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■コミケットスペシャル6
コミケットにおいて、参加者のみなさんは「お客様」で

はなく、コミケット準備会（以下、準備会）と共にコミケット

をとり行う「参加者」です。

コミケットスペシャル6の参加者同士が円滑にイベント

に参加できるよう、これらの諸注意をよく読み、守って参

加してください。

■禁止行為

①日本の法令・条例に違反する行為

例：施設の無断電源利用（盗電）、駐車禁止区域

の路上駐車など

②防災上危険となる行為例：指定場所以外での喫

煙、消火栓付近の禁止区域の占有など

③他の参加者・近隣に迷惑がかかる行為

例：会場近隣での野営及びゴミの不法投棄、列の

割り込みなど

④その他、準備会スタッフ・警備員・消防署・警察署の

指示に従わない行為

■持込禁止物

①日本の法令で所持・携帯が禁止、あるいは犯罪とし

て摘発される可能性が高いもの。日本の銃刀法で

規制対象になっている鉄砲・刀剣類（同法に触れる

可能性がある模造品を含む）、日本の刑法175条・

日本の児童ポルノ法に触れるもの。

②動物（介助犬などは除く）

③携帯電話・ノートパソコンなどの小型機器用を除く

バッテリー（自動車用などの大型バッテリーは転倒

時に液漏れした場合、危険なため）

④ヘリウムなどを充てんした、浮き上がる風船類

⑤その他スタッフが危険と判断したもの

■コミケットからのお願い事項

①コミケットで確保している駐車場、駐輪場はありません。

公共の交通機関または徒歩で来場していただき、自

動車・自転車・バイクなどで来場する場合もマナーを守

り、近隣の駐車場をご利用ください。

②タクシーでの来場は控えてください。

大勢の参加者がタクシーで来場するため、会場周辺

道路で交通渋滞が発生する可能性があります。やむ

を得ず利用する場合は、公道上での乗降はせず、幕

張メッセのタクシー降車場で降車してください。

③帰宅の際はタクシーを呼ばないでください。

閉会後の会場付近は非常に混雑しているため、ど

のタクシーを誰が呼んだか分かりません。

④不正な無線局利用

総務省関東総合通信局より、不法無線局の持込み

があるというご指摘を受けているので、正しい無線利

用をお願いします。

⑤青少年（18歳未満）の参加者へのお願い。

徹夜を含む青少年の深夜外出は千葉県の青少年

健全育成条例により禁止されています。トラブルに巻き

込まれる可能性もありますので絶対にしないでくださ

い。また、保護者の方に不安を感じさせないよう、帰宅

時間など当日の行動予定を伝えておいてください。

⑥子供連れでの参加者へのお願い

参加にあたって
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コミケットは小さな子供にとって非常に苛酷な環境で

す。保護者は、連れてきた子供の都合を最優先に考え

てください。常にそばで目を離さず、子供の体調や周

囲の迷惑になっていないかに注意を払ってください。子

供の具合が悪くなっても、救護本部には子供専用の救

急薬は用意していません。

子供の体調に配慮した参加・行動を考えてください。

また、子供には必ず迷子札を着用させてください。迷

子札には、子供と保護者の氏名・緊急連絡先・サーク

ル参加者であればサークル名と配置場所を記入してく

ださい。万一、子供とはぐれた場合には、インフォメー

ションにご相談ください。

⑦推奨される持ち物

基本的に参加者は以下の持ち物を持参することを

推奨しています。

●カタログ…地図や諸注意は必ず見られるもの

●お金…できるだけ千円札・小銭

●財布…金銭の取り出しを円滑にできるもの

●予備の財布…帰りの切符など、最低限のお金

●健康保険証…緊急時受診のため

●身分証明書…最低限、氏名、自宅・家族・友人の

連絡先のメモ

●常備薬…よく使う薬または病院で処方された薬、

絆創膏、生理用品

●ゴミ袋…ゴミのポイ捨て禁止、エチケット袋として

⑧飲酒について

今回は40周年というお祝い事なので、友人との簡単

な乾杯等を行うことは構いませんが、以下のことは必

ず守ってください。

●節度を守り周りに迷惑をかけないでください。

●未成年（20歳未満）の方、運転を予定されている

方は絶対にお酒を飲まないでください。

●未成年（20歳未満）の方、運転を予定されている方に

絶対にお酒を勧めず、飲ませないようにしてください。

■徹夜・深夜来場禁止！
■マナーを守って楽しいコミケットにしましょう

誰にでもある自由に「表現」したいという欲求が、今

から40年も前にコミケットを誕生させたのかもしれませ

ん。しかし、年月を重ねるにつれて、世情も変わり、コミ

ケットも周りに合わせる必要が出てきました。

「どんな表現も受け入れる」から「開催する」としたこ

とを選択したコミケットには、様々な制約が課されてい

ます。現実の社会と折り合いをつけてコミケットを開催

し続け、「表現」の場所を維持するかを考えてきました。

さて、コミケットをなくさないために、みなさんと考えた

いことがあります。

「徹夜・深夜来場の問題」です。

まず「なぜ徹夜・深夜来場をしてはいけないのか」を

はっきりさせるために、今までのコミケットで発生している

問題点を整理します。

■徹夜・深夜来場の問題

●深夜に会場付近を徘徊している人がいることによ

る、治安上の問題、深夜来場者を狙った一部の

心ない人による泥棒や恐喝などの犯罪が行われ

てしまったこともあり、警察より厳重な注意を受け

ています。

●会場付近の建物や敷地に侵入しての夜明かし、

芝生を踏み荒らすなどの破壊行為、ゴミの散乱な

ど、各所からのクレームが多数入っています。

●深夜来場し、開会までの長い時間、屋外で待機

することで、非常に多くの参加者が体調不良で

倒れています。入場待機列で長い時間待ち続け

ることは、非常に体力を消耗し、体調を崩してしま

います（低体温症など）。

これらの症状を決して甘くみてはいけません。時とし

て命を落としてしまうことにつながり、最終的には「会場

を借りることが困難になる」という結論に結び付きます。

当然、会場が借りられなければ、コミケットは開催できず、

「表現のための場所」は失われてしまうことになります。

また、この「徹夜・深夜来場の問題」の対策のために、

かなりの経費がかかっていることも認識してください。

コミケットを安全に開くためには、仕方がないとは言え、

行われてしまっている「徹夜・深夜来場」に対して、決し

て小さくない負担を他の参加者に強いていることに気

づいて欲しいのです。すべての参加者で考えていきた
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いと思います。「自由に表現を享受できる場所」を得る

ために、我々全員に課せられた「責任」というものを。

そして、これからの先の未来に、新しい仲間となるであ

ろう、まだ見ぬ人々のために、我々参加者全員でこの

場を守って行きましょう。

■入場時の注意
■会場付近から入場待機場までの注意

①入場待機場までの誘導はスタッフが行いますので必

ず指示に従うようにお願いします。

②通行不可の場所などは通らないようにお願いしま

す。

③朝の搬入などの関係で車両を優先して誘導する場

合がありますのでご理解をお願いします。

④開会まで入場待機場で並んで待つことになります。

■入場待機場待機後から開会までの注意

①待機列が固定され、スタッフから列の誘導予定時間

のアナウンスがあるまでは列から離れないでください。

②待機列での割り込みや場所取りはご遠慮ください。

③トイレや買い物などのために待機列から離れる際

は自分の周りの人に一声かけ、待機位置を把握

（前後左右の人を記憶するなど）してから、離れるよ

うにお願いします。

④貴重品などの管理については各自で必ず実施す

るようにお願いします。

⑤列の誘導開始後は列から離れると元の位置に戻る

ことができません。トイレや買い物は事前に済ませ

ておいてください。

⑥周辺の飲食店及びコンビニなどでの迷惑行為（両

替など）はご遠慮ください。

⑦列移動する際、自分の荷物（ゴミを含め）は必ずそ

の場に置き去らないようにお願いします。

⑧誘導時間後に列移動後、列が一旦停止されても、

再度動く場合がありますので離れないようにお願い
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■その他開会までの注意

①会場周辺での待ち合わせをする場合は、事前に場

所・時間を決めて、相手の連絡先をしっかりと把握

し速やかに合流できるようにお願いします。

※サークル入口や駅改札口は大変混雑しますので

別の場所でお願いします。

②待機場は屋外になります。事前に寒さ対策など自衛

できる手段を用意し、体調管理をお願いします。

③傘などは自分の体幅より大きく場所をとり、他の参

加者にぶつかる可能性があります。雨合羽などの利

用をお願いします。

■防災
■防災について

コミケットは、大勢の参加者が来場するため、災害

によって大きな被害がでる危険をはらんでおります。災

害を未然に防ぐのはもちろん、災害が発生した場合

を想像して、定期的に自分の周囲を見回す事も大事

です。

■平常時

通常の会期中以下の点を必ずお守りください。

①座り込みしない・荷物を放置しない。

②走らない・押さない。

■エスカレーターについて

エスカレーターは乗降口やステップ端の隙間など

にもの（スカートなど）が挟まったり、荷重容量を超し

たりすると安全装置が働き急停止する場合があり

ます。

以下の点を守って乗るようにお願いします。

①エスカレーター内の歩行禁止

②重量がある台車、カートの使用禁止

③巻き込まれる可能性がある裾が長いスカートなどは

できるだけ持ち上げる

④細かい装飾品や落しそうなものは必ず手に持つ

■会場の安全確保について
コミケットでは防災及び防犯のため、以下のこと参加

者皆で協力して実施しております。

■不審物とその対応について

コミケットでいう不審物とは所有者がわからず、中身

がわからないものをさします。会場内にて見慣れないも

のを発見した際は、一度周りの参加者に声掛けをした

上で、所有者を特定ができない場合は近くの準備会

スタッフにお知らせください。不審物と思われる場合は

「触るな！嗅ぐな！動かすな！」が基本です。個人では対

処はしないようにしてください。また、騒ぎたててしまうと

パニックにつながります。落ち着いて、速やかに行動を

お願いします。

コミケットでは10：40に会場内の不審物一斉点検を

行いますので周囲の安全確認のご協力をお願いしま

す。

■災害発生時について

火災などの災害が発生した際、パニックに陥らな

いように注意し、準備会スタッフの誘導指示に従って

ください。その際は、大きな荷物は置くなどして身軽

になり、貴重品だけを持って速やかに行動してくださ

い。

■救護
開催期間中、怪我をした方や体調の優れない方は

救護本部を利用いただけます。

救護本部はコミケットの参加者本人で体調の管理が

できなくなってしまい、自己対処による体調の回復が困

難な方の場所です。

救護本部は3ホール北側の会議室3にあります。救

護テントは、南広場Ｂと屋外展示場（西駐車場）の2箇

所に設置します（P8）。救護テントでは、簡易な対応の

み行えます。基本的に参加者はP18の基本的な持ち

物を持参し、自衛をしてください。

■利用するにあたり

救護本部には医師・看護師はいますが、医療設備や

薬剤は完備されていません。一時的な応急処置（学校

の保健室程度）ですので各自で必要なものを持参し

てください。

※コンビニ、薬局で買えるものは原則各自で購入し

て対処してください。
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風邪薬や痛み止め、胃腸薬などは参加費から捻出

して購入されているものであり、数に限りがある貴重な

ものです。本当に必要な方に提供できるようにご協力

をお願いします。

■持病のある方へ

コミケットは過酷な環境です。前述のように、病院が

処方する薬などはありません。

持病のある方は常備薬を持参してください。（お薬

手帳など薬剤名、用量が記載されたものを持ってきて

ください）

また、参加するにあたり、事前に主治医に相談し、参

加可否の判断をしてもらうようにお願いします。

※以下に主治医の方向けの本イベントの全体像を

説明しているものがありますので、お見せしていた

だき説明の手助けにお使いください。

★相談を受けた主治医のみなさんへ

コミケットスペシャル6とは千葉県の幕張メッセで行わ

れる同人誌展示即売会です。3月28、29日の2日間開

催され、想像を超える人数が集まり、お祭りのような熱

気に包まれます。入場のために屋外で何時間も行列し

たり、この日しか入手できない本を買うためにすさまじ

い人ごみの中を興奮状態で走り回る人もいます。こう

いう状況はある種の持病を抱えた患者さんにとても危

険な状態をもたらすことが予想されます。会場の救護

本部には医師、看護師が常駐していますが、医療設備

や薬はないため、横になって休んでもらうくらいの対処

しかできません。

もし、先生が患者さんからコミケット参加について

相談をお受けになった場合は、お手数ですが何卒よ

ろしくご指導のほどをお願いします。その際には、彼ら

にとって本当に楽しみにしているイベントであることを

ご配慮いただけるとありがたいです。もちろん、参加

した場合大変危険であると判断された場合は患者

さんを止めてください。以前に「コントロール不良の患

者さんがどうしても参加希望とのことで看護師が付き

添って行くのでよろしく」などということもありましたが、

当日の状況ではそういった対処は不可能ですのでよ

ろしくお願いします。

■傷病者を見つけた場合

傷病者を見つけた場合は、周りの参加者と協力して

スタッフを呼んでください。混雑環境下での過剰な（重

複した）119番通報の防止と、救急車が円滑に傷病者

にたどり着けるようにするため、自身で救急車を呼ばな

いようにお願いします。できれば、スタッフが来るまで傷

病者を一人置き去りにせず、付き添っていただけると大

変助かります。

会場や消防と連携して迅速な対応をするためにご

協力をお願いします。

■最後に通常のコミケットの救護室との違い

今回のコミケットスペシャル6では名称を救護室から救

護本部へ変更しております。

通常の救護室よりも部屋の面積は狭く収容対応で

きる傷病者数は限られてしまいます。

くれぐれも体調に気をつけて、無理なく安全にイベン

トをお楽しみください。

■取材について
公的・商業的な報道及び娯楽作品制作の一環とし

て取材を行う場合、取材マスコミ対応受付で登録し、

そこで提示された規定を遵守する必要があります。

また、日本のプライバシーにかかわる法律では、公的

な場所でも一般市民を許可なく撮影することに規制

があります。取材登録をしていない段階でイベント会場

付近での撮影・インタビューなどの取材活動はご遠慮

ください。

■取材マスコミ対応受付の場所・お問い合わせに

ついて

イベント開催当日の取材登録・お問い合わせの対

応に関しては、5ホール北側の会議室5の取材マスコミ

対応受付にて行います。イベント前のお問い合わせに

関しては、公式サイトをご確認ください。テレビ番組など

の規模の大きな媒体に関しては、なるべく事前のご連

絡をお願いいたします。事前の連絡がない場合ご希望

に添えかねます場合がございます。

■取材登録に関してのお願い

①営利団体、もしくはそれに準ずる組織の方が取材活
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動を行う場合、必ず取材者登録をお願いします。

また、事前に手続きを行いますと当日の手続きがス

ムーズとなります。事前受付に関しては、イベント公

式サイトなどをご確認ください。

②取材登録の際に、取材目的・媒体及び身元の確認

をさせていただきます。目的や媒体、取材者自身の

連絡先や氏名を確認します。取材される方全員が

名刺2枚をご用意ください。名刺がない場合は身分

証明書をご用意ください。

③取材登録の際に、準備会スタッフより注意事項及び

規則の説明を受けた上で、責任者の署名をいただ

きます。

■取材を実施するにあたってのお願い

①登録の際に、取材腕章と取材者証を貸与します。取

材活動中は、必ず着用をお願いします。取材活動

終了後は5ホール北側会議室5の取材マスコミ対応

受付まで返却をお願いします。

②規模の大きな取材団体など案内が必要と判断した

場合は、必要に応じて準備会スタッフが同行いたし

ます。

③撮影する場合に、被写体となる個人が識別できて

しまう場合、必ずその方の許可をうけてからの撮影

をお願いします。許可無き撮影や周囲の方々に撮

影をしていることがわからない形での撮影、盗撮は

禁止します。

④必ず周辺の安全確認を行った上で撮影をお願いし

ます。

⑤イベント運用や安全管理・消防の都合上、取材をご

遠慮いただく場合がございます。その場合は必ず準

備会スタッフの指示に従うようにお願いします。（場

所や時間によって、取材できない場所がありますの

でご留意ください。）

⑥強いライトやフラッシュをあてたり、混雑したエリア

で機材を展開したりするなど、事故を招くおそれの

ある行為は禁止します。

⑦三脚・一脚・レフ板は一部使用できるエリアがありま

すが、脚立などは原則として使用できません。

⑧コスプレイヤーの方を撮影・取材される場合は、

P27に記載しています、コスプレ撮影に関する注意

事項を確認のうえ実施してください。

■取材を受けるにあたってのお願い

①取材の内容や目的、発信媒体（いつどこで発信され

るか）の説明を受け、名刺などの取材者自身の連絡

先がわかるものを提示してもらうようにしてください。

②準備会発行の取材者証を着用していない取材には

応じず、そのような取材を見かけた場合は、準備会

スタッフまで報告をください。また、取材の内容として

不愉快、不適切な取材を受けた場合も発信媒体や

取材者自身の名前、取材者証の番号を控え準備

会スタッフまで報告をするようにしてください。

※ただし、学術研究などの非営利目的の場合、取

材者登録証を発行していない場合があります。

（後述）

⑥参加者には撮影・取材を受ける自由・受けない自

由があります。撮影・取材を了解する・しないの意思

をはっきりと伝え、丁寧な対応をお願いします。ただ

し、度を越した拒否なども相手に間違った印象を与

えかねませんし、逆にメディアで発言することが、ど

のような影響を及ぼすかを考えない軽はずみな発

言・行為にも注意してください。取材を受けた一人

一人の対応が、コミケットへの世間の印象に影響を

与えることがあります。自信を持って、同人活動やコ

ミケットの面白さなどを伝えてください。

■個人や非営利（趣味や学術など）の方へのお願い

①個人や非営利（趣味や学術など）の方は必ずしも

取材登録が必要ではありませんが、コミケットのルー

ル、上記の撮影に関する注意事項（本カタログの諸

注意）、公式ＷＥＢサイトの「個人による非営利の撮

影・録画について」を熟読した上で遵守してくださ

い。

http://www.comiket.co.jp/info-

a/NonProfitCollect.html

②ネット配信や動画撮影については必ず撮影してい

ることが周りにわかるようにお願いします。

③会場には撮影されたくない人もいますので、必ず周

囲に気を遣ったり、相手を尊重した撮影を心掛けて
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ください。

④取材や個人が識別できる撮影の場合、事前に被写

体の方に、自らの氏名・連絡先・目的を話し、十分

に相手の理解を得たうえの実施をお願いします。

⑤撮影場所などによっては、スタッフの判断で、撮影中

止をお願いする場合があります。

■設営日について
本イベントでは有志で会場の設営を行います。

普段とは違う会場で机を並べてみませんか？

設営の作業は机の置き場所を決める「測量」と、トラ

ックで運ばれてきた机や椅子を並べていく「設営」があ

ります。

汚れても良い服装と軍手を持参し、集合してくださ

い。

みなさんのご協力をお願いします。

●集合時間：3月27日（金）12：00

●集合場所：2階5ホール入口前

設営中の問い合わせ（落しもの、搬入関連）はイン

フォメーション（5ホール主催者室5）までお願いします。

なお、設営日にゴミ箱はありません。

■落しものについて
■落しものを拾ったら

会期中に拾った場合は最寄りのインフォメーションへ、

なるべく早めにお越しください。

インフォメーションは2・3・5ホール内および5ホール主催

者室5にあります。

「いつ、どこで、何を」拾ったのか、はっきり伝えてくだ

さい。

■落しものをしたら

5ホール主催者室5のインフォメーションにある受付本

部で落しものの返却を行います。場所が分からない場

合は最寄りのスタッフまでお問い合わせください。また、

中夜祭時には、1ホール臨時インフォメーションにて返却

を行います。

■開催時間終了後の対応

開催時間終了後も17：00まで返却を行います。

後日落しものに気が付いた場合は、会場（幕張メッ

セ総合管理センター）までお問い合わせください。

■宅配便について
会期中、宅配便を受け付けています。

受付時間：14：00前後～17：00

以下の諸注意を読み込んでご利用ください。

●梱包はあらかじめ作ってから申し込みに行くようお

願いします。

●ガムテープなどは準備会では用意しておりません。各

宅配業者にお問い合わせください。

●あらかじめ送り先を記入した伝票を用意しておき

ましょう。伝票はガムテープなどの上に貼るとはが

れるので、気をつけてください。また、過去の送り

状は必ず全部はがしてから貼るようにしてくださ

い。

●梱包はなるべく隙間は作らないようにし、底が抜け

ないようにしっかりと補強してください。

●現金を宅配便で送ることはできません。また、帰り

の切符などを間違えて送らないように気をつけま

しょう。

●会場から海外への発送は行えません。海外へ発送

を予定している方は、事前に発送方法を確認してか

ら来場してください。

■コミケットからの
情報発信について
コミケットの情報発信についてコミケットの情報につ

いては、WEBページは随時新しい情報を更新してお

ります。

URL http://cmksp.jp/cs6/w/

その他Twitter（@cmksp）でも情報を展開しており

ますのでフォローなどをしていただけると新しい情報を

常に参照することができます。
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■コスプレとは

漫画やアニメ・ゲームの登場人物、芸能人や実在す

る職業の衣装を身にまとい、変装・変身することを指し

ます。

また、その行為がコスプレであるかどうかは、コスプレ

をする本人がそのキャラクターや作品を好きだという

「表現する意志」があるかどうかによって決まります。コ

ミケットは、同人誌と同様に、コスプレを「参加者による

身体表現」として、それを尊重しています。

そして、コスプレを通じ新しい仲間と出会うこと、交流

を図ることもコスプレの楽しさの一つと考えています。

コミケットでは、参加者全員が、よりコスプレを楽しめる

ようにコスプレをする際のルールがあります。一人一人

がルールとマナーを守り、お互いを思いやる気持ちを大

切にコミケットでのコスプレを楽しんでください。

■更衣室およびコスプレ
エリアの場所・利用時間

■更衣室の場所

●男子更衣室…3ホール内に1箇所

●女子更衣室…3月28日：1ホール・2ホール内に各１ヶ所

…3月29日：1ホール内に２ヶ所、2ホー

ル内に１ヶ所

※詳細は、P8の会場MAPを参照してください。

■更衣室利用時間

●3月28日…11：00～17：00

●3月29日…11：00～16：00

※更衣室新規登録受付は、15：00までです

※初日の更衣室終了時間は、コミケットスペシャル6の

閉会時間とは異なります

※中夜祭「OTAKU SUMMIT SPECIAL LIVE」に、

コスプレで参加することができます。詳しくは、

P138を参照ください。

■コスプレエリアの場所・各エリアの利用時間

コスプレエリアは、「やすらぎのモール」「屋外展示場」

「南広場」の３ヶ所あります。P8の会場MAPを参照して

ください。コスプレエリアごとに利用時間が異なります。

利用時間が終了したら、スタッフの指示に従って速やか

にコスプレ・撮影を終え、他エリア・更衣室に移動してく

ださい。

■来場・退場について
公共交通機関の混雑が予想されます。コスプレ衣

装のままでの来場・退場は他の利用者への迷惑にな

らないよう、ご遠慮ください。

■着替え場所について
会場には更衣室を設置しています。会場内を含め、ト

イレなどでの着替えはせず、コスプレ登録の上、更衣室

を利用してください。

■コスプレ登録について
コスプレをする場合、男女更衣室前にある「コスプレ

コスプレについて



■着用を禁止している衣装

①露出が著しく、公然わいせつに該当する可能性の

ある衣装

（例：局部や下着が見えているもの、局部が透けて

見えるもの）

※詳細は、「露出に関する注意事項」をご覧くだ

さい

②設備を破損、または汚す可能性が高い衣装

（例：乾いていない塗料や液体が付いているもの）

■着用に制限がある衣装

①コスプレエリア外の移動に制限がある衣装

②大きい衣装で移動する際に扉が通れなかったり、壊

れてしまう可能性があるもの

●分解や変形が可能な場合、それ以上の大きさの

ものも可能です（一人で移動できない場合は付き

添いが必要です）。

●移動時は分解や変形した状態で行ってください。

③床を引きずる衣装

（例：裾の長いスカートやマント）

●移動時（コスプレエリア内含む）は取り外す・抱え

るなど、引きずらないようにしてください。

④視界を制限する衣装

（例：ヘルメット、覆面、お面、眼帯や包帯）

●移動の際は、周囲の安全に配慮をお願いします。

⑤他人を傷つける可能性が高い衣装

（例：鋭利な金属が固定されているもの）

●移動中は取り外してください。

⑥行政、捜査、業務上などの権限の伴う職種職業

の制服

（例：警察官・消防官・警備員）
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登録受付」にて「コスプレ登録」を行ってください。コス

プレ登録料は、1日1000円です。コスプレ登録証として

缶バッジをお渡しします。缶バッジを受付にてお見せい

ただければ、その当日に限り何度でも更衣室を利用す

ることができます。1・2・3ホール内男女更衣室前で販売

しております。

缶バッジは、開催日ごとにイラストが異なります。缶バ

ッジを紛失しないように注意してください。紛失された

場合、再度購入していただくことになるのでご注意くだ

さい。コスプレをしているときは、必ず携帯してください。

■更衣室について
更衣室を安全で快適に利用できるよう、更衣室内で

はいくつかの禁止事項とお願いがあります。

■更衣室内での禁止事項

①携帯電話による撮影を含め、更衣室内での撮影。

②更衣室内への荷物の放置。

③更衣室内や付近での休憩や待ち合わせ。

④会場を汚損するおそれのある行為。

（カラースプレー・カラームースなどの使用）

⑤コンセントの使用。

■更衣室利用時のお願い

①利用時間を守ってください。更衣室利用時間の終了

間際は、混雑が予想されます。移動時間や着替える

時間も考慮の上、ご利用ください。

②譲り合って利用してください。必要以上のスペースを

占めないでください。また、着替えが終了したら速や

かに退室してください。

③コスプレルールでわからないことや困ったこと、衣

装・コスプレアイテムのことなど、コスプレに関するこ

とであれば、更衣室付近のスタッフにお気軽におた

ずねください。

■衣装・コスプレアイテムの
禁止・制約事項
法令遵守や安全確保のため、以下の衣装やコスプ

レアイテム（以下：アイテム）については、使用・着用を禁

止、また状況に応じて制限します。
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●移動中は衣装の上に上着を着てください。

●本職と間違われるような行動や言動、なりすましは

禁止します。

■使用を禁止しているアイテム

会場への持ち込みを禁止しているもの。（P17）

■使用を制限しているアイテム

①武器を模倣しているアイテム

●使用できるのは銃刀法に該当しないものに限ります。

●トイガン（エアガン・ガスガン・電動ガン）は、弾やガス

を抜き、電池などを取り外して発射できないようにし

てください。

②大きいアイテムで移動する際に扉が通れなかったり、

壊れてしまう可能性があるもの。

●移動の際は、安全を確認し周囲への配慮をお願い

します。

■露出に関する注意事項

①下着を着用していない衣装の禁止

●ニプレスやシリコンブラは下着と見なします。

●水着の場合はサポーターや下着を着用してください。

②下着が直接見える、または透けて見える衣装の

禁止

●胸やワキの隙間から極端に下着が見える場合を含

みます。

●見せるタイプのブラストラップは見えても問題ありませ

ん。

●オーバーパンツやアンダースコートなど、重ね着をす

るパンツについては衣装とします。

③肌の露出が多い衣装の禁止

●胸は、肌の露出が1/3程度で下着が見えないことが

基準になります（女性のみ）

●肌の露出が多い・・丈の短いスカートやかがむと下

着が見えそうな衣装の場合、「ストッキング」や「タイツ」

の着用をおすすめします。

■盗撮からの自衛のお願い

撮影の際は、被写体に許可を得るのがルールですが、

自衛のために「ストッキング」や「タイツ」などの着用をお勧

めしています。

●丈の短いスカートなど、かがむと下着が見えそうな衣

装。

●ブルマ・レオタード・水着など、肌の露出が多い衣装。

●色や布地の組み合わせでは透けて見える場合が

ある衣装。

■コスプレエリアについて
コスプレエリアで楽しく活動ができるよう、次の禁止事

項やお願いがあります。

■コスプレエリアへの移動について

●コスプレエリアの場所はP8の会場MAPを参照して

ください。

●混雑状況により移動方法が変更される場合がある

ので、スタッフからのアナウンスに注意してください。

■コスプレエリアでの禁止行為

●会場での禁止行為（P15）・何かを投げる、振り回す、

蹴るなどの行為

●登る、飛び降りるなどの行為

●不特定多数へのチラシの配布

●その他、スタッフの指示に従わない行為
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■撮影者の方へのお願い

●撮影する際に被写体となる個人が識別できる場

合、必ずその方に許可を得てから撮影してください。

被写体となる個人の許可無き撮影や周囲の方々

に撮影していることがわからない形での撮影、盗

撮は禁止します。

●撮影の際は、安全を確認した上で行ってください。

強いライトをあてるような事故を招くおそれのある行

為は禁止します。

●混雑している時間・場所では、スタッフ・警備員が撮

影の中止や、撮影機材の使用中止を指示すること

があります。

●次のような行為は、人によっては好まれません。被写

体の方や周囲の迷惑とならないよう、気を配ってくだ

さい。

●一人の人を長時間撮影する

●多人数の撮影者で取り囲む

●ポーズを強要する

●極度なローアングルから撮影する

●胸やおしりや局部などをアップで撮影する

●勝手にネットや雑誌に載せる

●しつこく連絡先をたずねたりつきまとったりする

■被写体の方への注意事項

①故意に局部や下着を露出させるなど、法令に触れる

可能性がある撮影を禁止しています。

②撮影は断っても構いません。

③相談がある場合や、トラブルにあった場合、お近くのス

タッフまで声をかけてください。

■撮影機材について

周囲の迷惑とならないように使用してください。機材は

放置しないでください。

■使用を禁止している機材

●赤外線カメラや特殊小型カメラなどの、一般では使

用しない撮影機器

●その他、スタッフが判断したもの

■雨天・悪天候時について

雨天など、悪天候によりコスプレエリアの使用を制限

する場合があります。なお、状況や会場の混雑により制

限内容は変更します。あらかじめご了承ください。

■中夜祭
「OTAKU
SUMMITSPECIAL
LIVE」での
コスプレについて
中夜祭「OTAKU SUMMIT SPECIAL LIVE」に

は、コスプレをしたまま参加することができます。

ここまでの諸注意に加え、本項での記載事項を確認して

ください。

●中夜祭に参加者する方向けの更衣室利用は、16：

00～20：30までとなります。

●男女更衣室へ入室の際にライブチケットを提示し、

更衣室を利用してください。なお、中夜祭から参加

する方は、コスプレ登録料は不要です。

●公演中、携帯電話、スマートフォンを含む、出演ア

ーティストの撮影・録画・録音などは固くお断りして

おります。

●公演中のフラッシュを使用したコスプレ撮影・記念撮

影は、周囲へ配慮した上で行ってください。

●ステージにカメラを向けての、出演者の撮影は固く

禁止しております。


