報道関係者各位
2016 年 5 月吉日
世界コスプレサミット事務局

世界コスプレサミット 2016 実施概要・スケジュールを発表！
世界コスプレサミット実行委員会（実行委員長：株式会社 WCS 代表取締役 小栗徳丸）は、2016 年 5 月 14 日(土)に六本木・
ニコファーレにて「世界コスプレサミット 2016」の企画発表会を開催し、イベントの企画概要を発表しました。
今年の世界コスプレサミットではインド・カナダ・スイス・スウェーデンが初参加し 30 の国・地域より代表コスプレイヤー達が
集結、メインイベントである「世界コスプレチャンピオンシップ」を２日間にかけて開催するなど、本年も見どころ満載の企画盛り
だくさんで、日本のポップカルチャーを盛り上げていきます。

世界コスプレサミット(WCS)とは…
毎年夏季に名古屋で開催される世界的なコスプレイベントです。
日本のアニメや漫画をこよなく愛する世界各地のコスプレイヤーが名古屋に集結し交流を図るとともに、コスプレイヤー世界一を決
める「世界コスプレチャンピオンシップ」やコスプレパレードなど開催期間中には様々な企画が開催されます。昨年のメイン会
場(オアシス 21)には、24 万 8,000 人もの来場者が訪れました。

世界コスプレサミット 2016 概要
●名称：世界コスプレサミット 2016 ( World Cosplay Summit 2016 )
●開催期間：2016 年７月３０日(土)～８月７日(日)

●参加国数 30 ヵ国・地域
オーストラリア、ブラジル、カナダ（初）、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、インド（初）、イン
ドネシア、イタリア、日本、韓国、クウェート、マレーシア、メキシコ、オランダ、フィリピン、ポルトガル、ロシア、シンガポ
ール、スペイン、スウェーデン（初）、スイス（初）、台湾、タイ、イギリス、アメリカ、ベトナム
●世界コスプレサミット公式ＨＰ
http://www.worldcosplaysummit.jp/
●主催：世界コスプレサミット実行委員会
外務省/愛知県/名古屋市/名古屋観光コンベンションビューロー/中部国際空港株式会社
大須商店街連盟/株式会社中日新聞社/テレビ愛知株式会社/株式会社 WCS
イベント開催時の取材の申込みについて
ＷＣＳ2016 開催期間中の様々なイベントの取材申し込みは 5 月 20 日（金）より世界コスプレサミット公式ＨＰの
「お問い合わせ」よりお申込みが可能です。
※同手順で昨年の世界コスプレサミット 2015 開催時の画像のダウンロードをいただくことができます。

世界コスプレサミット 2016 最新情報は次のページで一挙紹介！

世界コスプレサミット 2016 速報
※５月 14 日時点での発表内容です。内容が一部変更することもございます。
各種詳細につきましては順にＷＣＳ公式ＨＰにてご案内いたします。

【速報その１】
ラグーナテンボスを舞台に、昼も夜も撮影し放題！
「ラグコス 2016」
開催日時：7 月 30 日（土）ＡＭ10：00～31 日（日）ＡＭ6：00
場所：ラグーナテンボス
(愛知県蒲郡市 海陽町 2－3－1)
料金：【昼の部】10：00-21：00 前売券 ￥2,150 当日券￥2500
【夜の部】21：00-翌 6：00 前売券 \1,900 当日券￥2,300
【フル参加】10：00-翌 6：00 前売券￥2,900 当日券￥3,800
※チケット販売は 5 月 15 日(日)10 時より販売開始

【速報その２】
歴史と共に、撮る、感じる。「明治村 COSPLAY」
今年は世界コスプレサミット完全貸切で楽しめる！
「明治村ＣＯＳＰＬＡＹ」
開催日時：8 月 2 日(火) ※現在、時間調整
場所：博物館明治村
(愛知県犬山市字内山１)
※入場料については詳細調整中
【速報その３】
本物の結婚式場でコスプレが楽しめる！
ワンランク上のコスプレパーティー
「ＢＲＡＳＳ presents
結婚式場まるごと貸し切りパーティ＆撮影会！ In ブルーレマン名古屋」
開催日時：8 月５日(金) 15:30 ～20：30
場所：ブルーレマン名古屋
(愛知県名古屋市 中村区名駅 2 丁目 37−7)
料金：￥10,000 (限定 100 名)
※5 月 15 日よりチケット販売開始
【速報その４】
コスプレサミットは熱くて暑い！
だから 8 月 6 日(土)・7 日(日)は世界コスプレサミットのメイン会場となる
「オアシス 21」の周辺で、“快適”に楽しめるリアルオアシス化計画を
実行します。
●リアルオアシス化計画
①

コスプレ更衣室の増加

②

世界コスプレサミット会場面積の増加

③

快適に過ごせる特設ラウンジの設置

④

水分確保‼名古屋市上下水道局提供 オフィシャルウォーターの配布

⑤

映像で楽しむコスプレサミット！
兵庫ベンダ工業株式会社協力 ４Ｋモニターの設置

⑥

メイン会場でサポートするオアシスクルーを募集

⑦

大人気アニソングループ「Ａ応Ｐ」をレポート

【速報その５】
２０１６年栄光に輝くのはどこのチーム！？
３０の国と地域のコスプレイヤーがパフォーマンスを競う
世界コスプレチャンピオンシップは今年２日間開催！
世界コスプレチャンピオンシップ 1stStage
開催日時：８月６日(土) １６：００～
会場：愛知県芸術文化センター コンサートホール
(愛知県名古屋市東区東桜１丁目１３－２)
料金：Ｓ席付きＷＣＳグッズ ￥1,500
Ａ席付きＷＣＳグッズ ￥1,000
世界コスプレチャンピオンシップ 2ndStage
開催日時：８月７日(日) １7：００～
会場：愛知県芸術文化センター コンサートホール
(愛知県名古屋市東区東桜１丁目１３－２)
料金：Ｓ席付きＷＣＳグッズ ￥3,000
Ａ席付きＷＣＳグッズ ￥2,000
審査員：古谷 徹 (声優)
あんど慶周 (漫画家)
安田 かほる (コミックマーケット準備会 共同代表)
乾たつみ (World Cosplay 管理人)
WCS2015 チャンピオン メキシコ代表
And more…
世界コスプレチャンピオンシップ 2ndStage
-ライブビューイング開催日時：８月７日(日) １7：００～
会場：オアシス 21
(愛知県名古屋市東区東桜一丁目 11 番 1 号)
料金：\3800
※5 月 15 日(日)10：00 各種チケット発売開始

【速報その６】
世界コスプレチャンピオンシップ、ラグコス 2016、プレミアムパーティー
の各種入場チケット、及び完売必至の更衣室チケット各種は
5 月 15 日(日) 午前 10 時よりサークルＫサンクスで発売開始！
※更衣室各種料金は公式ＨＰにて紹介

【速報その７】
新イベントが世界コスプレサミットと同時開催！
出版社やアニメ業界の関係者各社が世界コスプレサミットのメイン会場
で様々な企画・取り組みを発表！
「ワールドコンテンツ フォーラム」
開催日：8 月 6 日(土)、7 日(日)
会場：オアシス 21 メイン会場
主催：ワールドコンテンツフォーラム実行委員会

【速報その 8】
コスプレイヤーズアーカイブ合同企画
同じ作品のコスプレイヤー達が同じ時間に大集合＆撮影会
「ＣＯＳＰＬＡＹ ギャザリング」
開催日：8 月 6 日（土）7 日（日）

【速報その 9】
世界中の予選を勝ち抜いてきたアニソンの歌い手が競う
アニソンカラオケ王決定戦！今年も開催します！
「Nippon World Karaoke Grand Prix Cosplay」
開催日時：8 月 6 日（土）18：00
場所:オアシス 21 メイン会場

【速報その 10】
アニソンカラオケだけじゃない！今年のコスサミでは
アニメの音楽に合わせたダンスパフォーマンスも楽しめる!!
「アニダン GRAND PRIX in WCS」
開催日時：8 月 7 日（日）12：00
場所：オアシス 21 メイン会場

【速報その 11】
オタマート コラボ企画
テレビ塔会場にて「コスプレフリーマーケット」を開催！
オタマート presents コスプレフリマ in 世界コスプレサミット 2016
開催日時：8 月 6 日（土）、8 月 7 日（日）
場所：テレビ塔会場
※6 月に出店者募集

その他にも世界コスプレサミット開催危難中には様ざまな企画が盛りだくさんとなっています。

【速報その 1２】
今年はＷＣＳ関連グッズにも注目！
今年のＷＣＳオフィシャルグッズはどこか違う！
ＳＰＩＮＮＳとコラボしたＷＣＳオフィシャルグッズを続々制作中

名古屋市交通局より発行！土曜日・日曜日・毎月 8 日に
名古屋市営地下鉄・市バスが 1 日乗り放題になるＷＣＳ公式キャラクタ—
が描かれたドニチエコきっぷが 7 月 9 日(土)に発売！
※キャラクターデザインは人気イラストレーター 岸田メル
WCS2016 のデザインテーマは「浴衣」

【世界コスプレサミット 2016 公式スポンサーご紹介

※2016 年 5 月 14(土)日現在】

■本件に関するお問い合わせ
世界コスプレサミット事務局 (株式会社 WCS 内)
担当／淺野
TEL／052-962-2003
E-mail／info@wcs.co.jp

