HEART ROCK

～Final

Stage～

開催日時 : ２０１６年 １０月１５日(土)～１６日(日)の２日間
１５日(土) １０時開場。１６日(日) 午後４時００分閉場
(雨天決行、台風時及び災害発生の場合中止)

会場住所 : 山梨県西八代郡上九一色村本栖字割石２１２

主催 : Heart Rock 運営委員会
総合バックアップ/後援：サムズミリタリ屋

■年代設定 : ２０１０年以降の装備規定
Heart Rock は、２０１０年より現代戦マニアの要望に応えて、現代戦リエナクメントイベントとして
今までにない規模の盛り上がりをみせました。
その後、２０１２年からはコアイベント「Heart Rock2.0 」を開催しました。
今までに、「Heart Rock 本大会」を６回、「Heart Rock 2.0」を２回開催し
今回で合計９回目となります。
今までに、採石場・本栖ハイランド・軽井沢の 2 会場同時開催と、
さまざまな場所に会場を移しながら今までにないロケーションとシチュエーションで
現代戦リエナクメントイベントとして日本国内にとどまらず
海外からも注目されるイベントに成長いたしました。
今回の「Heart Rock ～Final Stage～」は、過去に何度も開催している
山梨県の本栖ハイランドで開催いたします。
広大な会場で連合軍全部隊とテロリストが全面対決を繰り広げる事のできる会場です。
２日間通してミリタリーキャンプやヒストリカルゲーム方式のリエナクト戦を楽しむ事が出来ます。
また、Heart Rock は、今回の「Heart Rock ～Final Stage～」と、来年に予定されている
「Heart Rock 2.0 ～Final～」で、合計１０回になります。
多くのファンの根強い人気イベントではありますが、
Heart Rock は、１０回をもちまして、その歴史に幕を閉じる事となりました。
Heart Rock 本大会は今回で最後！Heart Rock イベントはあと残り２回しか開催いたしません！！
現代多国籍軍装備の方、そして中東系武装勢力を演じてみたい貴方は後悔する前に、
大迫力のこのイベントを絶対逃がすことの無いようにしてください！！！

イベント概要
イベント全体内容としては２０１０年以降における現代装備で身を固めた
多国籍連合軍兵力対架空の国である”AHOGUN 国”のテロリスト武装兵力との
戦いをモチーフにリアルな雰囲気でヒストリカルゲーム方式のリエナクト戦をメインとし、
他に軍用車両愛好者の車両展示や各種ミリタリーグッズや不用品の売買を目的とした
フリーマーケットをミックスしたアウトドア・キャンプ&ゲームイベントです。
大自然の爽やかな気候の中で 2 日間を楽しく過ごせる様にしており、
各種軍用車両での参加も大歓迎です。
ヒストリカルゲームは全参加者が一丸となり、

皆で雰囲気を 1 日たっぷりと楽しむもので、普通のサバゲではありません。
開催スケジュール
１日目
10/１5(土)10 時より入場を開始してキャンプ場セッティング。午後より、レギュレーションチェックを行います。
夕刻までに部隊編成と点呼を完了。夕刻に選抜部隊によるエキシビジョン戦を行います。
夜間は自由キャンプ。
２日目
10/１6(日)午前８時よりヒストリカルゲーム開始。各チームに分けて午後 1 時頃までリエナクト戦。

ゲーム参加資格
18 歳以上の健康な男女。
（但し、18 歳未満の方でも保護者同伴で「電動ボーイズ」使用者に限りゲームに参加可能です。）

募集部隊一覧
★一般部隊編成
◎米一般陸軍
◎米海兵隊
◎ISAF 欧州連合軍
◎自衛隊
◎PMC 自衛隊の警護全般
◎ANA/ANP
★特殊部隊編成
◎米海軍 SEALs/DEVGRU
◎米陸軍特殊部隊 DELTA/ODA and CIF
◎米空軍 PJ/CCT
◎米海兵隊 FORCE RECON / MARSOC
◎英軍 SAS
◎欧州特殊部隊
★反政府勢力編成
◎●●カイダ、●●バン等中東系武装勢力、反米武装ゲリラ。
記録映像などを参考に中東系の衣装、AK シリーズ、RPG etc…それらしい格好をするようにしてください。

※IS 関係を連想させる衣装は絶対 NG としますので注意して下さい！！
★民間人
◎報道関係者、現地人など、雰囲気を壊さないキャラクターに扮して行動してください。
＊上記他の部隊でエントリーされたい方は運営委員会までお問い合わせください。

装備品などに関する詳細はエントリーされる部隊の下記、公式 Web ページを参照してください。
【Heart Rock HQ 本部】http://hartrock.militaryblog.jp/
【U.S Army 】http://hr20army.militaryblog.jp/
【USMC 】http：//hrusmc.militaryblog.jp/
【米陸軍特殊部隊(ODA・DELTA) 】 http://hr2armyspecialforces.militaryblog.jp/
【Navy Seals 】http://hr2seal.militaryblog.jp/
【海兵隊 特殊部隊(フォースリーコン・DET-1・MARSOC) 】http://hartrockusmc.militaryblog.jp/
【空軍 PJ・CCT 】 http://hrusaf.militaryblog.jp/
【ANA/ANP 】 http://northernalliance.militaryblog.jp/
【自衛隊 】http://csrpr.militaryblog.jp/
【 ISAF - 欧州連合軍 】http://isafshape.militaryblog.jp/
会場内ではゲーム参加不参加を問わず極力雰囲気を損なわない様な格好をされる事を推奨いたします。

参加受付
メールでのエントリーと振込の対応できるように致しました！！
エントリーと振り込みはお早めにお願い致します！！
参加受付日時 ： ９月１日（木）から９月３０日（金）まで。
（９月３０日（金）入金まで受付いたします。）
参加申し込み方法 ： メール申込 ・ 郵送申込 どちらも可
参加費送金先 ： 三菱東京」UFJ 銀行 茅ヶ崎(チガサキ)支店(261)
普通 口座番号：0159210
口座名義 ハートロック運営委員会 代表 田村 大
（ハートロックウンエイイインカイ ダイヒョウ タムラ ダイ）
入金確認時の混乱を避けるため、団体様は代表者の名義でまとめてご入金して頂くなど
事務手続きの負担軽減にご協力をお願いします。
【メールでの参加申し込みの場合】
HEART ROCK 公式 HP ：http://heartrock-jp.com/
申し込みアドレス ： http://u0u1.net/y68J
master@heartrock-jp.com 件名に必ず「ハートロック（全角カナ）」と入れてください。
・メールでのエントリーの場合は、エントリーフォームに必要事項を入力しエントリーを行います。
エントリー後、受付完了メールが自動配信されます。
（武装勢力での参加の方は「戦闘員」もしくは「ネタ派」に分けてエントリーしてください！！）
・公式ホームページより「ＨＥＡＲＴ ＲＯＣＫコンバットゲーム参加に関する合意書」を
ダウンロード。
各自で印刷し署名・捺印後、下記の住所に９月３０日（金）必着で郵送ください。
合意書 郵送先 ： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚 3－11－12
Heart Rock 運営委員会 宛
合意書は、必ず事前にご記入ご捺印のうえ郵送にてお送りください。
当日受付でのご記入ご捺印の対応は致しません。

・入金確認後、こちらから入金確認のメールが配信されます。
各社携帯電話、スマートフォンおよび、Yahoo!、Gmail の方は
PCメールを受信する設定にしていただき、
info@heartrock-jp.com
master@heartrock-jp.com
必ず上記を受け取れるよう、設定してください。
※エントリーと入金確認の返信メールが３日以内に無い場合は、お手数ですが再度御連絡下さい。
【郵送での参加申し込みの場合】
従来通り、郵送（９月３０日（金）必着）でも受付可能です。
「参加申込書」と「ＨＥＡＲＴ ＲＯＣＫコンバットゲーム参加に関する合意書」は公式 HP 内よりプリントアウトした物を
ご利用下さい。
申込み書 郵送先 ： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚 3－11－12
Heart Rock 運営委員会 宛

イベント参加費(1 名あたり)
◎ゲーム参加者
7000 円(日曜のみでの参加でも同額)
＊女性でゲーム参加の場合
3000 円
＊ゲリラ側で参加の場合
3000 円（中学生以下無料）
◎キャンプのみ ゲーム参加なし
3000 円
◎日曜日のみの見学参加
3000 円
◎軍用車での参加（下記参照）
2000 円
◎ゲームに参加可能の軍用車での参加者（下記参照）
無料
◎フリーマーケット出店料金（下記参照）
無料（2 日間の場合キャンプ料金別途 3000 円）
◎営業出店料金（下記参照）
無料（2 日間の場合キャンプ料金別途 3000 円）

軍用車での参加
各種軍用車で参加されます方は時代国籍を問わずお一人様のみ 2000 円での入場となります
（同伴の方は別途、上記金額をお支払下さい。）
また、BB 弾の飛び交うゲームに参加可能な現用軍用車両で参加したいという方は無料
（事前にお申し出下さい。）とさせていただきます。
各種出店
出店料金は無料ですが、キャンプをされる場合は 3000 円の入場料が別途かかります。
会場内はスペースの制約上、大きくスペースをとる事は出来ません。最大 6 メートル×6 メートル程度まで
必ず出店申込み書に記入して、事前申し込みをして下さい。当日の飛び込み出店は出来ません。
宿泊
近隣の宿泊施設の利用をご希望の方には別途ご紹介できます。
宿泊に関しましては現地にテントや寝具等を各自でご持参下さい。
キャンプファイアー等の裸火/野火およびゴミのポイ捨ては厳禁です。ゴミは各自で必ず持ち帰って下さい。
会場は「借用地」ですので、不用意に散らかしたり荒らす事は厳禁といたします。

天候による開催中止
雨天決行。災害発生が無い限り開催いたします。

連絡及び申し込み先
【問い合わせ・質問等】 info@heartrock-jp.com
件名に必ず「ハートロック（全角カナ）」と入れてください。
【Heart Rock HQ 本部】 http://hartrock.militaryblog.jp/
件名に必ず「ハートロック（全角カナ）」と入れてください。
【参加受付・申し込み先】
郵送申し込みの場合 ：〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚 3－11－12
Heart Rock 運営委員会 宛
メール申し込みの場合 ：http://u0u1.net/y68J
または maser@heartrock-jp.com
件名に必ず「ハートロック（全角カナ）」と入れてください。
TEL : 080-4407-0762 *午後１時～19 時まで対応可能

ゲーム参加者用レギュレーション
主なレギュレーション
●※各銃すべて 0.98J 以内
高地では、平地に比べて初速が上がります。余裕を持った初速調整をお願いします。
海外製トイガンの場合、上記初速を大きく上回るものがあります、ご注意ください。
0.2gBB 弾による計測で 99m/s 以内を順守。（HOP は適正状態で）
【リエナクト使用銃に火力差を設けます】
・実銃が 5・56mm のエアーソフトガン
0.2ｇBB 弾使用
・実銃が 7・62mm のエアーソフトガン
0.25ｇBB 弾使用
＊連合軍、武装テロリスト側 共に共通です。(AK74 系は 0.2ｇBB 弾使用)
※外装・内部チューンの銃使用を認めますが、当然、すべて初速レギュレーション以内とします。
※初速超過の違法銃を発見した場合は、所轄警察への通報が義務づけられておりますので
上記項目については必ずお守り下さい。
■外部ソースを使用している銃器は一切使用禁止です。
※但し、ゲームで使わず撮影のみで使用する場合は可とします。
■6mmBB 弾 0.2g～0.25g の完全フルバイオ弾
※環境保護の観点によりプラスティック、セミバイオ弾は一切使用禁止です。
注意!！ BB 弾の支給はございません。各自でご用意をお願いいたします。

■弾数制限
(一回戦あたり) リアルカウント制
連合軍側…270 発。(アフガン設定として、チェスト装備 8+装填 1 とする)
マタカイーダ、ボリバン等の武装勢力側…180 発。(AK マグ 6 本程度)
※ SAW(分隊支援銃) M249 等は弾数制限…600 発。

■その他
※スプリング給弾のマガジンのみ(SAW、LMG は省く)
※BOX マグは使用不可とさせて頂きます。(SAW、LMG は省く)
※トルネード、ガス式手榴弾、モスカート類は幾つでも携行可能です。
※キャンプエリアを除き、ナイフ、刃物類の会場内への持ち込みは禁止とします。小物としての
殺傷能力の無いダミーナイフについては持ち込み可とします。
※セーフティエリア内でのマガジン装填は禁止とします。
※特定の身体部位を狙い執拗に銃撃を加えるなどの危険行為は禁止とします。
※あくまでも戦闘シーンの演出であるということをお忘れないようお願いいたします。
被弾時に倒れる演技をするなど雰囲気の維持に努めてください。
例えば脚に当たったら四つん這いになって這いずるなどの演技で、
身体のダメージを表現するようにしてください。
※周囲への気配り、銃口をむやみに人に向けないなど安全マナーの徹底を図るようお願いいたします。

アイウェアー・ゴーグルの定義
※連合軍サイドは実際に軍で使用しているサングラス及びゴーグル等。
見た目を損なわないシューティンググラスも可
※イスラム勢力は基本的にシューティンググラスを推奨しますが、
最小限範囲でのメッシゴーグルやフェースガード付きを認めます。
※イスラム勢力で使用するメッシュ類のゴーグルは、必ず伸縮式固定バンドで外れない様にして下さい。
最近流行のサングラスタイプの「ワイリーⅩ」や「ESS」のゴーグル類は各自で
ズレたり外れたりしない様に工夫を施してご使用下さい。
※ゲーム参加者は必ずゴーグル（上記参照）をつけて下さい。
見学、撮影でフィールド内に入る方もゴーグル装着は必須です。
※隙間のあるシューティンググラス・サングラス等の使用での事故は完全自己責任とします。

火気の取り扱いについて
フィールド内での花火使用は一切禁止です。
海外製スモークグレネードは使用禁止です。
音響効果等で、使用できる物
キャップ火薬銃
パーティクラッカー
上記以外を使用する場合、必ず事前に問い合わせてください。

