コスプレイヤー・撮影者の
みなさんへ
コミックマーケットへようこそ！コスプレ・撮影の注意事項の前に、
みなさんへのお願いができればと思います。
制限事項の追加について

でもコスプレ・撮影ができます。その上で利便性を考え、
コスプレ

前回のコミケット92では、
エントランスプラザで
「禁止行為（自

イヤー・撮影者のみなさんが集まる場所として設定されたのが

転車での走行や騒音の発生）」
や
「卑わいな単語の表示」
を伴

「コスプレエリア」
です。今回は混雑が見込まれる庭園やエント

ったコスプレが行われていることに対し、会場から注意がありま

ランスプラザのコスプレエリアだけではなく、東棟各地区のコス

した。後者については、
いわゆる
「ネタコス」
ではあり、法令やコ
ミケットのルールに反するものではないのですが、参加者以外の

プレエリアや後述する防災公園などを積極的に活用し、混雑
の分散化にご協力いただければと思います。

方の目に入りやすく、
会場において象徴的なエリアにおいては、
撮影の混雑整理について

何らかの制限を設けなくてはならない状況です。
こうした情勢を受けて、今回、具体的には
「庭園」
「エントラン

サークル参加において、自分のサークルの混雑整理は自身

スプラザ」
において
「下着に思われる可能性がある衣装」
「公共

で行っていただくのと同様、
コスプレにおける囲みや行列も、
コ

の場所を通行する一般の方が、卑わいに感じるような言葉を掲

スプレイヤー・撮影者のみなさんに、参加者同士で協力しなが

示したり大きな音で発すること」
を制限します。
また、水着・レオ
タード等のコスプレで公道を移動する際は
（防災公園への移動、

ら行っていただくのが原則です。様々なポリシーの方がいらっ

東西間の移動）
、上着・マント等を羽織るようお願いします。

解散の指示等を行うことは、
できるだけ避けたいと思っています。
もちろん、体調が悪くなった、困ったことがあるといった場合に

しゃる中で、防災上の危険がない限りは、
スタッフから強制的に

今回、
こうしたコスプレを禁止するわけではありません。時に
先鋭的な表現というものは、社会のハレーションを伴うこともあり

は、
お近くの準備会スタッフにお気軽にお声掛け下さい！
コミケット92の
「コスプレイヤー・撮影者アンケート」
では、
コスプ

ます。そして、
コミケットが表現の自由を追求する上で、決して
「公共性」
ということを声高に言いたいわけではなく、表現を制
街
子
ま
き
（
ウ
サ
ジ
ェ
ッ
ト
2
日
目
東
R
16
ｂ
）

レイヤー・撮影者のみなさんから、多数のご意見を頂きました。
みなさんがコミケットの継続や、
コスプレの発展に熱い思いを持
っていることを改めて感じました。
また、
「コスプレでの会場外利

約するルールは最小限に留めたいと考えています。場を継続し
ていくために、場に応じたこうした制限事項は設けますが、
ルー
ルの背景についても理解していただき、制約を表現の工夫に

用」
については、主にコスプレイヤーの年齢の違いにより、
かな
り認識に差ががあることもわかりました。今後、会場の変化に

転換してコスプレを楽しんでもらえればと思います。
よろしくお願
いします！

伴うコスプレの発展に向けて、
アンケートを通じた対話を深めた
いと思います。
厳しい寒さが予想されますので、寒さ対策には十分に気を

撮影可能場所について

つけて、
無理せずにコミケットを楽しんで下さい！

コミケットではルールを守る限り、
ホール内を含む会場内のどこ

新涼れい（PAw Laboratory.）

街子まき（ウサジェット 2日目 東G09a）
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C93カタログ
コスプレ注意事項
ようこそコミケットへ！ コスプレイヤー・撮影者のみなさんの表
現・コミュニケーションの場として、
コミケットを継続・発展させてい
くため、参加者のみなさんからアンケート等でいただいたご意見
を元に、社会情勢を踏まえつつ、毎回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、参加経験がある方も、以下の注意事
項を改めて確認して頂き、ルールに基づいて自律し、参加者同士の
マナーを尊重して、
コミケットを楽しんで下さい。
今回の変更点

た、
その行為がコスプレであるかどう

（3日目は14：30まで）
です。

かは、
コスプレをする本人がそのキャ

※更衣室の終了時間はコミケット

○水着・レオタード等の衣装を着用

ラクターや作品を好きだという
「表現

の閉会時間とは異なります。

し、公道（おすすめルート、防災公

する意志」があるかどうかによって決

園への道路等）
を移動する際は、

まります。

上着・マント等を着用して下さい。

コミケットはコスプレを
“同人文化”

■会場に着いたら

○会場を汚損するおそれのある行

レ登録と着替えを行ってください。

為（カラースプレー・カラームー

○コスプレ登録
男女更衣室の入口で10：00～

スなどの使用）
○コンセントの使用

15：30（ 3日目は14：30）
までにコス

■更衣室利用時のお願い

プレ登録を行ってください。登録料

○利用時間を守ってください。更衣

いては衣装とします。

どちらの更衣室も利用可能です。
■コスプレ登録証

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

レ登録証」をお渡しします。登録

要以上のスペースを占めないで

下記の衣装を着る際には、自衛の

は1日ごとに必要となります。ま

ください。また、着替えが終了し

ため
「ストッキング」
や
「タイツ」
などの着

た、
コスプレ登録証は開催日ごと

たら速やかに退室してください。

用をお勧めしています。

に色が異なります。

○コスプレルールでわからないこ

ください。

他エリア・更衣室に移動してくだ

と出会うこと、
その仲間と交流してい

さい。

スプレエリアにおいては、下記を制限

くことも、
コスプレの楽しさの一つと考

します。他のコスプレエリアを利用し

えています。

コスプレを
するまでの流れ
■会場に来るまで
○来場・帰宅
コスプレの知名度は高くなってき

○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

コスプレについて
の禁止・制限事項

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
■コスプレエリア外を移動する際
の制限事項
○高さ2m・幅1mのいずれかを超

ています。
コスプレ登録証をスタッフ

■禁止事項

える衣装（例：メカ物の衣装や着

に見せて通ってください。また、紛

○露出が著しく、公然わいせつに該

ぐるみ）

失しないように注意してください。

当する可能性のある衣装（例：局

●分解や変形が可能な場合、そ

紛失された場合、再度登録して頂

部や下着が見えているもの、局

れ以上の大きさのものも可能で

くことになるのでご注意ください。

部が透けて見えるもの）

す（一人で移動できない場合は

コスプレをしているときは、必ず携

○設備を破損、または汚損する可

○更衣室の場所

ていますが、混雑した通勤電車や、

示したり大きな音で発すること

男子更衣室…会議棟6階

日常空間の中に、
アニメのキャラク

女子更衣室…会議棟1階レセプショ

ターの格好をした人が出現するこ

更衣室について

とについて、様々な考えを持つ人

更衣室を安全で快適に利用でき

する衣装の着用、
アイテムの使用

ンホール・東8ホール

○丈の短いスカートなど、
かがむと

て見える場合がある衣装

が、卑わいに感じるような言葉を掲

コスプレとは

■露出に関する注意喚起

○登録時に登録の証として「コスプ

願いします。

す。
また、
コスプレを通じて新しい仲間

胸は、肌の露出が1/3程度で下着が
（女性のみ）
。
見えないことが目安になります

のスタッフにお気軽におたずね

願いします

トなど、重ね着をするパンツにつ
○肌の露出が多い衣装の禁止

関することであれば、更衣室付近

○庭園およびエントランスプラザのコ

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

予想されます。移動時間や着替

にてコスプレルールの確認をお

速やかにコスプレ・撮 影を終え、

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

※女子のみ、会議棟・東8ホールの

前にカタログや公式Webサイト

了したら、スタッフの指示に従って

●胸やワキの隙間から極端に下

室利用時間の終了間際は混雑が

ださい。コスプレエリアごとに利用

し、発展させていきたいと考えていま

着を着用してください。
○下着が直接見える、または透け

は1日につき1,000円です。

アイテムのことなど、
コスプレに

る
「身体表現」
としてその自由を尊重

●水着の場合は、サポーターや下

て見える衣装の禁止

合わせ

会場に着いたら更衣室でコスプ

項のみを記載していますので、事

動時は袋にしまっていただくよう、
お

●公共の場所を通行する一般の方

○更衣室内や付近での休憩や待ち

P32～P33の地図を参照してく

を模倣したアイテムについても、移

装
（例：ビキニスタイルの水着等）

○更衣室内への荷物の放置

用してください。

とや困ったこと、衣装・コスプレ

時間は違います。利用時間が終

更衣室・コスプレ
エリアの場所・
利用時間

ではなく、登録を行い、更衣室を利

○コスプレに関する当日の注意事

の根幹の一つとみなし、参加者によ

●下着に思われる可能性がある衣

衣室内での撮影

○コスプレエリアの場所・利用時間

また、
これまでのルール通り、武器

て下さい

替えたり、家から着て来たりするの

帯してください。

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）
○持込禁止物（P16参照）に該当

付き添いが必要です）
。
○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

○各更衣室の利用時間

がいます。こうした状況に配慮し、

■露出に関する禁止事項の具体例

らないようにしてください。

画やアニメ・ゲームの登場人物、芸能

10：00～17：00

るよう、更衣室内ではいくつかの禁止

現在はコスプレの格好をしたままで

○下着を着用していない衣装の禁止

○視 界を 制 限する衣 装（ 例：ヘ ル

人や実在する職業の衣装を身にまと

（3日目は15：45まで）

事項とお願いがあります。

の来場・帰宅は禁止しています。車

■更衣室内での禁止事項

●ニプレスやシリコンブラは下着と

メット、
覆面、
お面、眼帯や包帯）

い、変装・変身することを指します。
ま

※登録受付は15：30まで

などでの来場の場合も、車中で着

○携帯電話による撮影を含め、更

コミケットにおけるコスプレとは、漫

28

見なします。
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●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

○水着・レオタード等
●公道の移動時（おすすめルート、
防災公園への道路等）
は上着・
マント等を着用してください。
■庭園およびエントランスプラザ
での制限事項
装
（例：ビキニスタイルの水着等）

●移動中は衣装の上に上着を着

●他のコスプレエリアを利用してく

●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

コミケコスプレコミュニティについて

●他のコスプレエリアを利用してく
ださい。
■アイテムに関する制限事項

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
「コスプレ先行入場」
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！

○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

○下着に思われる可能性がある衣

官・消防官・警備員）
てください。

掲示したり大きな音で発すること）

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

ださい。
○公共の場所を通行する一般の方
が、卑わいに感じるような言葉を

にしてください。
●移動中は、
カバンや袋などにし
新涼れい（PAw Laboratory.）

まってください。

■コミコス当日用ページ：https：//comicos.circle.ms/today/

○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）

に許可を得てから撮影してくだ

■禁止している機材

目は15：45）
までです。移動時間も考

●分解して移動してください。

さい。被写体となる個人の許可

○赤外線カメラや特殊小型カメラ

慮の上、利用時間内に着替えを終了

無き撮影や周囲の方々に撮影し

などの、一般では使用しない撮

してください。

ていることがわからない形での

影機器

■雨天・悪天候時について

コスプレエリアに
ついての注意事項
■コスプレエリアへの移動について

■一部のコスプレエリアでのみ使

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

で行ってください。強いライトを

33の地図を参照してください

あてるような事故を招くおそれ

○三脚

限内容は変更します。あらかじめご

のある行為は禁止します。

○レフ板

了承ください。

される場合があるので、スタッフ

○混雑している時間・場所では、ス

用可能な機材

す。なお、状況や会場の混雑により制

※周囲の迷惑とならないように使

からのアナウンスに注意してくだ

タッフ・警備員が撮影の中止や、

用してください。機材は放置しな

さい

撮影機材の使用中止を指示する

いでください。

■コスプレエリアでの禁止行為
○会場での禁止行為

ことがあります。
○次のような行為は、人によっては

※詳細はP16をご覧ください。

好まれません。被写体の方や周

○何かを投げる、振り回す、蹴るな

囲の迷惑とならないよう、気を配

どの行為

ってください。

※使用可能なエリアは、P32～33
の地図を参照してください。

被写体の方への
注意事項

○登る、
飛び降りるなどの行為

●一人の人を長時間撮影する

○故意に局部や下着を露出させる

○不特定多数へのチラシの配布

●多人数の撮影者で取り囲む

など、法令に触れる可能性があ

○その他、
スタッフの指示に従わな

●ポーズを強要する

い行為

撮影についての
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

30

○撮影の際は、安全を確認した上

○その他、
スタッフが判断したもの

○コスプレエリアの場所はP32～
○混雑状況により移動方法が変更

新涼れい
（PAw Laboratory.）

撮影、盗撮は禁止します。

る撮影を禁止しています。

●極度なローアングルから撮影する

○撮影は断っても構いません。

●胸やおしりや局部などをアップで

○相談がある場合や、
トラブルにあ

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

った場合、お近くのスタッフまで
声をかけてください。
■更衣室への移動
更衣室の利用時間は17：00（ 3日

31

コスプレイヤー・
撮影者アンケートに
ついて
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、P64の奥付連絡先へ
「更衣室
担当93A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/

※当日の時間帯や混雑状況、天候（雨・強風）
などにより、
予告なしに変更する場合があります。現場での案内には注意してください。
※1,2日目のみ、
入場フリー後から
「防災公園de献血withコミケ」
の会場と、
コミケット会場をコスプレ衣装のまま行き来することが可能です。
（3日目は閉園日）
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