
マスター タイトルの書式設定

年表で⾒る⼭⽥太郎と⾚松健の
表現の⾃由の闘いの歴史
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

『AIが⽌まらない』週刊連載
開始も続かず⽉刊へ

『ラブひな』週刊連載リベンジ

アンダーセンコンサルティング ⼊社

第25回講談社漫画賞少年部⾨受賞

⼭⽥太郎
バーンジャパン株式会社 ⼊社

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 ⼊社

パラメトリック・テクノロジー・コーポレーション（PTC）
⽶国本社副社⻑就任
ネクステック株式会社 創業

第45回⼩学館漫画賞少年部⾨ノミネート

1993

1994

1995

2000

2001

1998 

2003『魔法先⽣ネギま︕』週刊連載

2005 「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2005」 ファイナリスト受賞

『ひと夏のKIDSゲーム』漫画家デビュー

2006 「創業・ベンチャー国⺠フォーラム」起業家部⾨受賞
早稲⽥⼤学 ⼤学院商学研究科ビジネス専攻（早稲⽥
MBAスクール）客員准教授

2010 参議院選挙初⽴候補

2008 東京⼯業⼤学 ⼤学院社会理⼯学科 特任教授

2009 早稲⽥⼤学理⼯学術院 ⾮常勤講師
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎

2012

2013

2014

2015

株式会社Jコミックテラス創業 マンガ図書館Zを開設
この取り組みをきっかけに様々なネットワークができはじめる…

2011

参議院繰り上げ当選（みんなの党）ロビー活動デビュー戦 著作隣接権

児童ポルノ禁⽌法改正を巡る闘い
⾚松健と⼭⽥太郎の出会い

TPP 著作権の⾮親告罪化の危機

MANGA議連設⽴ ⽴上発起⼈設⽴に協⼒

『UQ HOLDER』 連載開始（〜2022）

⾮親告罪化を⼀律に課さない⾔質（⽢利⼤⾂）
権利保護と利⽤促進のバランスを取る（安倍総理）
著作権⾮親告罪化は海賊版のみの交渉

【⾃⺠党】 知的財産戦略調査会（2013）
政府の知的財産政策ビジョン（案）について

【⾃⺠党】 法務部会（2013）
児ポ法改正の危険性を講義

政治とクリエイターを繋ぎ創設に尽⼒
漫画家の代表として参加

TPP著作権の⾮親告罪化対策︓同⼈マーク発案
GANMOリリース
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株式会社Jコミックテラス創業 マンガ図書館Zを開設（2011年）

Copyright 表
現の⾃由を守る

眠れる知財を再び活⽤
• 絶版になった漫画に広告を付け、無料で配信。
• 広告費は作者に還元。
• 眠っているIPを活⽤するとともに、アーカイビング
する役割を担う。
• 病気等で活動できなくなった漫画家へのクラウド
ファンディングを⾏うなど、クリエイターを⽀援する
活動も⾏う。
• Kindleは⽇本では2012年にサービス開始。外
資系プラットフォームの台頭はこの活動のきっか
けであった。

絶版となった漫画等を正規版電⼦書籍として無料配信するサイトを運営

この取り組みをきっかけに様々なネットワークができはじめる
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ロビー活動デビュー戦 著作隣接権（2012年）

Copyright 表
現の⾃由を守る

クリエイターの権利を守るため、著作隣接権の成⽴を阻⽌︕
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎

2012

2013

2014

2015

株式会社Jコミックテラス創業 マンガ図書館Zを開設
この取り組みをきっかけに様々なネットワークができはじめる…

2011

参議院繰り上げ当選ロビー活動デビュー戦 著作隣接権
TPP著作権の⾮親告罪化対策︓同⼈マーク発案

GANMOリリース

児童ポルノ禁⽌法改正を巡る闘い
⾚松健と⼭⽥太郎の出会い

TPP 著作権の⾮親告罪化の危機

MANGA議連設⽴ ⽴上発起⼈設⽴に協⼒

⾮親告罪化を⼀律に課さない⾔質（⽢利⼤⾂）
権利保護と利⽤促進のバランスを取る（安倍総理）
著作権⾮親告罪化は海賊版のみの交渉

【⾃⺠党】 知的財産戦略調査会（2013）
政府の知的財産政策ビジョン（案）について

【⾃⺠党】 法務部会（2013）
児ポ法改正の危険性を講義

政治とクリエイターを繋ぎ創設に尽⼒
漫画家の代表として参加

『UQ HOLDER』 連載開始（〜2022）



マスター タイトルの書式設定

7

2013年 ⾚松健、⼭⽥太郎事務所初訪問

Copyright 表
現の⾃由を守る
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現在もこの改正案に対する請願が与野党問わず出ている
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児童ポルノ禁⽌法 ⾮実在児童ポルノ問題（2013年）

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎議員との出会いのきっかけ。児ポ法は現在も改正案の請願が出されている。
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎

2012

2013

2014

2015

株式会社Jコミックテラス創業 マンガ図書館Zを開設
この取り組みをきっかけに様々なネットワークができはじめる…
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参議院繰り上げ当選ロビー活動デビュー戦 著作隣接権
TPP著作権の⾮親告罪化対策︓同⼈マーク発案

児童ポルノ禁⽌法改正を巡る闘い
⾚松健と⼭⽥太郎の出会い

MANGA議連設⽴ ⽴上発起⼈設⽴に協⼒

⾮親告罪化を⼀律に課さない⾔質（⽢利⼤⾂）
権利保護と利⽤促進のバランスを取る（安倍総理）
著作権⾮親告罪化は海賊版のみの交渉

【⾃⺠党】 知的財産戦略調査会（2013）
政府の知的財産政策ビジョン（案）について

【⾃⺠党】 法務部会（2013）
児ポ法改正の危険性を講義

政治とクリエイターを繋ぎ創設に尽⼒
漫画家の代表として参加

TPP 著作権の⾮親告罪化の危機

『UQ HOLDER』 連載開始（〜2022）
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TPP著作権の⾮親告罪化（2012〜2015年）

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼆次創作⽂化を守るために動き（連載中）、3年超に及ぶ⻑い戦いに終⽌符。
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⼆次創作を守る同⼈マークを考案（2012年）

Copyright 表
現の⾃由を守る

• 原作者が⾃⾝の作品に付して、その作品の⼆
次創作による同⼈誌の作成と、同⼈誌即売
会での無断配布を有償・無償問わず許可す
る意思をあらかじめ表明するためのマーク。
• 元作品の全部または⼀部をそのまま複製
（デッドコピー）する形での配布は認めず、⼆
次創作のみ許容する。
• 作者⾃⾝が意思表明することで、⼀般の⼈た
ちが安⼼して⼆次創作することができる。

【現役同⼈作家としても活動】
1990年代初頭から同⼈誌即売会にサークル参加。
現在に⾄るまで、商業作家と同⼈作家の⼆⾜の草鞋を続けている。
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎

2016

2017

2018

2019

2015

海賊版との闘い
ブロッキング反対

【内閣官房】 知的財産戦略本部
次世代知財システム検討委員会

【⽂化庁】 ⽂化審議会
法制・基本問題⼩委員会

国連⼈権理事会ブキッキオ⽒記者会⾒
「MANGAナショナル・センターの早期実現を求める緊急決議」申⼊

有害図書指定問題
漫画村開設

⽇本漫画家協会著作権部責任者就任

•表現の⾃由を守る会設⽴
•有害図書指定議論を無効化
•電⼦メールは通信の秘密に当たることを確認
•岩城法務⼤⾂への質疑
「実在しない⼈物の創作物は⼈権侵害に当たらない」
との⾔質を取る

第24回参議院選挙 落選（最多得票落選者）

⽇本漫画家協会 常務理事就任
⼊会⼿続きのデジタル化・簡略化に取り組み、会員数が5倍に増加

TPP、著作権の⾮親告罪化を
海賊版のみ限定に成功

スクショ違法化

• ブロッキングに対する反対声明発表
• 表現の不⾃由展中⽌を受け声明発表

第25回参議院選挙 当選【⾃⺠党】 ⽂部科学部会
静⽌画ダウンロード違法化について

【総務省】 インターネット上の海賊版サイトへの
アクセス抑⽌⽅策に関する検討会

【内閣府】 知的財産戦略本部
検証・評価・企画委員会 コンテンツ分野会合
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2019年 ⼭⽥太郎圧巻の54万票当選

Copyright 表
現の⾃由を守る
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海賊版対策（2018年〜）

Copyright 表
現の⾃由を守る

海賊版対策の詳細はYoutube⾚松健ちゃんねるにて‼



マスター タイトルの書式設定近年の漫画業界について

【出典】 出版科学研究所

かつて右肩下がりで破滅するかと思われた出版業界が、マンガのデジタル化（電⼦書籍化）の波
にうまく乗り、 マンガ部⾨のある⼤⼿出版社はここ数年、増収増益。出版全体でも、2020年の紙
＋電⼦出版市場は1兆6168億円で、2年連続プラス成⻑。（出版科学研究所調べ）



マスター タイトルの書式設定電⼦書籍・コミックの市場

電⼦書籍ビジネス調査報告書2021

海賊版被害に悩まされてきた⾳楽コンテンツの配信市場以上に、電⼦書籍は正規版コンテンツの国
内市場の規模・伸び率が⾼い。電⼦書籍の中でも、特に電⼦コミックの伸びに⼤きな存在感。

電⼦書籍の市場規模の推移とその内訳
• 2020年の国内電⼦書籍市場4821億円

のうち、4002億円(約83％)が電⼦コミック
• 2025年には6700億円を超える市場に成

⻑すると予測
• ⾳楽コンテンツ配信市場は拡⼤基調ながら

も、500億〜600億円程度で推移。

電⼦書籍、特に電⼦コミック市場の安定した
成⻑を妨げることのないよう、正規版の流通
の促進を継続しつつも、実効性のある海賊
版対策の強化がいち早く必要。



マスター タイトルの書式設定コロナ禍で急伸した海賊版サイト

出典︓出版社連合・ABJ資料より

⇧STOP︕海賊版キャンペーン
描き下し漫画16作品展開

⇧STOP︕海賊版キャンペーン
改正著作権法施⾏周知



マスター タイトルの書式設定タダ読みされた⾦額の推定 1兆円超

出典︓朝⽇新聞



マスター タイトルの書式設定漫画村広告代理店訴訟（2021年12⽉24⽇）

https://www.bengo4.com/c_23/n_13947/



マスター タイトルの書式設定コロナ禍で急伸した海賊版サイト

ü 2021年3⽉の海賊版サイト上位10サイトの合計⽉間アクセス数 約2億3000万
※ 「漫画村」の最盛期、⽉間約１億を遥かに凌駕

ü 上位10サイトは海外のサーバーを利⽤し、⽇本国内に運営者がいる痕跡がない

ü ベトナムで運営されていると推測されるサイト＝「ベトナム系」の伸⻑が激しい

海賊版撲滅には犯⼈処罰と犯罪収益等の没収が必要だが、
⽇本国外の犯⾏のため、⽇本の警察だけでは取り締まりが難しい



マスター タイトルの書式設定海外の海賊版サイト運営者への対策
ストリーミング形式の海賊版サイトに関しては…

国家間で更に連携した海賊版サイト対策の強化を進める
→ 漫画家（権利者）⾃⾝が動いて、各国の警察に対して意義の説明を⾏う

2022年4⽉に発⾜したサイバー警察局の捜査案件として⽇本の知財を守るべき



マスター タイトルの書式設定サイバー事案の中でも特に重⼤な「重⼤サイバー事案」とは︖

警察法第5条第4項第6号ハ 要するに…

⑴

国⼜は地⽅公共団体の重要な情報の管理⼜は重
要な情報システムの運⽤に関する事務、国⺠⽣活
及び経済活動の基盤であつて、その機能が停⽌し、
⼜は低下した場合に国⺠⽣活⼜は経済活動に多⼤
な影響を及ぼすおそれが⽣ずるものに関する事業

重要インフラに対する
サイバー攻撃事案

⑵ ⾼度な技術的⼿法が⽤いられる事案その他のその対
処に⾼度な技術を要する事案

⾼度な技術を要する
サイバー攻撃事案

⑶ 国外に所在する者であつてサイバー事案を⽣じさせる
不正な活動を⾏うものが関与する事案

国外の犯罪組織・個⼈による
サイバー攻撃事案

海賊版サイトは国外犯罪組織によるサイバー事案として
サイバー警察局の捜査案件となりうる
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静⽌画ダウンロード違法化問題（2019年）

Copyright 表
現の⾃由を守る

漫画家のための海賊版対策で、国⺠⽣活を脅かす事態があってはならない‼
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎
2020

•海賊版への対応提⾔を⾸相官邸に提出
•参議院⽂教科学委員会参考⼈質疑に登壇
•ダウンロード違法化を漫画を含めた全著作物に広げた

著作権法改正
「⼆次創作・パロディ」のダウンロードや「軽微なもの」の
ダウンロードを違法化対象から除外

【⾃⺠党】 デジタル社会推進知財⼩委員会
海賊版対策、国⽴国会図書館のデジタル化について有識者として意⾒
【⽂化庁】 メディア芸術連携促進事業 企画委員
【国会図書館】 資料デジタル化及び利⽤に関わる関係者協議会

2021

2022

コロナ禍によるエンタメの危機
⾹川県ゲーム規制条例

ABJマーク監査委員会委員
デジタルアーカイブ学会評議員
表現の⾃由を守る会最⾼顧問就任

知的財産戦略調査会 「国⽴国会図書館の図書等の
デジタル化についての提⾔」申⼊

デジタル⼤⾂政務官兼内閣府⼤⾂政務官就任

⾚松健 参議院議員選挙2022
公認候補者へ
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コロナ禍によるエンタメの危機（2020年〜）

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼆次創作も電⼦化が進み、イベントの規模は縮⼩傾向…
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現の⾃由を守

新型コロナウイルスによって同⼈誌即売会が存続の危機に︕

ライブエンタメ産業の性質
会場の確保、スタッフ・キャストのスケジュールの確保、稽古
など、準備期間が⻑く、「明⽇から公演再開してOKです」と
⾔われてできるものではない…

ライブ・エンタメ産業がコロナ禍で受けた打撃

2020年82％減
2021年60%減

（2019年対⽐）

リアルタイムで現場の声を集め、⽀援策をより使っていただきやすくするため、
関係者が⼀堂に会し情報共有する場が求められていました。

⽀援も⻑期的視点を持って⾏う必要性がある。
政府⽀援策はあるが、⼗分に現場に⾏き届いていない…

ライブエンタメ産業の窮状
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28Copyright 表
現の⾃由を守

新型コロナウイルスによって同⼈誌即売会が存続の危機に︕

ARTS for the future! ってなに︖
新型コロナウィルスにより、⽂化芸術活動の⾃粛を余儀なくされた⽂化芸術関係団体において、感
染対策を⼗分に実施した上で、積極的に公演等を開催し、⽂化芸術振興の幅広い担い⼿を巻き
込みつつ、「新たな⽇常」ウイズコロナ時代における新しい⽂化芸術活動のイノベーションを図ると
ともに、活動の持続可能性の強化に資する取り組みを⽀援します。
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29Copyright 表
現の⾃由を守

新型コロナウイルスによって同⼈誌即売会が存続の危機に︕

J-LODlive３ってなに︖
新型コロナウイルス感染症のまん延により、コンテン
ツのプロモーションの機会を失った事業者の⽅を対象
に収録映像を活⽤した動画の制作・配信の費⽤の⼀部
を⽀援・補助する制度。

J-LODlive２ J-LODlive３
⽀援額
/件 3000万円 5000万円

⼿続き 煩雑な⼊⼒作業 システム導⼊で
負担⼤幅軽減

⼊国制限
等による
キャンセル
⽀援

対象限定的
外国⼈⼊国禁⽌措置
により演者等が訪⽇で
きず開催できなくなった
イベントも⽀援対象へ

J-LODlive２を⼤幅改善、J-LODlive３
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現の⾃由を守

J-LOD3とAFF2の違い
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎
2020

•海賊版への対応提⾔を⾸相官邸に提出
•参議院⽂教科学委員会参考⼈質疑に登壇
•ダウンロード違法化を漫画を含めた全著作物に広げた

著作権法改正
「⼆次創作・パロディ」のダウンロードや「軽微なもの」の
ダウンロードを違法化対象から除外

【⾃⺠党】 デジタル社会推進知財⼩委員会
海賊版対策、国⽴国会図書館のデジタル化について有識者として意⾒
【⽂化庁】 メディア芸術連携促進事業 企画委員
【国会図書館】 資料デジタル化及び利⽤に関わる関係者協議会

2021

2022

コロナ禍によるエンタメの危機

⾹川県ゲーム規制条例

ABJマーク監査委員会委員
デジタルアーカイブ学会評議員
表現の⾃由を守る会最⾼顧問就任

知的財産戦略調査会 「国⽴国会図書館の図書等の
デジタル化についての提⾔」申⼊

デジタル⼤⾂政務官兼内閣府⼤⾂政務官就任

⾚松健 参議院議員選挙2022
公認候補者へ
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ゲーム規制・ゲーム障害（2020年〜）

Copyright 表
現の⾃由を守る

ゲーム障害とは何か、科学的に紐解きながら、
ゲーム障害と呼ばれるまでに⾄る背景や、根本的な問題に丁寧に取り組んでいくべき
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎
2020

•海賊版への対応提⾔を⾸相官邸に提出
•参議院⽂教科学委員会参考⼈質疑に登壇
•ダウンロード違法化を漫画を含めた全著作物に広げた

著作権法改正
「⼆次創作・パロディ」のダウンロードや「軽微なもの」の
ダウンロードを違法化対象から除外

【⾃⺠党】 デジタル社会推進知財⼩委員会
海賊版対策、国⽴国会図書館のデジタル化について有識者として意⾒
【⽂化庁】 メディア芸術連携促進事業 企画委員
【国会図書館】 資料デジタル化及び利⽤に関わる関係者協議会

2021

2022

コロナ禍によるエンタメの危機

⾹川県ゲーム規制条例

ABJマーク監査委員会委員
デジタルアーカイブ学会評議員
表現の⾃由を守る会最⾼顧問就任

知的財産戦略調査会 「国⽴国会図書館の図書等の
デジタル化についての提⾔」申⼊

デジタル⼤⾂政務官兼内閣府⼤⾂政務官就任

⾚松健 参議院議員選挙2022
公認候補者へ
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デジタルアーカイビングへの取り組み（2011年〜現在）

Copyright 表
現の⾃由を守る

国会図書館の資料デジタル化及び利⽤に関わる関係者協議会のメンバーになる。
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国会図書館、ネットで絶版本閲覧 5⽉19⽇からサービス開始

Copyright 表
現の⾃由を守る



マスター タイトルの書式設定メディア芸術ナショナルセンターのイメージ
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⾚松健

Copyright 表
現の⾃由を守る

⼭⽥太郎
2020

•海賊版への対応提⾔を⾸相官邸に提出
•参議院⽂教科学委員会参考⼈質疑に登壇
•ダウンロード違法化を漫画を含めた全著作物に広げた

著作権法改正
「⼆次創作・パロディ」のダウンロードや「軽微なもの」の
ダウンロードを違法化対象から除外

【⾃⺠党】 デジタル社会推進知財⼩委員会
海賊版対策、国⽴国会図書館のデジタル化について有識者として意⾒
【⽂化庁】 メディア芸術連携促進事業 企画委員
【国会図書館】 資料デジタル化及び利⽤に関わる関係者協議会

2021

2022

コロナ禍によるエンタメの危機

⾹川県ゲーム規制条例

ABJマーク監査委員会委員
デジタルアーカイブ学会評議員
表現の⾃由を守る会最⾼顧問就任

知的財産戦略調査会
デジタルアーカイビングの取り組み

「国⽴国会図書館の図書等の
デジタル化についての提⾔」申⼊

デジタル⼤⾂政務官兼内閣府⼤⾂政務官就任

⾚松健 参議院議員選挙2022
公認候補者へ



マスター タイトルの書式設定⼭⽥太郎が語る、いま⾚松健が国政に必要な理由

38



マスター タイトルの書式設定

39

⾚松健の意気込み

特定の⽀持団体・寄付⾦

⼀切無し。
純粋に“表現の⾃由”と
⽇本の⽂化を守ることを
⽬的とした唯⼀の候補者。

団体の意思ではなく、
個々の意思の集合体。
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今後の街頭演説予定 「#⾚松健47都道府県街頭演説チャレンジ」
⽇付 時間 場所
6⽉23⽇（⽊） 13時〜 千葉駅

15時〜 本⼋幡駅
18時〜 松⼾駅

6⽉24⽇（⾦） 13時〜 川崎駅⻄⼝
16時〜 桜⽊町駅
18時〜 横浜駅⻄⼝

6⽉25⽇（⼟） 14時〜 秋葉原ラジオ会館前
18時〜 秋葉原ベルサール前

6⽉26⽇（⽇） 14時〜 秋葉原ベルサール前
17時〜 秋葉原ベルサール前

6⽉27⽇（⽉） 12時〜 甲府駅
18時〜 秋葉原ラジオ会館前

6⽉28⽇（⽕） 13時〜 京都 寺町商店街⼊⼝付近
17時〜 ⼤阪 ⽇本橋アニメイト付近

6⽉29⽇（⽔） 12時〜 三ノ宮センター街⼊⼝付近
15時〜 ⼤阪 ⽇本橋アニメイト付近
17時〜 ⼤阪 ⽇本橋アニメイト付近

6⽉30⽇（⽊） 12時〜 近鉄四⽇市駅
15時〜 ⼤須
17時〜 名古屋駅前

⽇付 時間 場所
7⽉1⽇（⾦） 14時〜 秋葉原ベルサール前

17時〜 秋葉原ラジオ会館前
7⽉2⽇（⼟） 14時〜 秋葉原ラジオ会館前

17時〜 秋葉原ベルサール前
7⽉3⽇（⽇） 14時〜 秋葉原ベルサール前

17時〜 秋葉原ベルサール前
7⽉4⽇（⽉） 13時〜 川崎駅⻄⼝

15時〜 桜⽊町駅
18時〜 横浜駅⻄⼝

7⽉5⽇（⽕） 13時〜 ⼤宮駅
15時〜 浦和駅
18時〜 池袋駅

7⽉6⽇（⽔） 13時〜 仙台駅
16時〜 仙台駅

7⽉7⽇（⽊） 13時〜 錦⽷町駅前
18時〜 秋葉原ベルサール前

7⽉8⽇（⾦） 14時〜 秋葉原ラジオ会館前
18時〜 秋葉原ベルサール前

7⽉9⽇（⼟） 14時〜 秋葉原ラジオ会館前
18時〜 秋葉原ベルサール前
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⾚松健の街宣⾞を⾒つけたら

街宣⾞を⾒つけたら、写真を撮って「#こんなところに⾚松健」でツイート︕
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電⼦為書きのご記⼊のお願い

今すぐQRコードを読み込んで
⾚松健に応援メッセージを送ろう︕
https://kenakamatsu.etamegaki.com/

「為書き」とは︖
応援したい⽅へ送るメッセージポスターのことです。

書いた為書きはどうなるの︖
お預かりしたメッセージは、⾚松健事務所や⾚松
健公式ウェブサイトに飾らせていただきます。

ネットでシェアできる︖
作成した為書きをTwitter、Facebookでシェア
できます。どんどん書いてください︕
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⾚松健、参議院議員選挙2022 本⽇6⽉22⽇ 出⾺︕︕︕
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【全国⽐例】 期⽇前投票に⾏ってください 【拡散希望】

全国誰でも

全国⽐例なので
18歳以上であれば
⽇本全国誰でも
⾚松健に投票可能

投票券不要

投票所では
投票券（⼊場券）
無しでも投票可能

当⽇レジャーでも

投票⽇当⽇に
投票できない理由が
レジャーなどでも
期⽇前投票可能

全国⽐例は、個⼈名で

【 ⾚松健 】
と投票︕

党名では得票になりません

個⼈名で⾚松健

参議院全国⽐例は
個⼈名で投票可
政党名を書いても⾚松健の
得票にはなりません

⽐例順位は無し

個⼈名の得票数順で
当選が確定します
※特定枠2つを除く

投票済証を拡散

投票済証*をもらって
⾚松健に投票したと
写真付きTweet

*投票後、係員から投票済証がもらえます。もらえない場合は、投票所の写真などをUP。


