにて実行委員会にご連絡ください。
16) 再販申請を行う際は、原型画像を完成した画像に差し替えていただく必要があります。その際は実行委員会より
別途指示がありますので、指定された様式に従って原型画像をマイページにアップロードしてください。
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申請の手順と留意事項③
３. 当日版権申請結果報告
【まだ全ての結果が確定していない方】

1) 「当日版権途中経過通知」をメールにてお送りいたします。ご自身のマイページより許諾状況をご確認ください。
それ以降に許諾が出たアイテムについては、随時、メールにてお知らせいたします。

※提出書類等がある場合、郵送にてお送りいたします

【全ての当日版権判定結果が確定された方】
1) 許諾結果については、随時メールでお知らせいたします。※提出書類等がある場合、郵送にてお送りいたします
2) 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。

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。

3) 【版権元宛指定誓約書】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。
4) 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。
5) 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。
6) 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ください

４. 誓約書の提出
1) 【版権元宛指定誓約書】を提出していただく必要がある場合は、郵送で代表者の登録住所にお送りいたします。
2) 【誓約書】は、記入前に必ずコピーをとってご使用ください。（※コピーをお手元に控え、原紙にご記入ください）
3) 【誓約書】は「記入ガイド」の内容をよく読んで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。
【誓約書】の返送期限は到着後 5 日です。
4) 記入は「黒のボールペン」を使用し、色ペン・マジック、温度変化でインクが透明になるペンなどは
使用しないでください。
5) 【誓約書】は、必ず代表者が自筆で記入、署名してください。
6) 【誓約書】は版権元様に提出する書類です。記入は丁寧に行ってください。

5. 版権料請求と入金（「ライセンスニューウェーブ」を含む）
1) 版権料が発生する場合には、各自ご選択いただいたお支払い方法で版権料をお支払いいただきます（自身の選択した
支払方法の確認はマイページの「基本情報確認・変更」
、金額については「版権料・入金状況確認」にてご確認いただけます)
2) 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ます。ご了承ください。
【誓約書】やサンプルラベルなど郵送物が発生する場合、お届けする送付物の表紙に【コンビニエンスストア払込取扱票】
が付属していますが、版権料の有無、支払い方法により表示されている内容が異なりますのでご注意ください。
【何も印字されていない場合】
お支払いいただく版権料がございません。
念のためマイページの「版権料・入金状況確認」をご確認ください

（例）

【バーコードが印字されている場合】
お支払方法にコンビニエンスストア払いを選択されておりますので、
金額に誤りがないかご確認いただき、
コンビニエンスストアのレジにてお支払いください
【バーコードの印字がない場合】
お支払方法としてクレジット払いを選択しておられるか、請求額が
高額のため、コンビニレジではご利用いただけません。
お支払い方法について実行委員会より別途ご連絡させていただきます。
3) 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）
4) 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。
5) 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。
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申請の手順と留意事項④
６. 商品の複製とサンプルの準備
1) 商品の複製やサンプルの準備にあたってはイベント前にお届けする【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。
2) 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。
3) 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
4) 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。
5) 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
3 つの形態があります。指示された形態のサンプルを提出してください。
6) 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。
7) 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。
8) 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。
9) 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。

７. イベント当日について
1) 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。
2) 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。

８. 証紙について
1) 当日版権申請商品を販売する際は、
商品に版権元／実行委員会より発行される証紙を貼付して販売しなければいけません。
2) 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。
3) 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。
※一部の二重版権商品には証紙を２種類、貼付する必要があります。貼り忘れがないようご注意ください。
4) 展示申請のアイテムには、証紙は発行されません。
5) 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。
6) 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。

９. 売上報告書について
1) 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。
2) 【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。
3) 【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。
4) 【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。
5) 【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）

１０. その他
1) 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。
2) 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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その他：アマチュア版権申請・特記事項
■東映（株）様の版権申請
東映（株）
様のキャラクターにつきましては、各ディーラー様と東映 ( 株 ) 様間の直接契約となります。
（但し、予備申請〜本申請用紙提出までは、当日版権と同じ手続きとして実行委員会で対応いたします）
また、申請受付期間は夏ワンフェスの申請時のみとなっております。何卒ご了承ください。※2021年度は秋ワンフェスのみ受付

■任天堂（株）様の版権申請
任天堂（株）様の管理されるキャラクターについては、当日版権申請は不可となります。

●当日版権対象外につきまして

下記 4 社は、独自にアマチュアに対する版権許諾を行なっており当日版権制度の対象外となりますので、直接ご申請ください。

■（株）ニトロプラス 様
○許諾タイトル
「機神咆吼デモンベイン」「Fate/Zero」「咎狗の血 TrueBlood」「咎狗の血 TrueBlood Portable」
「Phantom PHANTOM OF INFERNO（Xbox360 版」「楽園追放 -Expelled from Paradise-」「刀剣乱舞-花丸-」
「続『刀剣乱舞-花丸-』」「活撃 刀剣乱舞」「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩」「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 弐」
「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 参」「映画刀剣乱舞」「ROBOTICS;NOTES」「CHAOS;CHILD」「STEINS;GATE0」
「そにアニ」を
ニトロプラス作品すべて
※上記タイトルは別会社が窓口となりますので、ワンフェス実行委員会にお問い合わせください。
※「刀剣乱舞 -ONLINE-」
、
「咲う アルスノトリア」はニトロプラス様が窓口です。
詳細→ http://www.nitroplus.co.jp/license/amateur.php
※「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編］
［後編］
（TV アニメ版含む）
」
「翠星のガルガンティア」
「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」
「Thunderbolt Fantasy 生死一劍」
「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」
「Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌」
「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 3」
は通常の当日版権として実行委員会宛にご申請ください。

■（株）ガイナックス 様
※これまでご利用いただきましたアマチュア版権システムは、2020 年を以て運用を終了いたしました。
「Panty&Stocking with Garterbelt」
「トップをねらえ！」
「トップをねらえ 2 ！」
「フリクリ」「王立宇宙軍 オネアミスの翼」
「アベノ橋魔法☆商店街」 「ぷちぷり＊ユーシィ」
「放課後のプレアデス」
「おたくのビデオ」 の各作品は、
通常の当日版権としてワンフェス実行委員会宛に申請してください。
※上記以外の作品でワンフェス実行委員会を通じて申請していただく作品もございます。
※「天元突破グレンラガン」は（株）
アニプレックス様、
「プリンセスメーカーシリーズ」は米子ガイナックス（株）様が窓口となりますので
通常の当日版権として実行委員会宛にご申請ください。
※「エヴァンゲリオン」関連のアマチュア版権の申請は、
（株）
グラウンドワークス：様が担当窓口となります。（下記ご参照ください）
http://gworks.biz/amateur

■（株）グラウンドワークス： 様
◯許諾タイトル
「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、コミックス版）
」
「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」など
「日本アニメ（ーター）見本市」※ 一部キャラクターを除く
「監督不行届」
「TV アニメ版 龍の歯医者」
「DAICONFILM 作品」※
※ 今回より「DAICONFILM 作品」はグラウンドワークス様窓口となります。
※「DAICONFILM 版 帰ってきたウルトラマン」は、円谷プロ様とグラウンドワークス様双方への申請が必要です。
※ 申請を希望される方は、2nd̲license@gworks.biz までご連絡ください。
詳細→ http://gworks.biz/amateur
「ピー・プロダクション作品」は、通常の当日版権として ワンフェス実行委員会宛にご申請ください。

■重音テト オフィシャルサークル「ツインドリル」様
○許諾タイトル
「重音テト」
右記 URL の「規約・ガイドライン」メニューからご申請ください。http://kasaneteto.jp/index.html

■（株）Yostar 様
『アズールレーン』『アークナイツ』他、Yostar 製作の各タイトルについては、通常の当日版権として ワンフェス実行委員会にご申請ください。

■ ( 株 ) バンダイナムコアーツ 様
注意：『ガールズ＆パンツァー』関連タイトルにつきまして、新型コロナウイルス感染防止のため、ガルパンの公式イベントは
一切自粛されております。この状況でガルパンファンのディーラー様やお客様も多く来場されるワンフェスでも
皆様の感染回避を第一に考えられた結果として、今回許諾見送りとなりました。何卒ご了承ください。

■その他

下記キャラクター、アイテム等は申請受付ができません。
・実在の人物
・日本国内に窓口が存在しないもの（海外メーカー作品で日本法人がないもの等）
また、企業・自治体キャラクターほか「商品化を想定していないキャラクター」についても当日版権を利用した版権取得が
難しいケースが多く、不許諾となる可能性が高くなりますので、予めご了承ください。
※ただし、
「申請なし」や「自己責任」で出品はできません。
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版権申請時の注意事項

※詳細は必ず「当日版権申請の手引き」を確認すること

※当日版権の申請を行う際、以下のことに注意して申請手続きを行ってください。
入力方法がよくわからない時はマイページ右上のヘルプにあるマニュアルをご覧ください。
!申請する前にご確認ください
●申請可能アイテム数の上限は超えていないか？
●再販希望の場合、
再販規定に外れていないか？
●
「当日版権申請の手引き」末尾にある特記事項の対象ではないか？
●版権元からのガイドラインがあるかどうか？
●入力内容に誤りはないか？

●書類の提出が必要な手続き
小学館集英社プロダクション様管理のアイテムは、
専用の
【本申請用紙】
（申請者に後日、
送付）
を使用して書面提出すること

●

ビックウエスト様管理の新規アイテムは、指定の【新商品企画申請書】
（申請者に後日、送付）
を作成・提出すること

●

■ 当日版権予備申請
●販売予定キャラクターのキャラクター名や原作名は間違っていないか？
●サイズの単位はミリメートル
（mm）
で入力しているか？
●市販モデルキット／フィギュアの改造パーツや一般流通商品の規格を使用する場合、
その旨を明記しているか？

また、
入力フォームの「二重版権」欄の該当するものを選択しているか？
●前回販売の開催期やイベント名に間違いはないか？
●
「成人向け表現
（あり・なし）
」の記入が漏れていないか？
●原型製作者氏名
・住所欄は、
実際に原型を製作した本人の本名
（モデラーネーム等は不可）
と住所を入力しているか?

□ 当日版権本申請
●実行委員会宛
【誓約書】
は必ず内容を確認し、
同意する場合のみ
●

を入れて申請を継続すること

版権元からのガイドラインがあるかどうか。ある場合はその指示に従うこと

●入力内容に誤りはないか
（本申請後は申請内容を変更することはできないので注意）
●原型画像はJPEG形式のみ、
1枚につき大きさ800px×600px
（指定）
、
サイズは50KB〜１MBまで
●デカール、
シール等を含む付属品やキャストオフ仕様のあるものはその画像も提出し監修を受けること

（画像提出のない付属品等の展示・販売は一切行えないので必ず提出すること）
●原型製作に｢3D-CAD｣や｢3DCGツール｣を使用する場合、
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）
」をJPEG画像にてアップロードすること
※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が必須
（ワイヤーフレームを消したものを提出すること）
※データファイルの提出、図面は不可
※後日、
立体出力したものを撮影した画像の提出を求められる場合あり
●原型師氏名
・住所欄は、
実際に原型を製作した本人の本名
（モデラーネーム等は不可）
と住所を入力しているか?
●再販時は完成原型の画像を実行委員会指定の様式にてメール送付すること
（実行委員会より指示のあったもののみ）

■ 申請を終える前に
これまで書類の不備で多発していた記入漏れや修正時のミス等は減少傾向にありますが、
漢字の変換や入力ミスが多く
見受けられます。入力確定前のチェックを十分に行っていただきますようお願いいたします。
また、
本申請画像アップロード後に、
「本申請する」のボタンを押して手続きを完了しないままにして取り下げ処理となる
といった手続き不完全によるミスが非常に多く見受けられます。
申請作業を終える際は、
必ず目的の手続きが完了していることを確認してから作業を終えてください。

※わからないことがある場合は、自分で判断をせず、実行委員会までお問い合わせください
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ライセンスニューウェーブについて①
申請受付期限
申請受付期限
21 年12月3日
21年12月3日
23:59まで
23:59まで

造形活動をファン活動の一環としてより深くご理解いただいている作家、
メーカー様の下記作品に対し、当日版権より簡易な申請システムを採用しているのが
このライセンスニューウェーブです
・申請受付は参加申込み受付開始と同時にスタートとなります。
・事前の予備調査・監修が無い為、早い段階から原型製作に入ることができ、申請の締め切りもイベント当実の
約 2ヶ月前となります。
（原型写真は任意。提出される方はメール添付にて wf-license@kaiyodo.netまでお送りください）

・キャラクター以外に他社からも許諾が必要なもの

(Pinky:st、ねんどろいど、figma、VOLKS社ドール製品仕様等）は、通常の当日版権申請スケジュールにそって
ご申請ください。（二重版権がある場合は写真の提出が必要となります）

・成人向け表現の有無について必ず入力してください。
・12月6日頃、申請結果通知をメールにてお送りしますので、マイページにて金額等をご確認いただき、
2022年1月10日までに版権料をお支払いください。

・版権料は 販売価格の５％ × 個数分＋消費税です（Happy Elements株式会社様のタイトルは不要）
・証紙は、イベント当日、ディーラー受付にてお渡しします。
・イベント当日、下記数量のサンプル提出が義務付けられます。（後日提出不可）
※再販商品のサンプル提出は不要です。

・商品が売れ残ったり、生産が間に合わなかった場合でも、版権料の払い戻しはいたしません。
・イベント当日・会場以外での展示・販売は厳禁です。
・申請結果通知メールに指定のあった商品については、商品と説明書に©表示を入れてください。
※©表示はマイページよりご確認ください。

●作家名：必要サンプル数
（順不同、敬称略）

●新谷かおる：完成品１個
「ファントム無頼」を除く全作品

●ARIDESIGN株式会社（旧有限会社オービット）管理（ROOT、CLOVER、ORBIT-CACTUS、COREの
同社開発ブランド）の全作品：商品・完成品各１個、完成品写真3枚（全身の前・後・横を１枚ずつ）

※但し、「アニメ版ヤミと帽子と本の旅人」（版権元：ヤミ・ヤーマ図書管理組合）およびCARNELIAN個人作品を除く
（これらの作品は通常の当日版権であれば申請可能です）

●青林堂ビジュアル株式会社 管理作品：完成品各１個

下記４タイトルの詳細は、公式サイトにて（http://www/garo.co.jp)

◯えびはら武司 「まいっちんぐマチコ先生」
◯御茶漬海苔 「魔夜子ちゃん」
◯犬木加奈子 「不思議のたたりちゃん」
◯千之ナイフ 「ちづる」
◯宇佐羽えあ

●（株）アース・スターエンターテインメント様
許諾タイトル：アース・スターノベル作品

※対象タイトルは https://www.es-novel.jp/booktitle/ をご参照ください。
以下の三作品は申請窓口が変更となりましたので、通常の当日版権として申請してください。
『私、能力は平均値でって言ったよね！』（小説、コミック、アニメ）
『人狼への転生、魔王の副官』（小説、コミック）
『転生したらドラゴンの卵だった 〜最強以外目指さねぇ〜』（小説、コミック）

・提出サンプル（当日会場で提出、後日提出不可）

商品サンプル：2個（※コミカライズタイトルは３個）完成品写真サンプル：4枚（全身の前後左右各1枚）

・ガレージキット・ドール衣装のみ対象（グッズは不可）
・原作のイメージを極端に傷つけたり、全裸やエログロなど一般的に公序良俗に反するもの、他作品をそのまま模倣したり
するものは不可です。

・キャラクター以外に他社からも許諾が必要なもの(Pinky:st、ねんどろいど、figma、VOLKS社ドール製品仕様等）は、
通常の当日版権申請スケジュールに従ってご申請ください。
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ライセンスニューウェーブについて②
●作家名：必要サンプル数
（順不同、敬称略）

●Happy Elements株式会社様
許諾タイトル：
○「 あんさんぶるガールズ！！」
○「 あんさんぶるスターズ！！」
○「 キャットバスターズ」
○「 メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 - 」
○「 ラストピリオド - 巡り合う螺旋の物語 -」
○「HELIOS Rising Heroes」
※Happy Elements株式会社様公式サイト

http://www.happyelements.co.jp/lineup/

※TVアニメ「あんさんぶるスターズ！」の申請を希望される方は、実行委員会までお問い合わせください。

許諾条件

・版権料：なし
・提出サンプル：なし
・キャラクター以外に他社からも許諾が必要なもの(コラボレーションもの、Pinky:st、ねんどろいど、figma、
VOLKS社ドール製品仕様等）
は不可（二重版権があるものは不可）

申請方法
・申請は…
マイページの「ライセンスニューウェーブ申請・確認・変更」から申請し、製作原型の全体がわかる
前・後・左・右・顔のアップの5枚の画像を実行委員会までメールにてお送りください。
※画像がない作品は申請受付ができませんのでご注意ください。

・画像送付先…
ワンダーフェスティバル実行委員会 版権担当：wf-license@kaiyodo.net

・申請締切…
2021年12月3日23：59まで（郵送は当日必着）

その他

・ライセンスニューウェーブとして申請していただきますが、Happy Elements様のご意向により展示販売に
関しての制限はございません。ガイドライン（https://www.happyelements.co.jp/contents-guideline/）の
内容に沿って、ディーラー様ご自身の責任の範囲で出品を行ってください。

・証紙は、イベント当日、ディーラー受付にてお渡しします。
・イベント当日・会場以外での展示・販売は厳禁です。
・商品本体とパッケージ・説明書には©表示を入れてください。
※©表示はマイページよりご確認ください。

不明な点につきましては、締切までに実行委員会までお問い合わせください。
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ライセンスフリーについて

ライセンスフリー

申請受付期限
21年12月3日 23:59まで

主催者の海洋堂が版権管理しているワンフェスマスコットキャラクターが対象。
無料で自由に作ることができる当日版権枠がライセンスフリーです。
申請数に制限はありません。
●申請受付は参加申込み受付開始と同時にスタートとなります。
●事前の予備調査や監修が無いため、早い段階から原型制作に入ることができ、
申請の締め切りもイベントの約 2ヶ月前となります。
●原型の画像を提出する必要はありません。
マイページの入力フォームより 21年12月3日までにお申し込みください。
●商品と説明書に C 表記を入れてください。
※ C 表記は、申請受理通知メールをお送りした後に
マイページよりご確認ください。
●版権料は無料で、証紙は発行しません。
●申請の際、元にされたイラストレーター名を
必ず明記してください。
●ワンフェス・マスコットキャラクターは、
模型ファンである水玉・藤田・あずま・青木先生他の
ご厚意でライセンスフリーとなっています。
（『NEXT DOOR プロジェクト』版も対象です）
●当日サンプル１点を会場のディーラー受付に提出して
いただければ、先生方にお渡しいたしますので、
新規作品はできるだけサンプル１点をご提出ください。
（商品がキットであれば、完成品に仕上げていただいた方が
喜ばれます）
●再販分に関してはサンプルは結構です。
●イベント当日、会場以外での展示・販売は厳禁です。
●成人向け表現の有無について必ず入力して
ください。
●キャラクター以外に他社からも許諾が必要なもの
（例：Pinky:st、ねんどろいど、figma、VOLKS社
ドール製品仕様等）は、二重版権となりますので
通常の当日版権申請スケジュールに従って、
ご申請ください。
●海洋堂造形物（ C KAIYODO製品）の模倣に関し
ては、ワンフェスでの制限はありません。
ただし、C KAIYODO 以外のものはこの限りでは
ありませんのでご注意ください。
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出展スケジュール①
※青四角枠はディーラー様のお手続き、グレー四角枠は実行委員会からのご案内です。

①参加申し込み

※♦は当日版権

締切：8月 20 日（金）23：59 まで

●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）

P.16

（締切間際は回線が混雑しますので、ご注意ください）

メール通知予定：９月２日（木）
コンビニ支払い選択の方への郵送：９月 6 日（月）

②参加申込確認
●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

③入金

P.16

締切：9 月30日(木)

●参加料入金

④危険物申請

締切：10月1日(金)必着

●【危険物申請書類】提出 （申込者のみ書面提出 ）
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10/1(金)
までに実行委員会(wﬁnfo@kaiyodo.net)へご連絡ください

⑤登録通知

メール通知予定：入金確認後随時

●登録通知（参加料入金確認後 ）
※1 0 月 14 日(木)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）

⑥申請締切

申請受付期間：10月4日(月)〜10月18日(月) 23：59まで
◆当日版権本申請

P.17
P.27

⑦ガイドブック入稿

締切：11月 4 日 ( 木 ) 必着

●ガイドブック広告原稿（申込者のみ）

⑧申請

締切：12月 3 日 ( 金 )
◆ライセンスニューウェーブ申請
◆ライセンスフリー申請

P.22
P.24
P.28
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出展スケジュール②
⑨ライセンスニューウェーブ版権通知／ライセンスフリー受理通知

通知予定：12月8日(水)ごろ

◆ライセンスニューウェーブ版権料請求
◆ライセンスフリー受理通知

P.18

通知予定：1 2 月 23 日（木）ごろ

⑩当日版権通知

（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）

◆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
P.18
※以上マイページでご確認ください

⑪レンタル品申請

締切：1 2 月 2 4 日 (金)

●レンタル品申込 （希望者に対し業者紹介）

⑫入金

締切：1月 1 0 日（ 月）
◆版権料入金
◆ライセンスニューウェーブ版権料入金

P.18

締切：結果報告記載の締切をご確認ください
：

⑬お届け
●参加最終案内

到着予定

1月14日(金)

・当日必要書類各種
・受付案内
・搬入出の時間・方法など

⑭一般ディーラー受付（イベント前・当日）搬入日：2月5日(土) ４〜８ ホール：16:30 〜19:30
2月6日(日) ４〜８ ホール：6:30 〜9:00
企業ディーラー受付（イベント前・当日） 搬入日：2月4日(金)

●参加者全員
・ディーラーサイン
・ゴミ袋

⑮イベント開催

◆当日版権申請許諾者
・証紙お渡し （※計算機、黒ボールペン持参）
・サンプル提出
・売上報告書提出
P.19

<企業ディーラー>

開催日：2月5日(土)

10:00 〜17:00

<一般ディーラー・企業ディーラー>

開催日：2月6日(日)

10:00 〜17:00
P.28
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出展スケジュール詳細説明①
■ 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【当日版権申請の手引き】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（6開催分）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）

【スケジュール項目に関する説明】

③【参加料の入金について】
①申し込みについて
・【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。
【参加申し込みについて】
・コンビニ支払いの方で30万円を超える場合は別途ご連絡させていただきます。
・申込内容に不備があった場合は落選の対象となります
・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。
・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
④【危険物申請について】
・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 ）
・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。
・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）
⑤【参加の登録通知】
・P R 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
・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。
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
⑥【当日版権本申請について】
【当日版権申請について】
・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
・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。
・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
（※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）
備申請の期日までしか申請できません
・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マイページに
・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、
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。
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
・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、
・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
同様に本申請も行ってください。
Wonder Festival 2022 Winter

27

出展スケジュール詳細説明②
②参加申込確認通知について
⑦【ガイドブック広告入稿について】
・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
・広告掲載の申し込みは参加申込期間に行ってください。
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）
・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
③【危険物申請について】
出力して、広告管理表を同封してください。
・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
・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。
④参加料の入金について

・
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。
・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
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
・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
「販売物は予定」である旨の但し書きをお勧めします。
・コンビニ支払いを選択された方で 3 0 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
⑧⑨【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
⑤参加の登録通知
当日版権備申請の期日までしか申請できません。
・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
⑩【当日版権申請結果通知／当日版権途中経過通知について】
⑥【当日版権本申請について】
・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。
・必ず『 当日版権申請の手引き』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
（・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
※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 ）
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。
・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
⑪【レンタル品について】
・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
・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。
請も行ってください
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。
⑦ガイドブック広告入稿について
⑫【当日版権版権料の入金について】
・広告掲載の申し込みは参加申込期間に行ってください
・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。
・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
必ず支払い期日をご確認ください。
・原稿は編集委託先に直接入稿してください。
・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
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
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。
・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
⑬【参加最終案内お届けについて】
・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。
・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、
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
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。
も「販売物は予定」である旨の但し書きをお勧めします

⑭⑮【ディーラー受付／イベント当日について】
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
・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。
・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
・企業ゾーン選択者の施工は、2月4日（金）9：00〜19：30 のみです。
（ ※書面でのお知らせはありません ）
・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。
・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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出展スケジュール詳細説明③その他注意事項
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

■
参加申し込みの注意事項
・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

【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
⑪レンタル品について
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。
・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
（他項目の入力や
PR カードは不要です）
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

【出展内容】
⑫当日版権版権料の入金について
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。
・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
※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。
をご確認ください
（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）
・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。
※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
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 ( 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。
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、

【出展ゾーン】
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

・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。
⑭⑮ディーラー受付／イベント当日について
（一般成人向けゾーン出展となります）
・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。
・企業ゾーン選択者の施工は、前日
9：0 0 〜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
【希望卓数】
場合はペナルティが科せられます

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。
【備考】
※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。
D、ディーラー名、代表者名等を入力してください
・以前に出展したことがあれば、必ず直近の開催期と
I D、ディーラー名、代表者名等を入力してください

（ 既に 8 桁 I D 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 ）

【追加人員、総参加人数】
・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

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
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
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。）
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

【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
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
500 円頂戴します。）
（※となり、車両証１枚につき
【 確定 】ボタンを押さないと内容が保存されません
）

【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。
Wonder Festival 2022 Winter
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出展スケジュール詳細説明④その他注意事項

【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）

オンライン入力・登録時の注意事項
※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

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

E-mail

Wonder Festival 2022 Winter

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
【版権関 係】wf- license@kaiyodo.net
【『PR カード』送付先】wf- pr @kaiyodo.net
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当日版権申請スケジュール

※ライセンスニューウェーブ／フリーのスケジュールは
各申請要項をご覧ください。

ワンダーフェスティバル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。

締切：8 月 20 日（金）23：59 まで

① 当日版権予備申請

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

受付期間：10 月 4 日（月）0：00 〜 10 月 18 日（月）23：59 まで

申請手続き：原型画像アップロード（P.17にある指定された様式でアップロードすること）
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）

通知予定：判定の更新があるごとに随時メールにて通知

③ 当日版権結果通知

当日版権申請の結果につきましては、判定内容の更新があるごとに随時メールにて通知いたします。
【本申請結果通知】は郵送されませんので、各自マイページにてご確認ください。
【まだ全ての結果が確定していない方】

【全ての当日版権判定結果が確定した方】
送付書類：誓約書（必要な方のみ）
サンプルラベル（必要な方のみ）
コンビニエンスストア払込取扱票
※コンビニエンスストア払いを選択された方のみ取扱票が送付されます。
その他の送付物がある場合、取扱票が送付される場合がございますが、
版権料支払いのない方は何も印字されていません。
また、クレジット払いを選択された方はバーコードが印刷されませんので
コンビニでのお支払いはご利用いただけません。

12 月 23 日（木）ごろにまだ全ての申請の許諾が
おりていない方には「当日版権途中経過通知」が
メールにて送付されます。ご自身でマイページに
ログインし、判定状況をご確認ください。

送付書類：誓約書

（その時点で許諾が確定している申請に誓約書が必要な方のみ）

※版権元様の審査状況により、判定結果の確定が遅れる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※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。

版権料支払期限：1 月 10 日（月）
誓約書
締切：到着後 5 日以内

④ 版権料入金・誓約書返送（必要な方のみ）

※【誓約書】の提出期限と支払い期限は異なります。
また、【誓約書】の提出が複数ある場合でも手元に留め置かず速やかに提出してください。

⑤ 一般ディーラー（イベント前・当日）

搬入日：2月5日(土) ４〜８ ホール：16:30 〜19:30
2月6日(日) ４〜８ ホール：6:30 〜9:00

企業ディーラー（イベント前・当日）

イベント開場前に行う事
ディーラー受付
証紙・【売上報告書】受け取り
サンプル提出
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搬入日：2月4日(金)

イベント閉会後に行う事
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）
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オフィシャルガイドブック広告について①
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、208 頁（2021 年［秋］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11 月4日（木）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）
241mm（タテ）× 166mm（ヨコ）
241mm（タテ）× 166mm（ヨコ）
118mm（タテ）× 166mm（ヨコ）
78mm（タテ）× 166mm（ヨコ）
78mm（タテ）× 81mm（ヨコ）

表 2・表３
１頁
1/2 頁
1/3 頁
1/6 頁

広告掲載料金

※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

￥50,000
￥30,000
￥20,000
￥10,000

※B5 版よりも小さいサイズです。複数ページ、見開きも可

※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。

次ページへ続く▶
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <ｷﾘﾄﾘ> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ワンダーフェスティバル 2022[冬] オフィシャルガイドブック広告管理票
原稿締切：2021 年 11 月 4 日（木）必着
ID 番号：
代表者名：

ディーラー名：
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 □
Wonder Festival 2022 Winter

（該当項目にチェックし、原稿に同封してください）
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オフィシャルガイドブック広告について①
【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 JPEG 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。
・QR コードが RGB やインデックスのまま埋め込まれている場合がありますので、確認の上埋め込みしてください。
※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 .jpeg 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（Blu-ray、フラッシュメモリは不可）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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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）①
● WF2021［秋］における申請で許諾された版権元（敬称略）
、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。版権元によっては「1 度限り」の条件で
許諾される例もあります。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【当日版権申請の手引き】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。
※新谷かおる先生、および青林堂ビジュアル株式会社、ARIDESIGN 株式会社（旧・有限会社オービット）、
株式会社アース・スターエンタテインメント（一部の作品）、Happy Elements株式会社、
各社の作品につきましては、別紙「ライセンスニューウェーブ」をご覧ください。

あ行

■あさひあげ

■アークシステムワークス(株)
GUILTY GEAR Xrd REV 2
BLAZBLUE

白玉きなこ
【11452】

CENTRALFICTION
【10431】

■(株)アークライト
ボルカルス

【12771】

■あーばんにゃるど
つがいのSummer

【12792】

■(株)アイオウプラス

【12588

神獄塔 メアリスケルターFinale

■アイレムソフトウェアエンジニアリング(株)

ダーリン・イン・ザ・フランキス

【11633】

【08612】

天元突破グレンラガン

【06030】

NAVY GROUND 152

【12534】

ハイスクール・フリート

【10611】

NAVY FIELD 152

【11981】

劇場版 ハイスクール・フリート

【12831】

ブレンド・Ｓ
（TVアニメ）

【11862】

プロメア

【12341】

■(株)朝日新聞出版
夢幻紳士

【01731】

■(株)葦プロダクション
魔法のプリンセス ミンキーモモ
（1982）
【00551】
アサルトリリィ

【13117】

【12653】

CHAIN:SAW

ゴブリンスレイヤー（TVアニメ）【11884】 ■(株)アゾンインターナショナル
■アイディアファクトリー(株)

センコロール コネクト

【10392】

■(株)アトラス

ぼくたちは勉強ができない（TVアニメ）
【12869】
Re:CREATORS

ロード・エルメロイII世の事件簿-魔眼蒐集列
車 Grace note【12433】
■(株)アマニタ

ネコぱら
オーディンスフィア レイヴスラシル
【10405】 ■(有)アレス

R-TYPE Δ

【01845】

十三機兵防衛圏

R-TYPE FINAL

【04067】

Xマルチプライ

【12408】

真･女神転生 デビルチルドレン(コミック版)
【03020】 ■(株)aNCHOR

■葵久美子
オフショット5

【12580】

■(株)青島文化教材社
青島葵
（あおこ）

【08942】

■(有)AKABEi SOFT2
水蓮と紫苑

【13118】

■(株)秋田書店
エクゾスカル零

【08078】

覚悟のススメ

【00012】

吸血鬼すぐ死ぬ

【10530】

ダーウィンズゲーム

【12868】

不安の種+

【07868】

放課後ていぼう日誌（コミック） 【12766】
僕の心のヤバイやつ

【12524】

真・女神転生III NOCTURNE HD REMAS
TER
【13035】
世界樹と不思議のダンジョン

【07680】

【06428】

世界樹の迷宮V 長き神話の果て【10835】

ペルソナ5
ペルソナ5 ザ・ロイヤル

青の6号
（原作版）

ToHeart2 XRATED

【05382】
【12960】

アサルトリリィ Last Bullet

【13056】

さよならジュピター

【13162】
【04821】

獅堂リオ

チャージマン研！

【06919】

【12535】 ■(株)一迅社
【01014】 神クズ☆アイドル

【12795】

【08645】 ■イマジニア(株)
【01084】 メダロット

【06987】

【10156】

ゆるゆり(原作版)

【12463】

■(株)アニプレックス

アサルトリリィ BOUQUET

プリンタニア・ニッポン

デビルサマナー ソウルハッカーズ
■イカロス出版(株)
【01664】 MC☆あくしず
（イラスト：じじ） 【12638】
Dragon's Crown(ドラゴンズクラウン)
枢軸の絆
【11164】
【08029】
どくそせん
【08928】
ペルソナ3 ポータブル
【07061】
まけた側の良兵器集
【13144】
ペルソナ4 ダンシング・オールナイト
【10518】 ■(株)ICHI

【01013】 ■Atelier Fräulein
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【10064】 ■(株)イースト・プレス
【08542】 ■(株)イオ

ToHeart
■acus Lab

シュヴァルツェスマーケン 殉教者たち
【11346】

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神

サブマリン707

■(株)アクアプラス

【11283】

はぴねす！2 SakuraCelebration
【12383】

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯

女神異聞録ペルソナ
魔入りました！入間くん
（コミック）
【12448】 ■あとりえ太陽市場
弱虫ペダル
（原作版）

【12547】

【11392】

冴えない彼女の育てかた♭
（TVアニメ版）
【10056】

【07422】

メダロット 2

【08481】

メダロット 3

【07902】

メダロット 4

【08649】

メダロット 5 すすたけ村の転校生
【08482】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）②
メダロット 8

【09771】 ■(株)太田出版

ソードアート・オンライン オルタナティブ ガン
ゲイル・オンライン
（TVアニメ） 【12043】

メダロット navi

【03270】

青い花

【05492】

メダロット ガールズミッション

【10758】

それはただの先輩のチンコ

【12023】

メダロットS

【12625】 ■(株)オメガビジョン

ソードアート・オンライン オルタナティブ ガン
ゲイル・オンライン
（小説）
【10084】

【09361】

ソードアート・オンライン
（原作小説版）
【07835】

■(株)インターネット
VOCALOID3 Megpoid

月に寄りそう乙女の作法
【08418】

■(株)インフィニブレイン

か行

SOUL EATER

■(株)ＫＡＤＯＫＡＷＡ

対魔忍RPG

【12457】 【注意：1 アイテム100 個上限】

対魔忍RPGX

【12690】

対魔忍アサギ〜決戦アリーナ〜 【11656】
■(株)ウーガ
ラッキードッグ１

【07217】

ピーター・グリルと賢者の時間
（TVアニメ）
【12974】
■(株)ＡＩＣライツ
冥王計画ゼオライマー

【00182】

メガゾーン23

【01580】

メガゾーン23 PART-II

【00001】

■AK-GARDEN準備会事務局
AK-GARDENマスコットキャラクター
ガデ子
【09827】
■(株)ABCアニメーション
いわかける！- Sport Climbing Girls 【12992】
■合同会社EXNOA
御城プロジェクト:RE

【10117】

グランベルム

【12324】

電脳天使ジブリール

【12990】

■NHN PlayArt(株)
#コンパス【戦闘摂理解析システム】
【12227】
■(株)ＮＨＫエンタープライズ
ふしぎの海のナディア

【00487】

ラディアン
（TVアニメ）

【12158】

■(株)エスデジタル
【12384】

■SBクリエイティブ(株)
魔王の娘は世界最強だけどヒキニート!
【11809】
■(株)枝の上
鳩羽つぐ

【11843】

■(株)エンターグラム
ホチキス

【08683】

■オーガスト
穢翼のユースティア

【08007】

あいりすミスティリア！〜少女のつむぐ夢の秘
跡〜
【11728】
大図書館の羊飼い -Library Party【12770】
■(株)オーバーラップ
ありふれた職業で世界最強
Wonder Festival 2022 Winter

アマガミ

【06708】

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと

■(株)ウルフズベイン

姫と乙女のヤキモチLOVE

アスラクライン
（アニメ版第1期）
【07075】

【10599】

思います。
（TVアニメ）

【12739】

宇崎ちゃんは遊びたい！

【11828】

宇宙よりも遠い場所

【12035】

エマ

【03619】

オーク英雄物語

忖度列伝

【13101】

オーバーロード
（TVアニメ）

【10315】

王様ランキング

【12840】

狼と香辛料

【05825】

おちこぼれフルーツタルト
（TVアニメ）
【13057】
俺の妹がこんなに可愛いわけがない（原作版
）
【06702】
ガメラ２ レギオン襲来

【00746】

ガメラ３ 邪神〈イリス〉覚醒

【01891】

ガメラ対深海怪獣ジグラ

【00873】

ガメラ対大悪獣ギロン

【00629】

キノの旅 the Beautiful World【02882】

【06837】

盾の勇者の成り上がり
（TVアニメ）
【12198】
探偵はもう、死んでいる。
（TVアニメ）
【13188】
大怪獣ガメラ

【01893】

大怪獣決闘ガメラ対バルゴン

【00236】

大魔神シリーズ

【00961】

小さき勇者たち〜ガメラ〜

【05397】

とある科学の超電磁砲

【06624】

トミノの地獄

【12738】

日常
（TVｱﾆﾒ版）

【07934】

NEW GAME!
（TVアニメ）

【10816】

のんのんびより のんすとっぷ
（第3期）
【13146】
のんのんびより
（TVアニメ）

【09603】

ハクメイとミコチ

【08998】

フルメタル･パニック！Invisible Victory
【11894】
フルメタル・パニック！アナザー（原作）
【08830】
ブレイブウィッチーズ

【10726】

文豪ストレイドッグス
（TVアニメ）
【10614】

境界線上のホライゾン

【07184】

文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚
【13028】

強殖装甲ガイバー

【02519】

僕の妻は感情がない

蜘蛛ですが、なにか？
（TVアニメ）
【13105】

【12808】

けものフレンズプロジェクト

【11070】

無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜
（TV
アニメ）
【13038】

紅殻のパンドラ
（TVアニメ）

【10633】

メイドインアビス
（TVアニメ） 【11552】

この素晴らしい世界に祝福を！ 【10575】

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」
【12757】

この素晴らしい世界に祝福を！2 【11087】
映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説
【12676】
冴えない彼女の育てかた
ム

恋するメトロノー
【13017】

慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重
すぎる〜
【12662】
ストライク・ザ・ブラッドIV
（OVA）【13060】

結城友奈は勇者である

【09846】

ようこそ実力至上主義の教室へ（原作小説）
【13034】
幼女戦記
（TVアニメ版）

【11082】

幼女戦記
（コミック版）

【11136】

Re:ゼロから始める異世界生活
（TVアニメ）
【10695】

「ワールドウィッチーズ」プロジェクト
ストライクウィッチーズ
（TVアニメ）
【13025】
【06723】
私に天使が舞い降りた！
（TVアニメ）
ストライクウィッチーズ2
（TVアニメ）
【12206】
【07722】
ストライクウィッチーズ Operation Victory ■(株)角川アーキテクチャ
Arrow
【10111】 艦隊これくしょん -艦これ-（ブラウザゲーム版
）
【09183】
すべての人類を破壊する。それらは再生でき
ない。
【12517】 ■カニ人
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見
ない
（TVアニメ）
【11997】

カニ人

【12512】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）③
■カバー(株)

ロックマンX DiVE

【12996】 ■(株)グッドスマイルカンパニー

Aqua Ch. 湊あくあ

【12221】

ロックマンX メガミッション3

【13079】

宇宙パトロール ルル子

【10682】

Okayu Ch. 猫又おかゆ

【12772】

ロックマンX3

【09947】

ねんどろいど

【06673】

Kanata Ch. 天音かなた

【12762】

ロックマンX6

【12344】

ブラック★ロックシューター

【06758】

Korone Ch. 戌神ころね

【12754】 ■壁の彩度(chroma of wall)

Shion Ch. 紫咲シオン

【12947】

Suisei Channel

【12763】 ■(株)学研教育みらい

Subaru Ch. 大空スバル

【12807】

高木さん

■(株)グラウンドワークス
【08524】

スプーンおばさん

【02668】

Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ
【12456】 ■Kiki
Noel Ch. 白銀ノエル

【12973】

Pekora Ch. 兎田ぺこら

【12731】 ■キングレコード(株)

ホロライブ所属タレント共演

【12747】

Matsuri Channel 夏色まつり 【12214】
Marine Ch. 宝鐘マリン

【12779】

Mio Channel 大神ミオ

【12761】

Miko Ch. さくらみこ

【13126】

Lamy Ch. 雪花ラミィ

【12998】

Rushia Ch. 潤羽るしあ

【12881】

ロボ子さん

【12293】

■
（株）
カプコン
【注意：ガレージキット以外の完成品やグッズ類
は無条件で不許諾です】
【注意：本申請の３Ｄ画像は不可。原型または完
成品の画像が必要となります】
ウルトラストリートファイターIV 【09799】
ヴァンパイア

【06043】

大神

【05867】

ガチャフォース

【04411】

逆転裁判3

【04426】

crossbeats REV. SUNRISE 【11161】
ストリートファイターIIIサードストライク
【02120】
ストリートファイターV

【10414】

戦国BASARA 4

【09326】

戦国BASARA HD Collection 【12520】
大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒険【11225】
バイオハザード RE:3

【12785】

バイオハザード6

【08990】

モンスターハンター4Ｇ

【09894】

モンスターハンタークロス

【10375】

スペクトルマン

【00403】

■(有)グングニル
（InnocentGrey）
FLOWERS

【09541】

■(株)ケイブ

Kikiオリジナルドラゴン

【12694】

ゴシックは魔法乙女〜さっさと契約しなさい！
〜
【10451】

怒首領蜂 最大往生
うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリ
ューションズ
【10240】 ■(株)ゲームアーツ

【06455】

戦姫絶唱シンフォギアAXZ

【11405】

【00884】

戦姫絶唱シンフォギアＧＸ

【10317】 ■(株)コアミックス

ガングリフォン

戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED
あゝ我らがミャオ将軍
【11685】 ■(株)講談社
戦姫絶唱シンフォギアＸＶ

【12910】

蒼穹のファフナー

【12631】【注意：１アイテム30個上限 またグッズ関連
【04998】 および展示のみの申請は不可です】

蒼穹のファフナー EXODUS

【10023】【注意：
『美少女戦士セーラームーン』の本申請

画像は彩色が必須です】
蒼穹のファフナー THE BEYOND
【12455】 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（TVアニ
メ1期）
【11983】
蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH
【09003】

ポプテピピック
（TVアニメ）

【11785】

MMR マガジンミステリー調査班
【07060】

魔法少女リリカルなのはStrikerS
【05690】

うちの師匠はしっぽがない

【13132】

王ドロボウJING

【01283】

魔法少女リリカルなのは Detonation
【12164】

カードキャプターさくら クリアカード編
（原作
コミック版）
【11897】

魔法少女リリカルなのは Reﬂection
【11142】

かくしごと
（TVアニメ）

魔法少女リリカルなのは 15th ANNIVER
SARY
【13041】
■(株)クリアブルーコミュニケーションズ
アオイトリ

【11824】

リアライブ

【12622】

■(株)クリアレーヴ
9-nine-ここのつここのかここのいろ
【10807】
9-nine-はるいろはるこいはるのかぜ
【12600】
9-nine-ゆきいろゆきはなゆきのあと
【12746】

モンスターハンターダブルクロス
【11169】 ■クリプトン・フューチャー・メディア(株)

【13009】

Qコちゃん THE地球侵略少女 【04208】
虚構推理
（TVアニメ）

【12858】

傷物語
（アニメ版）

【07391】

攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG

【04650】

五等分の花嫁
（原作コミック） 【12207】
五等分の花嫁
（TVアニメ）

【12208】

CITY

【12488】

シャーマンキング
（原作コミック）
【02470】
シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンタ
ー、神ゲーに挑まんとす〜
【13142】
進撃の巨人
（原作）

【08604】

戦車のような彼女たち LikeToy Soldiers
【09103】

モンスターハンターワールド：アイスボーン 【注意：出典のイラスト・絵師・動画等、詳細を必
【12499】 ず明記してください】

タイガーマスク
（TVアニメ）

【10127】

ロックマン

【04406】

タチコマな日々

【11953】

ロックマン２

【02266】

ちはやふる
（原作）

【13036】

ロックマン11 運命の歯車!!

【12416】

ロックマンエグゼ5

【11829】

ロックマン ギガミックス

【09471】

ロックマン ゼクス アドベント

【06587】

ロックマン ゼロ

【03678】

ロックマン ゼロ3

【04723】
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初音ミク
【06194】

初音ミク -Project DIVA- F 2nd
【09461】
■胡桃もここ
胡桃もここ / Kurumi Mokoko 【12813】

中間管理録トネガワ
（コミック） 【12475】
転生したらスライムだった件
（TVアニメ）
【12109】
デキる猫は今日も憂鬱

【12839】

東京卍リベンジャーズ
（原作コミック版）
【13058】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）④
七つの大罪 The Seven Deadly Sins
（原
作コミック）
【09374】

武装神姫
（フィギュアシリーズ） 【05876】 コードギアス ナイトメア・オブ・ナナリー
【06895】
メタルギアソリッドV ザ・ファントム・ペイン

のぼる小寺さん

【11040】

のらくろ上等兵

【01086】

はたらく細胞（TVアニメ）

【11940】 ■(株)コミックハウス

バジリスク〜甲賀忍法帖〜(アニメ版)
【04848】

【09583】 SHORT PEACE

ラブプラス

【07259】

きっずちゃれんじ
ツンギレ

鬼灯の冷徹（TVアニメ）

【08306】 ■(株)Cygames

【09683】

ポーション頼みで生き延びます！
（小説）
【12039】
ようかい居酒屋 のんべれケ。 【13112】
老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯め
ます
（小説）
【12379】
■国際放映(株)

真・魔神英雄伝ワタル 魔神山編 【06970】

【10576】 巨神ゴーグ
【12410】 スクライド

美少女戦士セーラームーン
（原作版）
■(株)GONZO
【02862】
ラストエグザイル−銀翼のファム−
風姿十二花
【09215】
【08301】
宝石の国（原作コミック）
【09348】
鬼灯の冷徹（原作）

-武器よさらば【11490】

さ行

ゼーガペイン

【01103】
【03150】
【05674】

絶対無敵ライジンオー

【00176】

装甲騎兵ボトムズ

【00178】

装甲騎兵ボトムズCRIMSON EYES
【09303】

ウマ娘 プリティーダービー
（アプリゲーム版） 装甲騎兵ボトムズ Case;IRVINE
【08246】
【10858】
装甲騎兵ボトムズ ザ･バトリングロード
ウマ娘 プリティーダービー
（TVアニメ）
【02024】
【11865】

装甲騎兵ボトムズ ザ･ラストレッドショルダー
ウマ娘 プリティーダービー Season 2
【00179】
【13069】
うまよん
（アニメ版）
【13177】 装甲騎兵ボトムズ ビッグバトル 【01263】

【10057】 装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ
【06537】
■国立研究開発法人 海洋研究開発機構
Shadowverse(シャドウバース)【10946】
装甲騎兵ボ
トムズ
孤影再び
【09064】
（JAMSTEC） シャドウバース
（TVアニメ）
【12908】
装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ 【00181】
有人潜水調査船しんかい6500 【11044】 プリンセスコネクト！Re:Dive
【11958】
太陽の牙ダグラム
【00183】
■(株)コジマプロダクション
メテオノーツ
【13115】
ダーティペア
（OVA版）
【09097】
ルーデンス
【10850】 ■サイバーステップ(株)
ダーティペア
（TVアニメ版）
【00166】
■(株)壽屋
鋼鉄戦記Ｃ２１
【12837】
伝説巨神イデオン
【00069】
創彩少女庭園
【13109】 ■サカサランプ
伝説の勇者ダ･ガーン
【00185】
フレームアームズ
【08164】 八月のフラムルージュ
【10902】
ベターマン
【02011】
フレームアームズ・ガール
【10319】 ■SAGA PLANETS
覇王大系リューナイト
【00499】
HEXA GEAR（ヘキサギア） 【11394】 金色ラブリッチェ
【11855】
覇王大系リューナイト アデュー・レジェンド
■(株)コナミアミューズメント
フローラル・フローラブ
【11524】
【07314】
【注意：本申請の３Ｄ画像は不可。原型または完 ■(株)サクセス
覇界王〜ガオガイガー対ベターマン〜
成品の画像が必要となります】
【12769】
コットン オリジナル
【01952】
オトカドール
【10749】
新世紀GPXサイバーフォーミュラ
■(株)サンクリエート
グラディウス
（アーケードゲーム）
【02641】
【00173】
山ねずみロッキーチャック
【04284】
グラディウスII ゴーファーの野望【00912】
ボトムズファインダー
【10875】
■(株)三才ブックス
グラディウスIII
【05596】
舞-乙HiME Zwei
【05943】
現代萌衛星図鑑 第2集
【12015】
パロディウスシリーズ
【01674】
魔神英雄伝ワタル
【00187】
■サン電子(株)
beatmania IIDX 19 Lincle 【09060】
魔神英雄伝ワタル２
【00978】
ギャラクシーファイト
【00161】
ボンバーガール
【12229】
魔動王グランゾート
【00188】
へべれけ
【00162】
pop'n music ラピストリア
【12955】
無限のリヴァイアス
【02362】
■(株)サンボーンジャパン
REFLEC BEAT colette
【12954】
勇者エクスカイザー
【00189】
ドールズフロントライン
【11342】
■(株)コナミデジタルエンタテインメント
勇者シリーズ
（タイトル併記） 【09606】
ミニアニメ どるふろ
【13020】
【注意：本申請の３Ｄ画像は不可。原型または完
勇者警察ジェイデッカー
【00190】
■(株)サンライズ
成品の画像が必要となります】
勇者聖戦バーンガーン
【01732】
【00177】
悪魔城ドラキュラ
【09275】 蒼き流星SPTレイズナー
勇者特急マイトガイン
【00191】
【00175】
がんばれゴエモン
【01467】 青の騎士ベルゼルガ物語
ラブライブ！School idol project
【01628】
SILENT HILL
【07474】 カウボーイビバップ
【08188】
【01658】
SILENT HILL 2
【05885】 ガサラキ
ラブライブ！サンシャイン!!
【10632】
【00169】
SILENT HILL 3
【04171】 機甲界ガリアン
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル
【01314】 同好会
【13027】
SILENT HILL 4
【09022】 機甲界ガリアン 鉄の紋章
機甲猟兵メロウリンク
【00170】
沙羅曼蛇（MSX版）
【12733】
魔人ハンターミツルギ

【01279】

グランブルーファンタジー

クラッシャージョウ
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）⑤
■(株)サンリオ
SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!
【12756】
■(株)シティコネクション
ＶＳ雀士Brand-new Stars

【01219】

■上海アリス幻樂団
ダブルスポイラー 〜東方文花帖【07538】

神聖モテモテ王国

【01033】

葬送のフリーレン

【13081】

私、能力は平均値でって言ったよね！
（原作小
説）
【11492】

【01736】

女の友情と筋肉

【12205】

妄想テレパシー
【11187】 ■(株)青心社

【12551】

大ダーク
堕天作戦
ドロヘドロ
ドロヘドロ（TVアニメ版）
錦田警部はどろぼうがお好き

弾幕アマノジャク 〜 Impossible Spell
Card
【12510】

バーコードファイター

東方鬼形獣 〜Wily Beast and Weakest
Creature.
【12790】

ピンポン

東方輝針城 〜Double Dealing Charac
ter.
【09263】

ポンコツちゃん検証中
魔王城でおやすみ

東方紅魔郷 〜the Embodiment of Scarl
et Devil.
【04133】

名探偵コナン
（TVアニメ版）

爆走兄弟レッツ＆ゴーMAX

【13062】

たまゆら 〜卒業写真〜

東方地霊殿 〜Subterranean Animism.
【06787】 ■(株)祥伝社

東方憑依華 〜Antinomy of Common
Flowers.
【11630】

【12708】

士郎正宗画集 古今伽姫草子集 【07271】
モブサイコ100 II
（TVアニメ） 【12170】 ■(株)青林工藝舎

東方深秘録 〜Urban Legend in Limbo
■松竹(株)
【10433】
ARIA The CREPUSCOLO
東方星蓮船
〜Undeﬁned Fantastic
Object.
【07010】 終末のイゼッタ

東方天空璋 〜Hidden Star in FourSea
sons.
【11427】

【13004】 ■(株)スタジオぬえ
【12780】 スタジオぬえデザインの機動歩兵
【01622】
【06923】
■STUDIOねむ
【12961】
ブレイクエイジ
【00854】
【12242】
ブレイクエイジ外伝 ボトルシップ･トルーパ
【06312】 ーズ
【02236】
【01589】 ■(株)星海社

少女椿
【11272】
【13180】 ■セガサミーホールディングス(株)

【10930】【注意：再販申請時の提出写真は塗装済み完成
【10948】 品のものが必要となります】

イドラ ファンタシースターサーガ
【12893】

ワンルームエンジェル

【12742】

■(株)少年画報社

CODE OF JOKER

【09779】

サンダーフォースIV

【11298】

超人ロック

【03448】

サンダーフォースV

【01783】

ヘルシング
東方風神録 〜Mountain of Faith.
【06207】 ■(株)新潮社

【01798】

JUDGE EYES：死神の遺言

【12941】

東方妖々夢 〜Perfect Cherry Blossom.
【04518】
■(株)集英社
終わりのセラフ
（原作コミック） 【10488】
ぎんぎつね

【07962】

黒鉄・改 KUROGANE-KAI

【12904】

早乙女姉妹は漫画のためなら!? 【12016】
ダーウィン先生、ケモノ娘たちが学園でお待
ちです！
【12239】
ボクらは魔法少年

【11863】

竜と勇者と配達人

【12755】

ワールドトリガー（原作コミック）【11914】
■(株)主婦と生活社
くまクマ熊ベアー（小説）

【12361】

■(株)小学館集英社プロダクション
【注意：専用の本申請用紙をご使用頂きます】
IT'S MY LIFE

【10466】

ソニック･ザ･ヘッジホッグ２

【01593】
【00649】

少女終末旅行

【11181】

電脳戦機バーチャロン

ロジカとラッカセイ

【11988】

電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム
【01152】

■(株)ジェンコ
機動警察パトレイバー
（OVA版）【00204】
機動警察パトレイバー
（コミック）
【12032】
機動警察パトレイバー ON TELEVISION
【04573】
機動警察パトレイバー

劇場版【01433】

機動警察パトレイバー２ the Movie
【00205】
GATE 自衛隊
（TVアニメ版）

彼の地にて、斯く戦えり
【10128】

刀使ノ巫女

【11505】

ナイツ＆マジック
（TVアニメ） 【11327】
■自宅すたじお
リアルエロゲシチュエーション！2【12899】
■(株)ジャストプロ

ケムリクサ
映像研には手を出すな！
（TVアニメ）
【12855】 ■(有)ジャムズワークス

【12179】

カルドセプト セカンド

【12949】

からかい上手の高木さん

【10592】

からくりサーカス

【01288】 ■(株)スクウェア・エニックス

究極超人あ〜る

【00206】

電脳戦機バーチャロン フォース 【02957】
電脳戦機バーチャロン ワンマンレスキュー
【02547】
PHANTASY STAR ONLINE 【02821】
PHANTASY STAR ONLINE 2
【08290】
ファンタシースターII 還らざる時の終わりに
【00226】
ファンタジーゾーン

【00542】

ぷよぷよ!!クエスト

【09342】

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.
初音ミク
【13091】
BAYONETTA（ベヨネッタ）

【07244】

ボーダーブレイク

【07613】

無限航路

【07196】

龍が如く２

【08335】

龍が如く7 光と闇の行方

【12825】

Wonderland Wars
（ワンダーランドウォー
ズ）
【10470】

綺麗にしてもらえますか。

【13113】 ■(株)創意

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来
からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』
【12707】

薬屋のひとりごと
（コミック）

【12832】

ザ・ムーン

【01675】

最近雇ったメイドが怪しい

【12995】

新幹線変形ロボ シンカリオン

【11786】

鋼の錬金術師(原作)

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 【13063】
Wonder Festival 2022 Winter

ビックリダッチ

ロボダッチ
【03403】 ■(株)創通

私がモテないのはどう考えてもお前らが悪
い！ （原作コミック）
【08341】

劇場版「SHIROBAKO」

【10817】
【04200】
【12882】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）⑥
劇場版マジェスティックプリンス -覚醒の遺伝
子【11311】

デビルマン
（原作版）

【00243】

スーパーロボット大戦OG

【07620】

デビルマン
（TVアニメ版）

【10546】

天体のメソッド

【09781】

デビルマン対ゲッターロボ

【12927】

特装機兵ドルバック

【01169】

マジンガーＺ
（原作）

【00303】

マジンガーＺ
（TVアニメ）

【11888】

マジンガーＺ対暗黒大将軍

【01411】

マシンザウラー

レガリア The Three Sacred Stars
【10883】
RobiHachi

【12752】

た行
■(株)宝島社
魔法少女育成計画

【09057】

■(株)タカラトミー
ZOIDS SAGA シリーズ

【08684】

ZOIDS 帝国VS共和国 メカ生体の遺伝子
【12972】
ゾイド ジェネレイションズ

【05540】

ゾイドユニバース

【12633】

ゾイドワイルド ZERO

【12919】

ゾイドワイルド
（TVアニメ）

【11702】

ゾイドワイルド
（トイシリーズ） 【11725】
戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー
【00247】
トランスフォーマー

超神マスターフォース
【03761】

ミクロマン

【00799】

メカ生体ゾイド(トイシリーズ)

【04395】

■(株)タカラトミーアーツ
キラッとプリ☆チャン
（アーケードゲーム）
【13014】
■(株)竹書房
うめともものふつうの暮らし
女主任・岸見栄子
魔法少女にあこがれて
■(株)タツノコプロ

【05308】

ウルトラマンメビウス

【05694】

ウルトラマンオーブ

【11176】

ウルトラマンジード

【11397】

ウルトラマンX（エックス）

【10374】

【02042】

ウルトラマンＺ

【12895】

ウルトラマン物語

【04913】

【11483】

ザ･ウルトラマン(内山まもる版コミック)
【01528】

■(株)チャンピオンソフト
（アリスソフト）
ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう
【13164】
ランスシリーズ

【00033】

■(株)中央公論新社
荒海の槍騎兵

【13166】

新旭日の艦隊 須佐之男死闘篇 【07158】
聖刻群龍伝

【03010】

不屈の海

【12581】

レッドサン･ブラッククロス

【03516】

■CHOCOLATE SHOP
HORNISSE
（ホルニッセ）

【12655】

■(株)ツインエンジン

【11359】

宇宙エース

【00611】

機甲創世紀 モスピーダ

【00514】

キラッとプリ☆チャン
（TVアニメ）
【11817】
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars【11936】
【00763】

■つげ義春

ウルトラマン

【00264】

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 超闘士激伝
（コミック）
【06464】
ウルトラマン80

【00853】

ウルトラマングレート

【00921】

ウルトラマンパワード

【00267】

ウルトラマンティガ

【00953】

ウルトラマンダイナ

【01170】

【11854】

ウルトラマンガイア

【01790】

ウルトラマンゼアス

【00621】

グレートマジンガー（原作）

【00297】

ウルトラマンコスモス(TV版)

【02878】

ゲッターロボ
（原作）

【00299】

超獣機神ダンクーガ

【01424】

プリパラ
（3期）

【10884】

■(株)TATSUJIN
達人王
■ダイナミック企画(株)

Wonder Festival 2022 Winter

【12079】

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】

ミラーマン

【00557】

レッドマン

【00942】

まんがどうして物語

【09878】

まんがはじめて物語

【09371】

【12822】【注意：１アイテム30個かつ１ディーラー総計
30個上限】

【00268】

【10552】

SSSS.GRIDMAN

李さん一家

ウルトラマンレオ

プリパラ
（2期）

【00274】

【01059】 ■(株)TBSテレビ

【00265】

【09741】

恐竜大戦争アイゼンボーグ

ねじ式

【00266】

プリパラ

【00589】
【00273】

【12821】

ウルトラマンタロウ

ハクション大魔王（1969年） 【01387】

怪奇大作戦
帰ってきたウルトラマン

長八の宿

ウルトラマンＡ

劇場版プリパラ&キラッとプリ☆チャン きら
きらメモリアルライブ
【12552】

ザ★ウルトラマン(ウルトラマンジョーニアス
)
【00269】

どろろ
（2019年版TVアニメ） 【12210】 ■(株)TBSグロウディア

【13171】 ■(株)円谷プロダクション
【11738】 ULTRAMAN(月刊ﾋｰﾛｰｽﾞ版ｺﾐｯｸ)
【08057】
【12871】
ウルトラQ
【00260】

アイドルタイムプリパラ

逆転イッパツマン

ウルトラマンマックス

■大日本印刷(株)
異世界食堂
（TVアニメ）

ウルトラマンコスモスvsウルトラマンジャス
ティス THE FINAL BATTLE 【04148】

ウルトラマンコスモス(劇場版) 【03378】

俺、
ツインテールになります。
（TVアニメ版）
【10004】
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。
続
（アニメ版2期）
【10284】
ランク王国

【10324】

■(株)手塚プロダクション
雨ふり小僧

【07891】

奇子

【11811】

キャプテンKen

【12828】

悟空の著作権入門

【12907】

ジャングル大帝

【01573】

旋風Z

【12816】

手塚治虫キャラクター

【00283】

どろろ
（原作コミック）

【01327】

七色いんこ

【02857】

火の鳥
（鳳凰編）

【02608】

火の鳥
（未来編）

【00727】

百物語

【13083】

ブラック･ジャック

【00918】

プライム･ローズ

【00718】

ユニコ
（原作版）

【10653】

リンリンちゃん

【12829】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）⑦
ロストワールド

【01542】

ゴジラvsキングギドラ

【00318】 ■(株)ニトロプラス

Ｗ3(ワンダースリー)

【00602】

ゴジラvsスペースゴジラ

【00319】【注意：TVアニメのキャラクターは
『劇場版 魔
法少女まどか☆マギカ[前編]
[後編]』
として申
【00555】
請してください】
【00320】
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編] [後
【00483】 編]
【09562】
【00323】 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編] 叛逆

■(株)ディー・エヌ・エー(DeNA)
メギド７２

ゴジラvsデストロイア
【11907】

■(株)ディースリー・パブリッシャー

ゴジラの逆襲

DREAM C CLUB ZERO PORTABLE
【08652】
■(株)D4エンタープライズ
魔導物語Ⅰ

ゴジラvsビオランテ

【00156】

■diletta
ハメ×トレ -スポーツ系美少女たちとのエロ
ハメトレーニング【13065】

ゴジラの息子
ゴジラ2000 ミレニアム
ゴジラ ファイナルウォーズ

ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS
【04454】
七星闘神ガイファード

アッセンブルボーグ
（ASSEMBLEBORG）
【07027】

シン・ゴジラ

■東映アニメーション(株)

超音戦士ボーグマン

おジャ魔女どれみ16・17

【09516】

キラキラ☆プリキュアアラモード【12105】

【10170】

RPG伝説ヘポイ
【00338】 ■日本アニメ企画(株)

【05934】

地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン 【01776】
電脳警察サイバーコップ

【00339】

はなかっぱ

【11956】

BNA ビー・エヌ・エー

【12745】

BEASTARS（TVアニメ版）

【13110】

【00328】

スター☆トゥインクルプリキュア 【13054】

モスラ(1996)

【01041】

スマイルプリキュア！

【08316】

モスラ２ 海底の大決戦

【01331】

とんがり帽子のメモル

【00598】

モスラ３ キングギドラ来襲

【01955】

ハートキャッチプリキュア！

【07370】

モスラ対ゴジラ

【00331】

HUGっと！プリキュア

【12724】

メカゴジラの逆襲

【00329】

ふたりはプリキュア

【04341】

ヤマトタケル

【00332】

魔女っ子メグちゃん

【00565】 ■(株)徳間書店

魔法つかいプリキュア！

【11090】

【05929】

■東宝(株)
アニマエール！
（TVアニメ）

【13184】

怪獣大戦争

【00334】

海底軍艦

【00335】

キングコング対ゴジラ

【00315】

血界戦線 & BEYOND

【11560】

幻夢戦記レダ

【01465】

機神幻想ルーンマスカー

【10157】

銀河英雄伝説

【00351】

電脳コイル

【06197】

羊竜飼いのケモノ事情

【12944】

■(株)トミーテック
鉄道むすめ 黒潮しらら

【12272】

鉄道むすめ 星川みほし

【13137】

■ToMo
緑竜

【12921】

■(株)Donuts
Tokyo 7th シスターズ

ゴジラ対メカゴジラ(1974)

【00572】

ゴジラ対メガロ

【00874】

Wonder Festival 2022 Winter

【10378】

ブラックスター -Theater Starless【13167】

ゴジラ･エビラ･モスラ 南海の大決闘
■(株)ドワンゴ
【04325】
〇〇の主役は我々だ！
ゴジラ(1954)
【00317】
アメノセイ
ゴジラ(1984)
【00554】
Seyana
.
ゴジラ対ヘドラ
【00324】

【12419】
【12975】
【12390】

な行

■名取さな
名取さな

【04835】

英雄伝説 黎の軌跡

フランケンシュタイン対地底怪獣
（バラゴン）
【00327】

マタンゴ

惑星ロボ ダンガードA

【00752】
【00686】

【00710】

【00578】

赤毛のアン
シートン動物記 りすのバナー

未来少年コナン
【12435】 ■日本ファルコム(株)

【10022】

レインボー戦隊ロビン

【11783】

void tRrLM(); //ボイド・テラリウム
【12727】

魔界戦記ディスガイア5
【10601】 ■(株)日本アドシステムズ

Go!プリンセスプリキュア

【08329】

嘘つき姫と盲目王子

【05368】

銀河鉄道999(劇場版)

メイプルタウン物語

【09564】

魔界戦記ディスガイア2

【00513】

僕のヒーローアカデミア
（TVアニメ）
【10838】

楽園追放 -Expelled from Paradise【09748】

の物語

【04742】 ■(株)日本一ソフトウェア

ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃
【03181】

■TOYTRIBE

【注意：プリキュアシリーズにつきましては、
「本
年度を含む過去2年間に放送・上映された作品
キャラクターは申請不可」
となります。※今回は
『スター☆トゥインクルプリキュア』
まで申請可
能となります
（『ヒーリングっど♥プリキュア』
『
トロピカル〜ジュ!プリキュア』はＮＧ）】

【02263】

【12004】

閃の軌跡IV -THE END OF SAGA【12841】
■ネアちゃんねる
ネアちゃんねる

【12575】

■(有)ノーツ （TYPE-MOON）
月姫

【03154】

月姫 -A piece of blue glass moon【09126】
Fate/Grand Order

【09847】

Fate/Grand Order Arcade 【12403】
Fate/stay night

【04070】

Fate/stay night [Heaven's Feel]
【11302】
Fate/hollow ataraxia
■(株)白泉社

【04856】

は行

上野さんは不器用
（コミック版） 【11125】
彼女中

【11493】

彼女の囀る声 黒咲練導作品集2【10896】
３月のライオン

【07038】

Ｃ- 黒咲練導作品集

【09817】

指導中

【11138】

てるみなNeu

【11655】

夏目友人帳

【06254】

パタリロ！

【03785】

ベルセルク

【00540】

lapis lazuli

【10106】

■(株)博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ
ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい
るだろうか
（TVアニメ版）
【10287】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）⑧
■(株)博報堂DYメディアパートナーズ
ブリスター！

■(株)バンダイナムコピクチャーズ

■藤田幸久

【09684】

アイカツ！
（TVアニメ）

サンダードラゴン

【13094】

アイカツスターズ！1年目
（TVアニメ）
■(株)ピラミッド
【10941】 アリス・ギア・アイギス

テラクレスタ

【08139】

■(株)ハムスター

■(株)早川書房
創星記（ｲﾗｽﾄ：横山宏）

【11144】

■ハンバーガー
ハンバーガーちゃん絵日記

【12799】

■(株)バーグハンバーグバーグ
ARu子

【12266】

■(株)バンダイナムコアーツ

【08946】

アイカツスターズ！2年目
（TVアニメ）
■(株)フジテレビジョン
【12632】
甲鉄城のカバネリ
映画かいけつゾロリ ZZのひみつ
【12102】
キャロル&チューズデイ
クラシカロイド
【13010】
PSYCHO-PASS サイコパス
TIGER & BUNNY
【08000】
さらざんまい
劇場版アイカツスターズ！
【12711】
■(株)双葉社
劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising【09908】 クレヨンしんちゃん
ヘボット！

ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイ ■(株)パオン・ディーピー
エボリューション
【12116】
WOLF FANG
機神大戦ギガンティック・フォーミュラ
■(株)光プロダクション
【06209】
交響詩篇エウレカセブン
【04873】 ジャイアントロボ(実写版)

【11094】
【00614】
【01042】

太陽の使者 鉄人28号

【00971】

鉄人28号(原作)

【00414】

モンスター娘のお医者さん
（TVアニメ）
【12963】

バビル2世(原作)

【00411】

マーズ
（原作版）

【00412】

ワンパンマン
（TVアニメ）

六神合体ゴッドマーズ

【00310】

荒野のコトブキ飛行隊

【12173】

プリンセス・プリンシパル

【11376】

【10742】

■(株)バンダイナムコエンターテインメント
アイドルマスター SideM

【09946】

■貧血エレベーター
バステト神オリジナルイラスト

アイドルマスター シンデレラガールズ
（TVアニメ版）
【10018】
アイドルマスター ステラステージ
【11631】

超可動ガール1/6

【12172】
【11724】
【10763】
【12827】
【08934】
【12459】
【00441】
【10169】

超可動ガールズ〜OVER DRIVE GIRLS〜
【11721】
魔王様、
リトライ！
（TVアニメ） 【12748】
■(株)復刊ドットコム
日本妖怪図鑑

【11967】

■フリュー(株)
ゆるキャン△
（TVアニメ）

【11553】

ゆるキャン△ SEASON2

【13179】

■(株)フロム・ソフトウェア
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
【12188】

【12880】

アーマード･コア

【07529】

アーマード・コア ヴァーディクトデイ
【09622】

CLANNAD

【03409】

アーマード・コア フォーアンサー 【06616】

Summer Pockets

【11733】

アーマード･コア プロジェクトファンタズマ
【01548】

THE IDOLM@STER SHINY COLORS
■(株)ビジュアルアーツ
【11741】 クドわふたー

アイドルマスター シンデレラガールズ
【08370】

モ子ちゃん

さよならを教えて 〜comment te dire
adieu〜
【12467】
リトルバスターズ！

『アイドルマスター』
スピンアウト4コマ ぷち
ます！
【06795】 ■(株)ビックウエスト
【注意：１アイテム年間20個上限】
THE IDOLM@STER POPLINKS

【05904】

【01136】

アーマード･コア２

【02672】

アーマード・コア４

【06841】

■(株)フロンティアワークス
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢

【 13053】
【00422】 に転生してしまった…（TVアニメ）
アイドルマスター ミリオンライブ！ シアター
マクロス･デジタルミッションVF-【00549】 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜
【10183】
デイズ
【11449】
マクロス７
【00421】
■(株)フロントウイング
THE IDOLM@STER MILLION LIVE !
マクロスF
【06453】
【08941】
グリザイア：ファントムトリガー 【11403】
劇場版マクロスF〜サヨナラノツバサ〜
ACE COMBAT 04
【03484】
【07865】 グリザイア：ファントムトリガー THE
ANIMATION
【12700】
ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN
超時空世紀オーガス
【00424】
【11977】
魔界天使ジブリール episode 4【07496】
超時空世紀オーガス02
【00533】
GOD EATER 2
【08808】
■(株)ブシロード
超時空要塞マクロス
【00425】
サモンナイト5
【08945】
少女☆歌劇 レヴュースタァライト
超時空要塞マクロス 愛･おぼえていますか
【11640】
ゼビウス ファードラウト伝説
【11270】
【00174】
少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVEDARK SOULS（ダークソウル）【08026】
■Ｐ．
ＮＥＫＯＭＡＴＡ
【12516】
DARK SOULS II
（ダークソウル2）
ねこまた村物語
【13168】 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The
【09863】
LIVE【12962】
■(株)ぴえろ
DARK SOULS III（ダークソウル3）
D4DJ
First
Mix
【13099】
【00410】
【10785】 魔法の天使 クリィミーマミ
【13116】

マクロス プラス

テイルズ オブ ヴェスペリア

【07083】

ドルアーガの塔
マッピー

【00929】 ■ピクシブ(株)
【12530】 九条 林檎

ワンダーモモ

【00945】
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BanG Dream! 2nd Season 【12483】

【12389】

バンドリ！ガールズバンドパーティ！
【11558】
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前回許諾された原作タイトルリストと原作コード（参考）⑨
■(株)BookLive

河童の三平

【01516】 ■(有)ランプオブシュガー

カガクチョップ

【13003】

ゲゲゲの鬼太郎
（原作）

【00460】

ねこツク、
さくら。

【12901】

邪神ちゃんドロップキック

【10687】

新ゲゲゲの鬼太郎

【11782】

若葉色のカルテット

【12824】

テレビくん

【10245】 ■Lose

東西妖怪図絵

【12126】

まいてつ

【10892】

のんのんばあとオレ

【12561】

まいてつ -pure station-

【12620】

妖怪100物語

【12296】

まいてつ Last Run!!

【12854】

■(株)ブランエール/クロシェット
ココロネ＝ペンデュラム！

【12621】

■(株)プロダクション・アイジー
銀河英雄伝説 Die Neue These【12257】
B: The Beginning

【13059】 ■(株)miHoYo

■(株)ブロッコリー

■Rayark Japan (株)

原神

【12758】

ギャラクシーエンジェル(ゲーム版)
崩壊3rd
【03451】 ■(株)ムービック

■(株)ぶんか社
GREY

【09592】

■plan/熊野プラン
ムカデちゃん
■PLAYISM

■ボイジャーホールディングス(株)
宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち
【10652】
■(株)芳文社
となりのフィギュア原型師

【12578】

■(株)ホーム社
宇宙英雄物語

【01514】

■ほっけうるふ
(js*jc)2

【11996】

■(株)ホビージャパン
宇宙船 表紙イラスト

【11975】

Phantom core

【03595】

八十岡翔太物語

【12744】

■(株)Holoimua
YUKI×AOI キメラプロジェクト 【13049】
■ぼに〜
一夜ちゃんの受難

【13064】

■(株)ボンズ
ひそねとまそたん

ま行

【11912】

サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- 【05194】

スカルガールズ

【08924】

天穂のサクナヒメ

【12988】

NO MORE HEROES 2 DESPERATE
STRUGGLE
【07544】
ルーンファクトリー4スペシャル 【12890】
■(株)マッグガーデン
ARIA
とつくにの少女

デスクトップアーミー

【10460】

デスクトップアーミー
（小説）

【12030】

■(株)メディコス・エンタテインメント
まちカドまぞく

【11027】

【03423】

足洗邸の住人たち。

【05015】

大復活祭

【02406】

■(株)ワニマガジン社
異世界はこう抜く

【13131】

futurelog

【12356】

プラネタリウムの天使

【12560】

メカトロウィーゴ

【10266】

■(株)モノクローマ
うちの姪姉妹が誘惑してくる。 【13151】
■山口 博史

や行

おれのサーキット

【12531】

■ユウキレイ
お稲荷JKたまもちゃん！

【11194】

■(株)夢時館
あおいちゃんパニック！

【00079】

■(株)Yostar
アークナイツ

【12280】

アズールレーン

【11343】

ブルーアーカイブ

【13095】

雀魂

【13172】

■横山 宏
【01646】

ら行
■(株)ライツ・イン
スレイヤーズNEXT

【00863】

スレイヤーズREVOLUTION（アニメ版）
【06915】
機動戦艦ナデシコ

【00872】

劇場版 機動戦艦ナデシコ

【01603】

【11871】 ■ライフワンダーズ合同会社
東京放課後サモナーズ

■松田未来

【04506】

■モデリズム

Ma.K.

■(株)マーベラス

GUNGRAVE(アニメ版)

推しが武道館いってくれたら死ぬ
（TVアニメ
わ行
）
【12701】 ■(株)ワニブックス

■(株)メガハウス

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender
Action
【12069】

【09668】

【12251】 ■(株)レッド・エンタテインメント

■ムーンフェイズ(株)
【13074】

Deemo

【11756】

■RASK
SPEEEDGIRLS SWEETCHICKS
すちとの
【10443】 TrymenT ―今を変えたいと願うあなたへ―
【12836】
■(株)水木プロダクション
悪魔くん
Wonder Festival 2022 Winter

【00650】
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