2018 Comic Con FAQs---EDIT
1. Where can I find the latest updates and schedule changes to MCCS Okinawa Comic Con?
Here on the Comic Con website and on the Comic Con Facebook page.
MCCS コミコン沖縄の最新情報やスケジュールはどこで確認できますか？
コミコン沖縄のウェブサイトかコミコン沖縄フェイスブックページで確認できます。

2. Are there ATMs?
ATMs are located at the Ocean Breeze and The Spot.
ATM はどこにありますか？
ATM はオーシャンブリーズとスポットにあります。
3. Do the vendors take credit card, yen and dollars?
Various local vendors will accept credit cards, but the majority will only accept dollars and yen.
The MCCS outside food area (Pizza, Bulldogs Burgers and Hickory House All-American BBQ) will
accept credit cards, dollar and yen. Inside the Fieldhouse, MCCS refreshment stands will accept
dollar and yen only. Comic Con Retail Merchandise will accept credit cards, yen and dollars.
商品購入時にはクレジットカードが使えますか？円またはドル？
いくつかのお店ではクレジットカードが使用できますが、ほとんどのお店ではドルか円
の現金のみです。会場の外にある MCCS のお店（ピザ、ブルドッグバーガー、ヒコリー
ハウス オールアメリカンバーベキュー）ではクレジットカード、ドルか円の現金が使え
ます。フィールドハウス内の飲み物販売店ではドルと円の現金のみです。コミコン関連
商品の販売店では、クレジットカード、ドルか円の現金が使えます。

4. Where can I find a list to the cosplay, gaming and card tournament/contest rules?
Here on the Comic Con website and on the Comic Con Facebook page.
コスプレ、ゲーム、カードトーナメントのルールはどこで確認できますか？
コミコン沖縄のウェブサイトかコミコン沖縄フェイスブックページで確認できます。

5. Is Fun Land free?
No. Prices will be posted at the Fun Land booth
ファンランドは無料ですか？
有料です。料金はそれぞれのブースに書かれています。

6. Is this a child friendly event?
Yes.
子連れでも楽しめるイベントですか？
はい、そうです。
7. Where can I report or pick up lost items?
PMO (Provost Marshal’s Office) located onsite.
落とし物をした/拾った場合はどこに行けばいいですか？
会場内の PMO（憲兵隊）に届けて下さい。

8. Will I be on filmed/on camera?
Yes. MCCS reserves the right to record and use images/video for PR and to publicize future
events.
イベントでは私が入る動画や写真を撮影されることはありますか？
はい；MCCS がこれから先のイベントの PR の為に、撮影されたイ写真や動画を使用する
権利を保持します。

9. Where do I report a lost child?
PMO located onsite.
迷子はどこに連れて行きますか？
会場内の PMO に連れて行って下さい。
10. Where is the medical tent?
In front of the Foster Fieldhouse, under the canopy with a medic symbol
救護テントはどこにありますか？
フォスターフィールドハウスの前です。テントに救護マーク（

）がついています。

11. Where do volunteers sign in?
First check-in location: Foster SMP Program; second check-in location and T-shirt pick-up area:
inside the Foster Fieldhouse Central Hub section (backside of the stage
ボランティアはどこで受付しますか？
最初のチェックイン場所：フォスターSMP プログラム； 次にフォスターフィールドハ
ウス内にある総合受付にて T シャツを受け取って下さい。（ステージの裏側）
12. What time does the parking lot for non-SOFA patrons close?

7 p.m.
一般客向けの駐車場は何時に閉まりますか？
午後 7 時です。
13. Will the guest talent sign personal items; if so is there a limit?
Varies between talent; direction will be given at the event.
ゲストタレントは個人で持参した物にサインしてくれますか？何か制限がありますか？
サイン可否は、タレントによって異なりますので、案内はイベント時にお知らせします。
14. Can we take a photo with the guest talent during autograph sessions?
Varies between talent; direction will be given at the event.
サイン会時にゲストタレントと一緒に写真を撮ってもいいですか？
撮影の可否は、タレントによって異なりますので、イベント時に案内します。
15. Will the guest talent have photos to sign or do I need to bring something?
Better to bring something just in case, in the event the talent does not have anything on hand.
ゲストタレントがサインをしてくれる写真を持って来ますか？それとも自分で何か持参
した方がいいですか？
ご自分で何か持参して下さい。イベント時にはタレントは何も持って来ません。
16. Is there a cloak or storage area I can use?
Unfortunately, no.
ロッカーや荷物置き場はありますか？
ありません。
17. Is there a changing area?
Unfortunately, no.
着替える場所はありますか？――ありません。
18. Are selfie sticks allowed?
Fortunately, no. :-p
自撮り棒は持ち込み可能ですか？
いいえ。持ち込みはできません。
19. Can I fly a drone in the Comic Con area?
That could really mess up someone’s day…so no.
コミコン会場ではドローンを飛ばしてもいいですか？

禁止されています。
20. Can I take photos and video of everything including discussion panels?
In the main event area, yes unless otherwise indicated, but not during discussion panels or in
the discussion panel area.
写真や動画はパネルディスカッションも含めてすべて撮影可能ですか？
特に何か制限がない限りどのエリアでも撮影可能ですが、パネルディスカッションでは
できません。
21. What are the rules for costume props such as guns, bows, arrows and swords?
Please refer to the Cosplay Rules found on the Comic Con website.
コスチュームの一部の銃、弓、矢、刀等の小道具（武器）のルールはどうなっています
か？
コミコンのウェブサイトにてコスプレコンテストのルール及びガイドラインを参照下さ
い。
22. Is there Wi-Fi?
Yes.
Wi-Fi はつながっていますか？
はい。
23. Do I have to purchase anything to win prizes?
No.
景品に当たるために何か購入しないといけないのですか？
いいえ
24. I’m a Norwegian citizen, can I attend the Comic Con?
Non-SOFA citizens of countries other than Japan and the U.S. can contact Camp Foster PMO at
098-970-7441 regarding base access.

私の国籍はノルウェーです。私はコミコンに参加できますか？
日本と SOFA ではない米国以外の国籍の方々は、ベースへの出入りについて Camp
Foster PMO（098-970-7441）にて確認することができます。
Can I take pictures and video?
For the most part, you’re welcome to take still pictures and video at Comic Con Okinawa (unless
otherwise indicated with onsite signage). Note that video recording (including live-streaming apps) and
flash photography are not permitted in panels. Recording and photos are also not permitted in certain
parts of the meet-and-greet sessions. Please understand that talent may or may not pose for

photographs with fans. The talent has the right to their privacy and if they ask not to have their picture
taken, please respect their wishes.
写真や動画を撮影できますか？
コミコン沖縄では、ほとんどの場所で特別に制限がない限り写真や動画が撮影可能です。パネ
ルディスカッションでは、動画（ライブ中継のアプリを含む）やフラッシュを伴った写真撮影
は禁止されています。また、握手会においても禁止される場合があります。タレントによって
はファンと一緒の写真撮影を拒む場合があることをご了承下さい。タレントのプライバシーや
意見をどうか尊重して下さい。
Will I be on camera?
Yes.
What do you mean by 'family friendly'? (Please refer to the Cosplay guidelines for reference)
If your costume is too revealing/offensive, you will be asked to cover up or leave the event. For example,
a “Mystique“ costume comprised of only blue body paint and/or visible under garments will not be
permitted.
私自身がイベントで撮影されることがありますか？

はい、あります。

家族向けとはどういう意味ですか？（コスプレのガイドラインを参照下さい。）
もしあなたがあまりにも露出性が高い/不快感を与えるコスチュームを着用していたならば、イ
ベント内ではそれを隠すかイベント会場からの退出を余儀なくされます。例えば、青い塗料の
ボディペイントを塗ったのみで来場された場合、ペイントの下に見える裸体は許可されません。

