
Welcome to
Our 5th Party!

BicK5BicK5Beasts
in
center of
Kyusyu



ハンドルネーム 在住エリア 参加スタイル 着ぐるみキャラ名１ 着ぐるみキャラ名２ 着ぐるみキャラ名３

あ行 あーる 福岡県

RS 福岡県 一般参加

蒼い鴉 山口県 着ぐるみ参加 ピーコック

アキラ 福岡県 着ぐるみ参加 セピア

鴉雀 熊本県 一般参加

アド 愛知県 着ぐるみ参加 キア

天羽　仁 埼玉県 一般参加

あろん 茨城県 着ぐるみ参加 くーあ

あんももちゃん 福岡県 一般参加

1次元（ライン） 熊本県 一般参加

イチヒ-ichihi- 兵庫県 着ぐるみ参加 ロウィン

イノトカゲ 愛知県 着ぐるみ参加 クルツ イノト リベルタ

いぶ。 広島県 着ぐるみ参加 イブ

宇佐見　レラ 広島県 一般参加

N 福岡県 着ぐるみ参加 SOLO

小倉フィアたん654 福岡県 着ぐるみ参加 レヴィオ リーフェ

か行 カイゼル 奈良県 着ぐるみ参加 ブレイク

核撃機 福岡県 着ぐるみ参加 コルセア

かそ 静岡県 着ぐるみ参加 カノン

ガブちん 高知県 着ぐるみ参加 もあ

ガルゥ 熊本県 着ぐるみ参加 セイリオス

Garo 山口県 着ぐるみ参加 骸 パドロ レンド

Kyu☆兎 大分県 着ぐるみ参加 諒雅

紀狼 三重県 着ぐるみ参加 紀狼

黒狗なち 熊本県 一般参加

コウ 東京都 着ぐるみ参加 ティティ

ゴルダ 沖縄県 一般参加

さ行 SAAB 福岡県 着ぐるみ参加 SAAB

ササキ 日本 着ぐるみ参加 夢喰

サンシャイン級正規空母９番艦ウラヌス 熊本県 一般参加

斬狼丸 熊本県 一般参加

Sigma 東京都 着ぐるみ参加 Sigma

ジョン 東京都 着ぐるみ参加 わーさ

John 福岡県 着ぐるみ参加 Valt

白爐 東京都 着ぐるみ参加 イヌイ マター

xilphin 神奈川県 着ぐるみ参加 ワイズ

すから 岡山県 着ぐるみ参加 KIBI

聖天蒼狼 熊本県 着ぐるみ参加 蒼火 サファル

セレ 岐阜県 着ぐるみ参加 ズイ

そにー 神奈川県 着ぐるみ参加 サキムラ

参加者一覧 た行 tana 佐賀県 着ぐるみ参加 茶夢 アルス

チグマソラ 宮崎県 着ぐるみ参加 ノウス

ティルラス 北海道 着ぐるみ参加 コウヨウ

鉃路野狐 岡山県 着ぐるみ参加 ルーシア

ドット 福岡県 着ぐるみ参加 オーレ

D.R.C 埼玉県 着ぐるみ参加 フィーガン フートン

虎猫リョウタ 熊本県 着ぐるみ参加 ラスティー

doly 神奈川県 着ぐるみ参加 ミント

な行 22% 宮城県 着ぐるみ参加 Legato

にゃんにゃん 岐阜県 着ぐるみ参加 ネロ クレイア

ネコタ China 着ぐるみ参加 玄玄

ねこまたぎ 静岡県 着ぐるみ参加 火影

ネル虎 神奈川県 着ぐるみ参加 縞雲

は行 Heart tail South Korea 着ぐるみ参加 Picato

八大龍王 福岡県 一般参加

肥後乃吟 悌順 熊本県 一般参加

羊 福岡県 一般参加

憑龍 つくたん 福岡県 着ぐるみ参加 九十九

Hiro 京都府 一般参加

V⭐�すばるん 福岡県 着ぐるみ参加 すばるん

フィンクロウ 神奈川県 着ぐるみ参加 フィン

風輔 福岡県 一般参加

フレイム 熊本県 一般参加

べるが 福岡県 着ぐるみ参加 グリア

ポチ 宮崎県 一般参加

ま行 マリーチ 佐賀県 着ぐるみ参加 メルク

みるちー 福岡県 着ぐるみ参加 リノス

百舌鳥 福岡県 着ぐるみ参加 マカロ シュガー

もも太 愛知県 着ぐるみ参加 シン

や行 ゆき 岡山県 着ぐるみ参加 シェノ

ら行 ライト 福岡県 一般参加

ラウル 愛知県 着ぐるみ参加 レヴェン

楽 らすみる 沖縄県 着ぐるみ参加 てぃだ

りっとく 福岡県 一般参加

龍我 千葉県 着ぐるみ参加 セレン

るぐど 福岡県 着ぐるみ参加 うめ

るっぽ 京都府 着ぐるみ参加 レイフェリ

ルディ 鹿児島県 着ぐるみ参加 エジ・オルソン

れいん 福岡県 一般参加

れおちん 千葉県 着ぐるみ参加 あずま

ロイ 東京都 着ぐるみ参加 政宗 蒼月

LOBO 熊本県 着ぐるみ参加 零狼

わ行 綿犬 福岡県 着ぐるみ参加 あるく

ワトソン 熊本県 一般参加
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参加キャラ名鑑

今年もたくさんのキャラが参加
してくれました！この名鑑を参照に
ぜひ交流を深めてください！

※キャラ名五十音順です

※締切時点で、写真と紹介文がそろったキャラのみ
   掲載しています。ご了承ください。

キャラ名鑑の見方

BicK5

蒼火
そうか

♂

聖天蒼狼

一部の人からは「かわいい」と言われ
てる、見た目は怖いけど、礼儀正しい
青い狼。
ダンスもちょっとするよ

あずま アルク アルス

イノト イブ うめ

エジ・オルソン オーレ

キビ キロウ

カノン

KIBI 紀狼 くーあ

♂ ♂ ♂

♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂ ♂

?

♀

れおちん 綿犬 tana

イノトカゲ いぶ。 るぐど

ルディ ドット かそ

すから 紀狼 あろん

かえるっぽいドラゴン！
チャームポイントはポンチョ！

シベリアヤマネコの男の子！
好きな決めポーズはハニワ！！

ジト目気味ですが人懐こくて甘えん坊
なイヌの男の子です！
構ってあげるとはしゃぎます！
よろしくお願いします！

種族は海洋竜。
性格は男の子のように元気で、
気になる人をいじるのがすき。

いっぱい遊んであげてください！

イタズラ好きだそうです _(:3」∠)_

大きなたれ耳が印象的なオーレ！
このかわいいキャラがオーレ！！

バウムクーヘン大好き狼

イノトカゲのいわゆるファーソナ。
基本トカゲさん自身だと思って
いただければ。

美味しいものを食べることが大好きな
天然系狼竜の男の子。かなりお腹周り
が怪しいけども、それでも毎日食べ歩
きを欠かさない。焼き芋が大好物。

肩毛族（ウサギとネコに似ている）と言われる雨の多

い所で暮らす種族。行商人になるために村を出てきた

が行き当たりばったりで生活をしている。顔の傷は

色々あってできたものだが本人は気にしていない。肩

毛族と言われるだけあり首から方にかけて多毛でしっ

とりとした触り心地である。

みんなと遊びたい！
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グリア クルツ 玄玄

縞雲 コウヨウ コルセア

SAAB サキムラ Sigma

シュガー シン ズイ

サーブ シグマ

こううん

げんげん

♂ ♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂ ♂ ♂

べるが イノトカゲ ネコタ

ネル虎 ティルラス 核撃機

SAAB そにー Sigma

百舌鳥 もも太 セレ

種族はドラゴン ( 擬竜化 )

久々の九州、めっちゃ楽しみ !

白虎の Sigma だよ！よろしくね！

ファードラのズイです。
いつものんびりしています。

7 年目ですがまだ現役です。

うちの軍わんお。可愛いは禁句。

本当は垂れ耳じゃないのに、よく耳が
垂れているのが特徴の青いわんこ！

犬とライオンとドラゴンのキメラにな
ります。人間の幼稚園児位の年齢なの
で、まだ犬っぽい要素が多い設定になっ
ています。よろしくね～♪

犬工房の 3 体目！
相手を抱き寄せたりとアクティブタイプ。
喋るよー！

緑色のドラゴンです！

オオカミ属性、モデルガン好きです

種族 : 犬  
おっとりお調子者のわんわんお！

蒼月

パドロ

セイリオス セピア SOLO

蒼火 茶夢

九十九 てぃだ レティ

ネロ ノウス

ツクモ

そうか ちゃむソウゲツ

ソ　ロ

♂ ♂ ♂

♂ ♂

♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂

♀

ガルゥ アキラ N

聖天蒼狼 tana

憑龍 つくたん 楽 らすみる コウ

にゃんにゃん チグマソラ Garo

ロイ

お茶コーギー犬！
人懐っこいわんちゃんです！

ちょっとだけ派手な雑種の野良犬です

白いファードラです！

雪を知らない
アラスカンマラミュート ( 犬 ) です！
人が好きなのに人見知り…　
ハグが大好きです！

いたずら好きのジャーマン・シェパー
ド・ドッグ

ハイサイ！！沖縄生まれのレッサーパ
ンダ、てぃだです！ゆんたくと楽しい
事が大好きだよ、特技は三線！！皆で
一緒に、カチャーシー♪ゆたしくうに
げーさびら！

犬と狐のハーフだよ。
ネロくんには種族は違うけど兄弟の契
りを交わしたレイシスって言うお兄
ちゃんがいるよ！

一部の人からは「かわいい」と言われ
てる、見た目は怖いけど、礼儀正しい
青い狼。
ダンスもちょっとするよ

三つ目三ツ又尻尾の紅い狼 清涼水じゃ
ないですセイリオスです

甘いものが大好きなドラゴンの男の
子！ 牛乳プリンが大好物！

ネコザメの男の子。猫と鮫のミックス
じゃなくて鮫のお友達だよ！性格はや
んちゃ。大きなもっちりしたお腹やヒ
レ等が特徴的。お腹は優しく触ってあ
げて下さい :)

種族 : 狼 性格 : やんちゃ 好物 : お肉！
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種族 : 狼 性格 : やんちゃ 好物 : お肉！



フィン ブレイク

火影 政宗 マカロ

骸 メルク

もあ 夢喰 ラスティー

ミント

ゆめくい

むくろ

ほかげ まさむね

♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂♀ ?

doly

フィンクロウ カイゼル

ねこまたぎ ロイ 百舌鳥

Garo マリーチ

ガブちん Sasaki 虎猫リョウタ

おおかみだけどこわくないよ！

パズあにの伊達政宗っぽいもの ( ˇωˇ )

電気タイプのドラゴンさんです
お腹大きい子なので撫でられたりはぐ
されると嬉しがります♪

のんびり屋さんで甘党な虎の男の子。
大好物はプリン！

猫又の忍者です！

現代に生きるシマハイエナのマフィア。
性格は大人しくクールだがニンゲンと
の交流には興味津々。最近は踊る事に
興味を持ち始めたとか…

カッコいいです

鳥竜。おもしろおかしくバカ真面目に
何となく生きてます。

種族 : 犬   
活発だけど甘えん坊なわんわんお！

狼

フィーガン

♂

D.R.C

狼に竜の血が混じってるオラオラ系な
のでお気を付けて（何を）

リーフェ Legato

零狼 レイフェリ レヴィオ

レヴェン ロウィン わーさ

ワイズ

れいろう

レガート

♂ ♂

♂ ♂

♂ ♂ ♂

♂

♀

小倉フィアたん654

小倉フィアたん654

22%

LOBO るっぽ

ラウル イチヒ ジョン

xilphin

狐と虎の間の子！
実は妖力を持っていて、まわりをぽかぽ
かさせたりできるんだとか？
太陽の力を持った元気で不思議な女の子！

イタズラ大好きハロウィンキツネのロ
ウィンだよ！
お菓子をくれなきゃイタズラしちゃう
ぞぉー☆

黒服の青い狼です！

緑の狐っ子 (❁´ω`❁) 
思いやりのある優しい性格。
自然や植物が大好き

種族はヘルハウンドでおっかない
イメージですが、遊びたがってる
ワンコと変わらないので、どうか優し
く接してあげてくださいね！
皆と遊べる事を楽しみにしてます♪

水晶犬　　
好奇心旺盛・自由奔放

レガートくんはおとなしい性格ですが、
遊んでくれると嬉しいです！

遊ぶことが大好きな子！
沢山遊んで沢山食べるよ (❁´ω`❁)

狛犬の男の子だよ！
のんびりまったりマイペースだよ！

諒雅
りょうが

♂

Kyu☆兎

とにかく動きまくる活発な狼の子、諒
雅を宜しくお願いします！
なにかリクエストあれば常識の範囲以
内でならお答えします！
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こちらは、Beasts in center of Kyusyu 運営委員会（以下「BicK」）が主催するイベントに
おいて、運営の円滑化やトラブル防止のための注意事項となります。

☆イベント参加について

BicK 関連イベントに参加をご希望の場合は、まず、参加登録が必要となります。BicK が指
定する方法にて、参加登録を行ってください。

なお、当日参加は受け付けておりませんので、予めご容赦ください。

 
☆参加登録について

・参加登録時にご入力いただいた情報を元に当日の参加者名札が作成されます。

・入力間違いに伴う名札記載情報の相違につきましては、BicK は一切の責任を負わないも
　のとします。

・参加者に関する情報に不備がある場合や、虚偽の申告があった場合は、参加登録を無効と
　させていただく場合もあります。

・参加登録が完了した時点で、当注意事項に同意したものとします。

☆会場への入場について

・前項で記載しております名札は、受付時にお渡しいたしますので、会場内では必ず首から
　下げて携行してください。

・首から下げていない状態で会場への入室はお断りさせていただく場合があります。

・なお BicK が主催するイベントで配布する名札は会場内での本人確認証となりますので、　
　紛失や盗難に関しては十分ご注意ください。

・会場への入場の際は、受付スタッフ及び、入場整理スタッフの指示に従い入場してください。

・受け付け開始時刻以前の入場また、受付を済まされていない方の入場はできません。

・進行の都合上他の参加者のご迷惑となりますので、受付時間に関しては厳守でお願い致し
　ます。

・万が一到着が遅れる場合には、必ず公式 Twitter アカウントまで遅刻の旨 DM をお願い致
　します。

・受付時間に遅れた場合、スタッフの対応が可能になるまで会場外でお待ちいただく場合が
　あります。 

参加規約

☆持ち込み制限について

・以下の物品につきましては、持ち込み個数や使用方法、もしくは持ち込み自体を制限させ
　ていただきます。

◆一般

・危険物（発煙、発火、爆発する可能性の有る物）は、持ち込み厳禁です。

・臭気を放つ物、刺激物、劇薬等

・アルコール類（会場内で開栓しない限りお土産用に持ち込みは可）

・危険薬物類

・その他危険物（その他 BicK 参加者だけでなく会場やその周辺に出入りする他人に被害を
　与える可能性がある物）

◆撮影用小物

※以下の物品に関しては、撮影用小物として持ち込みを行う場合は申請が必要です。お問
　い合わせフォームよりご連絡ください。

・銃砲類（金属製弾丸が発射できる構造になっているものは持ち込み禁止※銃刀法違反とな
　る可能性があります。）
　└弾丸を装填しない状態の玩具等は持ち込み可能です。

・刀剣類（刃の部分が金属製のものは持ち込み禁止※銃刀法違反となる可能性があります。）
　└木刀、竹刀、プラスチック玩具等は持ち込み可能ですが、振り回し禁止です。

・その他長モノ類全般

☆撮影について

・キャラクターの写真撮影に関しては、特にカメラの登録や申請などは不要です。

・同一キャラクターの長時間撮影や、ポーズの強要はキャラクターへの負担となりますので、
　ご遠慮ください。

・撮影を行う際は必ず被写体キャラクターに一声掛け、被写体に承諾を得た状態で撮影をし
　ていただきますようお願いいたします。

・盗撮に該当する行為は禁止とさせていただきます。
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☆着ぐるみ参加について

・着ぐるみキャラクターも参加登録の際に登録が必要となります。

・複数体のキャラ登録は可能ですが、登録外キャラはイベント当日に出すことはできません。

・着ぐるみを着用した状態で立ち入ることができないエリアがあります。

・着ぐるみ着用中は体温も上がり発汗量も増えます。水分補給はしっかりと行ってください。

・着ぐるみ着用中に体調不良を感じたら無理をせず、早めに休息を取り、その場でヘッドを
　外していただいて構いません。

・着ぐるみを他の参加者に貸し出したり、一般の参加者が着ぐるみを着用する際は、双方の
　合意の元で行ってください。

・万が一、双方間でのトラブルに関しては BicK は一切の責任を負わないものとします。

・交流がメインのイベントとなるため、着ぐるみへの汗対策やメンテナンスをしっかりと行
　い、参加者全員が気持ちよく交流できるよう心がけましょう。

☆着ぐるみキャラクターとの交流について

・着ぐるみと触れ合うときは、必ずキャラクターの視界の範囲内より確認を行ってください

・死角となる方向からの接触に関しては禁止とさせていただきます。

☆禁止行為について

・禁止行為は次の通りです。

　└撮影禁止エリアでの撮影

　└立ち入り禁止エリアへの立ち入り

　└盗撮（撮影している事がわからない状態での撮影）

　└暴力、喧嘩、またはそれに発展するような挑発行為や嫌がらせ行為

　└着ぐるみ着用に関係の無い人の更衣室への入室

　└更衣室以外での着替え

　└会場内での火気使用

　└酒気を帯びた状態での会場入館

　└大声で叫んだり騒ぐ行為

　└着ぐるみへの無理な接触

　└指定場所以外での喫煙

　└スタッフの注意や指示を無視する行為

　└その他、参加者や会場施設職員など、BicK のイベント運営に関係する人に迷

　　惑となる行為

☆禁止行為違反に対する罰則について

・前項の禁止行為に違反した場合、その度合いにより、強制退場や BicK の主催するイベン
　トへの参加禁止などのペナルティーが科せられる場合があります。

・尚この場合の参加費は返金いたしません。ご容赦ください。

☆その他ご案内

・財布、携帯電話などの貴重品は個人での管理をお願いいたします。

・落し物、忘れ物を見つけた方は BicK スタッフにお伝えください。

・イベント終了後に見つかった忘れ物に関しては、BicK で管理し、一定期間持ち主が現れ
　ない場合は BicK にて処分いたします。

・イベント開催中、万が一災害が発生した際は BicK スタッフ、および施設職員の指示に従
　い避難をお願いします。
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・着ぐるみと触れ合うときは、必ずキャラクターの視界の範囲内より確認を行ってください

・死角となる方向からの接触に関しては禁止とさせていただきます。

☆禁止行為について

・禁止行為は次の通りです。

　└撮影禁止エリアでの撮影

　└立ち入り禁止エリアへの立ち入り

　└盗撮（撮影している事がわからない状態での撮影）

　└暴力、喧嘩、またはそれに発展するような挑発行為や嫌がらせ行為

　└着ぐるみ着用に関係の無い人の更衣室への入室

　└更衣室以外での着替え

　└会場内での火気使用

　└酒気を帯びた状態での会場入館

　└大声で叫んだり騒ぐ行為

　└着ぐるみへの無理な接触

　└指定場所以外での喫煙

　└スタッフの注意や指示を無視する行為

　└その他、参加者や会場施設職員など、BicK のイベント運営に関係する人に迷

　　惑となる行為

☆禁止行為違反に対する罰則について

・前項の禁止行為に違反した場合、その度合いにより、強制退場や BicK の主催するイベン
　トへの参加禁止などのペナルティーが科せられる場合があります。

・尚この場合の参加費は返金いたしません。ご容赦ください。

☆その他ご案内

・財布、携帯電話などの貴重品は個人での管理をお願いいたします。

・落し物、忘れ物を見つけた方は BicK スタッフにお伝えください。

・イベント終了後に見つかった忘れ物に関しては、BicK で管理し、一定期間持ち主が現れ
　ない場合は BicK にて処分いたします。

・イベント開催中、万が一災害が発生した際は BicK スタッフ、および施設職員の指示に従
　い避難をお願いします。
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