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第一回幕張国際レイバーショウ

inワンフェス2023[冬]

【改定版】参加レギュレーション プラモデル
部門新設！

mailto:wﬁnfo@kaiyodo.net
mailto:wf-license@kaiyodo.net


第一回幕張国際レイバーショウとは

イベント申請スケジュール

●1次エントリー（参加申込）
2022年8月 5日(金)  17:00 ～

10月2日(日)  23:59
※新部門新設につき、エントリー期間を延長しました。

●2次エントリー（最終画像提出） 2022年12月12日(月)23:59まで

●作品展示搬入
2023年2月11日(土) 16:30～

2月12日(日)   6:30～
※詳細は別途お知らせいたします。
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「機動警察パトレイバー」シリーズに登場するレイバー、キャラクターをテーマに

フィギュアのみならずイラストも含めた幅広いジャンルの作品を一堂に介し、

劇中で開催された「東京国際レイバーショウ」を再現するイベントです。

ご応募いただいた作品は、2023年2月12日(日) 千葉県・幕張メッセにて開催予定の

ワンダーフェスティバル2023[冬]内の特設ブースにて展示されます。

本イベントには、WF2023[冬]にディーラー出展していない方もエントリーが可能です。

※ディーラー出展していない場合、搬入出やイベント当日の入場に一部制限がございま

す。

また、出渕裕氏をはじめとする各審査員による「レイバーオブザイヤー」ほか、

各賞の選考も予定しております。

9月15日より新たに【プラモデル部門】を新設いたしました。

新たに追加・変更となった箇所には黄色のラインを引いております。

皆様のご参加をお待ちしております。



エントリー方法

※１次エントリーはこのフォームのみの受付となります。

エントリー部門
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本イベントでは、以下の4つの部門にてエントリーを受け付けます。

当日会場での展示方法、搬入方法は部門によって異なります。

●立体造形部門

ガレージキット・フィギュアなど立体造形物全般の部門。

当日の展示は、エントリー者様各自にて作品の持込・撤収をお願いいたします。

●デジタルデータ部門

CG・３Dモデリングなどデジタル作品の部門。当日の展示は、指定書式(obj形式)にて

データ入稿いただいたものを主催者にてご用意したモニターで展示させていただきます。

●２Dアート部門

イラスト・絵画など2次元創作物の部門。当日の展示は、エントリー者様各自にて

作品の持込・撤収をお願いいたします。額装などで特殊な仕様をご検討の場合は、

あらかじめWF実行委員会までご相談願います。

●プラモデル部門

一般に市販されているプラモデル商品を使用できる部門。

当日の展示は、エントリー者様各自にて作品の持込・撤収をお願いいたします。

※要組立・塗装

※展示中に緩まないようにポーズを固定してください。自立しない作品はベース必須。

第一回幕張国際レイバーショウに参加ご希望の方は、以下の手順にて参加申込を

お願いいたします。

●1次エントリー（参加申込）

本イベントに参加するための申込です。下記エントリーフォームに「参加者情報」

「作品情報」「搬入や展示、表彰、取材に関して」をご入力のうえ、参加締切までに

お申込みください。

参加エントリーフォーム（https://forms.gle/hh9isRfw2dkr7UdE6）

参加申込締切：2022年10月2日(日)23：59

●2次エントリー（最終画像提出）

本イベントの最終エントリーの申込です。<P9>の提出仕様に沿って作品情報と

作品画像をワンダーフェスティバル実行委員会（wf-license@kaiyodo.net ）まで

メールまたは郵送にてお送りください。

※2次エントリーは、当日会場で展示する作品の最終エントリーとなります。

添付する画像(またはデータ)は、完成状態のものをご提出ください。

最終提出締切：2022年12月12日(月)23：59

https://forms.gle/hh9isRfw2dkr7UdE6
mailto:wf-license@kaiyodo.net


本イベントで申請可能なタイトルは以下のものになります。

参加申込時にエントリー作品の原作タイトルをご入力ください。

複数の作品にまたがって登場するキャラクターや機体の場合は、主として製作の参考

にした作品をご選択ください。

※本イベントでは『機動警察パトレイバー』シリーズの世界観を活かしたオリジナル

作品の申請も可能です。

・機動警察パトレイバー（OVA版）

・機動警察パトレイバー（コミック）

・機動警察パトレイバー劇場版

・機動警察パトレイバー２ the Movie

・WXIII 機動警察パトレイバー

・機動警察パトレイバー ON TELEVISION

・機動警察パトレイバーREBOOT

・THE NEXT GENERATION パトレイバー

・THE NEXT GENERATION パトレイバー首都決戦

・世界観を活かしたオリジナル作品

申請可能タイトル

ワンダーフェスティバル2023[冬]にご出展のディーラー様は、本イベントにエント

リーした作品を当日版権申請する事が可能です。

ただし、当日版権申請をする場合は、別途ワンダーフェスティバルの通常のイベント

スケジュールで出展申込ならびに当日版権申請が必要となります。

通常の当日版権申請ルールに基づいてご申請ください。

(２Dアート部門のエントリー作品は申請できません）

なお、当日版権申請は、あくまでも当日版権申請として扱いますので、許諾不可など

自ブースでの展示・販売ができない場合もごさいます。

あらかじめご了承ください。

エントリー作品の当日版権申請について
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禁止事項

本イベントでは、当日の展示作品に掲示するお名前として「モデラーネーム」をご登録

いただけます。また、当日会場で取材等の対象となった場合、お名前や顔出しの可否に

ついてもご選択いただけます。

1次エントリーの際、参加エントリーフォームの該当欄にご自身のご希望をご入力ください。

取材等に対する個人情報の取り扱いについて

同意事項

第一回幕張国際レイバーショウに参加ご希望の方は、本レギュレーションの各項目

に同意のうえ申込ください。
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本イベントでは、以下の項目に該当する作品のエントリーをお断りいたします。

また、エントリー後、禁止事項に抵触することが明らかとなった場合は、その時点で

エントリーをお断りさせていただきますので、あらかじめご了承願います。

【全部門共通】

・他者の権利を侵害する作品

・特定の宗教や政治性が強い作品

・公序良俗に反する作品

・アダルト要素の強い作品

・他者が製作した作品をそのまま展示すること

【立体造形部門】

・市販品のプラモデル等の組み立て・色変え・頭部替えなど創造性のないもの

・市販品プラモデル等のパーツをそのまま(明らかに特定できる形)で使用すること

※フルスクラッチでパーツを作るのは難しいことなのでパーツ取りする事はOK。

ただし、元のパーツをそのままというのはNG。

【プラモデル部門】

・素組み、パチ組みのみ行った作品を展示すること ※組立、塗装必須です。



１次エントリー①
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本イベントに参加するための申込です。下記エントリーフォームに必要事項を

ご入力のうえ、参加締切までに お申込みください。

１次エントリーはこのフォームからのお申込みのみの受付となります。

参加エントリーフォーム（https://forms.gle/hh9isRfw2dkr7UdE6）

参加申込締切：2022年10月2日(日)23：59

1次エントリーでご入力いただくのは以下の内容となります。

●お名前

お名前はフルネームで本名をご入力ください。

※当日展示会場で表示するモデラ―ネームの入力フォームは別途ございますので、

そちらにご入力ください。

●郵便番号・ご住所

郵便番号は、半角英数字で「‐」(ハイフン)なしでご入力ください。

ご住所は、都道府県を省略せず建物名、部屋番号、様方など漏れなくご入力ください。

●連絡先メールアドレス

連絡用のメールアドレスを、半角英数字にてご入力ください。

WF実行委員会からの連絡は、原則的にこちらに記載されたメールアドレスにご連絡さ

せていただきます。

※メールにドメイン指定受信を設定されている方は、実行委員会からのメールが受信

できるよう「@kaiyodo.net」のご登録をお願いいたします。

●連絡先電話番号

連絡先電話番号は、日中に連絡ができる電話番号を半角英数字で「‐」(ハイフン)な

しでご入力ください。

●エントリー部門

P3を参考にエントリーする部門を「立体造形部門」「デジタルデータ部門」「２D

アート部門」「プラモデル部門」のいずれかから選択してください。

ご自身の部門がいずれに該当するか判断に迷う場合は、締切前にWF実行委員会までご

相談ください。

お一人で複数の部門にエントリーすることも可能です。

※複数の作品をエントリーする場合は、お手数ですが1作品ごとに必要事項のご記入を

お願いいたします。



１次エントリー②
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●出品作品名

エントリー作品の作品名をご入力ください。

●キャラクター名または機体名

エントリー作品に使用するキャラクター名や機体名をご入力ください。

（複数ある場合は全てご入力ください）

●原作名

エントリー作品の原作タイトルをご入力ください。

複数の作品にまたがって登場するキャラクターや機体の場合は、主として製作の参考

にした作品をご選択ください。

※本イベントでは『機動警察パトレイバー』シリーズの世界観を活かしたオリジナル

作品の申請も可能です。

●スケール

作品のスケール（1/35、1/8など）をご入力ください。

明確なスケールのないものについては「ノン」とご入力ください。

●サイズ

作品のサイズを、半角数字、単位は「㎜」(ミリメートル)にてご入力ください。
サイズはＷＤＨ（巾、奥行、高さ）の3項目を「W 〇〇㎜× D 〇〇㎜× H 〇〇㎜」
という形式で入力してください。デジタル部門のエントリーで動画等をご製作の場合
は、作品の時間をご入力ください。

●材質

作品の材質を入力フォームの選択肢の中から選択してください。

選択肢の中にない場合は、「その他」をご選択いただき、自由記入欄に詳細をご入力

ください。

●仕様

作品の展示仕様を入力フォームの選択肢の中から選択してください。

選択肢の中にない場合は、「その他」をご選択いただき、自由記入欄に詳細をご入力

ください。

●作品のその他情報

その他、エントリー作品に関する情報で上記の項目以外の内容（付属品・素材として

使用したパーツ・形態・仕様・特記事項・参考にした原作シーンなど）を可能な限り

多くの情報を文章でご入力ください。

※プラモデル部門は、使用したキット名を入力してください。

（例:グッドスマイルカンパニー製・1/60イングラム）



１次エントリー③

●当日搬入についての確認

イベント当日の作品搬入や展示、撤収方法についてのご入力いただく項目です。

デジタルデータ部門以外のエントリーは、イベント前日または当日にご自身で作品を

搬入・展示・搬出していただく必要がございます。

※輸送中や設営、搬出時の事故等による作品破損リスク回避のため、デジタルデータ

作品以外はご自身にて搬入・展示・搬出を行っていただく必要がございます。予めご

了承ください。

■搬入出の時間について（予定）

設 営 日 ：2023年2月11日(土) 16:30～19:30

イベント当日：2023年2月12日(日) 6:30～9:00

※搬入出の詳細につきましては、エントリー後、別途ご案内させていただきます。

●モデラーネーム

会場で作品を展示する際に掲示するモデラーネームをご入力ください。

※エントリー基本情報のお名前は必ず本名をご入力ください。

●取材時の匿名希望・顔出し

本企画に対する取材や会場での表彰に際し、お名前の取り扱いや顔出しの可否につい

て、ご希望をご入力ください。

●エントリー情報と参加レギュレーション(改定版)の確認とデータ送信

エントリー情報の送信にあたって、エントリー内容と『第一回幕張国際レイバーショ

ウ参加レギュレーション(改訂版)』の内容を再度ご確認ねがいます。

各内容の確認後、レギュレーション内容にご同意いただいたうえで、送信ボタンを押

してください。
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２次エントリー①
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2次エントリーは、本イベントの最終エントリーの申込です。

以下の提出仕様に沿って作品情報と作品画像をワンダーフェスティバル実行委員会

（wf-license@kaiyodo.net ）までメールまたは郵送にてお送りください。

最終提出締切：2022年12月12日(月)23：59(郵送は当日必着)

提出先:

●Eメール：wf-license@kaiyodo.net 

●郵 送 ：〒571‐0041

大阪府門真市柳町19‐3 (株)海洋堂内

ワンダーフェスティバル実行委員会

【注意】

2次エントリーは、当日会場で展示する作品の最終エントリーとなります。

添付する画像(またはデータ)は、完成状態のものをご提出ください。

提出物の仕様について

●「2次エントリーシート」（各部門共通）

1次エントリー後にメール送付する「2次エントリーシート」にエントリー作品の最終
的な情報を記入のうえ、画像またはデータとともにご提出ください。

●作品画像（立体造形部門、プラモデル部門）

エントリー作品の全体がわかる画像を「正面、背面、右側面、左側面、アピールポイ

ント」各１枚ご提出ください。

拡張子は「JPEG形式」、サイズは 800 pixel× 600 pixel(指定)、１MB までです。

●作品画像（デジタルデータ部門）

３Dモデリング作品は原則「OBJ形式」にてご提出ください。

その他のデジタル作品につきましては、2次エントリー締切までにご相談ください。

●作品画像（２Dアート部門）

エントリー作品の全体がわかる画像を１枚ご提出ください。

拡張子は JPEG形式、画像サイズは 800 pixel× 600 pixel（指定）、１MB までです。

mailto:wf-license@kaiyodo.net


その他

●搬入出について

会場への作品の搬入出は、輸送中や設営、搬出時の事故等による作品破損リスク回避

のため、デジタルデータ作品以外はご自身にて搬入・展示・搬出をお願いいたします。

■搬入出の時間について（予定）

搬 入 場 所：幕張メッセ国際イベントホール

設 営 日 ：2023年2月11日(土) 16:30～19:30

イベント当日：2023年2月12日(日) 6:30～9:00

※搬入出の詳細につきましては、エントリー後、別途ご案内させていただきます

●ディーラー参加者以外のイベントへのご入場について

本イベントには、WF2023[冬]にディーラー出展していない方もエントリーが可能です

が、ディーラーとしてご出展されていない場合、イベント開催中の会場へのご入場は

有料となります。

なお、搬入出用としてお渡しするパスをご提示いただきますと入場料を1,000円割引さ

せていただきます（割引はエントリーされたご本人様のみ）

●参加賞・優秀作品の表彰について

本イベントでは、2次エントリーまでお申込みいただいた方への参加賞と、出渕裕氏を

はじめとする各審査員による優秀作品の表彰を予定しております。

詳細につきましては、おってお知らせさせていただきます。

皆様のご参加をお待ちいたしております。
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