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    ※こちらのお願いは参加者の皆様に安全にご参加頂くために、広く皆様にお願いをさせて頂くものです。※

■■■感染症防止および体調管理のお願い■■■

　　当日体調のすぐれない方のご来場をお断りいたします。また感染時のリスクの高い方は参加の可否について、
　　ご自身での判断をお願いいたします。イベントは年間多く開催されますので、状況が向上した後の時期に開催
　　されるイベントへの参加機会変更もご検討ください。

・ご来場の際は、お手持ちのスマートフォンに新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) のインストールをお願い
いたします。

・ご参加の際には必ずマスクを着用して下さい。マスクは鼻まで覆ってください。
　　会場内での顎マスクなど不完全な着用は禁止となります。（見つけ次第ご退出頂きます）なお、マウスシールドは
　　マスクの代わりとはなりません。マスクをお忘れの方は本部にて実費販売させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・参加中はお金や頒布物を介しての接触が多くなります。
　　イベント開催時間内はこまめに手を石鹸を使い 20 秒以上かけて洗う・握手など直接接触を避ける・ビニール手
　　袋を使用する（本部にて無料配布）・顔などを極力触らない等の基本的な感染予防を忘れずに行ってください。

・換気を行うため窓やシャッター等を開けての開催となりますので、体温調節のできる服装をご準備ください。

・感染症対策の一環として、当日の会場出入口や事前のオンライン登録などにより、お名前や連絡先などの情報提供
をお願いする場合がございます。
　　ご登録内容は当イベントにてクラスターが発生した際に関係当局へ提供される場合があります。なお、お預かり
　　いたしました情報は原則として開催より 15 日目以降に破棄されます。

・過去 2週間以内に下記の条件に当てはまる方は、イベントへの参加をお控えください。
　　
　　　「陽性者や感染の疑いのある方と濃厚接触があった方」「同居家族や身近な知人の感染が疑われる方」「政府
　　　から入国制限されている国・地域等への渡航、並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触があった方」

・ご高齢の方及び基礎疾患をお持ちの方や感染リスクの高い同居者がいる方は、感染時のリスクに応じて参加自粛も
ご検討ください。

■■■来場の際には■■■

・イベントへの徹夜・深夜・早朝来場は禁止です。
　　深夜や早朝からの来場は周辺への迷惑となります。その為、朝 9時以前の来場は禁止とさせていただきます。

・来場の際には公共の交通機関をなるべくご利用ください。
　　お車での来場の場合は会場周辺の有料駐車場をご利用になり、路上駐車は行わないようご協力をお願いいたします。

■■■並んでいる時には■■■

・入場待機列についての運用は当日の状況により変更されることがあります。誘導スタッフの指示に従って移動・待
機をお願いいたします。
　　一般入場待機列に並びましたら、その場で開場まで静かにお待ちください。買い物やトイレ・喫煙等で列を離れ
　　る時は必ず前後の人に声をかけてから列を離れてください。

・入場時の待機列は詰めずに間隔を空けてお並びください。
・尚、不在の時に列が移動することがあります。その際に並んでいた箇所が分からなくなった場合には最後尾に並ん
でいただくこともございますので、予めご了承ください。

■■■入場の時には■■■

・一般入場開始時刻（11：00）を過ぎましたら、列を順次会場内へ誘導いたします。
　　入場の順番は並んだ順が前後することがあります。また、感染症対策の一環として会場内の収容人数制限により
　　入場規制を行う場合があります。
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・会場への入場には事前にご購入いただいた電子チケット（QR コードチケット）が必要となります。
　　会場出入口ではスタッフが電子チケットを確認いたします。スタッフに見やすいように QR コードが表示された
　　スマートフォンの画面又は QR コードを印刷したものを入場時にご提示ください。

・会場入口での手指のアルコール消毒および体温検査にご協力をお願い致します。　　
　　体温が規定値以上の場合入場をお断りする場合がございます。

・カタログは任意購入制につき入場券の代わりとはなりませんのでご注意ください。

■■■会場内では■■■

・「走らない」「押さない」「無理をしない」を心がけて行動してください。
・会場内ではなるべく間隔を空けて密にならないようにお願いいたします。
・会場内で過ごすうちに気分が悪い等で体調が優れない状態になった場合にはスタッフまでお申し出ください。
・通路の中央で立ち止まったり、出入り口付近で固まったりしないようお願いいたします。
・会場内で他の参加者に迷惑となる行為はご遠慮ください。
・会場内で飲食をされる場合には黙食にご協力ください。
・大きな声を出しての会話はマスク越しでも飛沫感染の危険性が高まりますのでお控えください。
・会場内ではスタッフの指示に従って行動頂けますよう、ご協力をお願いいたします。
・尚、以下の行為は禁止とさせていただきます。
　
　　　　「暴れる」「叫ぶ」「会場内通路での座り込み」「歩行しながらの飲食」「指定場所以外での喫煙」
　　　　「その他スタッフが危険と判断した好意」

・ご自身で出されたごみは原則としてお持ち帰りください。会場内にて捨てる場合には可燃物と不燃物（ビン、カン）
ペットボトルに分別し、会場備え付けのゴミカートにお願いいたします。
・カタログや持ち物等を確認頂く際には通路などではなく、壁際など人の流れのない場所で行うようお願いいたしし
ます。
・不審物を発見した際は、本部または近くのスタッフへお声がけください。
・貴重品・荷物はご自身での管理をお願いいたします。
・R18 作品購入には年齢確認できる身分証明書が必要となります。予めご用意ください。
・会場への当イベントに関してのお問い合わせはご遠慮ください。
・イベント終了後に落し物等に気がついた場合には、お手数ですが web サイトの問い合わせフォームよりお問い合わ
せ願います。

■■■コスプレ ・写真撮影登録及び受付について■■■

※今回のコスプレ及び写真撮影関係につきましては「コスプレ博実行員会」との共同開催となります。BS 祭準備会
がコスプレ博に運用を委託していますのでご注意ください。

・事前またはイベント当日に

　　「登録チケット販売サイト／チケットペイ」　　　https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=36764

にて「コスプレ登録料1500円（写真撮影料込）・撮影登録料1500円」のチケットをご購入ください。当日、会場でのチケッ
ト販売はありません。

※尚、受付時間別による先着順受付制です。各時間帯の定員に達し次第、受付終了となりますので予めご了承くださ
い。詳細な時間運用につきましては上記のチケット販売サイトにてご確認をお願いいたします。

・1人 5枚まで購入可能です。
・チケット代金の他、別途システム利用料 330 円が発生します。
・チケットの払い戻し、キャンセル、変更はできません。このイベントの「登録チケット」に限り譲渡が可能です。
・購入の際はチケットの種類にご注意ください。
・発券されたチケットは当日の受付の際に必要です。チケットが無い場合は受付できません。忘れたり紛失しないよ
うご注意ください。
・「ビッグコスプレ博」へ出入りの際には、コスプレ登録チケットまたは撮影登録チケットが必要です。「BS 祭」会場
内への出入りの際には別途入場チケットもご用意ください。
・受付付近の混雑防止の為、各受付開始時間の 1時間～ 30 分前の到着をお願いいたします。
・当日の会場内の状況によっては各受付開始時間が 30 分程度早まる場合があります。
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■■■コスプレについて■■■

・更衣室は利用時間が決められています。時間内に着替えとメイクが完了するよう事前の準備をお願いい
たします。
　　詳細な時間につきましてはチケット購入時にご確認又はお手元のチケットでご確認ください。

・更衣は所定の更衣室でのみ可能となります。トイレ等での着替えは絶対にお止めください。
　　盗撮行為との区別が出来ない為、更衣室での携帯電話及びスマホのご利用はお止めください。

・コスプレ姿では、西 4 ホール及び屋上展示場以外を出入り出来ません。コスプレ姿のままではコンビニ等へは行く
ことが出来ませんので、買い物等は着替えの前にお済ませください。

・小道具や大道具のお取り扱いにはご注意ください。
　　会場内の混雑状況によっては、小道具・大道具の使用を制限させていただく場合がございます。

・露出の高いコスチュームにつきましては露出対策を行い、スタッフの指示に従って着用をお願いいたします。

・会場内・周辺での迷惑行為やパフォーマンス等はご遠慮ください。

■■■写真撮影について■■■

・コスプレの撮影には登録が必要です。別途、登録についての案内をお読みください。

・サークル参加者が自スペース内等の撮影を行うだけであれば登録は不要です。その際は被写体として他の方が映ら
ないようにご注意ください。

・写真撮影は決められた場所でのみ行ってください。
　　通行の妨げにならない場所で壁を背景に撮影をし、サークルスペースにカメラを向けての撮影はお止めください。

・撮影は被写体に必ず確認を行い、無断での撮影は行わないでください。
　　各 SNS や web サイト等への掲載についても必ず相手の承諾を得てください。

・撮影の際はコスプレイヤーと撮影者の方の距離の他、撮影する際の左右の間隔も空けて撮影をお願いいたします。

・撮影時はコスプレイヤーの方はマスクをお外し頂いても結構ですが、撮影時間以外は必ずマスクの着用をお願い致
します。撮影者の方は撮影時も必ずマスクの着用をお願い致します。

・準備会で認めた取材以外の動画での撮影は禁止とさせていただきます。但し屋上展示場に限り動画撮影可能ですが、
何かありましたらスタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします。

・占有的な長時間の撮影や周囲の迷惑となる撮影はご遠慮ください。

・混雑時はレフ板・三脚・一脚等のご使用はご遠慮ください。

・公序良俗に反すると思われる行動の参加者が居た際は、本部もしくは近くのスタッフにご相談ください。

　　　　　　　悪質な撮影行為を見かけた場合、ご退場いただく場合があります。

・被写体の方には撮影・取材を断る権利があることを尊重して、撮影行為を行ってください。

※※開催終了後、「1 週間以内」にコロナ陽性診断を受けた場合にはご家族の方を通じてでも構い
ませんので、「BS 祭公式 web」にある問合せフォームを通じてご連絡ください。また準備会側スタッ
フ等にコロナ感染者が発生した場合には速やかに告知をいたします。※※

　　　　　　　　　　　　　●ルールとマナーを守って、 楽しい１日を過ごしましょう●
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－参加サークル一覧－

　　　※イベント毎に 「サークル名 /PN/ 配置番号」 をあいうえお順で掲載しています。

■ぱんっあ☆ふぉー 34■  

青葉蘭	 																										天城	 													G-06

あくつワークス	 												あくつ	 													F-23

田舎工房	 																										丼ぶりめし	 									G-19.20

有滑稽	 																										ヤマタケガイコツ			     G-10

うさぎ候補生	 												八三	るみ	 													G-11

えいす	 																										えいす	 													G-26

mp	 																										まりんば	 													G-03

エラキン TV	 												エラキン	 									G-01.02

快楽敏感線	 												びんかん丸	 				     F-19.20

きいろいろ	 																										ロルフ	 													G-05

狐火の館	 																										狐火	 		           F-05

QuTY	Works	 												JoeCute.	 													A-02

九次元	 																										くずけん	 						       F-03

九銭銅貨	 																										皮肉屋なロマンチスト									F-15

黒汐物産	 	 																												             G-15

ごま戦車	 																										ぶっくりＰ	 				         A-04

SAGA	Angel	 												神爆龍王	 													F-06

Ziggy	STAR	Dust	 												佐藤せいら	 													F-04

自爆メカ	 																										たのひろ	 													F-27

ズイカク	 																										黒田	海智	 													G-14

水府堂	 																										葛籠貫龍雲														G-27

ダッチベイビ～	 												奈緒	 													G-21

たまランド	 																										たまの父	 													F-16

ちょうちょ	 																										すももプリン	 													F-24

Dyane	 																										連城　マモル					        F-28

Nothing	Heals	 												ゲンキダウン								     G-07

なべや	 																										なべゆ	 													G-28

にる計画	 																										山科御行	 													F-22

百代の過客	 												またたび人	 													G-12

爆裂市町村	 												爆裂ババロアマスクマン					       F-21

はぶらえる																											はぶらえる																	F-17

PalePale	 																										海藍、	 													G-24

ヒーラーガーリィ	 												平和	 													G-09

不気味社	 	 																																									A-03

BlackSmithCat	 												神龍忍											         F-26

PROJECT:ACT	 												久澄あるば	 													G-13

ポニー牧場	 												井上よしひさ             F-01

骨猫機甲師団	 												hone	 													G-16

まりこれ！	 																										VDrumkit	 													A-01

もぷらす！	 																										もぷ	 													G-18

やみなべ	 																										やみなべ	 													G-08

Ⅳ号わんるーむ	 												はづきハル											     F-18

四等兵と愉快な仲間たち	       ボロっと四等兵					     G-17

零戯御屋	 																										疑牙抹駆崇														G-04

Lettuce-Labo	 												焼きレタス	 													G-22

One	Star																											White												          G-23

WANWANブレード	 												犬	 													G-25

  

■戦場の乙女たち38■  

クレシェンド																											おずまろ	 													A-09

第 8装甲連隊	 												兼光ダニエル真	       A-05

トネール学園	 												青橋雨	 													A-10

とりかご館	 																										-Ytake-	 													A-07

PENG-MODEL	 												PND	 													A-06

黎明の空	 																										夜明澪	 													A-08

■査証はおもちですかぁ？ 7■  

朝顔の庭	 																										あさがお	 													A-14

1569	 																										菊壱	 													A-11

U.N.C.R.	 																										豊永枝守	 													A-13

 

■酒保軍令部■  

赤い除雪車	 												おじポン	 													E-10

あかねのね																											仏さんじょ		 													A-19

@CTION	ZERO	 												おきのす	 													B-04

Apple	Water	 												りんご水	 													E-04

亜利栖エンジニアリング											haya	 													B-17

アロン亭	 																										アロン	 													B-22

Yellow	Squadron															Yellow	Squadron										C-27

逸遊団	 																										ひびの	 									A-15.16

宇古木亭	 																										宇古木蒼	 													E-09

うずまきひよこ	 												わたのれ	 													C-04

うたひめ	 																										和泉まさし	 													D-15

うっかり堂	 																										いなりさつき	 													D-16

漆羽事務所                       からすま	くらは												C-18

UA	 																										寺本薫	 													A-18

L5EX	 																										Kamelie	 									D-21.22

大さじ 1 つまみ	 												粒太郎	 													D-14

御 nomichi	 												御 nomichi														D-08

オリオンの小部屋	 												RION	 													C-16

折鶴組立工場	 												水色折鶴	 													C-07

お解りいただけただろうか									海山そぜ	 													D-13

勝亦鎮守府	 												偽コウモリ	 													D-18

カドベヤ	 																										北川	 													B-15

かなでや	 																										KANADE	 													B-07

きのこどんぐり	 												どんぐり	 													C-10

きゃらめるかぷち～の	 												宮原みやこ	 													C-11

今日もいい風	 												ニパ	 													B-02

霧隠探偵事務所	 												霧隠	 													B-11

keep	out!																											霜月たつい	 													D-01

KusakabeWorks	 												草壁	 													B-13

黒猫機関	 																										黒ねこ作	 													D-07

群青革命	 																										時雨龍之介														E-03

交信規制中	 												きせい	 													D-11

紅譚舎	 																										村雨龍	 													B-16

苔の参道	 																										かぶら矢	 													C-23

国境なき艦隊	 												あやた	 													B-23

こるり屋	 																										こるり	 													A-20
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Convallo-stick	 												halogen	 									D-09.10

さざなみ壊変	 												かずぴー	 													E-17

さといも牧場																									にょにょんば太郎									C-02

シスリラ	 																										エビゾメ	 													D-25

女子に踏まれ隊	 												うぇ	 													D-17

白雪陸戦隊																									白雪陸戦隊 :島雪										C-09

GP-KIDS																											高菜しんの	 													C-05

スタジオゴンドワナ	 												有馬桓次郎														E-18

STAMP	 																										PAD	 													C-17

青藍 274A78	 												陽己	 													C-24

0324 制作所	 												ロー	 									A-21.22

centimeters	 												村乃まち	 													B-03

SENBAKO	 												ヤマシチ	 													B-12

双鷹舎	 																										双葉	純一	 									E-25.26

空飛ぶ蒸かし芋	 												戸澤	 													C-20

Cherry	A																											亜桜日奈	 													C-25

ChicaLinda	 												かすみ	 									A-23.24

地球ロック																											トゲんぼ	 													B-27

TAKEOUT	 												Take	 													E-08

THW.jp	 																										都桜	和	 													E-12

DejaVu	 																										MALINO	 													C-06

TEMPEST	 												isetta	 													C-19

一〇八豆腐店	 												108	 													D-19

ドクアル診療所	 												ドクアル	 													D-04

TRITON61	 												RIE	 													B-09

トラベラーズカフェ	 												のびえもん	 													E-16

なぐもカレー部	 												なぐも	 													A-17

なないろ箒星	 												なぎょう	 													C-13

鉛の棺	 																										かんがせ	 													B-28

日刊桐沢 ・ キノコ灯	 												桐沢十三	 													E-05

猫じゃらされ	 												ゆあさ	 													E-07

猫庭	 																										猫太郎	 													C-08

猫も杓子も																			        コカ	 													C-12

胚胎	 																										ドドもり	 													C-22

バイタルパート	 												てんか	 									E-21.22

薄山館	with	ポマメ BX									白河清兵衛									     	B-21

万里の少女	 												長塩	 													B-26

ひえ煮込み	 												ふぁんたずむ									D-05.06

美術部	 																										しづきみちる														D-20

ひのまる呉服店																					ひのまる呉服店々主											B-06

ひまわり畑でつかまえて。 								fyuo	 													D-24

HumanSystem	 												織越篠	 													D-02

B-side	Swindle	 												乃軒	 													D-03

PHYLACTERY	 												鷹瀬あさぎり														B-05

富士浅間堂	 												天村	正希	 									E-01.02

ふらっととらべる。 	 												たくちゃん	 													E-15

プラハ計算機	 												スグエ鉄塔	 													C-01

fullauto	firing																				ひざきりゅうた												A-25

Bell	Clef	 																				      Lito	 													C-26

北方樂所	 																										暁雨	 													C-28

white　×　reset.																			ましろ . あー。 												C-14

ぽんじゆうす？	 												シノ	 													A-26

BorderLine	 												火村モリタカ														B-20

舞鎮駆逐隊	 												翁	 									E-23.24

マグまぐ堂																											へっぽこ工房主										E-20

マーボーナス	 												ナッス君	 													E-11

みならい本舗	 												美奈來	 													D-28

むじたん	 																										つむじぃ	 													D-26

もにゅっと	 	 																									            E-27.28

遊水亭	 																										てら師	 													E-19

寄集堂本舗	 												かさぎ修羅	 													D-23

らじおテクノ助	 												本宮涼	 													B-08

Rump	 																										若琥姫　萌	 													B-18

Leaflet	 																										カタバミ	 													B-19

Lunatic	Prophet	 												有村悠	 									E-13.14

るりいろ dolce	 												めがさみ	 													C-15

レドビキ ・ UR	 												うらじー	 													B-01

RetroMetroCafe	 												鈴屋きりえ	 													B-24

レフト工業																											アギ	 													E-06

路地裏の浪漫堂	 												魔人 GO!	 													B-10

わーくすあーつ	 												冬山あんり	 													D-12

  

■アズレン学園購買部19■  

縞城のおしろ	 												縞城	依月	 													F-09

谷底実験室	 												森タニシ	 													F-12

てんらけ茶屋	 												あーる。 				 													F-13

NoName?																											もしゃいの	 									F-07.08

水夏屋	 																										保邑水夏	 													F-10

LOVERS++	 												みつきりこ	 													F-11

  

■ダービーガールズ2■  

曖昧me	 																										紅雨ヒヨヨ	 													H-16

あかいにしん																									オオトリキノト							     	H-26

雨洩り宿	 																										空向	 													H-14

あゆ屋	 																										北崎あゆむ	 													H-03

魚！赤字 100％	 												ちむぐり	 													H-24

オズワルドのろうごく																つみびとのオズ										H-25

カグラミクス	 												神楽つな	 									H-09.10

Carpi	Splash		 												一二三	 													H-18

GUNP	 																										GUNP	 													H-07

黒箱厩舎	 																										海海月	 									H-01.02

賽響組	 																										助谷クロウ	 													H-15

さち	 																										さあのちあ	 													H-17

シフトライトアリスメティック										Nacht	 													H-19

STAND	FLOWER	 												ばな	 													H-11

ちぃず工房																											櫻ちぃ	 													H-28

ねいばーず	 												GG-duck	 													H-04

バイタルエリア	 												ばぐえ、	 													H-21

ぷりん堂	 																										久彦	 													H-20

ミュンヒハウゼン症候群											珠月まや	 													H-12

弥生如月亭	 												Cyndi	 													H-23

リトルウィング	 												雅	 									H-05.06

竜華亭	 																										鈴竜華	 													H-22
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■雛見沢村綿流し祭12■  

あかいつき倉庫	 												逢阪太郎	 														I-07

あんぷら屋																											葉住音矢	 														I-20

えいりあんず	 												ましまろ	 														I-16

銀狼亭	 																										三蛙	 														I-05

黒々	 																										荒木Ａ造	 														I-14

さくたろレコード	 												motton	 														I-13

STRIKE	HOLE	 												花羅	 														I-28

SPECTRA	 												shut	 														I-23

たべっこどうぶつえん	 												すずきとよたか												I-24

テテテッてる	 												ぬあんちょ		 														I-19

ぱや堂	 																										ぱやぁ	 														I-04

はりぼう組＋MICONUS	GIRL ♂									はりぼうくる味														I-03

人妻ロリポップ＋狛猫	 					      ぴちんきー	 										I-01.02

★☆雲雀☆★	 												裕貴美	 														I-10

ビーフたんたん	 												あや	 										I-11.12

藤咲家	 																										睦稀	 														I-17

BlueKirk																											カーク	 														I-21

BlueMage	 												あおいまなぶ							       	I-06

べりべりおにぎり	 											田中奏多	 														I-15

merveilleux	 											ミウ	 														I-26

RED	RIBBON	REVENGER												魔公子	 														I-08

  

■蒼月祭45■  

イレブンナイン																						イレブンナイン									J-01.02

ハチトウセイ	 												シオサト	 														J-05

サザンブルースカイ	 												rioka	 														J-06

Apprivoiser	 											初瀬川みそら															J-07

ミドルアッパー	 												きちゃ	 														J-09

ふたばのひだまり。 	 												双葉心菜	 														J-10

桜雲	 																										卯雪	 														J-12

しがみつきみずひき	 												のしがみ	 														J-13

すのーりっち	 												いいだ豊雪	 														J-14

  

■シュポッ2RT■  

黎明ネルトリンゲン																稀周悠希&黒井みめい														J-15

こわいまんじゅう屋さん												漫画大好きまんじゅう												J-16

ハンバーガー社会	 												LUNA ♪	 														J-17

できた、 ハンバーガーちゃんのえっちな漫画が。 																	ばるる																							J-18

よだれサロン																								adbdebf8a2884										J-19

たのしいムイムイ村																すこやかむいむい										J-20

  

■フレンズチホー17■  

秋色庭園	 																										IKA	 													K-08

ウチノ極地海洋水族博物館　海獣班														卯月みゆ	 													K-18

大喜利ドリーマーズ	 												ユウレイグモ														K-16

Cynthia	 																										桜木李杏	 													K-24

公郷オールスターズ	 												溶接神社	 													K-15

採掘場跡	 																										カラミズリ	 													K-06

嗜好立派	 																										しこりぱ	 													K-23

スタジオごみやしき	 												MC. ぐんぐ	 													K-14

世田谷ボロ市	 												足立淳	 													K-01

造物堂４物造工房	 												クダトリノ	 													K-19

丈屋工房の	 												ふぁんどりぃ	 													K-27

茄子農園	 																										干しなすび	 													K-05

ナマジン	 																										沼底なまず	 													K-25

庭うまれ。 																											ミーアキャッ	 													K-10

のらこたつ	 																										うさやま	 													K-22

のろりハウス	 												のろり	 													K-20

ハイカラトマト	 												いくり	 													K-02

白菜おまつ																											まつまえ	 													K-07

ぱすたらっつあ	 												めにね	 													K-26

丁屋	 																										丁_スエキチ													K-11

ぽんぽこクラフトワークス										狸森たまきち		           K-04

Holy	Mist	 												田口まこと	 													K-28

まさに外宮！	 												不度家行	 													K-03

ミレニアムタイガー	 												Я yuta	 													K-13

モドキ半導体工房	 												がんもどき	 													K-17

Last	florescecne	 												入鹿野浩介														K-12

  

■幻想神楽6■  

あぴゅあっ	 																										ぽんちゃん	 									L-01.02

N' 小倉庵合同	 												小倉庵豆粒										L-27.28

侍傘	 																										キハネフ	 													L-14

少女フラクタル	 												sato	 									L-05.06

STUDIO はまち組	 												みずきひとし							       L-12

STUDIO	FUNGO	 												参拾四番	 													L-11

蒼碧旗工務店																						ガン ・ グリーンマン											L-13

七色快男児	 												仁科将人	 													L-08

ひよひよくらぶ	 												丹雫ひよ	 													L-07	

POP ★ LEE	 												ハザマ☆マサシ										L-26

満福神社	 																										みっちゃん	 									L-09.10

幽閉サテライト	 												嵯峨飛鳥	 									L-03.04

  

■キスミーベイベー10■  

KMBT	 																										かまばたー	 													L-19

情熱サルバトーレ	 												サルバトーレ														L-18

スルメイカ工場	 												Hidemaru	 													L-21

橘庵	 																										にまるる	 													L-15

爪弾き者	 																										いち	 													L-17

71 分署	 																										Klu	 													L-16

腹痛ダイナー	 												カヅホ	 													L-20

  

■もう何も恐くない44■  

おかみかいこう	 												茶請	 													L-23

キングトータス	 												仙田　冷	 													L-24
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