
コスプレ・撮影を通して「表現」するみなさんへ

コミックマーケット（以下、コミケット）へようこそ！好きなキャ

ラクターになりきりたい、とにかく自分を見てほしい、誰かを

喜ばせたいなど、コスプレをしたい！と思う気持ちは人それ

ぞれ。その気持ちを大切にすれば、あなたもコミケットにお

ける「表現者」です。広いフィールド、高い自由度の下で、思

いっきりコスプレを楽しんで下さい。コミケット準備会一同も、

表現者であるみなさんを可能な限り応援します！

コスプレマナーについて

コスプレイヤー・撮影者アンケートや、スタッフによる報告か

ら見ると、前回コミケット87におけるコスプレ撮影のマナー

は、平均的には改善が見られたようです。コミケットで基本

となる二つのマナー「被写体の方に確認を取ってから撮

影すること」「コスプレイヤー・撮影者が周囲に気を配るこ

と」が、コスプレイヤー・撮影者のみなさんの相互の呼びか

けや、ポスターやアナウンスによる準備会からの案内により、

定着してきたのかもしれません。

もちろん、マナーに反する撮影が完全に無くなったわけ

ではありません。コスプレイヤーの方は表現者として、自ら

が望まない撮影に対し、明確に断る意思表示を行って下

さい。もし、声を上げづらい状況であれば、お近くの準備

会スタッフまでお声掛け頂ければと思います。

一方で一部のコスプレイヤーが、自ら進んで過激なポー

ズを取ることに対するご意見も頂きました。繰り返しになり

ますが、コミケットはコスプレおよび撮影を「表現」として、

その自由を最大限に尊重しています。故に個人の主観が

どうしても入るマナーの問題に対し、「こういうポーズは

禁止」という画一的でナンセンスな線引きはふさわしくあ

りません。また、いたずらに撮影手法を制限したりするこ

とについても、本来そこから生まれ得た表現が世に出る

機会を失わせてしまうリスクを鑑み、慎重でありたいと考え

ています。

コスプレイヤー・撮影者のみなさんは、表現の自由と表

裏一体である「表現することの責任」についてよく考えて

下さい。自由の意味を履き違えて謳歌した結果、結果とし

て自由が制約されることになっては、元も子もありません。

コミケットを共にとり行う「参加者」として、自律に基づく行

動をお願いします。

コスプレエリアについて

前々回コミケット86ではコスプレエリアとして臨時運用、

前回コミケット87より正式運用となった「有明西ふ頭公園」

ですが、海のすぐそばというロケーションが、コスプレイヤー・

撮影者のみなさんに好評だったようです。

今回コミケット88での新たなコスプレエリアはありません

が、西ホール外にある「屋外展示場」コスプレエリアの位置

を若干変更します。これは、屋外展示場に企業ブースの

待機列がある場合（主に1日目）に、コスプレエリアをより

広く確保するための対策となります。
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コスプレイヤー・撮影者のみなさんへ

街子まき（ウサジェット）



○高さ2m・幅1mのいずれかを

超える衣装（例：メカ物の衣装や

着ぐるみ）

●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）。

●移動は分解や変形した状態で

行ってください。

○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。

○視界を制限する衣装（例：ヘル

メット、覆面、お面、眼帯や包帯）

●移動中は外してください。

●治療目的のものは除きます。

○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。

○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）

●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

※詳細はP15をご覧ください。

■使用を制限しているアイテム

○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
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■コスプレ登録証

（通称：ちぇんじ）

○登録時に登録の証として「コスプ

レ登録証」をお渡しします。登録

は1日ごとに必要となります。ま

た、コスプレ登録証は開催日ご

とに色が異なります。

○コスプレに関する当日の注意事

項のみを記載していますので、事

前にカタログや公式Webサイト

にてコスプレルールの確認をお

願いします。

○コスプレ登録証は更衣室利用証

を兼ねています。

更衣室に入室する際に確認し

ています。コスプレ登録証をスタッフ

に見せて通ってください。また、紛

失しないように注意してください。

紛失された場合、再度登録して頂

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

○携帯電話による撮影を含め、

更衣室内での撮影

○更衣室内への荷物の放置

○更衣室内や付近での休憩や待ち

合わせ

○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)

○コンセントの使用

■更衣室利用時のお願い

○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。

○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。

○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

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、または状況に応じて制限し

ます。

■着用を禁止している衣装

○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、P28「露出に関する注

意事項」をご覧ください。

○設備を破損、または汚損する可

能性が高い衣装（例：乾いていな

い塗料・液体が付いているもの）

■着用に制限がある衣装

□コスプレエリア外での移動に制

限がある衣装

衣装・コスプレ
アイテムについての
禁止・制約事項

更衣室について
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●コスプレエリア数を拡大しました。

※詳細は、P30～P31の地図を参

照してください。

●コスプレルール、撮影機材の規制緩

和を進めました。詳細は次項を参

照してください。

●更衣室利用時間を延長しました。

●「ちぇんじ」が「コスプレ登録証」と

して新しくなりました。

●コスプレエリアで配布していた「さ

いと（コスプレエリア・撮影者向け

ペーパー）」が「コスプレエリア利用

ガイド」として新しくなりました。

○権限の伴う職業の制服等の一部

は、これまで着用を禁止していま

したが、条件付きで着用可能とし

ました。

○武器を模倣しているアイテムは、

これまで使用を禁止していまし

たが、銃刀法に該当しない限り可

能としました。

○撮影機材の一脚は、これまで使

用を禁止していましたが、周囲の

迷惑とならない限り、全コスプレ

エリアで使用可能としました。

○三脚・レフ板に関しては、一部

のコスプレエリアで使用可能と

しました。使用可能なエリアは

P30を参照してください。

コミケットでは、コスプレイヤー・

撮影者のみなさんに、よりコスプレ

を楽しんでもらえるよう、継続的にコ

スプレのルールを見直しています。

新しく参加される方も、これまで参

加経験がある方も、以下の注意事

項を必ずお読みください。

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、交流を見つけていくことも

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。

○更衣室の場所

男子更衣室…会議棟6階

女子更衣室…会議棟1階

レセプションホール

○各更衣室の利用時間…

10：00～17：00

（3日目は15：45まで）

※登録受付は15：30まで（3日目は

14：30まで）

※更衣室の終了時間はコミケットの閉

会時間とは異なります。

○コスプレエリアの場所・各エリ

アの利用時間

P30～P31の地図を参照してく

ださい。コスプレエリアごとに利用

時間は違います。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。

■会場に来るまで

○来場・退場

コスプレの知名度は以前より高

くなっている現在でも、混雑した通

勤電車や、日常空間の中に、アニメ

のキャラクターの格好をした人が出

現することについて、様 な々考えを

持つ人がいます。こうしたことを踏

まえ、現在はコスプレの格好をした

ままでの来場・退場は禁止していま

す。車などでの来場の場合も、車中

で着替えたり、家から着て来たりす

るのではなく、登録を行い、更衣室

を利用してください。

■会場に着いたら

会場に着いたら更衣室でコスプ

レ登録と着替えを行ってください。

○コスプレ登録

男女更衣室の入口で10：00～

15：30（3日目は14：30）までにコス

プレ登録を行ってください。登録料

は1日につき800円です。

コスプレのルール
変更（詳細）

最近の変更点

コスプレとは

更衣室および
コスプレエリアの
場所・利用時間

コスプレをする
までの流れ
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各更衣室にて、アンケートを配付・回
収しています。これからも、コミケットでの
コスプレをより楽しめるようにコスプレ
ルールの見直しを行って行きます。皆さ
んのご意見をお寄せください。郵送の
場合は、P58の奥付連絡先へ「更衣室
担当88A係」宛にお願いします。ス
マートフォン・携帯からも受付しています。

■更衣室利用者・撮影者
アンケートページ

https://comicos.circle.ms/answer/

アンケートに
ご協力ください。

■撮影者の方への注意事項

○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

○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。

○撮影は断っても構いません。

○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。

■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

■一部のコスプレエリアでのみ使

用可能な機材

○三脚

○レフ板

※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。

※使用可能なエリアは、P30～P31

の地図を参照してください。

■更衣室への移動

更衣室の利用時間は17：00（3日

目は15：45）までです。移動時間も考

慮の上、利用時間内に着替えを終了

してください。

■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。

撮影について

コミケコスプレコミュニティ（コミコス）は
準備会がCircle.msと連携して提供する、
コスプレイヤー・撮影者のためのWeb
サービスです。

●プロフィールやコスプレ予定の掲載、プレゼントされた写真の受け取り
●更衣室やコスプレエリアの混雑状況など、便利な当日状況の閲覧
●開会からすぐにコスプレが楽しめる「更衣室先行入場」へのエントリー

といった機能で、よりコスプレが楽しめるようサポート
しています。登録は簡単、まずは当日機能を使って、コミ
コスを体験してみてください！
■コミコス当日用ページ：https://comicos.circle.ms/today/

街子まき（ウサジェット）
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取り外して発射できないようにして

ください。

●移動中は、カバンや袋などにしまっ

てください。

○高さ2mまたは幅1mのいずれ

かを超えるアイテム（例：魔法ス

テッキや杖）

●分解して移動してください。

■露出に関する注意事項

○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。

○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。

○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）。

■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「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P30

～P31の地図を参照してくだ

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

※詳細はP15をご覧ください。

○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

コスプレエリアに
ついて

新涼れい
（PAw Laboratory.）
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