
メロンブックスエアイベント
利用案内

オンラインイベントを簡単に開催する方法のご説明

株式会社 メロンブックス



オンライン上で開催できる

イベント（即売会）です
エアイベントフォームは、メロンブックスが提供する

オンラインイベント会場提供サービスです。

イベント当日は参加サークルの作品が並び、オンライン会場内で作品を購入いただけます。

※メロンブックス・フロマージュブックスの通販サイトではございません。

エアイベントとは



エアイベント内の売上の内、

主催のイベンター様に

５％を還元いたします。

単価700円（税抜）の同人誌をエアイベント会場で販売している場合

例１） 1,000部販売・・・売上70万円 ⇒ イベンター様への還元：3.5万円（税抜）

例２） 5,000部販売・・・売上350万円 ⇒ イベンター様への還元：17.5万円（税抜）

例３）10,000部販売・・・売上700万円 ⇒ イベンター様への還元：35万円（税抜）
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エアイベント開催のメリット 1



イベント
主催者様

5％

出展サークル様

85％

イベントページ内販売金額（店頭税抜価格）の５％をお支払い致します。

※末日締め、翌々月10日支払となります。
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エアイベント開催のメリット 1



イベンター様の費用負担無しで

イベントの開催を実現します
弊社システム・設備を流用することで、費用無しイベントを開催出来ます。

● 参加サークル登録はサークルポータルを活用し、簡単に申込が可能です。

● エアイベントページの運用、購入商品の発送、サークル様への売上清算も全てメロンブックスが代行します。

システム構築費用・ランニングコスト・会場費・備品費用・発送費・人件費・各種手数料・・・etc の

費用をかけずにイベント開催が可能です。

エアイベント開催のメリット 2



エアイベント参加作品は

通販特設ページでも

展開させて頂きます。
※新刊・既刊問わずエアイベントにご参加頂きましたご作品はエアイベントページの他、

通販特設ページでもご紹介させて頂きます。

※エアイベント開催日を含め7日間は通販ページTOPに通販特設ページへのバナーを掲載致します。

エアイベント開催のメリット 3



メール便：270円（税抜）

宅配便 ：600円（税抜）

商品の発送は、自家通販等よりも安く、発送自体も弊社が対応致します。

委託書店価格より安く頒布
掛率を上げる分、店頭価格を下げて頒布する事でエアイベント会場では、

委託書店価格より安く購入が出来ます。

お客様へのメリット



イベント掛率85％

ポータルから簡単登録

イベント在庫預かり無料
●イベント参加申込は弊社サークルポータルをご利用頂き、登録既存情報を活用の上、簡単に登録可能です。

●イベント作品を管理する倉庫も弊社施設を利用する為、委託作品としてそのままお預かりし、

サークル様の在庫リスクも軽減します。

※ご返送をご希望の場合は配送料1箱／1,000円にてご対応させて頂く予定です。

サークル様へのメリット



イベントロゴバナー

イベントメインビジュアル

参加サークルの作品を表示します。

※クリック数準拠となります。

1500×400

表紙画像

作品名

表紙画像

作品名

表紙画像

作品名

表紙画像

作品名

255×60

エアイベントページイメージ 1 (TOPページ)

●サンプルサイトURL：https://air.melonbooks.co.jp/sample-mlbairevent/



参加作品の詳細が表示されます。

ページ内にて、お買物が可能です。

イベント内オンリーイベント毎のバナー設置（作品を分けて表示）、作品の絞り込み（ジャンル・カップリング
等）機能、参加サークル一覧の表示等が可能となります。（今後も機能を追加実装予定となります）

表紙画像

同人誌 成年向け

サークル名

作品名

検索タグ 検索タグ

価格 ￥1,111円

数量 1
カートに入れる

表紙画像

同人誌 一般向け

サークル名

作品名

検索タグ 検索タグ

価格 ￥ 700円

数量 1
カートに入れる

表紙画像
同人誌 一般向け

サークル名
表紙画像

同人誌 成年向け

サークル名

エアイベントページイメージ 2 (アイテム欄)

●サンプルサイトURL：https://air.melonbooks.co.jp/sample-mlbairevent/



イベンター様

ポータルでの
開催情報の
ご申請

申込サークル様

ポータルでの

作品登録

メロン物流への
納品

メロン/フロマ
での告知

エア
イベント
開催

イベンター様
HP等での告知

イベンター様 サークル様 メロンブックス

エアイベント開催までの流れ



■サークルポータルログイン

まずメロンブックスサークルポータル
(https://circle.melonbooks.co.jp/login/)
へログインします。

※未登録の方はページ右バナーより
新規ご登録をお願い致します。

ログイン後ページTOPから
『エアイベント開催申込』を選択します。。

エアイベントお申込み方法（イベント登録１）

https://circle.melonbooks.co.jp/login/


■イベントタイトル

イベントタイトルを設定します。
最大で50文字まで設定可能です。

■イベントID

ご設定頂いたIDを元に、
当日のイベントページURLを自動で作成致します。

登録例
イベントID：melon
URL：https://air.melonbooks.co.jp/melon

■募集要項・参加資格

イベントの募集要項・参加資格を記載します。
最大で1000文字まで設定可能です。
※HTMLに対応しております。

エアイベントお申込み方法（イベント登録２）



■イベント開催期間

お申し込み日時より20日先から設定頂けます。
最長2日まで開催可能となります。

■サークル参加受付期間

募集開始日
お申し込み当日より受付可能となります。

募集締切日
イベント開催日の3日前まで設定可能となります。

※募集期間は最短7日となります。

エアイベントお申込み方法（イベント登録３）



■サークル掛率設定

85%～90%まで1%刻みで登録頂けます。
(90%-掛率)が主催者様への還元利率となります。

登録例
85%の場合:サークル還元率：85% 

主催者還元率：5%

※店頭税抜1000円で登録頂いた作品
⇒販売数1冊につき850円お支払い

90%の場合:サークル還元率：90%
主催者還元率：0%

※店頭税抜1000円で登録頂いた作品
⇒販売数1冊につき900円お支払い

エアイベントお申込み方法（イベント登録４）



■オンリーイベント設定

イベント内でオンリーイベントを
開催する場合はご登録ください。

※ご申請の募集開始日時となりましたら
サークルポータル内【エアイベント申込】にて
自動で募集開始します。

イベント情報は募集開始の1日前に公開されます。

エアイベントお申込み方法（イベント登録５）

イベント申請完了



■通常のイベント申請後、
イベント情報を追加いただけます。

1.イベント追加設定

募集ページ内、情報の追加が可能です。
サークルに向けよりイベントを
アピールすることができます。

2.イベントサイト設定

イベント当日にイベントページに
掲載する画像を設定頂けます。

※こちらは後日設定も可能でございます。
後日設定する場合、ポータル内
【エアイベント管理】より更新頂けます。

エアイベントお申込み方法（追加情報登録）



■主催者名

イベントの主催者名・主催団体・イベント準備会
名の何れかのご記載をお願いします。

■イベント説明文

イベントの内容や詳細を記載します。
最大で1000文字まで設定可能です。

■イベント告知サイト

イベントの告知サイトやSNSなどの
URLをご登録ください。

■サークル向け用告知バナー

イベント募集ページにて掲載します。
・推奨サイズ：1000×300
・対応形式：※jpeg、png、gif

エアイベントお申込み方法（イベント追加設定）



■イベントロゴ

・推奨サイズ：255×60
・対応形式：※jpeg、png、gif

■サイトアイコン

・推奨サイズ：512×512
・対応形式：※jpeg、png、gif

■メインビジュアル

・推奨サイズ：1500×400
・対応形式：※jpeg、png、gif

■オンリー用バナー

・サイズ：最大 1000×500 まで
※各画像のサイズは統一してください

・対応形式：※jpeg、png、gif

エアイベントお申込み方法（イベントサイト設定）



各設定素材の反映箇所につきまして

１．サイトアイコン（512ピクセル×512ピクセル）

２．イベントバナー（255ピクセル×60ピクセル）

３．メインビジュアル（1500ピクセル×400ピクセル）

４．オンリーイベントロゴ（最大1000ピクセル×500ピクセル）

※編集可能なロゴや、ビジュアルを頂けましたら

弊社にて制作を代行することも可能です。

ご希望の場合はエアイベントサークル様サポート

(airevent-circlesupport@melonbooks.co.jp)

までご連絡ください。

エアイベントお申込み方法（イベントサイト設定）

ピックアップ作品

開催中イベント



■基本情報編集

イベント初回申請時に設定した項目の
編集が可能です。

■追加情報編集

イベント追加設定にて設定した項目の
編集が可能です。

■サイト設定編集

イベントサイト設定にて設定した項目の
編集が可能です。

■申込みサークル・作品数

現状のイベント参加サークル並びに
参加作品情報並びに集計数の確認が可能です。

エアイベントお申込み方法（イベント管理）



・既存サークル（ブランド）
・新規サークル（ブランド）

を選択

■既存サークル（ブランド）とは？
すでに弊社に登録のあるサークル名（弊社呼称：ブランド名）
をご選択頂けます。

■新規サークル（ブランド）とは？
弊社ポータルを初めてご利用頂く新規サークル様にご利用頂け
ます。また、ご利用経験があっても、別サークル名義でご参加
をご希望の際にもご利用頂けます。

参加希望のエアイベントを
選択

エアイベント参加申請方法 1 (サークル向け)



新規サークルでの申込を
選択した場合

参加サークル名（フリガナ）をご記載頂き、

ご作品の登録へと進みます。

既存サークルでの申込を
選択した場合

ポータルに登録済みの情報が自動反映され、

ご作品の登録へと進みます。

エアイベント参加申請方法 2 (サークル向け)



エアイベント内でオンリーイベントを併催している場合、

参加イベントが選択出来ます。

すでに弊社に登録のあるご作品で参加を希望の場合、

登録情報を以下に自動転載する事が出来ます。

作品情報を入力頂きます。

エアイベント販売ページ内、商品ページに表示したい

リンクを自由にご設定頂けます。

※エアイベント販売ページでの購入だけでなく、

他社・自家通販等のURLもご自由に設定頂汲事が可能です。

エアイベント参加申請方法 3 (サークル向け)



イベント終了後、作品取り扱いについて以下をご選択頂けます。

登録住所へのご返送（１箱／1,000円（税抜）
※ご返送には3週間程度お時間を頂く場合がございます。

メロンブックス（フロマージュ）への委託（無料）
※イベント在庫の移管には3日程度お時間頂く場合ございます。

納品予定日をご記入頂きます

イベント申請完了

エアイベント参加申請方法 4 (サークル向け)



１．本機能は、イベンター様よりご申請頂きましたイベント内容を弊社サークルポータルへ反映し、
イベント参加募集を行うことができます。
※サークル様は、ポータルに登録のある作品であれば、簡単に選択するのみで参加申込が可能です。

２．WEBイベント会場サイトはメロン通販ページでは御座いません。（別途、購入サイトを立ち上げる予定です）
本施策においては、申込フォーム（ポータル）、WEB会場に関しては、メロンはあくまで”ご提供”という
位置づけで御座いますので主催はイベンター様であり、弊社も極力ブランド名が表に出ないよう、対応を行います。

３．WEBイベントサイト等の運営・商品の発送・決済・支払等、イベント運営に関する対応は全て弊社が行いますので、
イベンター様におかれましては、WEB会場用、募集用のヘッダー素材や、
イベント開催概要（開催日等の情報）のみを弊社へご提供頂ければ、WEBイベントの開催が可能です。

４．イベントWEBページでは、ページ内にて購入（決済）が可能です。
また、弊社を含む他書店様へのリンク設置も作品ごとに可能です。（サークル様対応）

５．イベントページ内で直接購入された作品に関しては、部数毎に売上の5％をイベンター様に還元致します。

６．商品の管理、納品場所、イベント終了後の在庫返却（メロン預かり）等の管理も、弊社にて対応を行います。

７．本機能のご利用は基本無料で解放させて頂く予定です。

各種詳細・まとめ



概要｜要約

1. オンライン上にてイベントを行うためのEC（通信販売）サイトの提供

2. イベント参加サークル募集の為のサイト（弊社ポータル内サービス）の提供

3. イベント販売分売上一部のお支払い

分担｜要約

1. 実際の運用、作品の販売・発送、金銭のやりとりについてはメロンブックスが担当します。

2. イベント主催者様はポータルより情報・素材のご申請をお願いします。

3. 募集ポータルやエアイベントページ等のサークル様からのシステム面の問い合わせ、

商品の発送（出荷）等に関しての問い合わせは弊社で対応させて頂きます。

4. イベント内容に関する問い合わせ等についてのみ、イベンター様のご担当でお願い致します。

要約


