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日本のアニメ・マンガ・ゲームなどのポップカルチャーを愛する

世界中のコスプレイヤーが集まって新しい国際交流を創造

するため、毎年、名古屋で開催される国際的コスプレ

イベント。メインイベントの「世界コスプレチャ

ンピオンシップ」は、各国・地域の代表者が

ステージでパフォーマンスを行い、グラン

ドチャンピオンを決めるコンテスト

です。この舞台に立つことを世

界中のコスプレイヤーたち

が夢見ているのです。

WCS is an international cosplay event held in Nagoya for fans of Japanese pop 
culture to gather and create a new form of international cultural exchange.
The main event, the World Cosplay Championship, takes 2 cosplayers to 
represent their country and regions on a stage to determine  the best 
cosplayer each year. It is a dream for many cosplayers around 
the world to stand on this stage.

WHAT's WCS?
「世界コスプレサミット」はどんなイベントですか？

WORLD COSPLAY SUMMIT

WORLD COSPLAY CHAMPIONSHIP
［世界コスプレチャンピオンシップ］

The World Cosplay Championship is the final stage where the 
top team for each year is determined. The decision is based 
on the quality and construction of the costumes as well as the 
performance level. Being the main event of the World Cosplay 
Summit it draws worldwide media attention every year.

世界コスプレチャンピオンシップは、世界一のコスプレパフォーマーを決め
る究極の大会です。衣装の完成度だけでなく、演技・演出なども含めて採点
されるコスプレ世界一決定戦であり、多くのメディアからも注目される世界
コスプレサミットのメインイベントといえるコンテストなのです。

2017 CHAMPIONS

（中国代表）
CHINA

Xu Xue & Ten Ten
『BLOOD THE LAST VAMPIRE』

The Osu Shopping District, home of the fi rst World Cosplay Summit, 
hosts the Cosplay Parade, a greatly anticipated event for visiting 
cosplayers from abroad and general cosplayers from around 
Japan. Every year saw over 1000 cosplayers enthusiastically 
moving through the covered arcades of the shopping district, led 
by cosplayer representatives from around the world.

Last year there were more than 280,000 visitors reported in two 
days. An iconic building called the water spacecraft lights up at 
night, and is a popular photo spot for cosplayers. Many projects 
held at our special stage over the two days are becoming 
famous, and the venue is getting even more exciting. 

世界コスプレサミット始まりの場所、大須商店街でのコスプレパレードは、
一般コスプレイヤーにとって欠かせないイベントです。毎年、1000 人を
超えるコスプレイヤーが、各国・地域代表コスプレイヤーと一緒にパレー
ドして商店街を盛り上げます。

昨年は二日間で述べ 28 万人以上の来場者がありました。水の宇宙船と
呼ばれる象徴的な建物は、夜になるとライトアップもされてコスプレイ
ヤーにも人気の撮影スポットとなっております。特設ステージで行われ
るたくさんの企画はこの二日間の名物となっており、より一層会場を盛
り上げています。

OSU COSPLAY PARADEOASIS21
［大須コスプレパレード］［オアシス21］

世界38カ国・地域が加盟するコスプレの祭典
AROUND THE WORLD!!
38   COUNTRIES & REGIONS  
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コスプレの聖地“名古屋”で繰り広げられる世界一決定戦

KUWAIT
クウェート

PORTUGAL
ポルトガル

NETHERLAND
オランダ

CHINA
中国

MALAYSIA
マレーシア

RUSSIA
ロシア

MEXICO
メキシコ

SINGAPORE
シンガポール

ITALY
イタリア

BULGARIA
ブルガリア

BELGIUM
ベルギー

INDONESIA
インドネシア

BRAZIL
ブラジル

AUSTRALIA
オーストラリア

JAPAN
日本

CANADA
カナダ

KOREA
韓国

PHILIPPINES
フィリピン

MYANMAR
ミャンマー

CHILE
チリ 

GERMANY
ドイツ

SWITZERLAND
スイス

U.S.A
アメリカ

HONG KONG
香港

INDIA
インド

DENMARK
デンマーク

SOUTH AFRICA
南アフリカ

TAIWAN
台湾

COSTA RICA
コスタリカ

VIETNAM
ベトナム

FINLAND
フィンランド

SPAIN
スペイン

THAILAND
タイ

FRANCE
フランス

SWEDEN
スウェーデン

UNITED KINGDOM
イギリス

世界中のコスプレイヤーが「聖地＝日本・

名古屋」を目指しています。その熱い思い

の集大成である「世界コスプレチャンピオ

ンシップ」は各国・各地域の代表者が舞台

でパフォーマンスを行い、グランドチャン

ピオンを決めるコンテストです。これは衣

装の完成度だけでなく、演技・演出なども

含めて採点される究極のコスプレ世界一決

定戦なのです。

Cosplayers all over the world are 
heading for Nagoya city, the holy 
land of cosplay.The World Cosplay 
Championship is a competition 
which chooses a grand champion 
from the representatives of each 
country and region. It is an exciting 
contest where performers are 
judged with not only their costumes 
but also staging and performance.
It is the most competitive contest 
to choose the best cosplayer from 
the world top level cosplayers.

EPIC/Antony Gomes 

Participating countries and regions

Waiting countries and regions

WORLD COSPLAY   CHAMPIONSHIP!!

BELGIUM
ベルギー

MADE IN ASIA

VIETNAM
ベトナム

Fes TOUCH Spring 2018 in HCMC

DENMARK
デンマーク

J-popcon

TAIWAN
台湾

Petit Fancy

SWITZERLAND
スイス

POLYMANGA

THAILAND
タイ

Asia Comic Con

GERMANY
ドイツ

Connichi

HONG KONG
香港

C3 AFA HONG KONG

FRANCE
フランス

Japan Expo Sub

MALAYSIA
マレーシア

World Cosplay Summit Malaysia

ITALY
イタリア

ROMICS

PHILIPPINES
フィリピン

Nippon Industrial and Cultural Exchange

SPAIN
スペイン

SALON DEL MANGA

SINGAPORE
シンガポール

World Cosplay Summit Singapore Preliminaries

BULGARIA
ブルガリア

AnimeS Expo 2018

INDONESIA
インドネシア

Ennichisai（ICGP）

AUSTRALIA
オーストラリア

SMASH!

JAPAN
日本

世界コスプレサミット2018日本代表決定戦

UNITED KINGDOM
イギリス

COMIC CON LONDON

INDIA
インド

Japan Pavilion in India Gaming Show

UAE
アラブ首長国連邦

KUWAIT
クウェート

COMIC CON KUWAIT

CHINA
中国

FACG  ANIME GAME EXPO

RUSSIA
ロシア

HINODE POWER JAPAN

PORTUGAL
ポルトガル

IBERANIME

SOUTH AFRICA
南アフリカ

ICONCGC

NETHERLAND
オランダ

Animecon

MYANMAR
ミャンマー

WCS Myanmar with MMOtaku

KOREA
韓国

Wonder Cosplay Festivel

CANADA
カナダ

OTAKUTHON

U.S.A
アメリカ

ANIME EXPO

MEXICO
メキシコ

TNT GT 12

COSTA RICA
コスタリカ

Matsuri International

PUERTO RICO
プエルトリコ

BRAZIL
ブラジル

Final Nacional do

CHILE
チリ

AEX27

SWEDEN
スウェーデン

Heroes Comic Con Stockholm

FINLAND
フィンランド

TRACON

 WCS preliminaries 
  held around the world!

The WCS preliminary rounds carried out in collaboration 
with manga, animation and cosplay events were held 
in several countries. Cosplayers are performing exciting 
games over a ticket to go to Japan.Refer WCS website
 ( http://www.worldcosplaysummit.jp ) for more deital.

「WCS」は世界各国のマンガ・アニメ・コスプレイベントとコラボレートし、

WCS 代表選考会を開催しています。世界中で「日本行き」を賭けた熱い

戦いがくり広げられています。各国・地域の代表選考会の模様は、公式

HP（http://www.worldcosplaysummit.jp）を参照ください。

WCS 加盟国・地域

WCS 加盟希望国・地域

ALGERIA［アルジェリア］

KAZAKHSTAN［カザフスタン］

ECUADOR［エクアドル］

ARGENTINA［アルゼンチン］

16　MALDVES［モルディブ］

BOLIVIA［ボリビア］

EGYPT［エジプト］

AUSTRIA［オーストリア］

COLUMBIA［コロンビア］

EL SALVADOR［エルサルバドル］

CZECH［チェコ］

ESTONIA［エストニア］
GEORGIA［ジョージア］

AZERBAIJAN［アゼルバイジャン］

DOMINICAN［ドミニカ］

GUATEMALA［グアテマラ］
ISRAEL［イスラエル］

PARAGUAY［パラグアイ］

TUNISIA［チュニジア］

PERU［ペルー］

TURKEY［トルコ］

MAURITIUS［モーリシャス］
MALDIVES［モルディブ］

POLAND［ポーランド］

MOROCCO［モロッコ］
MONGOLIA［モンゴル］

UKRAINE［ウクライナ］

NEW ZEALAND［ニュージーランド］

TRINIDAD AND TOBAGO［トリニダード・トバゴ］

URUGUAY［ウルグアイ］
VENEZUELA［ベネズエラ］

LITHUANIA［リトアニア］

※2018年7月現在 

世界コスプレサミット加盟希望国
Waiting countries and regions

世界地図の説明
Description of World Map

世界各国・各地域で行われている WCS 代表選考！
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WCS THE HISTORY of CHAMPIONS2005   2017▲ ▲ ▲チャンピオンシップ激闘の歴史

ブラジル

2011 CHAMPIONS

BRAZIL
Maurício Somenzari L Olivas
Mônica Somenzari L Olivas

「FINAL FANTASY XII
 ファイナルファンタジー XII」

2011

日本

2012 CHAMPIONS

JAPAN
Yukari Shimotsuki
Kaito

「Hakuoki ／薄桜鬼」

2012

イタリア

2013 CHAMPIONS

ITALY
Andrea Vesnaver
Massimo Barbera

「Mazinger Z ／マジンガー Z」

2013
2014 CHAMPIONS

ロシア
RUSSIA
Nek (Neko-tin)
Nichi

「Legend of Zelda
 ゼルダの伝説 」

2014
2015 CHAMPIONS

メキシコ
MEXICO
Juan Carlos
Shema Arroyo

「Legend of Zelda
 ゼルダの伝説 」

2015
2016 CHAMPIONS

インドネシア
INDONESIA
Rian CYD
Frea Mai

「Trinity Blood
 トリニティ・ブラッド 」

2016
2017 CHAMPIONS

中国
CHINA
Xu Xue
Ten Ten

「BLOOD THE LAST VAMPIRE
ブラッド ザ ラスト ヴァンパイア」

2017

2005 CHAMPIONS

イタリア
ITALY
Giorgia Vecchini
Francesca Dani
Emilia Fata Livia

「DEVILMAN ／デビルマン」他 

2005

ブラジル

2006 CHAMPIONS

BRAZIL
Maurício Somenzari L Olivas
Mônica Somenzari L Olivas

「Angel  Sanctuary
 天使禁猟区」

2006

フランス

2007 CHAMPIONS

FRANCE
Damien Ratte
Isabelle Jeudy

「ALICHINO ／Alichino」

2007

ブラジル

2008 CHAMPIONS

BRAZIL
Jéssica Moreira Rocha Campos
Gabriel Niemietz Braz

「Burst Angel ／爆裂天使」

2008

日本

2009 CHAMPIONS

JAPAN
YuRi
RiE

「SENGOKU-BASARA
 戦国BASARA」

2009

イタリア

2010 CHAMPIONS

ITALY
Luca Buzzi
Giancarlo Di Pierro

「Legend of Zelda
 ゼルダの伝説 」

2010

2003 年に名古屋市大須で第 1 回目が開催されました。第 1 回目

はイタリア、ドイツ、フランス、そして日本の 4 ヶ国が参加する

パネルディスカッションや撮影会、交流会が行われ、現在のメイ

ンイベント「コスプレチャンピオンシップ」は 2005 年に愛・地

球博から行われるようになりました。記念すべき初代の優勝者は

イタリア代表。2018 年は 38 チームに増え、ますます優勝する

ためのハードルが上がり、真剣な闘いが繰り広げられております。

The first WCS was held in Osu, Nagoya in 2003. At that 
time three countries, Italy, Germany and France, were 
invited to participate in a panel discussion,  photo 
session and a mixer event. The stage performance 
event, the World Cosplay Championship was first held 
at Expo 2005 in Aichi, Japan. Italy was the winning 
nation in the championships inaugural year. In 2017, 
the number of teams has increased to 38, with more 
and more hurdles to victory arising, and some serious 
battling is unfolding.

HISTORY of WCS
世界コスプレサミットの歴史

第一回世界コスプレサミットが名古屋で開催。

The first WCS was held in October 2003.

大須で一般コスプ
レイヤーも参加す
るパレードを初め
て開催。

Osu holds the first parade to allow the 
participation of general cosplayers.

20042003

「愛・地球博」で初の世界コスプレチャンピオン
シップを開催。

World Cosplay Championship held at 
Expo 2005 in Aichi, Japan.

2005

錦通りレッドカーペット初開催 ! 主催が世界コ
スプレサミット実行委員会となる。

The first Nishiki Street Red Carpet Parade 
was held.

2009

世界コスプレチャ
ンピオンシップの
来場者は過去最高
の 89,800 人。

Setting an all time high, 89,800 people 
attended the championship.

2010

チャンピオンシップでブラジルが三度目の優勝
を果たす。

Brazil achieves their 3rd championship.

2011

世界コスプレサミットを外務省と国土交通省が後援。

The Ministry of Foreign Affairs and the 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism support the WCS.

2006

メキシコ・韓国・デンマークが加わり参加国は
12 カ国に !

Mexico, South Korea and Denmark 
joined in the WCS.

2007

大須コスプレパレードに 300 名もの人が集まる。

Three-hundred people gathered for 
“ Osu cosplay parade”. 

2008

参加国は世界中から 20 カ国に !　株式会社
WCS が実行委員会に参加！

20 nations participated in WCS’s 10th 
anniversary.

2012

ＷＣＳおもてなし学生実行委員会が誕生。実行委員会
に愛知県と中日新聞社が加盟し 9 団体で構成される。

Creation of WCS “ Omotenashi” Student 
Executive Committee.

2013

WCS 開催期間中のオアシス 21への来場者数が
2 日間で 20 万人を超える。

More than 200,000 people attended at 
OASIS21 in 2 days.

2014

ラグーナテンボスや博物館明治村等、テーマパー
クとの共同イベントを初開催。

Collaboration events with Laguna Ten 
Bosch and Museum Meiji-mura.

2015

WCS への参加国・地域は 30 に！ 期間中の来
場者数は 30 万人を超える。

The total amount of joining Countries & 
Regions was brought up to 30. 

2016

15 周年を迎えた記念すべき年。名古屋市が「コ
スプレホストタウン宣言」をおこなった。

WCS marked 15th anniversary. Nagoya 
city declared "Cosplay Host Town".

2017



Around The    World.
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Cosplayers.Global (C.G)は、世界中からコスプレイヤー

が集結する ”コスプレの祭典”世界コスプレサミット 

(WCS)がプロデュースする、日本のアニメ・マンガ・ゲー

ムなどのポップカルチャーを愛する人同士が繋がること

ができるオンラインプラットフォームです。

日本語・英語・中国語（簡・繁）・スペイン語・ポルトガ

ル語・韓国語・タイ語・インドネシア語・ロシア語の10

言語に対応。2017年4月のサービス開始から、すでに

世界200以上の国・地域にユーザーが拡大しています。

言語が変われば作品名も変わる。新しいタイトルも順次10言語に翻訳されていきます。「コ

スプレ」が世界共通言語に！ 国境を越えて世界をつなぐ、オンラインプラットフォーム。

Cosplayers.Global(C.G) is a online platform 
produced by the World Cosplay Summit 
(WCS), a cosplay festival that anticipated 
and participated by cosplayers from all 
around the world, aiming at connecting 
the fans of anime, manga, game and 
other Japan’s popular culture.
Cosplayers.Global(C.G) works with 10 
languages: Japanese, English, Simplified 
Chinese/Traditional Chinese, Spanish, 
Portuguese, Korean, Thai, Indonesian, 
Russian.
Inaugurated on April 2017, Cosplayers.
Global(C.G) now has users from more than 
200 regions and countries.

The title changes whenever it is translated into a new language. As a result, it has been 

renamed for 10 times successively. Cosplay is the international language.

And this cosplay online platform will make the world a borderless one.

世界と
繋がれ！CONNECT to THE WORLD

歴代のWCS各国・地域代表も多数参加！

キャラクター愛が、国境を越える。
Given that many participants are the past WCS representatives!

The love and affection toward the characters of anime, 
manga and game are borderless.

Your Participation will    Garner Attention 

日本語、英語、中国語（簡体・繁体）、スペイン語、ポルトガル語
韓国語、インドネシア語、タイ語、ロシア語

対応言語

あなたの投稿に世界が注目する           。



12 13

「世界コスプレサミット」の各国・地域予

選はもちろん、注目のイベント、なかなか

見ることができないコスプレサミット本番

舞台裏などに潜入。コスプレだけにとどま

らず、日本のポップカルチャーに迫るコン

テンツをお届けします。

あのキャラクターの必殺技や変身ポーズ、

あの作品の名シーンなど、写真だけではで

きなかったことを、15秒のムービーで表

現！ 映像クリエーターとのタッグによる

派手なエフェクトを駆使した映像など、コ

スプレとの新たなコラボレーションが生ま

れています！

「世界コスプレサミット」の公式コスプレモ

デルを選出するコンテストを、Cosplayers.

Global で開催。公式モデルとして選ばれた

作品は、コスプレサミットのPRとしてメ

ディアに掲出され、さらにエンディングロー

ルにも「公式モデル」として登場します！

「コスプレチャンピオンシップ」が生まれて

から13年。その歴史の中で初となる新部

門「WCS Photo Championship」「WCS 

Video Championship」が、Cosplayers.

Global とのコラボレーションで生まれまし

た。チャンピオンは「世界コスプレサミット」

に招待され、ステージの「グリーンカーペッ

ト」で表彰されます。

さらに、世界最高の舞台である、WCS2018 

ワールドコスプレチャンピオンシップの審

査員として、イベントに参加する栄誉が与

えられるのです！

まだまだ、今後も
“極秘プロジェクト”が進行中 

最新情報はCosplayers.Globalをチェック！

WCS各国・地域代表による世界最高レベル

のコスプレ衣装や小道具は、いったいどのよ

うに作られているのか？代表選手にこっそり

教えてもらった工夫やコツなどのエピソード

も交えて、その制作の過程を解説します。

You will be able to take part in WCS 

preliminary rounds carried out all around 

the world, participate the anticipated 

events held by WCS and even sneak 

into the backstage of the World Cosplay 

Championship. You will have cosplay 

as well as other contents of Japanese 

popular culture within your reach.

For those actions and scenarios that 

could not be captured by a photo 

(such as a death blow, a transformation 

pose, a famous scene, just to name a 

few), now you can make a 15 seconds 

movie to record it. Taking the advantage 

of video creation, you may now add 

special visual effects onto your cosplay 

video and make a different!

Cosplayers.Global is now launching a contest to pick 
up an cosplay photo that will be used as one of the WCS 
offi cial PR photos.  In other words, if your cosplay photo 
was chosen, it will be posted on the mass media as part 
of the WCS PR campaign and appear on the ending roll 
as well.  

13 years after the inauguration of the “World Cosplay 
Championship”, new categories-“WCS Photo 
Championship” and ”WCS Video Championship”-
has been launched recently with the cooperation of 
the Cosplayers.Global.  The winners will be invited to 
the World Cosplay Summit and commended on final 
stage’s “Green Carpet”.
What’s more, the winner will be able to join the jury 
to decide the top team of the year!

There are more programs going on the way.  Please refer to Cosplayers.Global’s home page for the latest news!

If you are curious about how the first 

level cosplay costumes and props are 

made by the cosplay representatives, 

you may now have the chance to ask 

them in person. The tricks of crafting, 

fanny episodes they encountered-the 

construction process will be clarify as the 

conversation goes on!

プロジェクト始動。
WCS× Cosplayers.Global

https://cosplayers.global/

Photo

Short Movie
Event Report

Craft
WCS Photo Award

Eliot

WCS Video Award
yuyi's Cosplay

無料
Free of charge



You can exchange your 
participation ticket at official 
changing room or participation 
ticket exchange point.

参加券引き換えは公式更衣室/参加
券引換会場でできます。
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A beginners guide to the World Cosplay Summit

Osu Kanon
 Cosplay Beginner

Higashisakura Ikoi
 Cosplaying for 
 5 years

Well… I exchanged the 
Participation Ticket and got 
changed...What's next?

Hey, Kanon-chan.

Woah, so cute! Is that Yuni,
the official WCS character?

Ikoi-chan, that's fantastic! 
Sewing that all yourself… I don't have any sewing 

skills, so I bought this one 
ready-made. I feel a little 
embarrassed…

You love the character, 
that's why you chose the 
costume! 
It's not about ready-made 
or hand-made. 

Don't you think so, 
Kanon-chan?

Um, excuse me..

Ah... 
maybe...

Love and appreciate the source characters!

Yep, I was sewing 
it myself till this morning. 
Just in time!

Oh, Ikoi-chan!
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May I take 
a picture of you? 

Let's move to an area that's easier 
for taking pictures!

Hey! Would you stop trying to 
take such rude photos?

Do you mind if I 
post it to my social 
media?

Kyah!

She's not embarrassed 
at all, it looks like she's 
enjoying herself.

Sure, that's fine!

Wow that's a big 
line up! 

Show your Photo Registraition Pass and ask permission before taking photos.

Take photos in less crowded places so as not to inconvenience people passing by.

Be respectful. Do not take photos from low angles.
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

How dare you attempt to 
fulfill your evil desires without 
considering the feelings of others? 

Such a deplorable insect, 
harming a young lady's 
feelings!

Hey, WCS event staff! 
That's the guy!

Did you have  a check by 
event staff?
Some people are shocked.

At official changing room or participation ticket exchange point, make sure to clarify with staff that you have taken all 
precautions regarding safety measures and physical overexposure. Please confirm that you have no dangerous or illegal 
weapons or objects complimenting your costume. 

I don't have to have a check 
because these are my REAL 
and functional clothes.

It's pretty hot out there 
– drink lots of water and 
avoid heatstroke!

Oh? The real 
Hentai Kamen?

How
bizarre!His buttocks is 

completely exposed!

Kyah!

I, Hentai Kamen, 
will teach you a lesson!

Please bring something to cover unless taking pictures, if you put on revealing costume.

※公式更衣室・コスプレ参加券引き換え会場では、露出・安全対策が適切に取られており、危険性・違法性がない衣装・道具
であることをスタッフに説明してください。

“WCS is a cosplay event held in 
public place. Rules are always 
important, but above all keep your 
cosplay activities family friendly!”

コスサミは公共の場での
コスプレイベントです
ルールも大事ですが
モラルを持った行動を
心がけましょう
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World Cosplay Summit offi cial HP    http://www.worldcosplaysummit.jp/

World Cosplay Summit 2019

 July 27 th to August 4 th
［世界コ

スプレサミ
ット2019

］

2019年
7月27

日～8月
4日（予定

）

World Cosplay Summit 2019

July 27 th to August 4 th

World Cosplay Summit offi cial HP

世界コスプ
レサミット
2019年

7月27
日～8月

4日

World Cosplay Summit offi cial HP       http://www.worldcosplaysummit.jp/

World Cosplay Summit 2019

July 27 th to August 4 th世界コスプ
レサミット
2019年

7月27
日～8月

4日

WORLD COSPLAY SUMMIT 2019

WORLD COSPLAY SUMMIT 2018 
OFFICIAL PARTNER
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