
参加のご案内

※当日版権有り、無しに関わらず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。
※ディーラー参加受付開始より2日以内に予定枠満了となった場合は参加ディーラー抽選に切り替えます。
※11/25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。

当日版権申請〆切 自主取得版権報告〆切

ディーラー参加受付期間

主催／GWC実行委員会

C GWC 2004-2017

開催日時／2018年3月25日（sun）　AM10:30~PM16:00
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7HALL/8aHALL

イベント運営・参加に関するお問い合せ

GARAGE    WORKS
COMMUNICATION

act. XVII
マッテルゼッ

!

実行委員会運営（窓口）：
所在地（連絡先）：

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
FAX 0721-29-6972 　　　　　mail : info@g-wc.net

事業責任者： GWC実行委員会代表 岡本勝巳

※1　版権元様の指導・協力のもとで当日版権システムを採用しています。
※2　過去のGWC含む他イベントでの当日版権キットの販売・持ち込みを禁止しています。
※3　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。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。
※4　二次創作にあたる同人誌・グッズ等の販売を禁止します。

2017年11月10日（金）～2017年11月20日（月）必着
2017年 11月27日（月）必着 2018年 2月20日必着

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）

オリジナル商品を中心とした作品の展示・即売会です。

■一般入場　Dealer’sroom（有料）￥700／Event area（無料）

●本書類の構成

●別紙申請書類

●会場アクセス

●イベント内容

…参加のご案内（本紙）／ディーラー参加申込書P8.P9（2枚1組）　

…当日版権申込み書／誓約書（別紙3枚1組）
…GWC act.XVII 自主取得ライセンス展示・頒布報告書（別紙1枚1組）　

…ガレージキット※1・ドール※1・古物（模型関連に限定）※2・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

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！（著
作権に抵触する物は別途申請が必要※立体限定）。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、そしてなによりご参加をお待ちしております。

〒542-0076 大阪市中央区難波4-2-1 難波御堂筋ビルディング
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 30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。

申込先着順
定員に達し次第受付終了



●募集内容/参加費用

●会場イメージ

■参加料は上記同じ（ ※ディーラーズルームへの出入り自由）

　※申込み上限は1ディーラー様6スペース(3卓)迄とさせていただきます。

■一般参加者／有料（￥700-/1名 ※ディーラーズルームへの出入り自由）

■ディーラー参加者（イベントエリア参加含む）参加／無料

■1スペース（450×900・1/2卓・参加1名 ※追加参加1名まで+700円）3,500円（申込先着順）

■2スペース（450×1800・1卓・参加2名 ※追加参加2名まで+700円/1名あたり） 5,500円（申込先着順）

　※申込み上限は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。

　※ディーラーの隣接希望について／偶数スペースでの受付のみ有効です【1スペ+1スペ　2スペ+2スペなど】

　　参加申込書の記入欄に双方のディーラー名の明記が必要です。

■独自に版権を取得された物は手数料は発生しません。但し事前に事務局宛に届け出が必要です。

　参加申込書類を参照してください。

参加区分

(デモンストレーションのみ、商談は可、アダルト関連の展示は不可)

（販売・展示・デモンストレーションも可）一般／アダルトディーラーズルーム

イベントエリア

■下図のレイアウト（机の配置）は仮のものです。
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コスプレ参加

■当日版権申請をされる方は事務手数料として1,000円を参加申込時にお支払い頂きます。(3アイテムまで)

※事務手数料は版権許諾の可否に関わらずお支払いいただきます。

※4アイテム以上の申請は1アイテムに付き500円の追加事務手数料が加算されます。

■当日版権申請はありません。

※独自に版権を取得された物の商談は可。但し事前に事務局宛に届け出が必要です。

1.

2.

3.



7ページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に必要事項を記入の上、下記宛に郵送またはメー

ル画像添付（JPEG、EPS、PDF）でお送りください。

※当日版権申請のある方は、別紙用紙に必要事項を記入の上11月30日の「当日版権参加ディーラー受付〆切

　までに必着でお送りください。（参加申込との別送可）

※参加申込・当日版権の各書類は必ずコピーなどの控えを取っておいてください。

※書類をお送りいただく際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

●申込先と入金先

●会場イメージ

参加申込書類送付先（当日版権申請も同じ）

参加料お振込先　※手数料参加者負担

（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

〒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

■参加申込み書

■ディーラー紹介（ガイドブック用原稿※必須）

（以下当日版権申請の有る方のみご記入ください）

■当日版権申込書/誓約書

　要申請作品の写真添付

申込時に必要な書類

※申請書類、審査用写真を必ず添付の上、その他表現上の必要に応じて

　作品の特徴がよくわかるもの（最大で5カット）を添えてください。

　また、立体物以外での商品の場合は、申請の段階で販売物と

　同等の品物（複製可）をご用意頂きます。

（注／提出物の返却は致しません）

※原寸350dpi/JPGのデータ入稿も可（カラー可）
　メール添付で(info@g-wc.net)宛お送りください

参加申込書提出書類1 2018.3/25　GWC act.XVII

A4サイズ出力必須

●スケジュール

可能な限り柔軟な対応を心がけております。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。特に版権アイテム
をご予定の方は本参加要項を必ずご熟読の上お申し込みください。

楽しい一日を作りましょう!!

3/15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。
実行委員会まで至急ご連絡ください。

11月10日
11月20日
11月27日
12月27日
2月9日
3月2日
3月9日
3月25日

ディーラー参加受付開始
ディーラー受付〆切
当日版権申請〆切
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）
版権料入金〆切
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。

12/1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。

参加区分 ディーラーズルーム1. イベントエリア2.



●イベント当日スケジュール

●当日版権のGWCへの導入にあたって、イベント会場内での禁止事項を儲けます

◆更衣スペースの利用時間　事前登録無し10:30〜15:00　事前登録有り9:00〜15:30

◆参加申込書などの書類記入は必要ありません。当日受付にてコスプレ参加の旨お伝えください。

◆メールにて事前登録いたいただけますと開場前より更衣スペースの利用が可能となります。

　※登録の無い場合は一般入場列待機からの入場受付となります。

※その他詳細は公式HPでもご案内予定です。

◆募集期間の設定はありません参加区分 コスプレ参加3.

1.他のイベントで当日版権を取得した商品の販売目的での(古物を含みます)の持ち込みを禁止します。

　※本イベントで販売できる版権モノは、

　a）本イベント当日版権を取得した商品。

　b）ディーラー独自の資格で版権を取得している商品（一般商品）。

　c）各版権元が公開している「2次創作のガイドライン」に沿ったもの。

　d）過去に一般販売（正規の版権取得継続中に限る）がされている商品。

　とさせていただきます。

2.運営委員会が海賊版と判断した商品の持ち込み。※証紙部分がコピーの製品や、証紙・許諾証明が確認できない商品。

3.本イベント当日版権の許諾が下りなかった商品。

4.版権許諾されていない既存キャラクター（一般的な版権モノ）を使用した同人誌（ソフト・グッズ）作品の販売。

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30 完全撤収

ディーラー向け企画「フィギュア供養会」

撤収作業

搬入・設営開始

「当日版権商品売上報告書」提出及び「余った証紙」返却

～ディーラー受付

開場

イベントエリアタイムテーブルは
スケジュール決定次第公式HPなどで
公開予定

閉会

版権関連の事務は受付時にお済ませ下さい。
※サンプル類の提出はイベント終了後でも可



●ディーラーカット入稿にご協力ください

●ディーラー向け企画「フィギュア供養会」／事前申込不要・参加無料

〒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

GWC ガイドブック仕様／24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考えております。

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（2018/2/9）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「GWC17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。

今回、思いの塊であるところの「ガレキ」を「供養」という形で断捨離しませんか?

という企画を立ててみました。参加ディーラ限定、イベント終了後（約30分程度）の時間

を頂いて行います。詳細、参加方法は後日最終案内にてお知らせの予定です。

★尚、本企画は特定の宗教（宗派）・思想の方を対象としたものではありません。

　どなたでもお気軽にご参加いただき、自身の「創る」姿勢を見つめ直したり、また新たな気持ちで創作活

　動に挑めるきっかけのひとつになればと思い企画しました。

　供養の終わった「ガレキ隗」は、イベント終了後実行委員会側で「廃棄物」として処分いたします。

info@g-wc.net【送付先】

【送付先】

●2018年1月よりＧＷＣオフィシャルＨＰで参加者リスト公開予定。（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。実行委員会まで事前にご相談ください。

その他

当日版権申請と独自版権取得物を展示・頒布予定の方は
次ページ以降も良く読んでお申込みください。



版権作品の出展・頒布に関する諸注意

コピーライト表示について----------------------------------

当日版権商品には「当日版権判定書」に記載されてあるとおりの　表示を、版権元の指示に従って商品（組立後でも確認でき

る場所）に刻印してください。又、パッケージ（袋売の場合はタグ）にも表示が必要です。

　表示が無い商品は、いかなる理由があっても当日販売できません。

※版権元によっては免除される場合がありますが。その場合はその旨を判定結果通知に記載いたします。

※全ての商品にコピーライト刻印、表示を入れてください（サンプル含む）。

C

C

6P掲載以外の版権元への審査は不可の可能性が高いとお考えください。

以下の注意点を熟読の上、お申込みください。

■版権物に関する約束は厳守してください。

■「当日版権」に加えて「独自取得版権」「2次創作ガイドライン適用出品」に関しても書類の
　記入が必要です。

今後のイベント運営に深刻な影響を与える場合がございます。

■前回GWCにて「不許可」「出品取下」をされたアイテムの再申請は受付できません。

■少なすぎる申請数と版権元で判断されたもの、以前申請されて未完成出品無しの実績がついた
　ディーラー様は、審査そのものをしていただけない事があります。

当日版権に関する諸注意 ●「独自取得版権」「2次創作ガイドライン適用出品」方は

　別紙書類「提出書類T-1」の記入をお願いします。

当日版権の審査協力に関して。

順調に回を重ねている GWC ですが、イベント規模や、同種イベントの増加による版権元様の対応のご負担等、版
権ものの審査については未だ、幅を拡げていくのが難しい状況です。
前回審査協力をいただいた版権元様についても、今回も審査してもらえる確証がない事を事前に含み置きください。

●前回GWCで審査実績がある版権元は6P表欄をご参照ください。

　企画書やイメージスケッチのみでの申請は受け付けません。

　原型（又は商品）が未完成な場合や写真が不鮮明な場合は審査されない可能性があります。

　審査の過程において版権元より修正や変更の要請があった場合にはこれに従ってください。

　審査、許諾が完了しても、版権元の都合等により当日の販売が不可能になる場合があります。

　一旦不許可となったアイテムの再申請、再審査は受け付けられません。

　審査時に提出して頂いた書類、写真等は返却できません。（コピーを取っておくことをお薦めします。）

　版権許諾時に、版権元より提示された条件は絶対遵守です。

　版権元が一旦許諾を出したアイテムに関しての版権料・提出物は、当日販売を行わなくても期日までにこれをお支

　払い、提出していただきます。（版権元より請求のある作品・アイテムに関して）

●販売が許諾されたら

　a.指示に従ってコピーライトを刻印していただきます。

　b.生産が可能となります（但し指定販売数+サンプル数のみ）

　c.版権料をお支払い頂きます（GWCイベント当日受付時証紙と引換え）　

　d.必要に応じて実行委員会または版権元への誓約書を当日提出していただきます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



■GWCact.XV当日版権の審査実績のある版権元様（※アイウエオ順、敬称略）

※上記以外の版権元様への申請に関しては確認がとれ次第、メルマガ・twitter・公式HPで随時報告致します。
注1.上記版権元様は前回審査をしていただいた版権元様・今回審査をしていただく予定の版権元様です。

　　イベント開催時の版権元状況によっては審査自体が不可になる可能性があります。

注2.ＧＡＩＮＡＸ作品、Ｎｉｔｒｏ+（魔法少女まどか★マギカ/翠星のガルガンティア他は申請が必要です）作品に関しては、

     各ディーラー様が独自に版権元様に対し申請をし、許諾・販売許可を受けた製品のみ販売できます。

注3.ガールズ&パンツァー含むバンダイビジュアル作品、円谷作品、東宝映像作品、創通、東映作品（独自取得版権除く）は取り扱

　　い不可とさせていただきます。

GWCact .XV 当日版権取得実績
㈱ILCA

㈱アクアプラス

あさひあげ

㈱一迅社

㈱ウェザーニューズ社

㈱NBCユニバーサル

オーガスト

㈱KADOKAWA

/アスキーメディアワークス

/エンターブレイン

/メディアファクトリー

キングレコード株式会社

クリアレーヴ

㈱講談社

Cygames

ジェンコ

㈱新潮社

㈱双葉社

ダイナミック企画株式会社

TYPE-MOON

㈱トミーテック

ニトロプラス

㈱Hobby JAPAN

松田未来

Lose/ボーントゥ

ドアマイガーD

To Heart 2 XRETED

しらたま団子

普通の女子高生が【ろこどる】やってみた。

WEATHEROID

ご注文はうさぎですか?

夜明け前より瑠璃色な

けものフレンズ、NEW GAME!、境界線上のホライゾン、姉なるもの、エマ、ダンジョン飯、ニンジャスレイヤー　ネオサイタマ炎上、レコラブ、

Re:ゼロから始める異世界生活、繰繰れ!コックリさん、のんのんびより　リピート、ノーゲームノーライフ

vivid strike

恋がさくころ桜どぎ

ああっ女神さまっ、ウイッチクラフトワークス、さよなら絶望先生、シドニアの騎士、ふらいんぐういっち、やおろちの巫女さん、甘々と稲妻、偽物語、終物語、

美少女戦士セーラームーン、宝石の国

グランブルーファンタジー

GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり、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、モンスター娘のいる日常

プリニウス

つぐもも

真ゲッターロボ　世界最後の日

Fate/stay night、Fate/Grand Order

鉄道むすめ

魔法少女まどか☆マギカ

ファントム・コア

UNLIMITED WINGS 2

ものべの〜Happy End〜

「東方Project/
上海アリス幻楽団」様の

作品を扱われる方は
ご熟読ください

独自取得版権と版権元が公開する「2次創作のガイドライン」を参照した
版権作品の出展と頒布に関する諸注意

状況説明===============================

1.「上海アリス幻楽団」様に対しイベント実行委員会として「イベントの趣旨

説明」と「審査の協力」は連絡しております。

2.「上海アリス幻楽団」様から「版権審査」「特定のキャラクター」に対しての

展示・頒布に関し「許可・不許可」は共に頂いておりません。

3.以上を踏まえた上で、「上海アリス幻楽団」様の公式ＨＰ　(http://www16.big.or.jp/~zun/)　

のサポートの項「二次創作に関するガイドライン」を参照の上、ＧＷＣ内での展示・頒布に関してこれを容認いたします。

4.とはいえ他者の著作物に関して内容を把握せず、かつ無制限に頒布されることを実行委員会としては黙認できかねる部分も

ありますので最低限の「報告」として「別途書類※1にて事前に報告を頂いた作品のみ」頒布と展示を許可いたします。

5.東方Project様用の本システムに関して、もし権利者より何らかの指導・停止命令が出た場合は速やかに従っていただきます。

またそれに伴う損害が生じた場合でも実行委員会としては責任は負いかねます。

今後ＧＷＣ内で「東方Project/上海アリス幻楽団」様の著作物を扱う場合は、以上の事を含みおき、お申込みください。

尚、現システムは流動的で、解釈の違いや、第三者による指摘でも問題が有れば随時レギュレーションが変更されることが予想

されます。ご了承下さい。

今回のGWCから、個人の資格で「販売・頒布のためのライセンス」を取得、また「2次創作のガイド

ライン」を参照された創作物の出品に関しても、内容のお届けをしていただく事になりました。

他者の著作物を内容の把握無く、無制限に頒布される事をイベント実行委員会として容認しかねると

いう判断です。届け出に当たっては別紙申請書類にご記入ください。 



参加申込書提出書類1/2
※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
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〒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

電話＜携帯可＞

E-mail 
必ずPCからのメールとPDF添付ファイルを受取れるアドレスをご記入ください

HP（任意） http://

Twitterアカウント/HN（任意）

GWC公式HPへのリンク 要・不要

フリガナ

ディーラー名

フリガナ

代表者氏名

住所（代表者）〒

参加料御入金予定日（1ページ入金〆切参照）

　　月　　　日
お支払い方法銀行振込のみ

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=￥

￥5,500-×　卓=￥

￥700-×　名=￥

￥700-×　名=￥

GWC参加実績（いずれかに○） 初参加・有

有・無

￥

独自取得の版権作品（予定含む）

必ずご記入ください

【送付先】

不明の場合は未記入でかまいません（act.     ）

※有りを選択の場合アダルトエリアでの配置となります
　未成年者は参加ができません。ご注意ください

裸体を含む性的表現

1スペース（1/2卓・参加1名）

2スペース（1卓・参加2名）

1スペース（1/2卓・参加1名）

2スペース（1卓・参加2名）

版権申請事務手数料

追加スタッフ　※上限2名迄

版権申請追加事務手数料（4アイテム以降）

申込み

合計金額
参加
人数

￥3,500-×　卓=￥

￥5,500-×　卓=￥

（3アイテムまで）  ￥1,000-

￥500-×　　　=￥

￥700-×　名=￥

追加スタッフ　※上限1名迄

追加スタッフ　※上限1名迄

￥700-×　名=￥

有・無

有・無

￥

参加申込みスペース（□はいずれかにチェック）※上限4スペース

参加申込みスペース（□はいずれかにチェック）※上限6スペース

（追加アイテム数）

独自取得の場合は
事務手数料は不要

独自取得の版権作品（予定含む）

必ずご記入ください

当日版権の申請（いずれかに○） 有・無

A4サイズ出力必須

参加区分 （販売・展示・デモンストレーションも可）ディーラーズルーム1.

参加区分 (デモンストレーションのみ、商談は可、アダルト関連の展示は不可)イベントエリア2.

参加区分を選んで
必要事項を記入し
てください



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）

※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。

※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2018年2月9日までにメールでお送り下さい。【送付先／info@g-wc.net】
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サイズw=120 h=45

ディーラーカット（ガイドブック用原稿）の提出方法※必須（後日別送も可）

代表者氏名

ディーラー名 ディーラー名

イベント当日の出品予定

印

ディーラーカット記入欄　入稿〆切（2018/2/9）

メール ・ 郵送

当日版権の申請・独自取得の版権作品の申請がある方は

別紙もダウンロードの上記入提出してください

■ディーラーの隣接希望について／偶数スペースでの受付のみ有効です【1スペ+1スペ　2スペ+2スペなど】

　　参加申込書の記入欄に双方のディーラー名の明記が必要です。

（　）スペース （　）スペース

以上の内容で参加申込をします。


