
［当日版権システムについて］
ドルパでは、イベント当日に限り、版権キャラクター商品を展示＆販売できるアマチュア向けの版権システムのご利用が可能です。
版権キャラクターの展示や販売をご希望のディーラー様は、ぜひ当日版権システムを利用してお楽しみください。
※展示のみに使用する場合も申請が必要です。

※「版権」とは、著作権法における“出版権”の略語で
　「著作権に保護された創作物を商品化・販売するための権利」を意味します。

郵送で申請 オンラインで申請

申請方法には次の2種類があります。

郵送／書類で申請 オンライン／ウェブサイトで申請

「ドルパ・ポータルサイト」へアクセスしていただき、ディーラー参加
のお申込みページから申請書を入手してください。
（本誌にも添付されております／店頭配布もございます）

※ご郵送／現金書留でディーラー出展のお申込みをされる場合は、
　まとめて申請いただけます。

※FAXやEメールを利用しての申請受付は行っておりません。
　その場合の申請はすべて無効となります。

「ドルパ・ポータルサイト」へアクセスしていただき、ディーラー参加
のお申込みページ内にある申請フォームから手続きを行ってください。

商品サンプルを制作して監修用の写真を準備する。　過去に実績のない作品は事前に事務局まで相談することをおすすめいたします。

https://dollfie.volks.co.jp/event/dolpa/
※アクセスした日によりまして、受付準備中の場合がございます。

ドルパ・ポータルサイト

当日版権申請フォーム

https://dollfie.volks.co.jp/event/dolpa/
※アクセスした日によりまして、準備中の場合がございます。

ドルパ・ポータルサイト

監修結果／許諾通知

事務手数料

● 申請できるアイテム数は１０品までとなります。
● １アイテム毎の販売できる数は２０個までとなります。かつ、申請総数で販売できる数は１００個までとなります。
　 ドルパ・ディーラー出展では、これを超える申請数はアマチュアの活動範囲を超えていると見なし、申請を受付できません。
● １アイテムの中で、組み換えや着せ替えによって、版権作品に登場するキャラクターを複数表現できるセット販売も可能です。

監修結果が判明次第、Eメールにて結果をお知らせいたします。
商品化の許可が下りたアイテムは、通知の内容にそって「事務手数料」のお支払いと「誓約書」のご提出の後、商品制作に入ってください。
また、使用した作品によりましては、「版権料」「商品サンプル」の提出が必要な場合がございます。

申請したアイテムの内、許諾が下りたアイテムのみ [ １アイテムにつき1650円（税込） ] 事務手数料をお支払いいただきます。
事務局手数料とは、版権元や申請者への連絡や手続きにかかる諸経費です。

（例）　４アイテムを申請して、２アイテムの許諾が下りた場合の事務手数料
 1,650円×２アイテム ＝ 事務手数料 3,300円
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版権料

申請したアイテムの内、使用した作品によりましては、「版権料」のお支払いが必要となる場合がございます。
なお、使用した作品やキャラクターによりまして、個 に々条件が異なります。詳しい条件につきましては、許諾通知にてお知らせいたします。

※版権料は販売価格の３～10％のロイヤリティが一般的な目安となります。
※使用した作品によりましては、免除（無償）となる場合もございます。

２

商品サンプル

申請したアイテムの内、使用した作品によりましては、「商品サンプル」の提出が必要となる場合がございます。
なお、使用した作品やキャラクターによりまして、個 に々条件が異なります。詳しい条件につきましては、許諾通知にてお知らせいたします。

※商品サンプルは１～３個の提出が一般的な目安となります。
※使用した作品によりましては、免除（提出不要）となる場合もございます。

当日版権受付／商品サンプル提出

ドルパ当日の「ディーラー受付」の後、同受付にて当日版権受付を行います。受付前の当日版権利用はできません。
版権アイテムの販売や展示に必要な「版権証紙」、「版権取得証明書」「販売結果報告書」などの書類一式をお渡しいたします。
また、「商品サンプル」のご提出が必要な場合はこちらで受付いたします。

販売報告

Q. 当日版権商品は受注販売やイベント後日に販売をしてもよいですか？
A. ぜったいにダメです。

ドルパでの販売が終了いたしましたら、必ず事務局本部までお立ち寄りいただき、販売報告を行ってください。
「販売結果報告書」や「未使用分の版権証紙」のご返却をお願いいたします。

当日版権システムは、イベント当日の会場限定、かつ現物の展示／販売のみが認められるシステムです。
商品の受注販売やイベント後日のお渡し、販売はできません。（趣旨に反するため購入品のリセール等も認めておりません）

Q. 当日版権商品は個人のSNSやウェブサイトで紹介してもよいですか？
A. ドルパ･ディーラー出展における出品物なら大丈夫です。

ドルパ・ディーラー出展にて販売する当日版権商品を紹介する目的ならば問題ありません。
「ドルパの出品物である事」「当日版権を申請している事」を明記してご案内ください。

Q. 販売価格や数量を申請から変更してもよいですか？
A. 値上げ販売や数量の追加等、申請からプラスする行為は禁止です。

原則、申請した販売価格や数量を変更する事はできません。
但し、値引き販売や制作が間に合わず販売数を減らす等、申請からマイナスする分には対応可能です。
なお、その場合の版権料等の差額は返還されません。お支払い金額は申請から変更できませんので、ご留意ください。

Q. ドルパを欠席する事になりました。その場合も版権料の支払い等は必要ですか？
A. 原則、必要となりますが……。

やむを得ない事情により欠席される場合でも、原則は版権料のお支払いや商品サンプルの提出が必要となります。
但し、欠席をお知らせいただいたタイミングによりましては、申請の取り下げにより、免除される場合もございます。
急なご事情により、ドルパ出展のご都合がつかない場合には、まずは早急にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

当日版権システムは、版権元との信頼とご協力により成り立っておりますので、規約を守って正しくご利用ください。

ドルパ当日

１

２

３



個人情報の取り扱いについて：　お客様の個人情報は当日版権申請システムのご利用上で必要な範囲で使用いたします。
お客様の個人情報は株式会社ボークスの商品のお届けやお問い合わせ、イベント、新商品のご案内、サービス向上の為の
調査目的以外で使用することはありません。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 https: //www.volks .co.jp/cs/company/privacy.html

書類記入のお願いについて

過去の当日版権取得作品について

【ドルパの開催中止が決定した場合】の版権申請のお取り扱いについて

個人情報
申請者の情報です。
※代表者様のみ申請いただけます。

販売予定商品の概要に
ついて詳しくご記入ください。

商品仕様

ドルパ当日版権における申請は「ディーラー代表者」に限らせていただきます。
代表者様以外の方が制作される場合も代表者様が責任を持ってお手続きください。

残念ながらドルパの開催が中止となりました場合、詳細は中止決定後のご案内にてお知らせいたします。
申請作品により、中止後の取り扱いが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※「次回のドルパへ許諾振り替え／振り替え不可による申請の取下げ」「お支払い済み版権料の返金あり／なし」など

ドルパ・ポータルサイト( https://dollfie.volks.co.jp/event/dolpa/ )に過去の取得実績を掲載しております。

・過去に実績の無い作品に関しましては、事前に事務局までご相談ください。　
※申請可否の確認にはお時間をいただきます。申請日まで余裕をもってご相談ください。
※過去に実績のある作品におきましても、申請のタイミングにより、許諾条件の変更や、
　許諾が下りない場合がございます。あしからずご了承ください。

・お電話での対応は原則受け付けておりません。当局からの連絡／Eメールをお待ちください。
・対応方法は当事務局にて指定いたします。ご了承ください。

取得実績一覧

ドルパ当日版権システム（著作権使用許諾申請書）
申請／販売イベント情報 株式会社ボークス主催【20XX年XX月XX日 ◆◆展示場「ドールズ パーティー■■」】

ディーラー名
（団体名）

申請
商品名

申請
販売価格
（税込）

カテゴリー

備考

キャラクター名
/使用名称

□ 新規申請　　□ 展示のみ申請
※ ドルパ／他当日版権イベント問わず、
過去に販売履歴がある場合は「再販申請」を選択ください

□ 再販申請  ＜最新の申請イベントを記入ください＞
 (　　　　　　　　　　  　　　)

□ MDD／MDDもちあし　□ DDP　□ DDS／ DDSB　□ DD／ DDB　□ DDdy
□ 幼 SD　□ MSD／ SDM　□ SDC　□ SD／ SD13 ／ SDGr（女の子・男の子）　□ SD16（女の子・男の子）　□ SD17 ／ SDGOU
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

□ ドールドレス／シューズ
□ ドール小物・アクセサリー
□ DDヘッド（DDH-　　　　　）
□ その他（　　　　　　　　   ）

□ 原作  □ コミック
□ アニメ □ ゲーム
□ その他（　　　　　　　　　）

□ 布　□ ソフビ　□ ウレタンキャスト 
□ 金属　□ 合皮
□ その他
 (　　　　　　　　　　　　　　　   　)

フリガナ

フリガナ

フリガナ

※　商品概要 / 補足：申請にあたり、商品に関する補足、掲載メディア、参考資料等がある場合は記入ください／過去に申請履歴がある場合の補足など記入ください

※ 数字とアルファベット文字をきちんと書き分けてください。ハイフンとアンダーバー等の間違え易い記号もご注意ください。

フリガナ

TEL（携帯電話番号）

フリガナ

〒 -

住　　所

フリガナ

印

円 個 mm

代表者名
（申請者名）

登場
作品名

使用
素材

作品媒体

(         )          -        
連絡先
電話番号e-Mai l

申請
販売数量

サイズ
（全長）

申請
形態

商品
対応
サイズ

※ 当てはまる全てのサイズにチェックしてください。

メディアミックス作品（多様な媒体展開をしている作品）の場合は、
版権元が異なる場合がございます。
どの媒体のデザインを参考にしたのか分かる範囲で記入ください。

作品媒体

天使のすみか
テンシノスミカ

橘　こまめ
タチバナ　コマメ

橘

京都府　京都市6 0 0  8 8 6 2
キョウトフ　　　キョウトシ

下京区　七条御所ノ内　60

komame@superdollfie.net 075   325  1171

シモギョウク　　シチジョウゴショノウチ

こまめ

ドルパＸＸで販売した商品の再販です。

コマメ

こまめ柄 ドールサイズエプロン

4,950 10 40

ドルパ ＸＸ

コマメガラドールサイズエプロン

東京少年物語
トウキョウショウネンモノガタリ

✔

✔
✔

✔

✔

✔ ✔ ✔



ドルパ当日版権システム（著作権使用許諾申請書）

監修用
写真台紙

テープ貼りしろ

[正面] [右面] [左面] [背面]をカメラで撮影し、
計４枚の写真を台紙に貼りつけてください。

●図を参考に写真をテープで貼りつけてください。
　１枚ずつめくることができるように提出ください。

・写真サイズ：L判 (縦89mm×横127mm)
　　　　　　　または、それに準じるサイズで印刷ください。

・背景は単色無地で撮影してください。

・内容物をすべてを撮影してください。

●写真の返却はできません。あらかじめご了承ください。

●全ての写真の裏面に「ディーラー名」と「代表者名」を
　必ず記入してください。

申請／販売イベント情報 株式会社ボークス主催【2022年12月18日 東京ビッグサイト「ドールズ パーティー4 8」】

ディーラー名
（団体名）

申請
商品名

申請
販売価格
（税込）

カテゴリー

備考

キャラクター名
/使用名称

□ 新規申請　　□ 展示のみ申請
※ ドルパ／他当日版権イベント問わず、
過去に販売履歴がある場合は「再販申請」を選択ください

□ 再販申請  ＜最新の申請イベントを記入ください＞
 (　　　　　　　　　　  　　　)

□ MDD／MDDもちあし　□ DDP　□ DDS／ DDSB　□ DD／ DDB　□ DDdy
□ 幼 SD　□ MSD／ SDM　□ SDC　□ SD／ SD13 ／ SDGr（女の子・男の子）　□ SD16（女の子・男の子）　□ SD17 ／ SDGOU
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

□ ドールドレス／シューズ
□ ドール小物・アクセサリー
□ ＤＤヘッド（DDH-　　　　）
□ その他（　　　　　　　　）

□ 原作  □ コミック
□ アニメ □ ゲーム
□ その他（　　　　　　　　　）

□ 布　□ ソフビ　□ ウレタンキャスト 
□ 金属　□ 合皮
□ その他
 (　　　　　　　　　　　　　　　   　)

フリガナ

フリガナ

フリガナ

※　商品概要 / 補足：申請にあたり、商品に関する補足、掲載メディア、参考資料等がある場合は記入ください／過去に申請履歴がある場合の補足など記入ください

※ 数字とアルファベット文字をきちんと書き分けてください。ハイフンとアンダーバー等の間違え易い記号もご注意ください。

フリガナ

TEL（携帯電話番号）

フリガナ

〒 -

住　　所

フリガナ

印

円 個 mm

代表者名
（申請者名）

登場
作品名

使用
素材

作品媒体

(         )          -        
連絡先
電話番号e-Mai l

申請
販売数量

サイズ
（全長）

申請
形態

商品
対応
サイズ

※ 当てはまる全てのサイズにチェックしてください。

個人情報の取扱いについて　：　お客様の個人情報は当日版権申請システムのご利用上で必要な範囲で使用いたします。
その他、株式会社ボークスの商品のお届けやお問合せ、イベント、新商品のご案内、サービス向上の為の調査目的以外で使用することはありません。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 ht tps: / /www.vo lks.co.jp /cs /company/privacy.html

＜1 アイテムにつき 申請書１枚 提出（用紙コピー可）＞

【ご確認ください】 お申込み時点で、ディーラー参加マニュアル及び関連情報の内容をすべてに納得・理解し、それに同意したとみなします。
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