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■はじめに

当イベント「Passion! VIRTU@L STAGE!」はpictSQUARE上で開催しているアイドルマスターSideMの二

次創作限定の「バーチャル同人誌即売会」です。

自分の作った本やグッズを頒布する、イラストを見てもらう、アバターで交流する、etc…

リアルでの即売会の良さと、オンライン・バーチャルならではの良さを兼ね備えたイベントとして、

毎回多くの皆様からご参加を頂いています。

インターネットと端末さえあればどこででも、距離や国の垣根もなく楽しんでいただけることも大き

な特徴です。

また、当日ご用事などで会場に入れなくても、事前にリンクの設定さえしておけば何の問題もなくご

参加いただけます。

皆様のご参加をお待ちしています。
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■サークル参加の流れ

1. サークル参加申込をする

2. サークルカットを登録する

3. 頒布物などコンテンツの作成、または展示の準備をする

4. 開催当日

■サークル参加申込方法と当日までの準備

1. pictSQUAREから申し込みをする

1.1. pictSQUAREへの会員登録をお願いいたします。

1.2. 各回のイベントページからお申し込みください。（その回によってURLが変わ

ります。サイトからご確認下さい）

※申込方法は別項「pictSQUAREでの申込方法」をご確認ください。

2. その回の〆切までに下記の項目を入力完了する

・サークルカットの登録（500×500px）※「ゆるい」の回は任意

・配置希望

※この入力内容により主催側で本配置をします（それまでは仮配置です）。配置は

〆切後1週間以内に公開予定です。

3. 当日まで準備をする

3.1. お品書き（縦1000×横500px）が登録できます。こちらは任意ですが、頒布物

の説明を入れて頂くと目に止まりやすくなります！

3.2. 新刊の用意、ネットプリント、イラスト、etc…　頒布や展示のご準備をお願

いします！

3.3. 余裕があれば店舗外観も変更してみるとより楽しめます！（テンプレートも

配布しています。詳しくはこちら　→　店舗外観テンプレート）

3.4. pictSPACEをご利用の場合は店舗が非公開になっていないかご確認ください。

3.5. 会場に事前入場し、URLや外観などが意図したとおりになっているか確認をお

願いします。
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■pictSQUAREでの申込方法①

pictSPACEをご利用される場合は「pictSPACE店舗」を選択し
てください。

必須項目です。pictSPACEのストアコードを入力してくださ
い。

必須項目です。サークル名を記載してください。

イベントトップページ下部から申込みボタンをクリックすると、下記のような画面に遷移します。
※実際の画面とやや異なる場合がありますが、ご了承ください。

▼pictSPACEをご利用の場合

▼その他の通販サイトをご利用の場合（pictSPACE以外のURLを登録する場合はすべてこちら）

pictSPACE以外のサイト（BOOTH、とらのあな、メロンブック
ス、Twitter等）をご利用される場合は「その他の通販サイ
ト」を選択してください。

必須項目です。登録したいURLを記入してください。

必須項目です。サークル名を記載してください。
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必須項目のURLについては前日まで変更が可能ですので、最
終的なURLが決まっていない場合、申込の際一旦仮で入れら
れるURLを決めておくことをおすすめ致します。
（ご自身のTwitterやpixiv、BOOTHのURLなど）
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■pictSQUAREでの申込方法②

➔ 店舗外観

◆ 登録は任意です。推奨サイズは224×224pxです。

◆ サークルカットのような画像を登録しておくだけでも会場での印象が違いますので、何

かしらの登録をおすすめします。

◆ テンプレートも配布しています。→　https://www.p-v-stage.com/planning/template/

➔ サークルカット

◆ 登録は任意です（申込時にもなくてOK）。推奨サイズは500×500pxです。

◆ 通常開催時は〆切時点の登録画像をサークルマップ（ある場合はPDFパンフレット）に

掲載します。また、参加者様へのアピールにもなりますのでできるだけご登録くださ

い。

◆ 会場内では店舗内右下に入ります。カットをクリックするとご登録頂いた内容（お品書

き、配置や傾向など）が表示されます。

➔ お品書き

◆ 登録は任意です。推奨サイズは横500×縦1000pxです。

◆ 会場内でサークルカットをクリックすると表示されます。リアルイベントのお品書きと

同じで、参加者様向けへのアピールになりますのでぜひご登録ください。

▼店舗外観画像・サークルカット・お品書き

任意入力です。
必要に応じ登録してください。

サークルカットについては〆切
時点の登録の画像がサークル
マップ・PDFパンフレットに掲
載されます。（「ゆるい」回を
除く）
また参加者様へのアピールにも
なりますので、カットはできる
だけご登録ください。

デフォルトの店舗外観はこちらですが、
ただし、今回はマップ背景を変更するた
め、デフォルト店舗画像が変更される場
合があります。

サークルカットとお品書き等、pictSQUARE内に登録する画像については成人向けの内容は禁止致
します。
登録画像は18歳未満の方が閲覧可能なため、R18またはR18-G作品をお品書きで使用する場合等
も、問題ない状態まで修正を加えて下さい。 7

https://www.p-v-stage.com/planning/template/
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■pictSQUAREでの申込方法③

・配置希望：ユニット区分

必須項目です。以下から一つ選んで記入してください。

---

ユニット名　/　Pドル　/　ドルP　/　劇中劇　/　なし　

---

➔ ユニット名は一つだけ記入してください。省略せず、正式名称で記載してくださ

い。　例：【OK】DRAMATIC STARS　【NG】ドラスタ

一つ以上記載がある場合、先頭に記載されている内容で配置します。

➔ 配置はユニット区分の記入内容で固め（1～2エリアに分かれる場合がありま

す）、さらにその中で下記の「配置希望：詳細」に沿って配置致します。

➔ 劇中劇の詳細については「配置希望：詳細」で名称を記載してください（ここで

は「劇中劇」とだけ記載してください）

➔ 別ユニット同士のカップリング、またはユニット3P・5Pについては、ご自身で希

望ユニットの選択が可能です。以下を参考にしてください。

◆ 【別ユニット同士・Aユニット△×Bユニット■のカップリングの記載例】

ユニット区分：なし　詳細：△×■

ユニット区分：Aユニット　詳細：△×■

ユニット区分：Bユニット　詳細：△×■

◆ 【ユニット3P・5Pの記載例】

ユニット区分：Aユニット　詳細：ユニット3P・5P

ユニット区分：なし　詳細：ユニット3P・5P

▼配置希望の記載方法

必須項目です。
下記の内容を参照し
記載してください。
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■pictSQUAREでの申込方法④

必須項目です。下記から一つ選択して記入してください。

---

オールキャラ　/　○○×△△　/　○○中心　/　△△受　/　○○攻　/　ユニット3P・5P　/　服飾

雑貨　/　劇中劇名

---

➔ 「○○」や「△△」にはキャラ名を入れてください。名前はフルネームで記載してください。

劇中劇のカップリングも同様です。（劇中劇の配役フルネームを全て把握できない・ミス防止

・表記揺れ防止）。　

例：【OK】天道輝　【NG】輝

➔ 一つ以上記載がある場合、先頭に記載されている内容で配置します。

➔ こちらに記入いただいた内容は、「配置希望：ユニット区分」の中で区分し配置するための情

報です。

➔ 「ユニット区分：Aユニット　詳細：△×■」と「ユニット区分：Bユニット　詳細：△×■」

では基本的にエリアが別になります。

➔ 劇中劇の表記はタイトルのみ、正式名称で記載してください。　

例：【OK】Best Game　【NG】ベスゲ　

劇中劇かつカップリングの場合、先に劇中劇、次にカップリングとして表記してください。

（アイドル名は役名ではなくアイドルの名前で記載してください）

・配置希望：詳細
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■pictSQUAREでの申込方法⑤

➔ 頒布・展示物概要

◆ 任意入力です。頒布物の概要を記載してください。参加者の方から見て「この店舗には

何があるのか（頒布か展示か）」「成人向けのあるなし」などがわかりやすいように記

載してください。

例1：ドラスタ、全年齢のギャグ本が新刊予定です。既刊には○×△の成人向けもあり

ます。ネップリも予定。番号は当日お品書きを更新します。

例2：オールキャラ全年齢のイラストをpixivで展示しています。当日限定公開がある予

定です！

➔ URL1・URL2

◆ 任意入力です。Twitterやpixivなど、必須項目のサイト以外に掲示したいサイトがある

場合ご記入ください。必ずご自身のアカウントのURLを記載して下さい。

◆ 自動リンクにはならないため、Twitterなどの場合もhttp://～の形式で記載頂くと閲覧

時に見やすいです（コピペしやすいため）。

▼頒布・展示物概要/URL1・2

任意入力です。 
必要に応じ記載してください。 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■禁止事項

● 使用許可のない企業ロゴ使用や無断トレスを含む創作物、海賊版、版権物のグッズ等の頒布

● SideMのキャラクターやマスコット、公式モチーフアバターの配布（個人での使用はOK）

● アバター・店舗外観・サークルカットでのR18表現（お品書き内のR18本の表紙などは極力露骨

にならないよう適宜加工をしてください）

● 自身の創作物ではないものの頒布および展示（本人から委託されている場合は除く）

● 18歳未満に対する成人向け作品の頒布

● 会場内での誹謗中傷、暴言などの迷惑行為、その他主催が危険・迷惑であると判断した行為

● SideMに関係のない内容や宣伝、ひやかしでのサークル参加
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■注意事項

● 成人向け作品についての注意点

○ R18またはR18-Gの作品の発行、展示は必ず参加者個人の責任の下行って下さい。

○ 本の場合は表紙にわかりやすく「R18」「成人向け」の表記、奥付に責任者の連絡先の

明記、性器描写に対して適切な修正がなされていることを確認して下さい。展示の場合

はリンクに飛ぶ前にかならずその旨を明記の上、リンク先ページにワンクッションが挟

まれているか、登録のゾーニングを必ずご確認下さい。

○ 参加者の発行物、または展示物について何らかの問題があった場合、責任の所在は発行

者・製作者にあり、主催はこれについて一切の責任を負いません。

● 同人グッズについてのガイドライン

当イベントでは基本的に頒布物は「すべて自己責任」としておりますが、同人グッズは同人誌

以上に取り扱いが難しいため、当イベントでのガイドラインを提示しています。下記に一つで

も当てはまりそうなグッズの頒布はできるだけご遠慮下さい。また、その判断はご自身で行っ

て下さい。

※ここでのグッズの考え方は同人誌（印刷された紙を冊子状にしたもの）を除く、全ての頒布

物を指します。

○ 公式の意匠、ロゴ、モチーフ、デザインはそのままグッズに使用しない（一部、トレス

および模写、すべてNG）

○ 公式グッズと見間違われそうなものは避ける（今後販売されそうなものも含む）

○ ファン活動の範囲を超えているような頒布数を作らない

＝ 公式の利益を奪うようなものは避ける

※このガイドラインについてはあくまでも「ガイドライン」であり、全てのイベントに適用されるわ

けではありません。最終的な判断は主催者や参加者ではなく公式です。

こちらの内容についてご意見を頂きましても、お返事や対応はできかねます。ご了承下さい。
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■各種リンク・連絡先

● イベント告知サイト

https://www.p-v-stage.com/

● 店舗外観テンプレート配布

https://www.p-v-stage.com/planning/template/

● イベントTwitterアカウント

https://twitter.com/P_VirtualSTAGE

● お問い合わせ

https://www.p-v-stage.com/contact/

● pictSQUAREの使い方・遊び方

https://pictsquare.net/statics/howto
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内容に関してはやむを得ず変更になる場合があります。

その際は下記URLのファイルを更新致しますので予めご了承ください。

https://drive.google.com/file/d/1fXqcHm7AmrjqBkaiTxNGRQRC6pYAwLXZ/view?usp=sharing
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