
参加のご案内

※参加受付は先着順です。〆切前に定員に達した場合、そこで募集は終了いたします。
　また、7/31の時点でスペースに空きのある場合は継続募集する場合があります。

ディーラー参加申込〆切

主催／GWC実行委員会

C GWC 2004-2017

開催日時／2017年9月23日（土）　AM10:30~PM16:30
会場／難波御堂筋ホール 

　　　　大阪市中央区難波4-2-1　難波御堂筋ビルディング9A・9B

イベント運営・参加に関するお問い合せ

Pray for JAPAN→Play for JAPAN GARAGE    WORKS
COMMUNICATION

act. XVI
マッテルゼッ

!

事業責任者：
実行委員会運営（窓口）：

GWC実行委員会　代表 岡本勝巳
デザインオフィス ファントム 〒584-0074 大阪府富田林市久野喜台 2-3-129-204
mail : info@g-wc.net

2017年 7月31日（月）必着

ガレージワークス コミュニケーション実行委員会事務局　（GWC実行委員会）

■一般入場（有料）￥500

●会場アクセス

GARAGE WORKS COMMUNICATION(以下GWC)はガレージキット、ホビーを中心にクラフト、アート、
オリジナルで同人活動をしているサークル・作家諸氏の交流・情報交換などの場として、ゲストのみな
らず、ディーラー側にも今後の活動にプラスになるような催し物を目指します。
「創る」につながる内容ならば何でも大歓迎！（当日版権システムは採用されません）。
小規模でなイベントですがその分、質にこだわり回を重ねております。
皆様のご理解・ご協力、そしてご参加をお待ちしています。

http://nanbamidousujihall.com/
JR 新大阪→地下鉄御堂筋線なんば駅 約 15 分
地下鉄御堂筋線なんば駅 13号出口 直結 1分
伊丹空港～なんば行きバス約 25分→一栄ホテル～徒歩約 5分
関西空港～なんば行きバス約 50分→OCAT～徒歩約 5分

◎会場には駐車スペースがありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

懇親会／同日　PM17:00～18:00（申し込み別途必要）

オリジナル
オンリー
イベントです

参加形態
（いずれもオリジナル作品であればご自由に展示・頒布していただけます）

テーマ1 「フリー」 ／ テーマ2 「ケ（だ）モノ」
創作イベントに参加したいけど何を創って良いか解らない。。とお嘆きの貴兄に。。
テーマディーラーとしてガイドブックや公式HPでご紹介予定です。

文字通りです。ご自由に創作してください



※1　過去のGWC含む他イベントでの当日版権キットの古物・新古品販売を禁止します。
※2　販売可能な版権物は、サークルやメーカーとして自社発信のオリジナルの商品・製品の展示・販売のみと
　　  させていただいております。
※3　一般玩具やトレーディングフィギュアの販売・古物転売はお断りしています。

オリジナル商品(当日版権システムはありません)・作品の展示即売会です。

●本書類の構成

●募集内容/参加費用

●参加形態

●スケジュール

●会場イメージ

●イベント内容

…参加のご案内（本紙）
…ディーラー参加申込書（5Pを使用）

…ガレージキット・ドール・ホビー全般※3
　・手芸/工芸（アート・クラフト全般）・工具類や関連サービス・その他創作※4

ご不明な点、ご質問等は、実行委員会までお気軽にお問い合せ下さい。また、過去にご参加頂いたディーラーの方
も細部で要項が変更されている場合があります。必ずご熟読の上お申し込みください。

■1スペース（450×900・1/2卓）3,500円（申込先着順）
■2スペース（450×1800・1卓） 5,000円（申込先着順）
　　　　　　※1ディーラー様4スペース(2卓)迄とさせていただきます。
■参加人数　1スペースにつき1人
　　　　　（追加参加1名につき500円を加算/椅子は1スペース2名分迄）

■下図のレイアウト（机の配置）は仮のものです。

楽しい一日を作りましょう!!

※9/10を過ぎても最終案内が届か
　ない場合は、郵便事故の可能性
　があります。
　運営委員会まで至急ご連絡くだ
　さい。

5月10日
6月1日
7月31日

9月4日
9月23日

参加案内の公開
ディーラー参加受付開始
当日版権参加ディーラー受付〆切
当日版権参加ディーラー参加料入金〆切
ディーラーカット入稿〆切（P. 5 を参照）
最終参加案内発送完了
ガレージワークスコミュニケーション当日

参加は先着順です。〆切前に定

員に達した場合はそこで募集は

終了いたします。

2/18の時点でスペースに空きの

ある場合は、当日版権無しのデ

ィーラー受付のみ継続募集する

場合があります。

オリジナル
オンリー
イベントです

（いずれもオリジナル作品であればご自由に展示・頒布していただけます）

テーマ1　「フリー」 
テーマ2　「ケ（だ）モノ」解釈は自由です。創作イベントに参加したいけど何を創って良いか解らない。。とお嘆きの貴兄に。。テーマディーラーとしてガイドブックや公式HPでご紹介予定です。

文字通りです。ご自由に創作してください

必ずどちらかでしか参加できないわけではありません。メインになるもの（比重が高い）が参加形態となります。
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4ページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に必要事項を記入の上、

メール添付（PDF、JPG、EPS）または郵送(A4サイズ出力必須)で返送してください。

※参加申込の書類は必ずコピーなどの控えを取っておいてください。

※郵送の場合は未着トラブルを防ぐために、追跡ができる形態での発送をお勧めします。

●申込方法

●ディーラー向けの追加情報や、緊急の連絡をTwitterのDMで呼びかける

　事が有ります。可能であればTwitterのフォローをお勧めしておきます。

参加申込書類送付先

参加料お振込先（7/31〆切）

（現金書留は受け付けません。ご注意ください）

三井住友銀行  金剛支店 （普）3916195

GWC 実行委員会 代表 岡本勝巳

※振込手数料は各自でご負担願います。

〒584-0074 大阪府富田林市久野喜台2-3-129-204

GWC実行委員会 岡本勝己 宛

提出先・入金の
宛先に

ご注意下さい。

●2017年7月よりＧＷＣオフィシャルＨＰで参加者リスト公開を開始。（申込み順随時）

●個人参加で当日の搬入がご負担になる方は、宅配便等による直接会場への発送が可能です。また、イベン

ト終了後も実行委員会の方で荷物の返送手続きを受け付けます。運営委員会まで事前にご相談ください。

その他

参加申込書提出書類1 2017.9/23　GWC act.XVI

●ディーラーカット入稿にご協力ください

GWC ガイドブック仕様／16ページ・フルカラー（予定）
GWCのガイドブック（入場証）はフルカラーです。ガイドブックはGWC実行委員会と参加ディーラー様と協

同で作成し、一般参加のお客様に提供する商材の一つと位置づけております。

なにとぞ白紙（未提出）のままで放置されることがないようにご協力をお願いいたします。

■手書き入稿の場合／ディーラーカット入稿〆切までに、参加申込書と一緒または別送でお送りください。

※ディーラー紹介スペースはそのままコピーして使用しますのでなるべく折り曲げずにお送りください。

■データ入稿の場合／ディーラーカット入稿〆切までに、原寸（w120mm  h=45mm）・350dpi相当・RGBまたは

CMYKで作成。保存形式JPEG・EPS/文字データはアウトライン化必須。リンク画像は埋込の画像にし、メール

タイトルを「GWC16ディーラーカット/(ディーラー名)」として下記宛にお送りください。

info@g-wc.net【メール添付送付先】

GWC公式Twitter



●参加ディーラー懇親会について

●コスプレ参加について

■今回は、かねてより一部のディーラー参加者様よりご要望のあったイベント終了後の懇親会を予定してお

ります。

　ディーラー同士で交流を深めたい。単身でご参加のため、ブースから離れる事ができないなど、他のディー

ラー様との交流機会としてご利用ください。

■ディーラー様でコスプレ参加をご希望の方は、9Bイベントスペース隣接の本部スペース内を更衣室として

ご利用いただきます（電源・姿見完備）。女性のお着替えの場合は、GWC女性スタッフがご案内いたします。

■COS-ROM、写真集の類は同人誌とみなします。同人誌の販売はオリジナル作品に限定しているので、販売希

望の場合はそのルールにのっとった作品に留めていただきます。

■イベント内での販売目的のキャラコス撮影も禁止です。

■販売目的に関して、個人的に版権の許諾を受けている（公認されている）キャラコスに関しては上記の限り

では有りません。また、オリジナル同人作品のキャラコスに関しても同様です。権利者公認、許諾の得ている

場合は上記の禁止事項に当たりません。

日時　　　9/23（土）★GWC act.XVI 当日　時間 17:00～約 1時間程度

場所　　　9Bホール

募集定員　約 40 名（申込先着順）

募集開始　8月より公式HPにてディーラー向けに呼びかけ、メールにて申込受付。

参加費　　￥1,000（1 名様あたり）

　　　　　参加料は当日徴収いたします。（参加券と引き換え）

形式・内容

　　　　　立食（壁際に椅子のご用意有り・30 脚）

　　　　　ソフトドリンク飲み放題＋スナック類

更衣室利用可能時間　9:00～イベント終了まで

　　　　　　　　　　（入退室に際しては実行委員会スタッフにお声かけ願います。）

場所　　　9Bホール内会議スペース

参加費　　ディーラー様は無料でご利用いただけます。（一般は入場料として￥500 必要）

注意事項 イベント内でのキャラコス自体は自由ですが以下の点にご注意ください。



下記太枠内にカット、自己紹介などご自由にスペースを埋めてください。（カラー原稿歓迎!）

※ガイドブックで使用する

のは太枠線内のみです。

※ディーラー紹介スペース

はそのままコピーして使用

しますのでなるべく折り曲

げずにお送りください。

ディーラー紹介（ガイドブック用原稿）

参加申込書提出書類1
※本書類は返却いたしません、コピーを取っておくことをお薦めいたします。
　太枠線内に必要事項をご記入の上、版権あり・無しそれぞれの〆切日までにGWC実行委員会までお送りください

※サイズを同じにしていただければ、パソコン等で制作したものでも可。（但しグレースケールはキレイに印刷されないない場合があります。）

※メール添付画像での入稿を希望される方は原寸（w120mm  h=45mm）・350dpi相当・RGB、CMYKで作成。保存形式JPEG・EPS/文字データ
　はアウトライン化必須。リンク画像は埋込の画像にして2017年7月31日までにメールでお送り下さい。【送付先／info@g-wc.net】

2017.9/23　GWC act.XVI

サイズw=120 h=45

ディーラー紹介（ガイドブック用原稿）の提出方法※必須

電話＜携帯可＞

E-mail ※有れば

必ずPCからのメールを受付けられるアドレスをご記入ください

HP※有れば h t t p : / / GWC公式HPへのリンク 要・不要

裸体を含む性的表現

予定する内容（HP掲載時に記載内容を実行委員会で編集する場合が有ります）

フリガナ

ディーラー名

フリガナ

代表者氏名

住所（代表者）〒

新規審査可能版権元情報やその他、イベント詳細、等

連絡の希望（いずれかに○）

イベント当日の出品予定

1スペース（1/2卓・参加1名）

2スペース（1卓・参加2名）

月　　　日

参加料入金予定日　銀行振込のみ［7/31必着］

ディーラー懇親会の参加料は当日徴収します。

メールでのご連絡になります。

追加スタッフ　※上限2名迄

申込み

合計金額
参加
人数

￥3,500-×　卓=￥

￥5,000-×　卓=￥

￥500-×　名=￥

GWC参加実績（いずれかに○）

いずれかに○

有・初参加

有・無

有・無

要・不要

￥

参加申込みスペース（□はいずれかにチェック）

印

名

メール ・ 郵送（下記に直接書き込みも可）

必ずご記入ください

必ずご記入ください

独自取得の版権作品

（予定含む）
必ずご記入ください

〒584-0074 大阪府富田林市久野喜台2-3-129-204

デザインオフィスファントム 岡本勝己 宛

entry@g-wc.net【メール添付送付先】

【郵送送付先】

不明の場合は未記入でかまいません（act.     ）

A4サイズ出力必須

□テーマ1　「フリー」 
□テーマ2　「ケ（だ）モノ」
必ずどちらかでしか参加できないわけではありません。
メインになるもの（比重が高い）が参加形態となります。

←提出必須


