
第六回東方紅楼夢　合同企画　概要 終更新日：

★

損益無視で寄って集ってやんややんやと東方ファンによるマルチメディア作品を作ってみよう！ というものです。

●

● 企画内部・外部とのコラボレーション作品も受け付けます。

●

●

●

●

●

★

○○の中にはキャラや作品、場面、はたまたカップリングなど好きなものを当てはめて、好きなカタチで作って頂ければと思います。

あなたの東方への愛情熱情を是非作品にしちゃって下さい！

★

●

●

●

★

メールアドレス：

★ 参加費無料。

カンパ受付は終了しました。

● 申し訳ありませんが、利益を生み出すことは全く考えておりませんので、参加者の方に金銭的な利益はありません。

● 頒布して得られた売上については参加者へ作品を送付する為に使ったり、チャリティーに寄金したりする予定です。

（もちろん、その際には証明書等を公開いたします）

● 私益のために使われることは絶対にありませんし許しません。 終的に売上金は誰の手元にも一切残りません。

● 当企画に提出していただいた作品につきましては、紅楼夢終了後、ご自身の活動にて再収録などされることを制限いたしません。

● 提出していただいた作品の著作権は各作成者に帰属します。

● 当然のことですが、当企画は提出していただいた作品を他作品へ流用したりなどは致しません。

● 参加者の方々につきましては、是非、東方好きのご友人やお知り合いもお誘い下さいますよう、よろしくお願いいたします。

● 出来上がった作品は参加者各人に必ず一枚進呈させて頂きます。

（会場に来られる方は会場で手渡し。来られない方には郵送させていただきます。）

● 当企画は参加者様の個人情報を守秘義務に則って管理いたします。企画終了後、個人情報は責任を持って破棄致します。

● 企画の性質上、各方面から多数の方々が参加されますが、サークル勧誘などの迷惑行為は決してなさらないで下さい。

もしそのような迷惑行為の報告があった場合は、即時企画から外させて頂きますのでご了承下さい。

10月15日

<主旨>

この企画は東方projectを愛してやまない様々なジャンルのクリエイターの方々が集まって、ジャンルやサークルの壁をぶっ壊し

いままでも、そしてこれからもお世話になるであろう、幻想郷への"ありがとう"をカタチにしてみませんか？

<提出作品の形式>

お一人一作品から 大十作品まで。(サウンド系作品についてはマスタリングの方法によって変わります。詳しくは仕様の項参照)

音楽・動画・イラスト・小説等、作品の形式は問いません。(ただし、DVDメディアに収録できるようデータファイルであることが前提です)

成人指定(R-18)を喰らうような作品はNGです。また過去作品を"そのまま"提出するのはご遠慮下さい。

音楽作品はCD-DAではなく、Waveファイルでの収録となります。

提出作品は新規に作られても、過去の作品をアレンジしていただいてもOK。

各作品はDVD内に閲覧用HTML、PDF及びFLASHを組込み、場合によっては別途プログラムを起動出来るようなカタチにする予定です。

<提出作品のテーマ>

ずばり、「東方projectの中で一番好きな○○」です。

<提出締切り>

2010年8月31日

2010年8月15日(※サウンド系作品提出方法１の場合)

<頒布時期及び形式>

2010年10月11日に行われる第六回東方紅楼夢の会場にて限定頒布する予定です。

作品の形式はバルクDVD。(丸裸のDVDをビニール包装したもの)

頒布価格は100円（無料でも良いのですが混乱を避けるため）

頒布数は1000部から参加者数を引いた部数。（ひとりに対しての頒布限定は会場での動向を見て判断する予定）

一般頒布数は550部の予定です。

<参加方法>

参加申請は締め切らせていただきました(2010年5月31日)

mailto:byourou@hotmail.com

pixiv： http://www.pixiv.net/member.php?id=346056

<参加費用>

（DVDプレス代を多少問わずカンパして頂ける場合は主催・猫狼までメールにてご連絡下さい。）

<お金のこと>

<提出していただいた作品のその後>

<その他>

(↑参加人数は多い方がお祭りは楽しいので！ この企画書を見せちゃっても構いません！)



第六回東方紅楼夢　合同企画　スケジュール表

企画立ち上げ・参加者募集開始

参加応募締切り・紅楼夢一次締切

末日

紅楼夢 終締切

作品提出締切り

データ組込み、調整

プレス入稿

手作業でケース入れ

第六回東方紅楼夢

（スペースでの頒布は企画スタッフが行います）

合同企画進行用サイト

ブログにはパスワードを掛けてあります。

パスワードは企画参加者の方にだけ公開致しております。

（忘れちゃった場合は、遠慮無く主催までお問い合わせ下さい）

（ジャンル別人数 参加表明数との差

イラスト・書道作品

漫画作品

サウンド系作品

動画作品

小説作品

ソフトウェア系作品

立体工作作品

東方点描祭

その他 ちょっと

3月

3日～

4月

10日 紅楼夢オンライン申し込み済み（1SP）

5月

31日

6月
閲覧用PDF構築の為、各参加者へ提出作品制作状況と詳細の確認

↑参加者過多の為見送り。閲覧用PDFは現物合わせで構築します。

30日

7月

8月
15日 サウンド系作品提出方法１(企画側マスタリング利用)締切り

31日

9月

1日～21日

21日

10月

7日 DVD到着

11日

http://k6project.blog120.fc2.com/

参加人数（10/4 終決定・コラボorスタッフのみ含む・重複無し）

310+128名
188名

-23（252）
41名

43名 -8（51）

18名 +5（13）

22名 -1（23）

15名 +11（4）

3名 +2（1）

128名



★サウンド系作品

★イラスト系作品

★漫画系作品

可能ならばページ番号を入れて下さい。

ぺージ数･カラー･モノクロ･ファイルサイズ制限無し。

※制作者コメントの代わりにあとがきページを書いてください。

音声･画像等は全て埋め込んで下さい。外部呼び出しには対応できません。

時間・ファイルサイズ制限無し。

ビットレート･ファイルサイズ制限無し。

★ソフトウェア系作品

★デスクトップアクセサリー系作品

マウスカーソルやアイコン等、複数で体をなすものはセットで作品一点として扱います。

また、テーマに沿ったアクセサリー群はそれ全体で作品一点として扱います。

★写真作品

漫画系作品のように複数枚を一作品として提出することが可能です。

★立体作品

写真に収めて頂くカタチになります。

写真の仕様については「写真作品」の項をご覧下さい。

仕様についてご不明な点がございましたら、お気軽に主催までお問い合わせ下さい

◎仕様以外の形式を使いたい場合は主催までお気軽にご相談下さい。可能な限り対応させて頂きます。

提出作品の仕様について（暫定のものです。今後変更になることがあります。）
☆前提：閲覧画面サイズはVGA（1024x768）を想定。

☆閲覧用PDFの仮想ページサイズはA5･350dpi。

☆制作された作品にはそれぞれ「作品タイトル」「制作者コメント」が必要となります。詳しくはFAQのQ32をご覧下さい。

別紙参照。

RGBカラーモード　jpeg･png形式。

ファイルサイズは一作品あたり10MBまで。

カンバスサイズ･dpi･カラー･モノクロ制限無し。

制作者コメントの代わりにあとがきページを描いて頂いてもOKです。

RGBカラーモード jpeg･png形式。

ファイルサイズは一作品あたり50MBまで。

カンバスサイズ･dpi･カラー･モノクロ･ページ数制限無し。

制作者コメントの代わりにあとがきページを描いて頂いてもOKです。

★小説作品 (2010.08.18変更)

A5用紙･縦書き。挿絵可(A5･350dpi)

1ページあたり15行、余白(上左右10mm以上、下15mm以上)、ページ番号必須。

標準フォントは「ＭＳ 明朝」、フォントサイズは11。(その他のフォントを使用される場合は標準に近い大きさでお願いいたします。)

フォント埋め込みのPDF形式（変換できない場合はtxt・doc形式で送付して頂けば企画側で変換いたします。）

★FLASH作品

SWF形式。サムネイル必須（動画画面サイズと同じ大きさのbmp形式）

大きさは1024x768まで。

縦横比率は4:3、もしくは16:9。

★FLASH以外の動画作品

mp4･flv形式。サムネイル必須（動画画面サイズと同じ大きさのbmp形式）

大きさは1024x768まで。

縦横比率は4:3、もしくは16:9。

時間は一作品あたり10分程度まで。

（参考：mp4形式 2pass 4Mbps 程度が綺麗に見える目安です）

別途ランタイムやソフトウェアの用意が必要ないもの。(但しどうしても必要な場合は主催までご相談下さい。)

プログラムウィンドウサイズは1024x768まで。

全体のファイルサイズは一作品あたり500MBまで。

作品の提出の際に対応OSをお知らせ下さい。

別途ランタイムやソフトウェアの用意が必要ないもの。(但しどうしても必要な場合は主催までご相談下さい。)

ファイルサイズは一作品あたり10MBまで。

作品の提出の際に対応OSをお知らせ下さい。

RGBまたはAdobeRGBカラーモード　jpeg･png形式。

ファイルサイズは一作品あたり50MBまで。

カンバスサイズ･dpi･カラー･モノクロ制限無し。



★サウンド系作品の基本仕様

時間制限無し。

作品の『題名』『出典曲（原曲）』『制作コメント』を記載したテキストファイル

■サウンド系作品の提出方法。

１） 企画側でのマスタリングを利用する。

※ギターやドラムなどの音作りのために使用するのは構いません！

マスタリングを行なうエンジニアの指定は出来ません。また、音質調整の方向性についてもエンジニア任せとなります。

マスタリングの性質上音質は多少変化しますこと、事前にご了承下さい。

２） 自分でマスタリングを行なう。

この場合は本来通り十曲まで提出出来ます。

音量音圧などの規定はございません。

※ 閲覧プログラム内に構成されるプレーヤーには連続再生機能を実装せず、すべて一曲ずつの再生とします。

イメージ図

k6project サウンド系作品の提出仕様書

44100Hz 16bit WAVE形式。

★サウンド系作品提出時に必要なファイル (2010.08.10新規)

WAVE形式のサウンドファイル（作品）

この場合は提出出来る楽曲は一人一曲まで。

マスタリング作業の事前準備期間確保のため提出期限は8月15日となります。

マスタリングを行ないやすくするため、提出曲(2-mix)にはリミッター、コンプ、マキシマイザなどの類は一切掛けないで下さい。

■DVD内での構成方法 (2010.08.08 改訂)

自他マスタリングに関係なく、制作者順(参加表明順)に楽曲を並べ各曲再生できるように致します。

全曲連続再生やプレイリスト再生、mp3への変換などは収録楽曲を外部呼出方式とする事で

クライアント(受け手)側で行えるようにします。



参加申請とその後の進行フローチャート

↓

↓

主催より折り返し連絡させて頂きます。

その際、企画書に記載されております企画サイトのパスワードをお教えいたしますのと同時に、

サイトで公開している参加者リスト作成のため以下の項目をお聞きしますので返信にてご回答下さい。

必須※

必須※ 所属サークルまたはグループ（所属されていない場合は”なし”で）

必須※ 提出予定作品のジャンル（あくまで予定で構いません）

（任意）

個人サイトをお聞きするのは、参加者同士の交流を促進するためです。

↓
ご回答頂いた時点で参加登録完了です！

しばらくしましたら、企画サイトにある参加者メンバー表へ反映させて頂きます。

↓

あとは各ジャンルの仕様に沿って作品を制作して頂くだけ！

大人数参加型の企画ですが、進行や連絡は全てオンライン上で行いますのでご安心下さい。

また、企画サイトでは随時様々な連絡事項を提示しています。必ず定期的に確認して下さい！

↓

↓

提出して頂いた作品はそれぞれのジャンルの仕様に沿って制作されているかを企画側で確認いたします。

修正すべき点がある場合はその旨を連絡させて頂きます。

また、問題がなかった場合にもその旨を連絡させて頂きます。

↓
こうして参加者の皆様に持ち寄って頂いた作品群は、企画側の纏め作業とプレス行程を経て完成品となります。

↓

参加して頂いた全員に完成品を贈呈させて頂きます。

会場へ来て頂いた方にはもちろん手渡しで。

・ 代金元払いでの現物郵送

・

・

↓

すべての参加者への完成品贈呈、および売上金の寄付の確認が済んだ時点でこの企画は無事終了を迎えます。

企画の成功目指して皆さん頑張りましょう！

ステップ1）参加申請
参加希望の方は主催・猫狼宛にメールかpixivメッセージにて参加希望の旨をお伝え下さい。

ステップ2)情報登録

お名前（HN/PN)

個人サイト（ホームページ、ブログ、SNS、pixiv、ニコニコ動画、twitter等）のURLをいずれか一つ

ステップ3)参加登録完了

ステップ4)作品制作

ステップ5)作品提出
作品が出来上がりましたらメールにファイル添付やアップローダ経由、またはskypeでのやりとりなどで主催までお送り下さい。

提出時に必要なのは｢作品｣｢作品タイトル｣｢制作者コメント(小説作品はあとがき指定)｣｢サムネイル(仕様書で必要とされている場合)｣

提出の締切りは8月31日まで(一部8月15日)となっております。

なお、お一人当たり全ジャンル合計十点(一部一点までの制限有り)まで提出が可能です。

ステップ6)提出作品の内容確認

連絡は基本的に48時間以内に致します。時間を過ぎても連絡がない場合はFAQのQ29に従って再度ご連絡下さい。

ステップ7)第六回東方紅楼夢イベント頒布

完成品は10月11日に行われる第六回東方紅楼夢にて会場限定頒布されます。

ステップ8)完成品の贈呈

会場へ来られない方・もしくは会場で受け取るのを忘れた方へは以下の贈呈方法を検討しています。用意いたします。

代金着払いでの現物郵送 (ゆうメール使用。希望者様へ200円負担していただくカタチとなります)

ネットからデータのみダウンロード (無料です)

ステップ9)売上の寄付
当企画で得られた売上金は、参加者への現物郵送費(主に封筒代と宛先印刷費)以外は全て慈善事業へ寄付いたします。

ステップ10)企画終了。



大丈夫です！

同人的側面の部分は企画側ですべて行いますのでご安心下さい。

勿論です！ この企画書を見せて頂いても構いません！

※ただし、東方全く知らないよって方は企画の趣旨から外れてしまいますのでご遠慮下さい；

・性器の露骨な描画および性行為表現または性的表現。

・一般にグロテスクと分類される表現。

ただし、これ以外にも企画側で確認の際に成人指定を喰らうと判断されたものに関しては

修正をお願いすることがあります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

セクシーなのはオッケー！

全然マズくありません！

スケジュール的に厳しいということであれば話は別ですが、紅楼夢に参加するから他の紅楼夢参加のところへ

作品を出してはいけないというルールはありません。

事実、同じイベントで複数のところへゲスト参加されている方も大勢います。

スケジュールさえ大丈夫なのでしたら是非参加をご検討下さい！

いいんですよ！

知名度の有る無し、サークルの規模、実力の差などはこのお祭り企画では全く意味を成しません。

『東方が好き！ だから参加する！』

それだけでいいんです！

チルノ乙！！

余ったら主催が墓まで持って行きます！

店舗委託はしません！ めんどくさいので！

いいだしっぺの法則。

是非ご自身で声をかけてみましょう！

申し訳ありませんが、頒布が終了するまで公開は控えて頂きますようお願いいたします。

これは作品の”受け手側”にも 大限企画を楽しんで貰うためで、過去作品をそのまま提出する事を禁止しているのも

これの関係です。ご理解とご協力をお願いいたします。

FAQ　よくある質問集

Q1）合同誌企画ですよね？

いいえ、正確にはDVDメディアによる合同マルチメディア作品企画です！

Q2）いくつまで提出出来ますか？

ジャンルに関係なくお一人当たり10点までです！（※サウンド系の一部に関しては一曲まで）

例）動画1点 + イラスト7点 + 漫画2点 ＝ 10点

Q3）同人活動ってやったこと無いんですけど大丈夫でしょうか？

Q4)知り合いとか呼んでもいいですか？

下記のURLを開けば 新の企画書がいつでも見ることが出来ますのでご利用下さい！

http://byourou.web.fc2.com/k6project/kikaku.pdf

Q5)成人指定を喰らうような作品はNGとなっていますが具体的にどういった内容のものが駄目ですか？

主に上記二つがNGとされる内容です。

Q6)(Q5の続き)逆にどの辺りまでならOKですか？

Q7)自分も紅楼夢参加で・・・被ったらまずいですよね？

Q8)こんなすごい人達が集ってる企画なのに自分なんかがいて良いんですか？

Q9)あたいってば 強ね！

Q10)第六回東方紅楼夢の会場限定頒布とありますが、余ったらどうするんですか？ また委託とかはしないんですか？

Q11）○○さんを企画に誘っていただけませんか？

Q12）紅楼夢での頒布前に提出した作品を公開してもいいですか？ (0829更)

追記）どうしてもという方の為に Q33 に公開できる範囲を記載しております。併せてお読み下さい。



参加登録が完了した時点から作品の受け付けも開始しますので、早期提出して頂くことも可能です！

メモ帳しか使えない場合は、メモ帳で書いて頂いて大丈夫です！

締切りに間に合わなかった場合は若干待つことも出来ますが、出来れば締切りは守って下さいね！

プレス入稿に影響すると判断した場合は 悪、その方の作品収録を断念することになってしまいますので・・・。

しません！

やりたいのは山々なのですが、人数が人数だけにやれる場所がございません。ご了承下さい。

なんとまあ！ ありがとうございます！！

主催までその旨メールして頂ければ振込先口座の情報をお教えいたします！

なお、万が一、プレス費をまかなえるまでカンパが集まった場合は企画サイトにて告知を行い、

以後カンパの申し出はそのお気持ちだけ受け取らせて頂きます。

下限上限ともに設定しておりません。

ただし、プレス費を超えるカンパをされようとなさっている場合には限度額を申し上げますので、その範囲内でお振り込み下さい。

ちがいます！！

ネコとオオカミと書いて”びょうろう”と申しますー

でも、覚えにくかったら好きなように呼んでくれてイインダヨ！

できますできます！

この企画書自体は一般へ公開することを許可しておりますので、是非よろしくお願いします。

ただし、企画サイトを閲覧するためのパスワードは守秘項目となっておりますので

外部へ漏らしてしまわないようお願い致します。

全然大丈夫です！

この企画は参加することに意義がありますよ！

可能です！

むしろその方が自由で面白いかもしれませんね！

基本的にはサポート無しの一発出しになります！

ただし、意外と出来が良くて発展させたいとか、バグの報告があって修正したいとか、なにかしらサポートの必要性を感じられた場合は

申し訳ありませんが個人サイトでの対応をお願い致します。

ほとんどの場合で特殊な仕様になるので一度主催までご相談下さい。

Q13)提出締切りの8月末は忙しいんですが。

8月末にこだわる必要はありません！

Q14)(小説ジャンルにて）メモ帳しか使えないのですが・・・

作品が出来上がりましたらtxt形式で主催まで送って下さい。

縦書き変換やページ振り、PDF化はこちらで行わせていただきます。

ただし、この時点では段落や改行が滅茶苦茶なので、PDF化された作品を見て頂いて修正指示をお願いすることになります。

また、この機会に"OpenOffice"や"Microsoft Office 2010β"の導入を検討されるのもいいかと思います。(両方とも無料ソフト)

OpenOffice： http://ja.openoffice.org/

Microsoft Office 2010β： http://www.microsoft.com/japan/office/2010/beta/default.mspx

Q15)締切りに間に合わなかったらどうなりますか？

Q16)イベント後打ち上げとかやるんですか？

Q17)プレス費をカンパしたいのですが。

Q18)カンパに限度額はありますか？

Q19)猫狼ってえーっと・・・ねこむすめさん？

Q20)この企画のことをホームページやブログ、twitter等で不特定多数にお知らせすることはできますでしょうか？（0808更)

Q21)忙しくって1つしか作品作れないと思うのですが・・・

Q22)イラストや漫画の中にあとがきを描くことは可能ですか？

Q23)(ソフトフェア作品で)頒布後のサポートは必要ですか？

Q24)複数ジャンルに渡るコラボ作品の場合、仕様はどうすればいいですか？



それぐらいは大丈夫ですよ！

解像度とか音質の面を考えるとそこまで問題になるとは思えませんし、あまり神経質になると楽しくありませんからね！

いえいえバッチリ提出出来ますよ！

仕様などは主催・猫狼までご相談下さい！

まだ決定しているわけではありませんが「財団法人　日本盲導犬協会」への寄付を考えております。

というわけで、実際そのときになるまでは寄付先が決定しにくいのですが、

国内へ寄与する信頼できる慈善団体もしくは地方自治体へ寄付するというのを大前提にしております。 

企画への参加申請方法はメールかピクシブメッセージのみに限らせていただいておりますが

以下が主催・猫狼への連絡方法一覧です～

メールアドレス：

byourou

一部のメールサービスなどでは上手く送受信が出来ない場合があるようです。

お手数ですが他の連絡手段にて連絡を試みて下さい。

まず、現在の参加者リストは『参加表明をして頂いた方のリスト』で、いわば『参加予定者のリスト』です。

つまり『参加メンバー』へのみ行なわれます。

参加メンバーとしては扱われませんので、残念ながら参加者贈呈の対象にはなりません。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

出来ます！ 何の問題もございません！

ただし、完成品は企画書に記載しておりますように【紅楼夢でのみの頒布】となっていますのでお気をつけ下さいませ！

各ジャンルによって少しずつ異なりますので、それぞれ説明させて頂きますね！

イラスト・マンガ系作品・・・ タイトルとコメントを記述したテキストファイルを同梱。コメントはあとがきページにすることも可。

サウンド系作品・・・ タイトルと出典原曲、コメントを記述したテキストファイルを同梱。

小説作品・・・ タイトルは作品内か外部テキストに記述。あとがきページを作品に追加記述。外部コメントは不可。

動画作品・・・ タイトルとコメントを記述したテキストファイル、および動画サムネイルを同梱。

ソフトウェア系作品・・・

デスクトップアクセサリー系作品・・・

写真作品・・・ タイトルとコメントを記述したテキストファイルを同梱。コメントはあとがきページにすることも可。

立体作品・・・ タイトルとコメントを記述したテキストファイルを同梱。コメントはあとがきページにすることも可。

※なお、合作（コラボ）作品の場合は、関係した人全員のコメントをお願いいたします。

※どうしても制作者コメントを書きたくない場合は、作品提出時にその旨お伝えください。

Q25)東方紅楼夢が終わるまで作品の公開ダメってなってるけど、スティッカムとかニコ生での制作配信もダメ？

Q26)仕様書にないジャンルの作品は提出出来ないんですか？

Q27)ところでどこへ寄付するんですか？

ただし寄付時期が今年10月半ばとまだ先ですので、宮崎県の口蹄疫のような事が国内で発生した場合

そちらへの寄付に切り替える事もあります。(そのような事がないことに越したことはありませんが)

Q28)主催への連絡方法ってメールかピクシブしかないの？（0808更）

通常(質問や作品提出、世間話など)の連絡先は他にもございます。

byourou@hotmail.com

メールアドレス(予備)： zyuturou@gmail.com

skype：

twitter： http://twitter.com/byourou

pixiv： http://www.pixiv.net/member.php?id=346056

Q29)作品を送ったんだけど返信がないよ？

コチラが受信出来ている場合は48時間以内に必ず返信いたします！

Q30)参加表明はしたんだけど作品提出が間に合わなかった場合、完成品は貰えないの？

完成品の贈呈は、実際に作品を提出しDVDへ収録された方 または 企画スタッフとして手伝って頂いた方、

そのため、作品提出が遅れるなどしてDVDへ作品が収録されなかった方は『参加表明のみ』扱いとなり

Q31)企画参加者でも完成品を買う事は出来ますか？

Q32)提出時に必要ってなってる作品名と制作者コメントってどうすればいいの？

タイトルとコメントと動作環境、インストール＆アンインストール方法および免責を記述
したテキスト(つまりreadme.txt)を同梱。

タイトルとコメントと動作環境、インストール＆アンインストール方法および免責を記述
したテキスト(つまりreadme.txt)を同梱。



基本アウトです。

が、あまりにこの手の要望が多いので以下のガイドラインに沿う、いわゆるサンプルの範囲であれば公開可能と致します。

公開条件・・・作品サンプル公開と同時に当企画の宣伝を行なう事。

イラスト系作品・・・ キャラの眼が入らないようにトリミングし、イラスト全体の四分の一以下の任意の範囲
漫画系作品・・・ コマ別でバラバラにすること（一ページそのまま丸ごとは不可）

サウンド系作品・・・

小説作品・・・ 一作品あたり全頁の五分の一以下の任意のページ範囲（小数点以下切り上げ）
動画作品・・・

ソフトウェア系作品・・・ いわゆる体験版といわれる範囲
デスクトップアクセサリー系作品・・・ スクリーンショットのみ

写真作品・・・ イラスト系作品に準拠
立体作品・・・ 写真作品に準拠

何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

Q33)やっぱり紅楼夢イベント前に企画への提出作品を公開したいのですが。

提出曲一曲あたり15秒以下の任意の範囲

提出作品一作あたり30秒以下の任意の範囲(継ぎ接ぎ編集可能)

つまり【全体像が把握できない程度】であれば良いという事になります。

参加者様には不便を強いますが、Q12 にもありますように受け手側の方にも 大限楽しんで頂けるようにする為ですので
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