「ひょもりん夏まつり」イベント詳細のご案内
①

事前予約
・一般コスプレイヤーは事前申込制としています。詳しくは北神急行電鉄の 5 月 20 日発行のプレスリリース
をご確認ください。〆切は 7 月 25 日（月）の 13 時 00 分です。
・下記メールアドレスに、ハンドルネーム（かな）、連絡先をご記入ください。
kikaku@hokushinkyuko.co.jp
メール件名には、「ひょもりん夏まつり 参加希望」とご記入ください。
・同時に、コスプレイヤーズアーカイブでの参加表明をおすすめいたします。参加表明の早い順番から、更
衣室をご案内いたします。（アカウントをお持ちでない方はぜひご登録ください）
http://www.cosp.jp/event_info.aspx?id=130360

②

当日受付
・谷上駅駅長室前で受付をします。事前申込みされた一般のコスプレイヤー、カメラマン、撮影をしない参加
者、グッズ購入者、半熟 BLOOD ライブ視聴者ともに受付が必要です。
・受付時間は 9 時 00 分～12 時 00 分です。
・12 時 00 分以降は、当イベント会場に入場できませんのでご注意ください。
・受付では記念券を購入いただきます。100 円/お一人です。複数枚購入は不可です。
表
A
型
硬
券

裏

販売価格

税込100円

見本

見本

・記念券は参加証明であり、当イベント入場券とします。谷上駅では 9 時 00 分～12 時 30 分の間、駅の入退
場は何度でも可能とします。但し、12 時 30 分以降は入場出来ませんのでご承知ください。
・記念券は自動改札機に入れないようにお願いします。
・記念券では列車にご乗車いただけませんのでご注意ください。
・記念券裏面の券番号は指定できません。
③

開催場所等
・一般コスプレイヤーおよび、ひょもりんのコスプレイヤーの写真撮影は、別紙①および②の赤枠の範囲内
限定です。他の場所での撮影は禁止です。
・谷上駅構内は、赤枠で区切った 5・6 番線ホームおよび 6 番線の留置車両の三田方 3 両は、一般コスプレ
イヤーの貸切区域（撮影可能区域）です。撮影をしない一般参加者も入場可能です。
・女性更衣室は、谷上駅 6 番線の留置車両の新神戸方 1 両とします。目張りをしますのでご安心ください。
使用料は無料です。
・男性更衣室は、谷上駅駅長室内にある応接室とします。9 時 00 分～12 時 30 分までご使用いただけます。
・谷上車庫は、赤枠で区切った場所のみ撮影可能区域となります。必ず係員に指示に従ってください。
・谷上駅の出発時刻は 13 時 00 分を予定しています。遅れた場合、別の方法で谷上車庫には入れません。
・姿見は女性更衣室となる新神戸方 1 両および男性更衣室となる駅長室内の応接室に、それぞれ、ひとつ
ご用意いたします。
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・谷上駅 3・4 番ホームにあるロッジ谷上も貸切とします。冷房完備ですので休憩スペースとしてご使用くださ
い。飲食も構いません。
・谷上駅 3・4 番ホームにあるセブンイレブンはコスプレ着用のままでも入店可能です。
・記念券で谷上駅駅長室から外出していただき、生鮮スーパー食彩館での買い物も自由です。
・解散場所は谷上車庫で 16 時 00 分を予定しています。女性更衣室および男性更衣室は車庫内の車両を
使用します。
・解散後は谷上駅までは徒歩でお帰り下さい。約 15 分かかります。タクシーを呼ぶことは出来かねますので
ご了承ください。
・谷上車庫に行かず、午前中のイベントでお帰りいただいても構いません。
④

その他
・グッズ販売は、ひょもりんと北神急行のみとなります。
・6 番線留置車両内での飲食は禁止です。駅ホームで飲食するか、一旦、谷上駅を出てご飲食ください。
・ゴミは各自でお持ち帰りください。
・谷上車庫から参加されたい方は、12 時 00 分までに受付を終了してください。
・谷上駅に、定期券、北神おでかけ 1ｄａｙフリーパスでご入場のお客様は、必ず谷上駅の出場記録をお願い
します。
・有料のコインロッカーは使用して構いません。
・その他については、当日の係員の指示に従ってください。

⑤

雨天時
・荒天は中止とします。原則として、前日の天気予報で判断します。北神急行電鉄のホームページおよび公
式 Facebook ページでご案内いたします。
・雨天時は谷上車庫内での撮影会および半熟 BLOOD のライブは中止とします。
・雨天でも、谷上駅 5・6 番線ホームおよび 6 番線の留置車両での撮影会は実施します。その場合、終了時
間を 14 時 30 分とします。

⑥

事故等による影響
・災害や事故などにより、6 番線の留置車両が出来ない場合、ダイヤ乱れなどによる影響で運営が出来な
い場合はイベントを中止とする場合があり得ますので、ご了承ください。
・受付後（記念券購入後）に、災害や事故が発生しイベントが中止になっても、払い戻しは致しませんのでご
了承ください。
以上
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別紙①
貸切区域＝撮影可能
女性更衣室

←三田

新神戸→
1両目

留置車両
①受付場所

一般

③→

2両目

3両目

4両目

5両目

6両目

一般

一般

ひょもりん

ひょもりん

女性更衣室

6番線

※撮影禁止
④→

ひょもりん物販

←⑤
②→

階段

階段
入場禁止

待合室

ホーム案内
5番線
②から見た風景

営業車
4番線

⑥→
喫煙所

階段

③から見た風景

階段

セブンイレブン

ロッジ谷上

3番線

④から見た風景

⑤から見た風景

⑥から見た風景

ロッジ谷上

セブンイレブン

※撮影禁止

※撮影禁止

※撮影禁止
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別紙②

半熟BLOODのライブ
北神弓子の応援ソング
「恋のトンネル」他、約30分を予定

↑
②
③→
①→

←④

①から見た風景

②から見た風景

③から見た風景

④から見た風景

解散場所は谷上車庫
解散時間は16時00分を予定
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一般コスプレイヤーの参加規約
■安全確保の規程
①電車内での撮影は指定の電車でのみ可能です。
②駅のホームでの撮影の際は黄色い線の内側に下がっての撮影をお願いします。
③電車の運行を妨げないようご協力お願い致します。
④ストロボは運転士に絶対に向けないようお願い致します。
⑤その他、ホームに常駐する係員の指示に従ってください。
⑥怪我や事故など、万一の場合、運営・会場側は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
■更衣室
①女性更衣室は 6 番線留置車両の新神戸方 1 両目とします。
②男性更衣室は谷上駅駅長室内にある応接室です。スタッフの指示に従ってください。
③貴重品は,必ず自己管理をお願い致します。盗難などがございましても責任は負いかねます。
④落し物の保管はいたしません。
⑤更衣室内は携帯電話のご利用は禁止とさせていただきます。ご利用中に「電話/メール」をしているのか
「撮影をしているのか」判断が出来ないためです。盗撮防止のためにも皆様のご協力をお願い致します。
⑦ 男性も女性も、露出対策は必ず行ってください。場合により、移動中は上に上着などを羽織っていただく事
もございます。また、女性更衣室にて、スパッツ着用の有無チェックを行う可能性があります。ご協力をお願
い致します。
■コスプレの規程
①鋭利な部分があり、他の参加者に怪我をさせる危険のある武器又は武具類及び衣装は禁止です。
②刀剣類(真剣、ナイフ等本物は持ち込み禁止)の振り回し、写真撮影時以外での抜刀行為は禁止です。
③火薬又は弾を装填状態の銃類(モデルガン、エアーガン等)の持ち込みは禁止です。
④道具・武器類等の所持物をお持ちの方は人や建物等にあたらないよう十分周囲に気をつけるようお願い
致します。所持物等におきまして状況判断で所持を制限させて頂く場合がございますのでご了承下さい｡
⑤アダルト商品又はそれを連想させるような物を装備や小道具とする行為は禁止です。
⑥反社会的な衣装、警察官、消防士、自衛官、実在の軍服、警備関係の制服は禁止です。但し、国内にて
現行のものを除きアマチュア製作及び自作衣装は反社会的なものでなければ可能とさせて頂きます。
⑦極端に露出度の高い衣装は禁止致します。
⑧男性の方の女装は、和装の衣装のみ可能(但し、肩出しや膝丈より短い和装は不可)です。和装以外は禁
止致しますのでご了承下さい。
⑨原則として、全身着ぐるみ(ドーラー)は禁止致します。
⑩一般の方が見て混乱や不快を感じる可能性のある過剰な血糊衣装やメイク等はご遠慮下さい。
⑪更衣室内で、一般的なメイク用品を除き会場を汚す恐れのあるもの(血糊、絵具、カラースプレー、ペイント
類等)の使用は禁止です。また、室内でのマニキュア及び除光液の使用は禁止させて頂きます。
⑫ヘアドライヤー、ヘアアイロン等の充電式を含む熱を発生させる電化品の使用は禁止です。
⑬メイクは、シート系メイク落とし等にて拭き取って頂けるメイクをされる方のみ許可させて頂きます。
⑭手洗い場等でのウィッグカット、着替え、洗髪、メイクの洗い流し、衣装の洗濯等は禁止です。
⑮コスプレ更衣室以外(トイレ等)での着替えは禁止致します。トイレは一般の方も使用されます。手洗い場を
長時間占有することはご遠慮下さい。
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上記の記載事項以外におきましても状況判断にて禁止させて頂く場合がございますのでご留意下さい。
注意事項を厳守頂けない方は参加を即中止して頂き退場措置とさせて頂きます｡この場合､参加費等の返
金は一切行ないません｡
■北神弓子、ひょもりん、駅員のコスプレ
①北神弓子ちゃんのコスプレは禁止とします。
②ひょもりんメンバー（いまいち萌えない娘、かつめしちゃん、スカイちゃん、はりまりこちゃん、オポナカちゃ
ん）のコスプレは構いません。
③北神急行電鉄社員と誤解されるような駅員のコスプレは禁止とします。
■写真撮影規定
①撮影の際には必ず被写体の方に承諾を得て下さい。肖像権やプライバシーの尊重をお願い致します。
②被写体の方には撮影・取材を断る権利がある事を前提とします。
③写真撮影は一般の方のご迷惑にならないことを前提にお願い致します｡
④写真撮影で 1 辺が 30cm を超える機材は使用を禁止致します。
⑤30cm を超える機材で一脚、三脚、折りたたみレフ板のみ使用可能と致します。但し、１辺が１m を超える折
りたたみレフ板は禁止致します。また、一般のお客様の通行の邪魔にならないようお気をつけください。
※三脚等に上記規定範囲（折りたたみレフ板１m、その他 30cm）以上を付けての撮影は規約違反として禁
止です。
⑥撮影機材等を場所取り用に放置等されました場合はスタッフにより回収致します。
⑦ビデオカメラ、デジタルカメラや携帯電話等を使用しての動画撮影は禁止です。
⑧営業されている店舗前での撮影は営業妨害となりますので禁止致します。
⑨他の方の通行の妨げになるような写真撮影はご遠慮下さい。
⑩更衣室やトイレ等の出口付近、男女を問わず更衣室内での撮影は禁止です。
⑪撮影等で他の方に不快感を与える立ち居振る舞いや猥褻的な絡みポーズは一切禁止致します｡
⑫写真撮影におきまして、長時間撮影やレフ板等を立てられての過剰な撮影は禁止致します。
⑬集合写真は、広い場所でお願い致します。
⑭撮影された写真を雑誌等へ投稿又は販売することは禁止です。また、個人 HP やブログ等に掲載される場
合は必ず被写体の承諾を得て下さい。
谷上駅構内は通常営業のため、他ホームから見渡せるようになっておりますことをご留意下さい。また、
一般のお客様がイベント自体のことを知られず無断で撮影される可能性もありますのでそのことをご留意
下さい。
撮影において不審と判断した場合､スタッフが参加者の撮影データをお預かりし確認させて頂くことを参加
頂きます上での留意事項とさせて頂きます｡また､違反と判断する撮影データがあった場合､その写真のみ
の削除ではなくメディア自体の初期化をさせて頂くことも参加頂きます上での留意事項とさせて頂きます。
悪質な盗撮行為は、警察に通報させて頂きます。
なお、規約に記載がないことは、係員の指示に従ってください。
以上
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