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え む す り い 通 信 4 9 

 
 音系・メディアミックス即売会Ｍ３へようこそ！ 

M3 会場で皆さまに再びお会いできることを本当にうれしく思います。 

新型コロナウイルス感染症の流行は未だ収束してはいませんが、第 5 波が下火になった昨秋を境にアフターコ
ロナを目指す世の中の動きが活発になってきたように見えます。 

この期に国のイベント開催制限が緩和されたことを受け、リアル会場の内容を従来の形へ少しでも近づけるこ
とを目指して、一般入場の入れ替え制を廃止し、サークルスペースを 2020 春以前の形態に戻すこととしました。
後者についてはサークルスペース内での人の密度が高まり過ぎることを回避するため人数制限を残していますが、
これも正常化への道程を示すものとご理解いただきたく思います。 

これにより M3-2022 春のリアル会場では 2021 年に比べ、より多くの参加者を受け入れることができる条件と
なりました。また Web 会場へも多くのサークル参加申込をいただいておりますので、これらをあわせて M3 イベ
ントの賑わいを取り戻す流れをつかみたいと考えます。 

M3 はイベントの開催を通して、作り手と受け手の出会いの場を作り、創作文化の盛り上がりを支えることを使
命としています。人と人の出会いが困難な時も、創作作品にかける情熱が作り手から受け手へ広がり、その素晴ら
しい体験の共有が維持されることで M3 の使命が達成されるものと信じます。ご参加の皆さまから引き続きご協
力いただくことにより、この動きを絶やすことなく次へとつなげていきたいと考えます。 

 どうか今後とも M3 をよろしくお願いします。 
 Ｍ３準備会 代表 相川宏達 

 

 

１． イベントイメージ 

 

 

  ※コンテンツの機能・名称等は予告なく変更になる場合があります。 
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２． Webイベントの概要（予定） 

「M3 オンライン」がWeb イベントの入り口となります。 

 

M3-2022春 Webイベント概要図（予定） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Webイベント会場 「M3オンライン」 

https://online.m3net.jp/ 

（Twitterハッシュタグ #M3オンライン） 

 

開催期間：  

2022年 4月 23日（土） 昼頃 プレオープン （予定） 

2022年 4月 24日（日） 10:30 Webイベント開始 

2022年 4月 24日（日） 24:00 Webイベント終了（以降、閲覧のみ可） 

2022年 5月 _1日（日） 24:00 閲覧終了 

 

Webイベントのメイン会場となるサイト「M3オンライン」へは、上記の URLからアクセスで

きます。入場料は不要です。開催期間中は、どなたでも自由にアクセスできます。 

作品頒布については、株式会社メロンブックスが提供する M3-2022春Webイベント用作品頒

布サイト（以下、メロンブックスサイト）や、その他の任意の頒布サイトが利用できます。こち

らの設定はいずれも必須ではありません。メロンブックスサイトは 4月 24日のみ有効です。 

M3オンライン

サークルページ
（M3オンライン内）

サークルページ
（メロンブックス内）

・参加者用交流掲示板
・サークル招待状（ランダム紹介）
・仮想配置図
・サークル一覧・検索/キーワード一覧
・映像上映（投稿動画）
・リアル会場生中継 など

・サークルカット/PR文/
各種リンク掲載

・メッセージボード・いいね
・サークルからのお知らせ
・作品頒布サイトリンク
・試聴音源外部リンク など

作品委託頒布ページ

M3 Webイベント用
作品頒布サイト

（システム提供：株式会社メロンブックス）

Webページ種別 凡例
M3
メロンブックス
その他

作品頒布サイト
外部リンク等

（点線内の、メロンブックスのサークルページ・
作品頒布サイト利用、その他の作品頒布サイトの
設定、外部リンクの設定は任意であり、
必須ではありません）
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● M3オンラインの内容（予定） 

・ 参加者用交流掲示板／サークル招待状（サークルのランダム紹介） 

・ 仮想配置図／サークル一覧・検索／キーワード一覧 

・ 映像上映（投稿動画をリスト化して公開） 

・ リアル会場生中継（第一展示場） 

・ サークルページ 

 

● サークルページの内容（予定） 

Webイベントに出展するサークル毎に、個別の「サークルページ」を設けます。 

・ Webイベント用スペース番号でのサークル表示 

リアルイベントとWebイベントの両方に参加するサークルは、それぞれに対して別のスペース番号が

割り振られます。Webイベントのスペース番号は、島名が色の名前になっています（例：茶-234）。 

・ サークル名・サークルカット・サークル PR文などの掲載（サークル参加登録時の情報に基

づきます） 

・ 隣接スペース番号のサークルへのリンク 

・ メロンブックスサイトのサークルページへのリンク 

・ 上記以外の作品頒布サイトや、試聴用サイトへの外部リンク機能（YouTube、SoundCloud

など） 

・ サークルからの情報発信や参加者交流のためのメッセージボード（掲示板） 
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３． サークル情報の登録 

 

● １）メロンブックスサイトでのサークル・作品登録（4月上旬～4月 18日を予定） 

Webイベントに申込済のサークルは、メロンブックスサイトにて、サークル情報や作品の登録

と通信販売の機能を利用することができます。詳細は 3月末～4月上旬に改めてご案内します。 

※ 作品登録については、「４．メロンブックスサイトでの作品登録について」の項もご参照

ください。 

※ メロンブックスサイトへの登録は任意であり、登録の有無にかかわらず、M3オンライン

にはサークルページが設置されます。 

 

● ２）M3オンラインのサークルページ編集（4月中旬開始予定） 

・ M3オンラインのサークルページには、サークルカットやサークル参加申込時の PR文、各種

リンクなどを掲載します。このほかにサークル側で内容を自由に書き換えられるお知らせ欄

があり、画像およびテキストの掲載が可能です。 

・ メッセージボード（掲示板）では、Web イベント参加者との交流（メッセージの交換）がで

きます。各サークルが個別に NGワードを設定したり特定の書き込みを非表示にするなど、書

き込みを管理することもできますので、必要に応じてご活用ください。 

・ 外部サイトへのリンクや試聴音源の設定をすることができます。 

・ メロンブックスサイトに登録された場合、サークルページ上の「作品頒布サイト」として、メ

ロンブックスサイトへのリンクを掲載します。その他の通販サイトへのリンクを掲載したい

場合は、お知らせ欄や外部リンクで別途設定してください。 

・ サークルページの登録や編集方法等に関する詳細は、4月上旬頃にお知らせします。 
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４． メロンブックスサイトでの作品登録について 

・ メロンブックスサイトでの作品頒布には、メロンブックスサイトへサークル登録を行った

上で、作品ごとに登録が必要になります。 

・ 作品登録は 4月 18日までです。 

・ 作品の納品は 4月 21日必着です（納品送料はサークル負担）。 

・ 参加者からの注文があった場合、翌日までに通販倉庫から発送されます。 

・ CD/DVDなど音楽映像メディアのほか、書籍・グッズ等も取り扱いできます。 登録できる

作品数・数量の制限は基本的にありませんが、メロンブックス側から相談や要請があった場

合は対応をお願いいたします。 

・ メロンブックスサイトでは、ダウンロード頒布や無料配布（0円販売）の設定ができません。

これらの頒布形態を希望する場合は、M3オンラインのサークルページのお知らせ欄を利用

して、ダウンロード頒布や無料配布を実施する外部サイトへの URLを掲載するなどの方法

で対応してください。 

・ メロンブックスからの売上金の支払いは 5月 20日です。その他、詳細は改めてお知らせし

ます。 

 

 

５． サークル情報の掲載について 

Webイベントに参加するサークルの情報は、①カタログ、②M3公式Webサイト、③M3オン

ライン、④メロンブックスサイトにそれぞれ掲載されます。 

 

①カタログ、②M3公式Webサイト 

リアルイベント参加サークル・Webイベント参加サークル、共にサークル情報を掲載しま

す。 

③M3オンライン、④メロンブックスサイト 

Webイベント参加サークルは、それぞれのサイト上でサークル情報を登録し掲載すること

ができます。③と④は連動していないため、片方を変更しても、もう片方のページには変更

は反映されません。修正や変更が必要な場合は、それぞれの情報を修正してください。 

 

※ ②M3 公式 Web サイトと ③M3 オンラインは、一部の情報変更を連動させる予定です。 
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６． Webイベント版の映像上映登録について 

・ リアル会場には映像上映コーナーがありますが、これとは別に、YouTube のプレイリスト

機能を利用した「Webイベント版映像上映コーナー」を実施します。YouTubeのプレイリ

ストは、M3準備会で作成します。 

・ Web イベント版映像上映に参加を希望する Web イベント出展サークルは、上映を希望す

る自身の作品を YouTubeにアップロードしてください。上映作品の再生時間は、リアル会

場の映像上映規定と同じ範囲内とします。 

  ・音楽/音響ジャンルで申込の場合：参加時間 90秒以内 

  ・映像/マルチメディアジャンルで申込の場合：参加時間 5分以内 

・ サークルポータル内のフォームから、 YouTubeにアップロードした動画の URLを登録し

てください。映像上映作品の登録は各サークルで最大 1 件です。登録方法は後日連絡しま

す（4月中旬～４月 20日（水）受付予定）。 

・ プレイリストへの掲載は先着順とします。 

 

＜ご注意＞ 

１）YouTubeへのアップロード時、「この動画は子ども向けですか？」の質問には「いいえ」

を選択してください。YouTube のシステム上、「はい」を選択している動画はプレイリ

ストに組み込むことができません。 

２）公序良俗に反する内容、18禁等の年齢制限があるもの、他者の権利を侵害している可能

性があるとM3準備会が判断したものは、掲載できません。 

３）上記の制限時間をオーバーしている動画は掲載できません。開始時間の設定は無効です。

動画全体の時間が規定時間内になるようにしてください。 

４）非公開設定の動画は内容確認ができないため、掲載できません。 

以上については事前の告知なく掲載をお断りします。ご了承ください。 
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７． スケジュール（予定） 

3月下旬～4月上旬 メロンブックスサイトへの情報登録について、案内送付・登録開始 

4月上旬～中旬 M3オンラインのサークルページ情報登録について、案内送付・登録開始 

 Webイベント版映像上映コーナーの動画登録について、案内送付・受付開始 

4月 18日 メロンブックスサイトへの情報登録の終了 

4月 20日 Webイベント版映像上映コーナーの動画登録の終了 

4月 21日まで 頒布作品のメロンブックス倉庫への納品締切（必着） 

4月 23日昼頃 M3オンライン プレオープン 

4月 24日 M3（リアルイベント・Webイベント）開催 

4月 24日 24時 M3オンライン クローズ（閲覧のみ可） 

5月  1日 24時 M3オンライン 完全終了 

2022年 3月 15日発行 M3準備会 
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