
時間 タイトル ⾔語 コンテンツ 出演者

20:00
〜 オープニング JP,�EN

24時間プログラムのご紹介。
Twitter#エアコスサミ等企画紹介、クラウドファンディングの説明。
コスプレホストタウンPR隊による名古屋市PR

【めざせMV披露！ボイメン☆ファミリー24時間チャレンジ】
コスサミテーマソング「We�Can�Start!!」を名古屋発エンターテイメント集団「ボイメン☆ファミリー」（4組）が、
24時間以内に歌の収録と振り付けを考えMVをエンディングで披露！

【ナゴヤ（東海エリア）発アニメ応援！supported�by�⽟越】
ナゴヤ発のアニメ「シキザクラ」「⼋⼗⻲ちゃんかんさつにっき」「泣きたい私は猫をかぶる」の紹介。
「シキザクラ」オープニング主題歌を亜咲花が初歌唱！
ライブあと亜咲花がコスプレで「シキザクラ」のあるキャラクターに⼤変⾝！？
「⼋⼗⻲ちゃんかんさつにっき」の原作者、安藤正基先⽣をゲストに迎えトークをお届け！

【LIVE�DAMカラオケ】
ボイメン☆ファミリーがチャレンジするコスサミのテーマソング「We�Can�Start!!」ってどんな曲？
るなっちがLIVE�DAMを使ってご紹介！

ボイメン☆ファミリー
Yaya�Han
亜咲花
安藤正基
常滑市⻑
るなちっち

21:30 増⼭修ライブドローイング JP,�EN ジブリの背景イラストも⼿掛ける増⼭修⽒が30分でイラスト作成！Twitter＃エアコスサミに使⽤できる背景イラストとして提供！ 増⼭修

22:00 コスプレZoomギャザリング JP,�EN コスプレイヤーさんたちがテーマにあわせてZoomに⼤集合！オンラインコスプレ合わせ！Zoomギャザリングテーマ：①WorldCosplay選抜、②SF・アメコミ コスプレイヤー25名

22:30 チャレンジ中継 JP,�EN ボイメン☆ファミリーによる24時間チャレンジの途中経過をレポート！まだまだチャレンジの時間はいっぱい残ってるけど、どこまで進んでるかチラッと⾒てみましょう！ ボイメン☆ファミリー

23:00 アニメROOM JP,�EN
アニメ関連のクリエイター、出演者によるパネルディスカッション！
裏舞台ではどんな事が起きてるのかこっそり皆さんにだけお届け。
世界中のファンたちからの質問にも答えます！

平澤直
⾕⼝悟朗
津⽥美波

23:30
Yuegeneが世界を繋ぐ!(Q&A)

（海外中継） EN
【ストリーマープログラム タイ】
世界中にファンがいるタイのコスプレイヤーのYuegene Fayさん！世界から集まったファンからの質問にもお答え！
タイのコスプレイヤーのために進めてる様々なYuegene Fayさんプロジェクトのことも聞いてみよう！

Yuegene Fay（タイ）

0:00
オンラインマレーシア旅⾏と
⼩道具作りのポイント

（海外中継）
EN

【ストリーマープログラム マレーシア】
マレーシアのコスプレイヤーはどこで写真をとるのかな？マレーシアのコスプレイヤー3⼈が皆さんに紹介します！
ちょっとしたマレーシア旅⾏の後には⼩道具作るのプロ、ナタリアさんがプロップ作りのポイントも伝えます！

NATALIE（マレーシア）他

0:30 チャレンジ中継 JP,�EN ボイメン☆ファミリーによる24時間チャレンジの途中経過をレポート！いつの間にか1/4も時間がすぎてる！今ボイメン☆ファミリーはどんな感じかな？ ボイメン☆ファミリー

1:00
〜

チャンピオンシップ
トーク JP

過去のチャンピオンシップよりコスプレパフォーマンス映像を⾒ながら夜な夜なトーク！
昔の思い出⼤放出！うっかり逃したかもしれない凄かったパフォーマンスも再度みてみよう！
皆さんが⼤好きだったパフォーマンスが出るかもしれません！
皆さんで⼟曜⽇の夜を盛り上げましょう！

BANBANBAN
⻑⽥悠幸
Jacky道斎

ユリコタイガー

3:00
こわーいコスプレ話
（海外中継） EN

【ストリーマープログラム インド】
インドの可愛いコスプレイヤーが怖い話を持ってきました！コスプレイヤーならわかる怖い！
共感するかもしれない怖ーい話！夜中、暑い天気対策はここでできるかも。。？！

Hotaru�Juno（インド）

3:30
ピッツァワールドから伝える

アニメミュージック
（海外中継）

EN
【ストリーマープログラム イタリア】
懐かしいアニソンを聞いてみましょう！楽しく歌うとお腹が減るからピッツァでも作りながら歌おうかな！
イタリアで作る本番のホームメイドピッツァ！アニソンとピッツァのハーモニーをみにきませんか？

Maxinga（イタリア）他

4:00
コスプレでコペンハーゲン

旅⾏＋若さを保つためのコスプレ
後のスキンケア（海外中継）

EN

【ストリーマープログラム デンマーク】
コペンハーゲンを旅⾏するヴァイオレット！⼀緒にオンラインデンマーク旅⾏しませんか？
旅⾏が終わったらコスプレのあとのスキンケア⽅法も伝えますよ！
何歳になってもコスプレを楽しむために⾃⼰管理を⼤事にしましょう！

Julia�Myuri （デンマーク）

4:30
WCSコスプレパワー！
メイクアップ！！
（海外中継）

EN

【ストリーマープログラム オランダ】
オランダのコスプレイヤー3⼈がコスプレメイクを同時に⾏います！
メイクしながらWCSでの経験談、これからの参加者へのアドバイスをするお喋り番組！
ゆっくりコスプレイヤーに変⾝する3⼈と遊ぶ⼈⼤募集！

Sednobis（オランダ）
Ilunaneko（オランダ）
KaoruLily（オランダ）

5:15
WCS�USAチーム

15周年セレブレーション
（海外中継）

EN

【ストリーマープログラム アメリカ】
30⼈の歴代アメリカ代表が集まった！WCSで代表はどのようなことをするのか経験を分け合いましょう！
⽇本真夏をコスプレをしてから⽣き残ったみんなの話を聞きにきてください。
これからWCS代表を狙う⼈にいい情報もあるかも？！

WCS�USA�Alumni（アメリカ）

5:30 ドキュメンタリー VTR JP,�EN 【Welcome�Back�~World�Cosplay�Summit�Another�Story~】コスプレの世界⼀を決める⼤会「世界コスプレサミット」の舞台裏に迫ったドキュメンタリーフィルム。 ー

6:30
ラテンアメリカの
コスプレイヤたち！
（海外中継）

EN

【ストリーマープログラム メキシコ】
メキシコの2018年WCS代表たちがラテンアメリカのコスプレイヤーをインタビュー！
地球の反対側はどんなコスプレをしてるのかな⼀緒にみましょう！
今年来れなかった2020年のメキシコ代表にも会えるかも！

Banana�Cospboys
（メキシコ）他

7:00
ブラジル先⽣が教える
ステージメイク101
（海外中継）

EN
【ストリーマープログラム ブラジル】
性別も種族も⾃由⾃在に変えるブラジルのコスプレイヤー先⽣がステージのためのメイクポイントを教えてくれる！
ちょっとしたポイントをわかればレベルアップできるステージメイクのこつを伝えます！

Maurício Somenzari
（ブラジル）

7:30
伊之助とみんなの

はじめての天ぷら作り JP

【ストリーマープログラム ⽇本】
⽇本のおいしいおいしい天ぷらを炭次郎が伊之助に作ってあげる！コスプレして料理をするの？！
天ぷらって思ったより簡単に作れるかもしれません！
みんなも作り⽅を学んでみませんか？

まめまよ（⽇本）
みお（⽇本）

8:00 チャレンジ中継 JP,�EN

ボイメン☆ファミリーによる24時間チャレンジの途中経過をレポート！
半分がすぎた時点でチャレンジがはどこまで進んでるのか聞いてみましょう！

【WCS⽇本代表による12時間チャレンジ】
2017年、2015年WCS⽇本代表である琉演の2⼈が12時間でコスプレ⾐装制作にチャレンジ！

ボイメン☆ファミリー
マヒオ
万鯉⼦

8:30
WCSハイライトを⾒て

パフォーマンスを作ってみよう！
（海外中継）

EN

【ストリーマープログラム オーストラリア】
オーストラリアのWCS代表たちが集まった！
好きだったWCSのパフォーマンスを⾒直ししながらトークをして、
その場でちょっとしたステージパフォーマンスを作る！
え？！その場で作るの？！

Alycesca（オーストラリア）
TaigaKun（オーストラリア）
Senra Aria（オーストラリア）

9:00
Yaya�Han�Book�Q&A
（海外中継） EN

【ストリーマープログラム アメリカ】
WCSのドネーションアンバサダー1号、ヤヤハンさんが登場！アンバサダーになった事情を聞いてみましょう！
8⽉出版予定の、世界を⾶び回った経験がぎっしり詰まっている、
コスプレ⽂化を扱うヤヤハンさんの本のことが気になる⼈もぜひ！
みにきてください！

Yaya�Han（アメリカ）

9:30
麗華センパイが世界を繋ぐ!(Q&A)

（海外中継） JP,�EN

【ストリーマープログラム ⽇本】
世界的に愛されてる麗華先輩が登場！事前にファンからもらった質問に答えます！
全地球急ファンミーティングを逃さないでね！
コスプレのこつからこれからの計画まで、いろんな質問に答えます！
旅⾏できない今、ネットで麗華さんに会えるチャンス！

Reika（⽇本）

10:00 増⼭修ワークショップ JP,�EN イラストのテクニックが学べるワークショップを開催！プロのイラストレーターのスキルから新しいことを学べるかも！ 増⼭修

10:30 HEAVENESEライブ JP,�EN 「世界でたった⼀つのエンターテイメント⼀座」、HEAVENESEによるスペシャルライブをお届け！コスプレイヤーさんたちとコラボしたWCSオンラインでの特別ライブ！ HEAVENESE

11:00 コスプレZoomギャザリング JP,�EN
コスプレイヤーがテーマにあわせてZoomに⼤集合！
オンラインで集まるグローバルギャジャリング！
テーマ：①メガネキャラ、②オールジャンルメイド系

コスプレイヤー25名

11:30 チャレンジ中継 JP,�EN

ボイメン☆ファミリーによる24時間チャレンジの途中経過をレポート！
残りの時間が多いようで少ない！このチャレンジはどうなるのかな？！

琉演の2⼈による12時間でコスプレ⾐装制作にチャレンジの途中経過をレポート！
さて、12時間で⾐装が完成できるのかな？！

ボイメン☆ファミリー
マヒオ
万鯉⼦

12:00 アイドルライブ＆トーク JP 虹⾊の⾶⾏少⼥、alma、2組によるライブをお届け！
そして2組によるここでしか⾒られないスペシャル企画！

虹⾊の⾶⾏少⼥
alma

13:00 コスプレZoomギャザリング JP,�EN
⼀般コスプレイヤーがテーマにあわせてZoomに⼤集合！
世界から集まる地球を回るコスプレ合わせ！
テーマ：①和装、②アイドル

コスプレイヤー25名

13:30 チャレンジ中継 JP,�EN
ボイメン☆ファミリーによる24時間チャレンジの途中経過をレポート！
チャレンジ終了までラストスパート！
琉演の2⼈による12時間でコスプレ⾐装制作にチャレンジの途中経過をレポート！

ボイメン☆ファミリー
マヒオ
万鯉⼦

14:00 マンガ家ROOM JP,�EN
名古屋にゆかりのある漫画家5名がそれぞれの画⾵を惜しみなく披露！
5⼈の絵をみれる豪華なドロイングショー！⾒るものが多すぎて⽬が回る
"あの"キャラクターが⽣で描かれるところが⾒られるかも！？

あんど慶周
井上ハヤオキ
棚園正⼀

アントンシク
安村洋平

15:00 歌い⼿S!N JP 歌い⼿「S!N」がコスプレ＆メイクに挑戦！
S!NさんのYouTubeで⾏う企画をみんなで考えよう！ S!N

15:30
世界コスプレサミット×池袋ハロ

ウィンコスプレフェス JP コスプレサミットから池袋ハロウィンまでを紹介、「Road�to�池ハロ企画」 ー

16:00 声援団トークライブ JP
豪華声優陣のトークライブ！
Twitterで好評を博した「感情込めたしりとり」を⽣披露！
オリジナルソングも⽣演奏します！

井上和彦
かないみか
檜⼭修之
伊藤健太郎
勝杏⾥

甲斐⽥裕⼦

17:00 Cosplayer�of�the�year�2021 JP 昨年の受賞者と共に、今年のCosplayer�of�the�yaer 2021の詳細をいち早く発表します！
2021年のCosplayer�of�the�yaerに挑戦するコスプレイヤーは⾒逃さないように！

霧野
HIKARU
雛森ひな太

17:30
コスプレde海ごみゼロアワード

表彰式 JP,�EN
海洋ごみ削減のために世界のコスプレイヤーが海を守っていくアクションの輪。
世界から集まってたアワードの結果をいよいよ発表！
⽇本にみんな集まることはできなかったけどオンラインに集まり表彰式を開催。

海野光⾏
受賞者12⼈

18:00
〜
20:00

Championship�ONLINE
〜

エンディング
JP,�EN

【コスデミー授賞式】
過去のチャンピョンシップ映像から部⾨別に優れた作品を年代を超えてノミネート。
年代を超えて部⾨別グランプリに輝くのは！？

【フォトコンテスト表彰式】
「＃エアコスサミ」、「＃bioreZ」、「＃激漏れコスメイク」フォトコンテストの結果発表。
豪華賞品は誰の⼿に！？

【ボイメン☆ファミリー24時間チャレンジ】【⽇本代表による12時間チャレンジ】
12時間⾐装政策の完成披露と、ボイメン☆ファミリーによるコスサミテーマソングの24時間チャレンジの結果を発表！
果たして無事にMVは完成したのか！？

古⾕徹
塩川洋介
K

A�K�.WIRRU
ボイメン☆ファミリー

宮本彩希
尊みを感じて桜井
KANAME☆

ビフェスタの横林


