
大量に使われる紙に何か恩返

しをしたい！という気持ちから始まっ

た森林保護募金ですが、C44に第

1回目を行い、33回目を向かえる

こととなりました。17年もの長期に

渡り続けてこれたのも、多くの参加

者の方々のご理解とご協力のお

かげかと思います。皆様の善意の

気持ちに深く感謝いたします。

今回も、準備会インフォメーショ

ン及び更衣室前にて募金活動を

続けていきますので、よろしくお願

いいたします。

お預かりした募金は「森林文化

協会」を通じて、国内外の森林保

護育成、普及啓発活動に役立た

せて頂きます。

会場内に貼られたポスターは3日

目終了後、ご自由にお持ち帰りく

ださい。

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区
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※P34に詳細を掲載しています。

○TV・映画・芸能
○創作・アニメ・ゲーム
（男性向）
○特撮・SF・ファンタジー

○創作（少年）
○音楽
（洋楽・邦楽・男性アイドル）
○創作・アニメ・ゲーム
（男性向）

○ギャルゲー
○Leaf & Key
○TYPE-MOON
○スポーツ
○評論・情報・学漫

12月31日　木曜日3日目

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区

○銀魂
○FC（ジャンプその他）
○創作（文芸・小説）
○同人ソフト
○デジタル・その他

○NARUTO
○ワンピース
○REBORN！
○テニスの王子様
○東方Project

○FC小説
○鉄道・旅行・メカミリ
○歴史
○創作（JUNE・少女）

12月30日　水曜日2日目

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区

○ヘタリア
○オンラインゲーム
○ゲーム（恋愛・格闘・電源不要）
○ガンダム
○アニメ（サンライズ）

○アニメ（その他）
○FC
（少年・少女・青年・ガンガン）
○アクセサリー
○鋼の錬金術師

○ゲーム
（RPG・歴史・その他）
○スクウェア・エニックス
（RPG）

12月29日　火曜日1日目

募金額
￥1,165,748.－

第32回
森林保護募金結果報告



2010年10月31日午後0時。神田

猿楽町の地に、コミケット当日と同じ

く、朗らかな開館宣言が響きました。

米沢嘉博記念図書館のオープンで

す。約14万冊以上というその蔵書の

移送・整理はなかなかの難物でした

し、実際、すべての本の整理が完了

したわけでもありません。今後も、

職員の方々を中心として整理が続い

ていきますし、来年1月からは今回の

コミケットの見本誌の閲覧もはじまりま

す。米沢の名前を冠した施設が、少

しずつ進化を続け、よりよい図書館に

なっていくことを準備会も期待してい

ますし、協力していくつもりです。また、

11月7日には、この図書館の開館を

記念する形で明治大学でシンポジウ

ムが開催され、ワンダーフェスティバル

を開催する海洋堂さんと席を同じく

する機会がありました。株式会社海

洋堂代表取締役の宮脇修一さんの

お話をうかがい、方法や扱っているも

のに違いはあれど、アマチュアが「な

いものを自分たちで生み出す」ための

『場』を作ることへの意思は、コミケット
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にもワンフェスにも共通である、という

ことを再認識した次第です。

そして、こうした『場』で自由な表現

がなされることが、どういう果実をもた

らすのか、なぜ守られなければなら

ないのか、これまで以上に様々な機

会を通じて、より多くの人たちと話し

合っていく必要がある、と準備会は考

えています。というのも、未だ水面下

では、児童ポルノ法改定問題に関連

しての表現規制の動きが見え隠れし

ているからです。そもそも、この問題

が過ぎ去ることはおそらくありません。

参加者の皆さんも気に留め続けてく

ださい。

こうした理念上の『場』の問題が非

常に大切であるとともに、物理的な

『場』の問題も、近年コミケットにとって

大きな懸念材料となっています。オリ

ンピック招致問題に決着がついた

今、開業後十余年を経て、施設の老

朽化が目立つ東京ビッグサイトの改

修が、この数年で急ピッチに進むはず

です。既にわかっている限りでは、今

回、タクシー乗降場の一部が工事で

使えなくなる影響で、周辺の道路渋

滞が激しくなることが予想されます。

来年度は会議棟の工事があり、男子

更衣室を現在の会議棟６Ｆに置くこ

とができません（現在代替場所を検

討中）。施設の維持のために改修は

必要なことですが、ここしばらくは

様々な不便が発生することになりそ

うです。一方、増えていく参加者の問

題については、この夏の2日目の入場

導線の混乱という、大きなトラブルが

発生する結果となってしまいました。

準備会の対応にも不備があり、ご迷

惑をおかけした方々には、お詫びす

る次第です。この冬については、同じ

トラブルが起きないように準備を進め

ています。参加者の皆さんのご協力

をいただき、3日目最後には、みんなが

穏やかな気持ちで、閉会宣言を聞く

ことができたらと思いますので、よろし

くお願いします。

最後になりましたが、いまだその全

貌をあらわさない「コみケッとスペシャ

ル5in水戸」ですが、本カタログでの特

集や公式サイトでの情報発信をどん

どん進めて行きます。参加型の企画

もありますので、ぜひ遊びに来てくだ

さい。この冬の次は来年3月水戸で

お会いしましょう。

「商標登録」について
「コミックマーケット」「コミケット」「コミケ」の3つは、全て有限会社コミケットの登録商標です。権利を主張するためというより、
自衛のためのものですし、著しくイメージダウンになる場合の使用について正当な抗議をするためのものとお考えください。
特に企業の「商品」については、法的に制限されます。

諸注意事項 P3

12月29日 P37

12月30日 P417

12月31日 P801

西4階企業ブース P1167

記事ページ P1185
記録班レポート・マンレポ等、
1185Pに目次があります。

背表紙 HUNTER × HUNTER

■コミケットロゴマーク
（登録商標）

COMICMARKET 77  CATALOG
C O N T E N T S

ごあいさつ

◯まず、諸注意をよく読む

あなたがコミックマーケットの参加

者であろうとするなら、諸注意をよ

く読む必要があります。諸注意に

は、コミケットに参加する人全員に

必ず知ってもらいたい事が書いて

あります。また、いざというときに

必要な情報も多いので、コミケット

当日もできるだけ持ち歩いてくだ

さい。

◯サークルの探し方

①名前が手がかりの場合

サークルの名前から配置場所を

知るには、「あいうえお順リスト」を使

います。

「あいうえお順リスト」は、1日ごとに

分かれていますので、探しているサー

クルがどの日に参加するか分からな

い場合は、3日分全てのリストを調べ

るか、ジャンルからどの日に参加して

いるか予想するしかありません。ただ

し、「あいうえお順リスト」はサークル参

加者の申込を元にしていますので、

あなたの知っているサークル名とは異

なる場合があります。

■「あいうえお順リスト」のページ

12月29日（火）分リスト P38～77

12月30日（水）分リスト P418～457

12月31日（木）分リスト P802～839

②特定のジャンルが手がかりの場合

『P1：下部の配置ジャンル一覧、

または「P34：地区別ジャンル一覧」を

見てください。各日ごとの配置ジャン

ルの一覧が書かれています。また、
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各地区ごとのサークルカットの扉にも

ジャンル分けが示してあります。ただ

し、配置されているジャンルはサー

クル参加者の申込を元に配置して

いますので、あなたの知っている活動

ジャンルとは異なる場合があります。

サークル名 配置地区 スペース番号

③お目当てのサークルの配置が

わかったら…

巻頭に綴じ込んである配置図で場

所をチェックしましょう。当日はこの配

置図をクリアケースなどに入れて持ち

歩くと便利です。

■「あいうえお順リスト」の例
あいうえおかき 東Ａ00
あかさたなはま 西い00
あさきゆめみし 東ア00
いきしちにひみ 東ロ00

このカタログの
使い方





会場付近に到着したら、開会時間

まで入場待機場で並んで待つことに

なります。並ぶ場所はイーストプロムナ

ードとセンタープロムナード、東駐車場

（11：00ごろ閉鎖予定）です。東駐車

場は、並ぶ場所がいっぱいになった

時点で、並べなくなります。周辺の案

内に注意してください。会場周辺では

工事を行っているため、通行不能な

場所があります。会場付近の交通機

関から待機場までの経路をスタッフが

アナウンスしますので、その誘導に従

ってください（下図参照）。すべての

横断歩道は大変混雑します。横断歩

道の信号が青になっても車のみ通行

させ、歩行者の横断をお待ちいただ

くことがありますので、スタッフの指示

に従ってください。

■入場待機場での注意

●スタッフの指示に従って並ぶ

●他人の場所取り、割り込みは禁止

●自分の前後左右の人を確認して

おく

●列を離れる時は…

トイレや買い物などで、列を離れ

る時は周りの人に一声かけてからに

しましょう。また、戻ってくる時に迷わ

ないよう、離れる前に自分の列の場

所を確認しましょう。

具合の悪い人がいた場合は、譲って

あげてください。

●会場周辺での待ち合わせについて

会場周辺で待ち合わせをしていて、

相手と出会えなくて困っている人が多

くいます。会場周辺で待ち合わせを

する場合は、事前に待ち合わせ場所

と時間をしっかり決めてから当日を迎

えてください。曖昧なまま待ち合わせ

をして、相手に出会えないという人が

多くいます。当日の会場周辺は携帯

電話が繋がらない場合が多くなりま

す。特に、サークル入口周辺や駅周辺

での待ち合わせはやめてください。

●8：30以降、列から離れない

8：30頃から入場準備のために

一般待機列の移動を始めます。トイレ

や買い物は事前にすませておいてく

ださい。

●列移動開始後の注意について

自分の並んでいる列の移動が始

まった後は、列が一旦止まっても列か

ら離れないでください。止まった列が

またすぐ動くことがあります。

●子供連れの場合の注意について

子供連れで来場する場合には、家

を出る時から子供に迷子札を「必ず」

つけてください。迷子札には、「本人氏

名、保護者氏名、住所、緊急連絡先

（携帯電話など）」を記載してください。

●寒さ対策について

入場待機場周辺は風が強いた

め、非常に冷えます。手袋や使い捨

てカイロ等を用意し、防寒対策を十分

にしましょう。ただし別項にあるように

焚き火等は危険ですので禁止です。

寒さしのぎの飲酒もやめてください。

●雨・雪について

近年、会期中雨や雪になることが

多いです。もし、雨や雪が降ってきた

ら傘は周りの人の迷惑になりますの

で、できるだけ使わず合羽を利用し

ましょう。また、路面が滑りやすくなり

ますので注意してください。
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●置き引きに注意する

貴重品は自分で管理してください。

●テントの持ち込み・使用の禁止

テントなどの中にこもることで、ス

タッフや警備員の指示が伝わりにくく

なります。また、設置されたテントが列

の移動や、緊急時の避難活動の重

大な妨げになります。

●ゴミを放置しない・花壇を荒らさ

ない（立ち入らない）

毎回、会場周辺から多数の苦情

が寄せられています。ゴミは放置せず、

必ずゴミ箱に捨ててください。植え込

みや花壇、プランターなど、踏み込ん

だり壊したりしないでください。

●火気の使用厳禁

携帯用コンロの使用や焚き火などは

一切禁止です。また、一般待機列内

では喫煙、歩きタバコも厳禁です。タバ

コを吸う場合は、喫煙場所で吸うか携

帯灰皿を持参し、一般待機列からは

離れて周りの人の迷惑にならないとこ

ろで、吸ってください。（東駐車場は、喫

煙時間・場所が指定されています。）

●仮設トイレの利用について

仮設トイレは、空いているのに使用

されていない場合があります。トイレ

から離れる時は空き状況が分かる

ようにドアを開けておいてください。

次の人がいる場合は一声かけてから

トイレを離れるようにしてください。また、

入場待機場案内

入場時の注意
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■インフルエンザが流行しています

インフルエンザの大流行が続いて

います。コミックマーケット77の開催ま

でに大流行が収まるとは考えにくい

状況です。流行しているインフルエン

ザは、感染力は強いものの、99％以

上の患者は軽症のまま回復していま

す。しかし、ごくまれに重症化すること

があります。重症患者の中には亡くな

る方も出ています。このため、現在感

染拡大を防止するために、様々な努

力がなされています。

■準備会からのお願い

以下の2つ以上に当てはまる場合

は、インフルエンザにかかったことを疑

う必要があります。

①発熱（特に38度以上の場合は要注意）

②鼻水、鼻づまり、関節の痛みといっ

た風邪に似た症状

③お友達、家族などにインフルエン

ザ患者がいる

このような症状がある人は、

コミックマーケット77への参加を

見合わせてください。症状がなく

なったとしても、症状が出た日の

次の日から数えて7日間、コミック

マーケットへの参加は見合わせ

ていただくようにお願いします。

コミックマーケットには、様々な参加

者がやってきます。中には病気に対し

てリスクが高い人も決して少なくあり

ません。今回の呼びかけは、参加者

の安全を図るために必要な最小限

の措置です。

■インフルエンザにかからないために

●普段から健康的な生活を送りま

しょう

人間の体にはもともと異物を追い

出すための免疫システムが備わって

います。この免疫システムは、日ごろ

から適切な食事を取り、しっかり寝て、

適度に運動することでより強くなりま

す。冬コミに向けて、原稿だの衣装

だの打ち合わせだの、色々忙しいで

しょうが、無理をせず計画的に進め

て、しっかり食べて、しっかり寝て、適

度に運動して、健康的な体で冬コミに

臨みましょう。

●手を洗いましょう

感染を防ぐためには、手を洗うこと

がとても大事です。水で濡らすのは

手洗いではありません。水で手の全

体を濡らし、石鹸をしっかりつけてよ

くあわ立て、手の表面をしっかりこす

るのが基本です。きち

んと手洗いすると最

低30秒かかるといわ

れています。手洗いが

できない状況でも、ウ

ェットティッシュで手を

拭く、アルコール系消

毒液で手を消毒する

などの手段により、手

につくウイルスを最小

限に留めることが大事です。

また、手にウイルスがついていると

しても、鼻や口、目の粘膜に触れなけ

れば、接触感染は防ぐことができます。

普段から外出時は顔を手で触るのは

避ける癖をつけるとよいでしょう。

●せきエチケットを守りましょう

要するにせきを人に吹きかけない

こと、自分の手にもふきかけないこと

です。せきをするときは、ティッシュや

自分のひじなどで鼻や口を覆いまし

ょう。手で押さえた場合は手を洗いま

しょう。マスクは、侵入してくるウイルス

の量を減らせる可能性があるとされ

ていますが、科学的な証明が十分な

されていません。むしろ、せきをしてい

る参加者にはなるべく顔を背けるよ

うにしましょう。体の中に入ってくるウ

イルスの量が少なければ、体に備わ

った免疫システムがウイルスを撃退し

てくれる可能性があがります。仮に着

用する場合でも、マスクは普通に売ら

れている使い捨てのマスクで十分で

す。N95マスクなどの高性能マスクは

息が苦しくなるため、コミックマーケット

参加時の着用はお勧めしません。

●うがいもしましょう

うがいは、感染予防に効果がある

かどうかについては、科学的な証明が

十分になされてはいません。ただ、日

本人はどうも鎌倉時代からうがいをし

てきたようです。やって損はありません。

コミックマーケット準備会では、感染

拡大防止のためできる限りの努力をし

た上で、コミックマーケットの円滑な開催

に努めていきますので、参加者の皆さ

んのご理解とご協力をお願いします。

コミックマーケットでは、気分が悪くなっ

たり、ケガをした人のために救護室を

設けてあります。ここにはボランティア

の医師・看護師が常駐していますが、

学校の保健室程度の簡単な対処しか

できません。救急絆創膏や生理用品

などは会場のコンビニなどで販売され

ていますので、ちょっとした擦り傷など

はなるべく自分で処置してください。

●救護室の開設場所、開設時間

1日目の朝より最終日の夕方まで東４

ホール及び、西地区会議棟1Fに常設

されます（P12地図参照）。開設時間

は7：30より、18：00までです。ただし、

最終日は撤収のため16：00で終了し

ます。また、イーストプロムナード、西

地区4階企業ブース内にも臨時に救

護所が開設されます。

●救護室の業務について

救護室では医師・看護師により、ケ

ガの応急手当、具合が悪くなった人へ

風邪薬や痛み止め・胃腸薬など市販

のクスリの提供を行っています。寝具

はありませんが、しばらく横になって

休んでいただくこともできます。しかし、
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医療施設ではないため、重症の方に

は近隣の病院で受診していただいて

おります。また、横になるスペースも

提供する薬剤も参加費から支出され

た貴重で限られたものです。体調を

ととのえ、天候への十分な備えをし

て、これらが本当に必要な方に提供

できるようご協力お願いします。

●持病のある方へ

コミケットの過酷な環境は、持病の

ある人にとって危険な場合がありま

す。過去に持病のある人が会場で非

常に具合が悪くなり対処に困ったこ

ともありますので、持病のある人・薬を

飲んでいる人は、コミケットの参加に

ついて前もって主治医に相談しておい

てください。また、内服する必要のあ

る薬は必ず持って来てください。使っ

ている薬の名前、使用量のメモを持っ

ていると役立ちます。万一のため健康

保険証も忘れずに持ってきましょう。

●相談をうけた主治医の皆さんへ

コミックマーケットとは臨海副都心の

東京ビッグサイトで行われる同人誌即

売会です。1日あたり10万人以上と

いう想像を超える人数が集まり、お祭

りのような熱気に包まれます。入場の

ために屋外で何時間も行列したり、

すさまじい人ごみの中をこの日しか

入手できない本を買うために興奮状

態で走り回る人もいます。

こういう状況はある種の持病を抱

えた患者さんにとって危険な状態を

もたらすことが予想されます。会場の

救護室には医師、看護師が常駐して

いますが、医療設備や薬はないため、

横になって休んでもらうくらいの対処

しかできません。

もし、先生が患者からコミックマー

ケット参加について相談をお受けに

なった場合は、お手数ですがよろしく

ご指導のほどをお願いします。その

際には、彼等にとって本当に楽しみ

にしているイベントであることを配慮

していただけるとありがたいです。も

ちろん、参加した場合大変危険であ

ると判断された場合は患者を止めて

ください。以前に「コントロール不良

の患者さんがどうしても参加希望と

のことで看護師を付き添って行くの

でよろしく」などということもありました

が、当日の状況では、とてもそういう

対処は不可能ですのでよろしくお願

いします。

救護室について

■コミケットを楽しむために
コミケットを楽しむために一番必要なのは、お金
でも時間でもなく、体力です。
無理を重ねて倒れたら、コミケットを楽しめなくな

るばかりか、他の人への迷惑にもなります。参加者
として、以下のルールをよく守ってください。
●睡眠を十分とってから参加する

●朝食をしっかり食べる

コミケットで救護室に運ばれる人の大半が睡眠
や食事を取らなかった人です。
●寒さ対策は充分に！

一般入場の待機場所は、ビル風や海風の通り道
にあたり、強風が吹くために、体力の消耗が厳しい
所です。できるだけ体を冷やさないよう、首や足元を
暖める工夫をしてください。腰に使い捨てカイロを付
けるのもよいでしょう。急な雨に備えタオルやポケット
コートを用意するとよいでしょう。体力に自信のない

人は、できるだけお昼頃に来場するようにしましょう。
●できるだけ動きやすい服装で

お洒落したい気持ちは分かりますが、できるだ
け疲れない服装でいることが大事です。また会場
はとても広いため、履きなれない靴だとすぐに靴
ずれをおこします。
●持ち物に気を使う

以下は、最低限持って来るものです。
□カタログ （重ければ配置図と諸注意部分だけでも）
□お金　　　　　　　 （できるだけ千円札で）
□財布　　　　　　 （取り出しやすいものを）
□予備の財布　　　 （帰り切符などを別に）
□健康保険証　　　　　　 （もしものときに）
□身分証明書 （最低限、氏名・連絡先のメモ）
□救急薬　　　 （頭痛薬、絆創膏、生理用品）
□ゴミ袋　　　　　　　　 （ポイ捨てはしない）
■未成年の参加者へ
保護者に不安を感じさせないよう、最低限次の

事柄を守ってください。

1．絶対に徹夜行為はしない
2．深夜・早朝は出歩かない
3．酒・タバコには手を出さない
4．1日1回は保護者に連絡を取る
5．帰宅時間など、当日の行動を伝えておく
■子供連れの参加者へ
コミケットは小さな子供にとって非常に過酷な環
境です。そこを押して、コミケットへ子供連れで参加す
るのですから、保護者は連れてきた子供の都合を最
優先で考えるべきです。常にそばにいて、子供の体
調や周囲に迷惑になっていないかなどに注意を払
ってください。子供の具合が悪くなった場合、救護
室には子供用の救急薬は用意しておりませんし、年
末を会期としているため、子供を診察してくれる病院
は会場近くにはまったくありません。また、子供には
必ず迷子札を着用させてください。住所・氏名・緊急
連絡先（携帯電話など）・保護者氏名・サークル参
加者であればサークル名と配置場所を記入します。
万一はぐれた場合は、各地区本部まで来てください。

自己管理について



①絶対に走らない・人を押さない。

お目当ての同人誌を早く手に入れたい気持

ちはわかりますが、前の人を押しても何の意味も

ありません。走る行為はあなた自身と、周りにい

る大勢の参加者、そしてコミケットの開催そのも

のを危険にさらす行為であることをよく考えてくだ

さい。

②タクシーで来場しないでください。

大勢の参加者がタクシーで来場するため、会

場周辺道路で交通渋滞が発生し、臨時増発バ

スの運行や会場内への搬入作業などの妨げに

なっています。やむを得ず利用する場合、必ずス

タッフや警備員の指示に従い、指定されたタク

シー降車場で降車してください。

③直接救急車を呼ばないでください。

参加者が救急車を呼んだ場合、同時に大勢

が呼ぶことによる混乱が予想されます。また、

コミケット開催時には会場内に東京消防庁の

救急隊が常駐していますので、スタッフが会場内

の救急隊へ連絡をとるほうが迅速な対応がとれ

ます。まずは近くのスタッフまでお知らせください。

④座り込まないでください。

座り込みは災害発生時に避難経路をふさぐ

ことになります。

⑤トイレの洗面所など、会場設備を長時間

占有しないでください。

⑥ゴミのポイ捨てをしないでください。

ゴミは必ずゴミ箱へ捨ててください。

⑦他人の創作物などを粗末にあつかったり、

けなさないでください。

制作者にとって自分の作品は大事なもので

す。些細な言動でも、他人に不快感を与えてい

ないかよく考えてください。

⑧タクシーを呼ばないでください。

閉会後の車寄せなどは混雑しているため、呼

ばれたタクシーは誰が呼んだか分かりません。混

乱を招きますのでやめてください。

⑨トイレや公衆電話などでは、フォーク並び

をしてください。

一列に並び、先頭の人から利用する並び方

です。トイレから出

たら次の人に声

をかけてください。

⑩無理して来場

しないでくだ

さい。体調が悪くなったら帰りましょう。

体調が悪いままコミケットに参加しても、結局

は会場で倒れ、他の参加者へ迷惑をかける事に

なります。無理せずにすぐ帰るようにしてください。
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■禁止事項

コミックマーケットでは、以下の行為

を禁止します。違反した場合は退場

してもらう場合があります。

①法律・条例に違反する行為

②コミケットの運営を妨害する行為

③他の参加者に迷惑のかかる行為

本人の許可を得ない撮影、ラジ

カセなどで騒音をまき散らす行為

などです。

④指定場所以外での喫煙を含む火

気の使用

喫煙は、会場内に設けられた喫

煙所、喫煙コーナーでお願いします。

⑤更衣室以外での着替え

更衣室は誰でも利用できます

が、コスチュームプレイをするには登

録（有料）が必要です。

⑥会場の内外を問わず全ての集会

コスチュームプレイなどの集合は

『P20：コスプレのルール』で指定さ

れた場所以外では禁止です。

⑦会場設備の不正使用

通路の占拠や、荷物をチェーン

などで固定したり、コンセントから盗

電するなどの行為です。

⑧ビラやチラシの配布

サークルスペースに配布するに

は事前に登録が必要です。サーク

ル参加者が自分のスペースで配

布する事は可能です。

⑨自動車、自転車、バイクなどでの来場

必ず当日の朝、公共の交通機

関もしくは徒歩で来場してください。

⑩早朝4：30以前の来場

⑪その他、コミックマーケット準備会

スタッフ、警備員、消防署、警察署

の指示に従わない行為

■持ち込み禁止物

コミックマーケットでは、以下の物

品の持ち込みを禁止します。違反

した場合、該当する物品などは没収

し、以後返却には一切応じません。

①大きさや材質に関わらず、武具、武

器、銃器、弓矢、刀剣など、または

それを模造した物

②伸縮性を問わず、30cm以上の長物

テニスラケット・バット等。無線機

やカメラなどはアンテナ・望遠レンズ

なども含んだ全長で判断します。

③周囲に危害を加える可能性のあ

る装身具

一部の例として、チェーンや手

錠、スパイク、ブーツの拍車などです。

④ボール類の全て、円盤、矢など

材質を問わず、「投げる」「飛ぶ」「転

がる」可能性のあるもの全てです。

⑤可燃性危険物

火器、燃料、花火、多量のマッチ

やライターなども含みます。これらは

公共の交通機関に持ち込むことも

禁止されています。

⑥乗り物

自転車、キックスケーター、ローラー

スケート、インラインスケート、スケー

トボードなどです。また最近、ロー

ラー付の運動靴をはいて来られる

方もいますが、これも禁止です。

⑦酒類、動物（介助犬などを除く）、

バッテリー、発電機、多量の電池

など

バッテリーに関しては、自動車

に使われるようなバッテリーなどが

持ち込み禁止の対象となります。

ノートパソコンなどのバッテリーに

関しては、2～3個であれば問題あ

りません。

⑧その他、スタッフの判断で、危険が

あると思われる物

その他の注意事項

コミケットのルール

自由に「表現」したいという欲求。

誰にでもあるそんな欲求が、今から

30年以上前にコミケットを誕生させた

のかもしれません。しかし、年月を

重ねるにつれて次第に複雑になって

きてしまいました。「どんな表現をも受

け入れる」としたことから「拡大する」

ことになったコミケットは、そのために

失ったことも少なくないのかもしれま

せん。そして、「拡大する」ことを選択

したコミケットには、様々な制約が課

せられるようになってしまいました。そ

ういった中で準備会は、いかに現実

の社会と折り合いをつけてコミケットを

開催し続け、この「表現」のための場

所を維持するかということを考えてき

ました。さて、コミケットを無くさないた

めに、みなさんと考えたいことが有り

ます。「徹夜問題」です。

まず「なぜ徹夜・深夜来場をして

はいけないのか」と言うことをハッキ

リさせたいと思います。
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ここで、いままでのコミケットで発生

している問題点を列記しましょう。

●深夜に会場付近を徘徊している人

がいることによる、治安上の問題。

特に、徹夜組の一部の心ない人

により泥棒や恐喝などの犯罪が行

われてしまったこともあり、警察よ

り毎回厳重な注意を受けている。

●会場付近の建物や敷地に侵入し

ての夜明かし、芝生を踏み荒らす

などの破壊行為、ゴミの散乱など、

各所からクレームが多数入っている。

●徹夜組の中には、現在かなりの数

の未成年者がおり、そのことは警

察による補導の対象に十分にな

りうる。都の青少年条例改定によ

って未成年者の夜間外出は禁止

されています。

●何よりも、何千人もの規模の徹夜

が行われてしまうのはコミケット以

外の他のイベントでは存在しない。

（数のあまりの多さにこの行為が

当局にとって重大な脅威となる）

これらの問題点は、最終的には

「会場を借りることが困難になる」と

いう結論に結びつくわけです。当然、

会場が借りられなければ、コミケットは

開催できず、「表現のための場所」は

失われてしまうことになります。

おわかりでしょうか？

また、この「徹夜問題」の対策のた

めに、かなりの経費がかかっている

ことも認識してください。コミケットを安

全に開くためには仕方がないとは言

え、行われてしまっている「徹夜・深夜

来場」に対して、決して小さくはない

負担を他の参加者に強いていること

に気づいてほしいのです。

サークル・一般・スタッフ・企業…

そんな区別をこえて、皆で考えてい

きたいと思います。「自由に表現を享

受できる場所」を得た、我々全員に

課せられた「責任」というものを。そ

して、この「場所」を守っていきたい

のです。我々参加者全員のために。

そして、これから先の未来に、新しく

我々の仲間となるであろう、まだ見

ぬ人々のために。

あらいぐま（PINK）

徹夜の禁止について



今回に限り、全て雨天時の場所へ
移動になります。

0
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1 2 3 4

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

総本部�

地区本部�

総本部
General Headquarters
場所：3－C

地区本部
District Headquarters
場所：2－C, 8－A

インフォメーション
Information Center
場所：1－C, 2－C,3－C, 7－C, 8－A

準備会販売ブース
Official Shop
場所：1－C, 2－C, 3－C, 8－A

救護室
First Aid Room
場所：3－C, 7－D

消火器
Fire Extinguisher

避難経路
Emergency Exit

エスカレーター
Escalator

階段
Staircase

キャッシュサービス
Cash Dispenser

トイレ
Restrooms

男子トイレ
Men's Restrooms

女子トイレ
Ladie' s Restrooms

レストラン
Restaurant

コーヒーラウンジ
Coffee Shop

待ち合わせ広場
Rendezvous Square
場所：9－C

印刷・搬入�

印刷会社連絡室＆搬入部
Printing Press Information Center
場所：1－C

女子更衣室
Ladie’s Locker Room
西1階レセプション
男子更衣室
Men's Locker room
会議室棟6階会議室

喫煙所
Smoking Place
場所：0－C、1－E、2－E、3－B、

4－D、7－A、8－A

ペリカン便
場所：5－B, 6－B

雨天時には東地区のみ
ガレリア西（東1ホール
側）に移動になります。

ペリカン�ペリカン�

画材取り扱い会社
配置場所

落し物窓口
A Lost and Found
場所：2－C, 8－A

トラックヤード内の喫煙所は、7：00～8：30。
開会後、混雑がある程度緩和してから、15：30まで。

授乳室 10：00～16：00開室
Nursery
場所：4－C

授乳室 10：00～16：00開室
Nursery
場所：4－C

宅急便の受付場所が
ガレリア東に移動しています！

クロネコヤマト宅急便
場所：0－E, 9－A

6
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Ｅ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

コミナビ・山内商店 東1 4－C
ジェイ 東2 3－C
デリーター 東3 1－C
マクソン 東4 3－C
アイシー 東5 1－C
サムトレーディング 西 7－B
トゥールズ 西 7－B
秋葉紙業 西 8－B

■待ち合わせ場所について
呼び出しの放送は一切行いません。はぐれたとき
の為に、事前に集合場所を決めておくことが大切
です。会期中は携帯電話が通じにくいので集合
場所を決めずにはぐれた場合は、待ち合わせ広
場で毎時0分（１２：００、１３：００、１４：００といったぐ
あい）に待ち合わせてみてください。

5 7 8 9



■救護室の利用について
開設時間は、7：30～18：00（最終日は
16：00）までです。（P9参照）
救護室は東4ホールにもあります。

■更衣室の場所
女子更衣室
会議棟1階レセプションホール

男子更衣室
会議棟6階会議室
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西1階

西2階部分

東地区から西会議棟1階に行くには、一部通行の規制を行っ

ている場所があるため、一度エントランスホールを出て外のエス

カレーターを使って1階まで降り、再度中に入り直してください。

西会議棟1階には、救護室・女子更衣室があります。

コミックマーケットのスタッフは皆、
IDカード（写真付き）をつけ、腕章を
腕に巻いています。一部外回りのス
タッフは帽子もかぶっており、大勢の
人の中でもどこにスタッフがいるのか、
一目で分かるようにしています。
ただし、スタッフといっても参加経験

の多い人と、少ない人とでは知ってい
ることもかなり違いますし、不慣れな
ところも多いです。そこで準備会では、
1年未満のスタッフには「若葉マーク」
という初心者マークをIDカードと腕
章に付けてもらっています。このマー
クを付けたスタッフは今勉強中です
ので、見守ってあげてください。

若葉マークについて

東地区より
西会議棟1階への行き方

西地区救護室への行き方

※更衣室の利用に関しては、P20をご参照ください。
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場外救護所
First Aid Tent

インフォメーション
Informationcenter

落し物窓口
A Lost and Found

販売
Sales

喫煙所
Smorking Area

西から東への行き方

企業ブースは、「企業参加者のた

めの表現の場」です。しかし、アマチ

ュアの為の表現の場であるはずの

コミケットに企業が参加する事を疑

問に思う人も多いかも知れません。

コミケットではプロとかアマチュアと

いった立場の差を超えて、表現という

多様な可能性をもう一度見直してみ

ようと考えています。利潤の追求が

企業の目的だとしても、様々な商品や

展示という形で、表現を通じた交流

が実際に生まれていると思うのです。

各企業ブースの詳しいPRにつ

いて、P1167からの企業ブースの

コメントや、開催日に会場で無料配

布される「企業ブースパンフレット」で

確認することができます。パンフレッ

トは、西4階インフォメーション・場外

カタログ販売所・サークル窓口など

で配布しております。最終日以外は

17：00（最終日は16：00）までやっ

ていますので、帰る前に立ち寄って

みてください。

西地区4階企業ブースについて

ビッグサイトの運営による休憩所

が今回も開かれます。会場内で数少

ない空調の利いた休憩所です。疲

れたら無理をせず、休憩をとってくだ

さい。

●場　　　所／会議棟6階　会議室
（男子更衣室隣）

●日　　　時／12月29日・30日・31日
●時　　　間／10：00～16：00
●休憩所料金／500円（出入り自由）
●荷物預かり料金／1個500円。ただし、荷
物のサイズが、タテ・ヨコ・高さの1片が
120cmを超える場合は割増料金（300円）
がかかります。

■飲み物販売もあります。

会議棟6階有料休憩所
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エントランスホール

6階平面図

7階平面図

会議棟7階
国際会議場への行き方

東地区から行くには、北コンコースを抜けエント

ランスホールに入り、2～6エスカレーターを使っ

て6階まで上り、7階へ向かってください。またエ

ントランスのエレベーターも使えますが、エレベー

ターを使う場合は、スタッフの指示に従ってくださ

い。西地区から行くには、上図を参照の上、エント

ランスホール2階まで行ってください。そこからは、

東地区から行く人も同様です。分からない場合は、

近くのスタッフに聞いてください。

会議棟

会議棟は6階に男子更衣室と有料休憩室が、7階にイ

ベントホールが設置されています。イベントホールへ行かれ

る方以外にも、休憩される人や着替えする人がエレベー

ター、エスカレーターを利用しますので、譲り合って安全に

移動してください。また、体調のすぐれない人がいた場合に

は、場所を譲ってあげるなど配慮してください。

エントランスホールからイベントホールまでは、エスカレー

ターを利用した場合、一気に6階まで上がることになりま

す。途中で足を踏み外すと思わぬ事故に発展する危険が

ありますので、前の人より一段あけてしっかりベルトにつか

まってください。

イベントの詳細は、1184Pに載っています。

過去に起こってしまった時限発火装置に

よるいやがらせ事件をふまえ、同じよう

な事件を二度と起こさせない為に、予防の意

味合いも込めてコミケットはより厳しい厳戒体

制を取らざるを得なくなっています。サークル参

加者や一般参加者の皆様は「コミケットの参

加者としての自覚」を持って、当日安全に運営

できるよう、しっかりと自分のサークルスペース

や身の回りなどを守り、周囲に注意を払うよう

お願いします。

前日搬入時・当日共に、何か変だ、おかしい、

と思われる不審な物、あるいは不審な人物や

グループを見かけた場合には、すぐにスタッフに

お知らせください。

また、コミケット当日、スタッフ（コミックマーケッ

ト準備会の腕章と、スタッフ証を付けていますの

でご確認ください）に呼び止められ、行き先を訪

ねられたり、荷物の点検や、身分証明証の提

示をお願いされる場合があるかもしれません。そ

のような時はご協力ください。

また、全ての参加者は身分証明証を持参し

て、いつでも提示できる用意をしておきましょう。

■不審物とその対応

不審物とは、誰にも心あたりのない、中身の

はっきりしない包装物（箱、袋、かばん、筒、缶、

その他）などを指します。

自分のサークルスペースやグループの荷物な

どにまぎれて見慣れないものを発見した場合、

自分のサークルや周囲のサークルのメンバー

などに確認した上で、近くのスタッフ（いない場

合は準備会スペースか各地区本部まで）にお

知らせください。特に危険物と思われた場合、

「触るな！嗅ぐな！動かすな！」（薬品の場合）、

「触るな！踏むな！蹴飛ばすな！」（爆発物の場

合）が基本です。

確認は、視認を基本に行ってください。しかし、

やたらと騒ぎたてるのはパニックにつながります。

落ちついて、速やかに行動してもらいたいと思

います。

■一斉点検について

サークル参加者には、一斉点検と呼ばれる以

下の点検に協力していただきます。

●まず会場に到着した時に自分のサークルス

ペースに不審な荷物が置かれていないこと

を確認し、周囲のサークルにも声をかけます。

●9：45、「開会」を前に、今一度身の回りを整

理します。

●12：30頃、周囲の点検、チェックを行います。

●15：45、後片付けに入る前にもう一度チェッ

クします。早く帰ったサークルの忘れ物などな

いかを含めて調べてください。

それぞれの時間に、場内放送でお知らせしま

す。サークル参加者は一斉点検という形で、一

般参加者も自分の周囲を見回すなど、ご協力

をお願いします。

以上のように、たびたびチェックを行う為、

荷物を置きっぱなしにしたり、荷物を置いたまま

トイレに行くと、不審物と勘違いされたり、置

き引きに盗まれたりするかもしれません。その

ような事が無いよう、十分に注意して行動しな

ければいけません。

■災害発生時について

万が一、災害（火災など）が発生した場合、

スタッフの避難誘導の指示に従ってください。

また、サークル参加者は自分のスペースに到着

した時点で、非常口、避難口、避難経路などを

確認してください。コミケットの場合、一番近い出

口からホールの外に出るというのが基本になり

ます。逃げる時には、身につけられるもの、貴重

品だけを持って、すみやかに行動してください。

あわてず、さわがず、冷静・迅速な行動を常に心

がけてください。

コミケットは、大勢の参加者が来場

するため、災害によって大きな被害が

出る危険をはらんでいます。災害を未

然に防ぐのはもちろん、災害が発生

した場合を想像して、定期的に自分

の周囲を見回すことも大事です。

■災害発生時には

火災などの災害が発生した場合

は、パニックに陥らないよう注意し、

スタッフの誘導指示に従ってください。

その際は、大きな荷物などは置いた

ままにし、身につけられる物、貴重品

だけを持ってすみやかに行動してくだ

さい。身の回りの品、金銭などは常に

身につけるか持ちやすいようにまとめ

ておくようにしてください。コミケットの

場合、まず一番近い出口からホール

の外に出るのが基本となります。サー

17

の急停止は、将棋倒しなどの死傷事

故になる可能性が高く、非常に危険

です。エスカレーターでの事故を防ぐ

ため、以下の事を必ず守ってください。

①重いカート（キャリア）・台車などの

使用は禁止

②エスカレーターに乗っている間は

歩かず、必ず立ち止まる

③細かい装飾品や裾の長いスカー

トなど、落としたり巻き込まれる可

能性のあるものは、たくし上げるな

どして十分に注意する

コミケットスタッフは、当日「IDカード

（写真付き）」、「腕章」を付けて活動

しています。分からないこと、困ったこ

とがある場合、スタッフまでお問い合

わせください。

不審物対応について

防災上の注意
クル参加者は自分のサークルスペー

スについた段階で、一般参加者は普

段から非常口、避難口、避難経路な

どをよく確認してください。場外の各

駐車場およびトラックヤードが避難場

所に指定されています。

■避難経路の確保について

以下の場所での、荷物の放置、座

り込みなど、災害時の避難活動に支

障をきたす行為を禁止します。

①防火・消火装置（消火器・消火

栓・火災報知器など）の周囲

周囲の床に赤いテープでマーキ

ングしている場所です。

②非常口・出入口・壁際・階段な

ど、非常時の避難経路となる場所

■エスカレーターについて

エスカレーターは構造上、急停止

する場合があります。大勢の参加者

がエスカレーターに乗っている状態で

スタッフについて



コミケットに来場するためには、必

ず当日の朝、公共の交通機関を利

用して来場してください。早朝4：30

以前の来場は禁止です。また、自家

用車およびバイク、自転車などでの来

場は固くお断りします。

■初参加の人のための交通案内

会場に行く場合、東京駅を起点と

するならバス利用が乗り換えなく行

けるため良いでしょう。バスは中央タ

ーミナル（西地区エントランスプラザ

1F）発着になります。又、山手線の駅

にアクセスしやすい人は、大崎駅に出

て「りんかい線」が便利です。埼京線

との相互直通運行車両もあり、池袋

駅から直通に乗って30分、大崎駅か

ら13分で国際展示場駅に着きます。

大井町駅で京浜東北線からの乗り

換えも容易なので両線を利用してい

る人にも便利です。

ゆりかもめは、乗車定員が少ない

ため、コミケット当日は乗車制限など、

かなりの混雑が予想されます。ご注

意ください。

■JR京葉線

東京駅から新木場駅まで約8分 160円

■都バス

料金一律 200円

東京駅発
八重洲口（南口）1番乗り場

（豊洲駅にも停車）約30分

豊洲駅発 約15分

浜松町駅発 約40分

■羽田空港バス

料金一律 600円
約40分（運行が少ないので事前に
確認の上、ご利用ください。）

■水上バス

日の出桟橋（浜松町駅徒歩10分）
から約35分 400円

※水上バスは、天候により運休にな
ることもあります。始発は9：30。
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■TWR（りんかい線）

大崎から約13分 320円

大井町駅から約10分 320円

天王洲アイル駅から約7分 260円

新木場駅から約6分 260円

○JR埼京線からTWR直通の場合

川越駅から国際展示場駅まで
約1時間20分

国際展示場駅から
東京ビッグサイトまで徒歩約8分

■ゆりかもめ

新橋から約22分 370円

豊洲から約6分 240円

■地下鉄有楽町線

有楽町駅から豊洲駅まで約7分
160円（ゆりかもめへ）

有楽町駅から新木場駅まで約12分
190円（TWR）

池袋駅から新木場まで約30分 230円

ビッグサイト
への行き方

電車で行く

バスで行く

三輪士郎（mmm）

ワンタッチで改札を通過できる便

利なカードがICカードです。

PASMO・Su i c a・k i t a c a・

TOICA・ICOCAなどいろいろありま

す。互換性があり、首都圏のほぼ全

ての電車（私鉄・地下鉄・JR東日本）

とバス（都営・私鉄）で利用できます。

また加盟店などでおサイフ替わりの

電子マネーとしても使えます。

ICカードは乗り越しても改札機で、

直接精算ができます。そのためにもカ

ードの残金を確認して、事前に地元

で多めにチャージしておきましょう。駅

の券売機以外にバスのなかでも

1,000円単位でチャージできます。

乗換駅でICカードをきちん

とタッチしていないと、降車駅

でエラーになることがありま

す。改札口でもたつかないよ

う乗車駅でしっかりタッチして

おきましょう。

Suica・PASMOなどの情

報は各交通機関のホームペ

ージにありますので併せてご

覧ください。

●当日の交通事情

当日の会場周辺は普段に

比べ、交通事情が大変悪く、

駅から会場まで時間がかか

ります。時間には余裕をもって

来場してください。入場待機

列まで、10～40分位歩く場

合もあります。

●閉会後について

閉会時間前後の東京ビッ

グサイト前交差点は、帰路へ

つく人が一度に集中するた

め、歩道から道路へ人があ

ふれかねない、大変危険な状

況となっています。

事故を未然に防ぐためにも、できる

だけ階段やエスカレーターを利用す

るなどして、なるべく交差点を経由せ

ずに各交通機関へ向かってください。

どうしても交差点を利用する場合は、

スタッフ・警備員の指示に必ず従って

ください。

●タクシー利用自粛のお願い

コミケット開催日の会場周辺道路

では、毎回深刻な交通渋滞が発生し

ています。その主な原因が参加者の

タクシーでの来場です。会場周辺道

路の渋滞はバスの運行や会場内へ

の搬入の妨げになりますので、タク

シーでの来場は自粛してください。

●PASMO協議会公式ホームページ
http://www.pasmo.co.jp/

●Suica公式ホームページ
http://www.jreast.co.jp/suica/

●りんかい線（TWR）公式ホームページ
http://www.twr.co.jp/

●ゆりかもめ公式ホームページ
http://www.yurikamome.co.jp/

●ICOCA公式ホームページ
http://www.jr-odekake.net/guide/icoca

●toica公式ホームページ
http://www.toica.jr-central.co.jp
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やむを得ず、タクシーを利用する際

は、必ず会場周辺のスタッフ、警備員

の指示に従ってタクシー降車場まで

行くように運転手に伝えてください。

タクシー降車場の位置は、『P7：入場

待機場案内』を参照してください。

ICカードについて

redjuice（redjuicegraphics）



コミックマーケットでコスプレをする

参加者は、以下の規則を必ず守って

ください。違反行為があった場合、

本人の退場、特定または全てのコス

プレの禁止、アイテム所持の禁止を行

うことがあります。

●コスチュームのままでの来場、

帰宅および外出の禁止

コミケットでは、コスチュームを着たま

までの来場、帰宅また外出を固く禁

じています。車などでの来場でも車

更衣室とコスプレ広場は、以下の

通りです。

詳細な場所、移動ルートはP23の

図面を参照してください。

○男子更衣室…会議棟6階
○女子更衣室…会議棟1階
○コスプレ広場…
○第１コスプレ広場
（3日間共）
北コンコース1階
レストラン街 外庭園

○第2コスプレ広場
1・2日目 屋外展示場
3日目 屋上展示場
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中で着替えたりせず、必ず更衣室を

利用してください。更衣室は会議棟

（P23地図参照）にあります。

●コスプレをする際は、必ず更衣

室で登録してください

コスプレの登録はコミケット開催当日、

各更衣室で行っています。コスプレを

する参加者は必ず登録をしてください。

●登録受付について

更衣室入口で10：00～15：30まで

受け付けています（最終日は14：30）。

登録料として、一日につき800円が必

要です。

●更衣室の利用について

利用可能時間は10：00～16：30

です（最終日は15:30）。終了時間が

コミケットの閉会時間と違うので、注意

してください。

●更衣室利用上の注意

更衣室での休憩や、待ち合わせな

どはできません。

室内での染色剤やカラースプレー

の使用はできません。

写真撮影など、周囲に迷惑をかけ

る行為は禁止します。

できるだけ清潔に使うよう心がけて

ください。

室内に荷物の放置はできません。

各自で管理してください。

※持ち主の不明なモノ、放置してある荷

物は、不審物として移動し中身を調

べることがあります。不審な荷物や見

覚えのないカバンなどがあったら、触

れたり、近づいたりせずに、すぐに近く

のスタッフや警備員を呼んでください。

●｢ちぇんじ｣と登録シールについて

登録の際、各日ごとの色違いの登

録シールと｢ちぇんじ｣という小冊子を

お渡しします。ちぇんじには当日の

細かい注意事項が書いてあります。

コスプレをする方は、全ページをよく

読んでください。登録シールは、指定

の場所に貼ります。登録は一日ごと

に必要ですが｢ちぇんじ｣は３日間通

して使えますので、３日間コスプレをす

る人は、できるだけ持ってきてください

（紙の節約にご協力ください）。

また、更衣室の利用・コスプレ広場

への入場の際には｢ちぇんじ｣を提示

してもらいます。コスプレをしている間

は、常に持ち歩いてください。紛失し

た場合は、再登録になります。

●コスプレの集合ができる場所

コスプレの集合は、コスプレ広場な

ど指定された場所でのみ行えます。

■集合指定場所

○コスプレ広場

※コスプレ広場は｢何をしてもいい

スペース｣ではありません。規則を

守った上で、楽しんでください。

広場への金属製カメラバッグの持

ち込みはできません。

●

●

●

●

●

更衣室および
コスプレ広場

コスプレのルール

海月夜文（三毛家）

｢風俗を乱す｣可能性のある露出の

多いコスチューム（水着・レオタード

など）に対して、自主規制の要請が

来ています。盗撮などの違法行為も

増えていますので、各自で対応してく

ださい。

細かくは規定していませんが、濃

い目のストッキングを履く、タイツ・ス

パッツをはくなどを推奨しています。目

に余る場合、スタッフの判断で指導・

禁止します。

※男性も該当します。

○著しく一般常識を逸脱したもの、

不快感をあたえる服装の制限

他人に著しく不快な思いをさせる

可能性のある服装は、各自の判断で

自粛してください。

※他にも、極端に差別的要素を含む

ものを禁止する場合があります。

■コスプレ相談所について

各更衣室の出口付近に｢コスプレ

相談所｣を設けています。質問・相談

のある方は、気軽にお越しください。

コスプレの内容について不安な

方、確認したい方もご利用ください。

また、各所でスタッフがコスチューム、

アイテムに関して確認をする場合が

あります。ご協力ください。

※警察官が私服の上に着用する腕

章は自作の複製品を含め、持ち込

むことはできません。法に触れる問

題となりますので、強く禁止します。

レスキュー隊のワッペンやバッヂ類

も同様です。

○大きなコスチュームの制限

｢はりぼて｣や｢ぬいぐるみ｣など、大

きなコスチュームは移動やできる時

間、場所を制限します。

“マスクや被り物”を外し、十分な視

界を確保した上で、介添人を必ず付け、

コスプレ相談所で確認をしてください。

また、長いスカートや移動が困難な

（かさばる・引きずるなど）コスチュー

ムの場合、エスカレーターに引き込ま

れたり、踏まれたりして危険です。十

分に気をつけてください。

○視界をさえぎるアイテムの制限

全頭マスクや顔を覆うマスク、眼帯

など視界をふさぐものは、移動時には

必ず外してください。

※サークル・企業の配置されている

ホールへは、マスクのまま、または

フルフェイスのヘルメットなどでは入

れません。

○露出の多い服装の制限

警察から特に｢劣情を催させる｣

■雨の日の撮影について

雨天の場合には、撮影が制限さ

れるようになります。集合撮影はでき

ません。少数のスナップ程度はできま

すが、混雑が起きるような撮影は禁止

します。また、内蔵・クリップオンフラッ

シュ以外の光源は使用できません。

撮影が可能な場所の変更に関し

ては、スタッフに確認してください。

■車での来場について

会場付近には十分な駐車場があ

りません。公共の交通機関を利用し

てください。路上駐車は禁止です。

以下の制限・規則に違反した場合、

厳重注意の上、退場して頂きます。

○特殊な職業の制服着用の禁止

特に警察官・消防官・海上保安庁

職員・自衛官の制服、また警備員・各

公共職員（東京ガス・ＮＴＴ他）など、

業務上権限・責任を持つ職業のコス

プレはできません。

知識を持たない人が区別できない

ような服装も、同様に禁止します。

自衛隊の作業服などは、徽章類を

外してください。
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コスチュームの制限

コスプレ広場の場所にご注意ください。

更衣室・撮影者アンケートにご協力ください。

前回の更衣室アンケートは非
常に多数のご回答頂きありがとう
ございした。
特にコスプレ広場と、会場の移
動に関しての意見が多く、多分に
考えさせられる意見がありました。
コスプレ広場に関しては、C76

はコスプレ広場の面積を増やして
の対応となりました。
しかしながら、移動に関してはコミ
ケット全体の混雑状況を見てみま
すと、快適な移動ルートを確保す
る事が難しいのが現状です。

前回、開催日によってコスプレ
広場の場所を変えての対応をしま
した。今回も同様の運用を考えて
います。移動に関しても毎回思考
錯誤しながら、どのような運用が参
加者全体の負担にならないかを
考えながら修正を加えています。
利用される皆さんには大変ご面

倒をお掛けしますが、利用できるス
ペースを最大限に使い、コスプレ
という表現を楽しんで貰うための
方法です。ご理解の上、ご協力を
お願いします。

コミケット準備会では引き続き、
規則の見直しを進めています。
今後の見直しは、何よりもコス

プレという“表現”を発展させるた
めの検証を第一にしたいと考えて
います。安易に持ち込み解禁など
の対応を行うのではなく、制限の
中での工夫を奨励した上での判
断を目指しています。

※ご意見を広く募集します。男女
各更衣室、コスプレ広場入口
で配布しているアンケートをご利
用ください。開催後も郵送での
受付を行っています。普通の書
面でもかまいません。奥付住所
の「更衣室担当77Ａ係」にお
願いします。

■詳しい道順は、更衣室で配布される登録冊子「ちぇんじ」を
読むか、コミケット公式サイトでご確認ください。
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以下に記載されているモノは、

発見次第に没収します。

①大きさや材質に関わらず、武具、

武器、銃器、弓矢、刀剣など。

またはそれを模造した物（明らかな

玩具、アクセサリーを除く）。

②伸縮性を問わず、30ｃｍ以上の

長物。テニスラケットやバットなど。

③外付けフラッシュや望遠レンズな

どで全長が30ｃｍを超えるカメラ

（レフ板、一脚、三脚も含みます）。

赤外線フィルター・魚眼レンズな

ど、特殊な用途の撮影機材。

④周囲に危害を加える可能性のあ

る装身具。未乾燥の塗料や粘着

性の高い素材も含みます。

⑤ボール類の全て、円盤、矢など。

けん玉も含みます。

⑥可燃性危険物。

⑦ガラス製品、割れやすい陶器。

⑧乗り物。または乗用できる物。

⑨動物（介助犬等を除く）。

⑩バッテリー、小型発電器、多量の

電池など。

⑪大きい音の出る物全般（笛・楽

器・ラジカセ等）。

電池を抜くなどの対応をしてあ

れば、使用できます。

⑫その他、スタッフの判断で危険が

あると思われる物。

※会場・コスプレ広場の状況によって

は、スタッフの判断で、記載されてい

る以外のアイテムも持ち歩きを禁止

する場合があります。

①アトラクション行為

会場内はもちろん、コスプレ広場も

混雑します。ダンスや模擬戦闘など

のアトラクション行為は禁止します。

②植え込み・池に入ること

コスプレ広場には、植え込み、

池、築山があります。施設が傷む

ので、これらの中に入ってはいけ

ません。

③無断撮影

写真を撮るときは、必ず、被写体の

同意を貰ってください。相手の許可を

得ない撮影は厳禁します。

④場所の占有

更衣室に大きく荷物を広げる、コス

プレ広場での撮影ポイントを占有す

る、この様な行為を禁止します。

⑤コスプレ広場でのチラシまき

許可を得ずにチラシを配布、設置

することは禁止します。

⑥歩行喫煙

タバコは喫煙所で吸ってください。

⑦コンセントの使用

会場内のコンセントで充電しては

いけません。盗電となります。

※以下は禁止行為ではありません

が、考えて欲しい事柄です。

○各国の国旗を撮影の素材として

背景の一部に使う

背景にする場合は問題ありません

が、例え悪意が無くても、セット代わり

に足の下に敷いたり、その上に座っ

たりすることは止めましょう。大変に失

礼な行為であり、誤解を受けます。

インターネットなどで、画像を海外か

らも見ることができる時代です。

国旗や民族衣装、軍服などの扱い

には気をつけましょう。聖書やコーラン

などの聖典も同様です。

撮影をする人へ
コミックマーケットは大変混雑するため、撮影に対して制限を設けています。撮影を行う人は、以下のルールを守ってください。
また当日、各更衣室入口、コスプレ広場の入口で撮影者向けリーフレット「さいと」を配布しています。細かな注意事項が載っています
ので、参照してください。

●撮影可能な場所
コスプレ広場
コスプレに対する撮影は指定された場所

でのみ行えます。ホール内や公共地区では行
わないでください。
当日の混雑状況によっては、撮影可能場
所の変更や撮影の制限、中止もあります。特
に雨天時は状況が大きく変ります。
スタッフからのインフォメーションに、十分に

注意してください。
●持ち込めない撮影機材
以下の撮影機材は、コスプレ広場には持

ち込めません。ご注意ください。

（取材申請をされた場合は、この限りでは
ありません）
○金属製のカメラバッグ
○三脚、一脚、レフ板など
○長焦点レンズ、魚眼レンズ、赤外線フィル
ターなど
○発火式フラッシュ、リングフラッシュ、自作フ
ラッシュなど
●コスプレ広場での禁止行為
以下の行為は禁止します。ご協力ください。
○持ち込み禁止物を渡して撮影する行為
持込禁止アイテムの詳細は、上記を参照
してください。

○無断撮影
ビデオによる流し撮りも含みます。
○ポーズや撮影の強要、長時間の拘束
被写体の意見を聞いてください。
○芝生、池に足を踏み入れての撮影
新しいルールです注意してください。
●雨天時の撮影に関して
○大人数での集合はできません
○内蔵・クリップオンタイプ以外の光源は使
用しないでください

※その他不明な点は更衣室・コスプレ広場イ
ンフォメーションでご確認ください。

アイテムの制限

禁止行為



■参加者への注意とお願い

①準備会が貸与した取材腕章・取

材者証をしていない取材者、また、

あきらかに違法な取材は絶対に受

けないでください。また見かけたら

準備会まで会社名、誌名、取材者

名などのご報告をお願いします。

②取材を受ける・拒否するときはしっ

かりとYes/Noを伝えてください。取

材を申し込まれた人には拒否する

権利があります。強引に「そこを何

とか…」と言われて流されないよう

に毅然とした態度で臨んでください。

③取材を受ける際は名刺を受け取る

など相手の身元をしっかり確認し

てください。

④迷惑な取材、破廉恥な取材を受け

た、又は目撃した場合は、その場

で注意をして、取材者名・連絡先

などを確認の上、各地区本部に報

告してください。

⑤会場外での取材については各自
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で対処をお願いします。

⑥以上を踏まえた上で、個人のレベ

ルで受けられる取材はできるだけ

受けてください。

コミケットを正しく知ってもらう為に

も、やみくもに拒否するだけではいけ

ないのです。取材を受けた1人1人

がコミケットの広報を担当している事

を忘れずに、協力をお願い致します。

海外からの取材も多くなっていま

す。中にはコミケットを理解していな

かったり、誤解している所もあります。

例えば、現在コミケットでは「ナチス」

のコスプレを禁止してはいません。し

かし、世界のいくつかの国ではその

制服もドイツ式敬礼も、公共の場では

禁止されています。海外で放送され

た場合、どのようなイメージで受け取

られるのか、そのことによってコミケット

がどう思われるか、慎重に考えてくだ

さい。例だけではなく全ての場合に

おいて、メディアで発言することが、ど

のような影響を及ぼすか、取材を受け

る際には注意してください。

■コミケットを取材したい方へ

営利団体、もしくはそれに準ずる

組織、個人の方は、必ず取材受付を

してください。準備会では、取材の目

的など必要事項を確認し、誓約書

に記入の上で取材腕章貸与などの

受付を行います。できるだけ事前に

『P32：問合せ一覧⑨』までご連絡く

ださい。また、開催日当日の受付及び

問い合わせの対応を、東1ホールの

総本部外で10：00頃から行います。

（P1196：C76取材者リスト）

■記録班について

コミケット準備会の記録班は、公式

記録を保存するためにビデオ映像、

スチル写真による記録をメインに活動

をしています。参加者の皆様のご協

力をもちまして、準備会内部の資料

として、またより良い運営のための資

料として役立てています。これからも

何らかの形で皆様の大切な記録を

発表し、楽しんでもらおうと思っていま

す。今後ともよろしくお願いします。

（P1188：参照）

取材について

コミックマーケットでは、入場待ちの方々のために屋外仮設
トイレを、3カ所に約170基設置しています。始発で来て並んで
入場するまでの約5時間、一般参加者を助けています。
外で並ぶ人の多いコミケット、晴海の国際展示場を使用して

いた頃から仮設トイレのお世話になっています。
ビッグサイトのホール内のトイレは、各ホール毎にガレリア側、
トラックヤード側両方に設置され、大規模イベントにも耐えられる
ように作られています。とはいえ入場ピーク時間には待機列が
でき、「コミケ大手列」とも呼ばれています。そのなかでも比較的、
トラックヤードのトイレやガレリア2階のトイレは入り易いようです。
コミケットでは日程により参加者の男女比が大きく変わりま
す。特に1・2日目は、出展サークルのジャンル傾向により女性
の参加者が多いため、一部の男子トイレを女子トイレに変更し
ています。男性参加者にはご不自由をお掛けしますが、ご協力
をお願いいたします。

C77トイレ変更予定（11月 4日現在）
（男子トイレから女子トイレに変更）

東地区
1日目 東1ホール トラックヤード側　男子トイレ

東4ホール トラックヤード側　男子トイレ
東5ホール トラックヤード側　男子トイレ
東6ホール トラックヤード側　男子トイレ

2日目 東1ホール ガレリア側　男子トイレ
東4ホール トラックヤード側　男子トイレ

西地区
1日目 西2ホール DEシャッター間　男子トイレ

2日目 西2ホール DEシャッター間　男子トイレ
（P12：地図参照）

コ ミ ケ ッ ト ・ ト イ レ 事 情

■設営日（12月28日）について

机と椅子のない、ただがらんとした空

間のビッグサイトを見たことがありますか？

コミケットの開催中は、サークル参加

者が机に同人誌を並べ、食料・飲料

の出店があり、案内ポスターなどが貼

られています。あたりまえに見えるこの

光景ですが、これらはいつ準備されて

いるのでしょうか。開催日の朝だけで

は時間が足りないのは、少し考えてい

ただければ解ることかと思います。

そこでコミケットでは、開催初日の前

日に設営日を設けて、翌日から始ま

るコミケットの準備をしています。会場

に机を並べ、サークル参加者は同人

誌を搬入し、翌日以降のコミケットに

備えているのです。また、設営だけで

なくカタログや次回コミケットのサーク

ル参加申込書セットなどを事前発売

する設営日販売も行っています。

■設営のおしらせ

設営日に机を並べる作業はスタッ

フ、サークル、一般を問わず、多くの参

加者の協力で行われています。設営

の作業内容を簡単に説明すると、机

の置き場所を決める「測量」と、トラッ

クで運ばれてきた机や椅子を降ろし

並べていく「設営」があります。

「測量」は人手のかかる作業では

ないのですが「設営」は約11,800

サークル分もの設営作業を、約3時

間ほどで行わなければならず、全て人

力で行っています。そこで、設営作業

に参加してくれる人を切実に求めてい

ます。前回参加された方はもちろん、

コミケットに何かしらの協力をしたい

人は、是非参加してください。また、設

営作業に参加される際には、汚れても

良い服装と軍手を持参し、11：30までに

■落したり、拾ったりしたら

拾った場合も、落した場合も、最寄

りの落し物窓口へ、なるべく早めに

お越しください。落し物は各地区ご
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エントランスホールに集合してください。

■設営日の販売物

設営のお手伝いをしてくれた参加者

へのサービスとして、準備会発行物

の事前販売をしています。

また、サークル参加申込書セットも

設営日に買えば、参加日に受付番号

をすぐに転記できますし、コミケット

が終わって疲れる前に記入すること

ができるので、慌てずにすみ、売り

切れの心配もありません。また、住居

が離れた2サークルが合体で申し込

む場合も、設営日に申込書を買って

コミケットの当日に直接やり取りがで

き、とても便利です。

■販売物

14：00～17：00、東2ホール（予定）

コミックマーケット77カタログ ￥2,000

コミケット78参加申込書セット ￥1,000

合体申込専用封筒 1,￥500

設営日のお知らせ

落し物について

ネリ（PB）

とに管理するので、『いつ、どこで、

何を』落したり拾ったりしたのか、

はっきりさせてください。よくある落し

物の問い合わせに、以下のような物

があります。

●財布（買い物中に落してしまって…）

財布を落して困るのは、帰れなく

なってしまう事です。帰りの交通費や

切符・定期などは本を買うためのお

金と別にしておきましょう。また、荷物

を置いたままの移動は紛失・盗難の

原因になります。自分の荷物は手か

ら離さないようにし、名前を書くなど

工夫してください。

●タオル、ハンカチなど

届けられる前にゴミとして捨て

られる事が多いので、鞄の中にし

まっておくようにしましょう。又、使

い捨てカメラは、同種の物が多数

届けられるため、どれが自分の物

か分からなくなります。名前を書くな

ど工夫してください。

■日付・時間別受付対応

●設営日　取扱時間11：00～17：00

東2ホール地区本部で、落し物取

扱の窓口を設けます。落した人も、

拾った人も、窓口までお越しください。



送り先 北海道 東北 関東 信越 北陸 中部 関　西 中　国 四　国 九　州 沖　縄

●梱包は自分のスペースで作ってから申込に行くようお願いし

ます。

●送り状は各地区のインフォメーションにも用意してあります。

事前に受けとっておくと便利です。ガムテープ等は準備会で

は用意しておりません。各宅配業者にお問い合わせください。

●送り状は丁寧に書き、はがれないように。

あらかじめ送り先を記入した伝票を用意しておきましょう。

伝票はガムテープ等の上に貼るとはがれるので、気をつけ

てください。また、過去の送り状は必ず全部はがしてから

貼るようにしてください。

●梱包はしっかりと。

なるべく隙間を作らないように梱包し、底が抜けないように

しっかりと補強してください。

●現金・貴重品類は送らない。

現金を宅配便で送ることはできません。また、帰りの切符等を

間違えて送らないように気をつけましょう。

●天候などにより受付場所が変更になる場合は、館内放送でお

知らせします。

送り先 北海道 北東北 南東北 関東甲信越 中部北陸 関　西 中　国 四　国 九　州 沖　縄

26

60cm 2kg 1100 0800 0700 0700 0700 0800 0900 1000 1100 1200

80cm 5kg 1300 1000 0900 0900 0900 1000 1100 1200 1300 1700

100cm 10kg 1500 1200 1100 1100 1100 1200 1300 1400 1500 2300

120cm 15kg 1700 1400 1300 1300 1300 1400 1500 1600 1700 2800

140cm 20kg 2000 1600 1500 1500 1500 1600 1700 1800 2000 3300

160cm 35kg 2200 1800 1700 1700 1700 1800 2000 2100 2200 3800

県　　名 北　海　道
青 森・ 秋 田
岩 手

宮城・山形
福島

東京・神奈川
千 葉 ・ 埼 玉
茨 城 ・ 栃 木
群 馬 ・ 山 梨
長 野 ・ 新 潟

静 岡 ・ 愛 知
岐 阜 ・ 三 重
石 川 ・ 富 山
福 井

京 都 ・ 大 阪
兵 庫 ・ 滋 賀
和歌山・奈良

広 島 ・ 岡 山
山 口 ・ 鳥 取
島 根

高知・徳島
愛媛・香川

福 岡 ・ 大 分
熊 本 ・ 長 崎
佐 賀 ・ 宮 崎
鹿児島

沖　　　縄

クロネコヤマトの宅急便料金表 ダンボール箱料金：S（B5タイプ）￥150 M（A4タイプ）￥200 L（B4タイプ）￥250 手提げバック￥250

宅 配 便 に つ い て

●開催中

1・2日目 取扱時間 7：30～16：00

3日目　取扱時間 7：30～15：00

開催中に届けられた落し物は、各

地区毎に保管します。拾った方は、

拾った地区のインフォメーションまで、

落した人は各地区の落し物窓口、

または西地区4階の落し物取扱窓

口までお越しください。各地区の落

し物窓口の場所は『P12：場内案内

図』を参照してください。

●閉会後の一斉返却

1・2日目 取扱時間17：00～18：00

3日目 取扱時間16：00～17：00

各ホールの落し物を集めて臨時の一

括窓口を設けます。落し物をした人

は、西アトリウムの落し物取扱窓口

まで、お早めにお越しください。最終

日は、準備会に届けられたすべての

落し物が集まります。

●コミケット終了後のお問い合せ

当日落し物が見つからなかった

方、また帰宅後に紛失に気付かれた

方の為の返却作業を、コミケット終了

後に行っています。1月18日消印有効

で『P32：問合せ一覧②』までお問い

合わせください。なお、締切りを過ぎ

て届いた問い合わせには、対応しか

ねます。持ち主の見つからなかった

貴重品については、（株）東京ビッグ

サイトに引き渡します。

県　　名

060cm 30kgまで 1000 0700 0600 0700 0700 0700 0700 0800 0900 0900 1100 1200

080cm 30kgまで 1200 0900 0800 0900 0900 0900 0900 1000 1100 1100 1300 1400

100cm 30kgまで 1400 1100 1000 1100 1100 1100 1100 1200 1300 1300 1500 1600

120cm 30kgまで 1600 1300 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1500 1500 1700 1800

140cm 30kgまで 1800 1500 1400 1500 1500 1500 1500 1600 1700 1700 1900 2000

160cm 30kgまで 2000 1700 1600 1700 1700 1700 1700 1800 1900 1900 2100 2200

170cm30kgまで 2200 1900 1700 1900 1900 1900 1900 2000 2100 2100 2300 2400

ペリカン便料金表 ダンボール箱料金：M（320×260×180cm）￥150 L（400×320×230cm）￥200

北 海 道
青森・秋田
岩手・宮城
山形・福島

東 京

神奈川
千葉・埼玉
茨城・栃木
群馬・山梨

新潟・長野
富山・石川
福井

岐阜・静岡
愛知・三重

滋賀・京都
大阪・兵庫
奈良・和歌山

鳥取・島根
岡山・広島
山口

徳島・香川
愛媛・高知

福岡・佐賀
大分・熊本
長崎・宮崎
鹿児島

沖 縄

コミックマーケット（コミケット）77

開催日：2009年12月29日（火）～

31日（木）

次期開催日：2010年8月13日（金）～

15日（日）

■スケジュール内訳

同人誌エリア：午前10時から午後4時

まで

企業ブース：午前10時から午後5時ま

で（12月29・30日）

午前10時から午後4時ま

で（12月31日）

更衣室：午前10時から午後4時半まで

（登録は午前10時から午後

3時半まで。最終日は終了が

1時間早まります。）

開催場所：東京国際展示場（東京ビッグサイト）

同人誌エリア：東1ホール～東6ホール

西1ホール～西2ホール

女子更衣室：会議棟1Fレセプションホール

男子更衣室：会議棟6F会議室

企業ブース：西3ホール～西4ホール

コスプレ広場：1Fレストラン街外庭園 他

午前10時から午後4時

まで（雨天時変更あり。

最終日は午後3時）

■ご確認ください！！

コミケットに参加する方は例外なく

コミックマーケット準備会の規則に従わ

なくてはいけません。

参加者は警察、消防隊員、コミケットス

タッフ、警備員及び東京ビッグサイトの職

員の指示に従わなくてはいけません。以

下に記されていることはコミケットにおい

て「やってはいけない」行為です。

あなたは――

●日本の法律及び東京都の条例に低

触する行為に及んではいけません。

●他の参加者に迷惑をかけてはいけま

せん。

●指定された場所以外での喫煙はいけ

ません。

●施設内での裸火や、発火装置の持込

はいけません。
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●アトラクションやデモなどをやってはい

けません。

●コミケットには公共の交通機関以外

（マイカー、バイク、自転車等）を利用し

て来場してはいけません。

●深夜時間帯に施設内及び施設付近

にたむろしてはいけません。

●更衣室以外で服を着替えてはいけま

せん。特に服の着替えにトイレを使っ

てはいけません。

●次の物の持ち込みは禁止されていま

す。もし下記の物品の所持が発覚した

場合それらは没収され、返却されません。

◆日本の法律で携帯、所持を禁止さ

れた物

◆武器及び形状が武器を模した物

◆30cm（1フィート）以上の長さの物体

◆先の尖ったアクセサリー

◆スポーツ用品（ボール、フリスビー、弓

矢など）

◆自転車、ローラースケート等の移動装置

◆非常に可燃しやすい物品

◆アルコール、動物、及び発電機

◆音を発生させる物品（楽器、ラジカ

セデッキ等）

◆その他コミケットスタッフが危険と判断

する物品

■防災関連規則

消火器や非常口付近の床に貼られた

赤いテープで区切られた場所で座り込ん

だり、荷物を置いてはいけません。また、

いかなる場所でも荷物の放置はおやめく

ださい。もし不審物を発見した場合は

コミケットスタッフか警備員にご報告ください。

■コミケット参加初心者向けの規則と

助言集

●コミケットに参加するのが初めての方

には列に長時間並ぶのを避ける為、

午後に来場することを勧めています。

●公共の交通機関をご活用ください。

（電車やバスなど）

●コスプレ衣装を着ている人の撮影は

コスプレ広場に限定されています。ま

た、決して本人の許可なく撮影しては

いけません。

●衣服を着替えることは更衣室でのみ

許可されています。もしコスプレをした

国際部デスクはここです。

国外から
来場される皆様へ

い場合は更衣室にて登録する必要

があります。（更衣室は男性は会議棟

6階、女性は同1階に設置されていま

す）登録料は800円です。日本社会一

般ではコスプレの習慣はいまだ受け入

れられていないということを意識してく

ださい。会場にコスプレの衣装で来場

したり、コスプレの衣装のまま帰宅して

はいけません。

■取材の方へ

報道メディアの方が取材の一環として

来場する場合、東１ホールにある総本部

で登録し、そこで提示された規則に従

わなくてはいけません。いきなりの取材

はおやめください。

■コミックマーケットとはなにか

コミックマーケットは30年を超える歴史

をもつイベントで、3万5千の同人誌サー

クルと50万人の一般参加者を誇ります。

同人誌サークルは自分の創造物を頒布

する為にこの場を利用します。企業ブー

スにはコミケットの理念を理解し支援す

る企業団体のブースが設けられていま

す。ほとんどの同人誌サークルは利益追

求の為に活動しているものではありませ

ん。自分の創造物を通して他の参加者

との交流を楽しむのが目的です。交流

は創造力を刺激することで、よりすばら

しい創造物の土台となります。 これは

コミックマーケットの最も大事にしている

理念の一つです。この巨大なイベントを

運営する為に非営利団体である、コミック

マーケット準備会が組織されています。

国際部デスクは国外からの参加者向

けにコミケットについての案内や情報を提

供する為に設けられています。なにかご質

問がございましたら、遠慮なくお立ち寄り

ください。同人誌文化への関心を共有し

てくださる皆さんをよろこんで歓迎いたし

ます。コミケットスタッフ一同、皆様がコミケット

を楽しんでもらえることを祈っています。



Comic Market (Comiket) 77
Session Date : Dec. 29th (Tue) ～

31th (Thu) 2009
Next Session Date : Aug. 13th (Fri) ～

15th (Sun) 2010
Hours of Operation :
Dojinshi Area :10:00am to 4:00pm each day.
Corporate Dealers Area :
10:00am to 5:00pm on Dec.29th～30th

10 : 00am to 4 :00pm on Dec.31th
Dressing Room :

10 :00am to 4 :30pm each day.
(Registration open from10:00am

to 3 :30pm, on the last day only to 2 :30)

Location : Tokyo International
Exhibition Center
(The Tokyo Big Sight)

Dojinshi Area :East Halls 1～6 
& West Halls 1～2

Women's Dressing Room: Conference
Tower Floor 1 Reception Hall

Men's Dressing Room: Conference
Tower Floor 6 Conference Rooms

Corporate Dealers Area :West Hall 3～4
Costume Play Public Square :
1st Floor Garden near Restaurant Avenue etc.

10 :00am to 4:00pm 
(only to 3 :00pm on the last day; location

may changedepending on weather)
■READ THIS FIRST!!
Comic Market attendees must follow all
rules established by the Comic Market
Committee without exception.
Attendees must obey all instructions
issued by police, firefighters, the
Comiket staff, private security guards,
and employees of the Tokyo Big Sight.
The following is a list of things YOU
MUST NOT DO at the Comic Market :
●Do not violate any Japanese laws
and/or provincial laws of the Tokyo
Metropolitan Government.
●Do not engage in activities that egre-
giously interfere with other attendees.
●Do not smoke anywhere except at
designated smoking areas.
●Do not start any fires involving open
flames, or bring in fire-starting devices.
●Do not engage in any public theatrical
performances, live shows, demonstra-
tions, or protest rallies.
●Do not come to the Comiket by any
means other than public transportation.
There is no room to park your car,
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motorcycle, or bicycle at the Tokyo
Big Sight.
●Do not loiter inside or near the Tokyo
Big Sight during late night hours.
●Do not change clothing except at des-
ignated dressing/changing rooms.
Changing in the toilets is strictly pro-
hibited.
●Do not bring in the following items.  If
you are found to be in possession of
any of the following items, they will be
confiscated and will not be returned.
■Any items whose possession is prohib-
ited Japanese law, and/or items being
transported in an illegal manner.
■Weapons and/or anything resembling
any kind of weapon.
■Anything longer than 30 cm (1 foot) in
length.
■Accessories that have pointed edges.
■Any loose athletic equipment (i.e. balls,
Frisbees, bows and arrows, etc.)
■People-carrying vehicles such as bicy-
cles, unicycles, skateboards, roller-
skates, etc.
■Any easily f lammable item.
■Alcoholic beverages, animals, and elec-
trical generators.
■Any device designed produce loud
sounds (i.e. musical instruments, boom
boxes, portable radios with speakers, etc.)
■Any other items deemed dangerous by
the Comiket staff.

■Disaster Prevention Rules :
DO NOT sit down or place luggage,
books, drinks, etc. near firefighting
equipment or emergency exits.  These
areas are demarcated by red tape on the
floor.  Furthermore, do not leave bag-
gage unattended anywhere within the
premises.  If you come across a suspi-
cious object, please inform Comiket staff
or a security guard immediately.
■Rules and Guidelines for Attendees
New to the Comic Market :

●We recommend that first time atten-
dees come to the Comic Market in the
afternoon in order to avoid long lines.
●Please use public transportation, such
as trains or buses.
●Taking photographs of people in cos-
play is limited to the costume-play pub-
lic square.  Always get permission
from the cosplayer before taking their
picture. 
●You may only change at the designat-
ed dressing / changing rooms.  If you
wish to cosplay, you must register at
the dressing room.  (The dressing room

is located at the Conference Tower.)
Registration will cost ¥800.  Please be
aware that cosplay and masquerading
have yet to be widely accepted in
mainstream Japanese society.  Do not
come to or leave the Comiket wearing
a costume.

■To Members of the Press
If you are attending the Comic Market
as part of any type of fieldwork for the
news media, you must register at the
Comic Market general headquarters
located in East Hall 1 and abide by
instructions issued at that time. Please
refrain from any interviewing and film-
ing inside or near the premises prior to
registration.
■What is the Comic Market ?
The Comic Market is an event with
more than 30 years of history and boasts
35,000 dojinshi publishing circles and
500,000 general attendees.  Dojinshi cir-
cles come seeking to distribute their cre-
ations to others who share their inter-
ests.  The corporate dealers’area
include corporations which understand
and support the ideals of the Comiket.
Most dojinshi circles do not aim to make
a profit from their activities.  Their aim
is to interact and communicate with fel-
low participants through their own cre-
ations. Communication encourages cre-
ation though inspiration, and thereby
lays the groundwork for even greater
works to come into being. This is the
paramount ideal of the Comic Market.
The Comic Market Committee, a non-
profit organization, was created for the
specific purpose of running these colos-
sal marketplaces.
The Comic Market International Desk is
here to provide overseas attendees with
information and answer any questions
that might arise.  Please feel free to
come and ask for our help.  We welcome
everyone who shares our enthusiasm
and interest in the dojinshi culture.  All
of us on the Comiket staff hope you will
enjoy your visit to the Comic Market.

The International Desk is here.

To Attendees
from Overseas:
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問 合 わ せ 種 類 問 合 わ せ 先 期日・備考（問合せ〆切、全て平成22年）

コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
準
備
会

コミックマーケット準備会連絡先
〒155－0032
東京都世田谷区代沢2－42－11  池ノ上駅前郵便局留
コミックマーケット準備会

CD-ROMカタログ通販お問い合わせ先
（運営：株式会社クリエイション）
FAX.03－6426－0953
E-Mail：info@cdrom-catalog.com/
URL  ：http://cdrom-catalog.com/
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●「C77・C78」の「C」は、コミックマーケットの略です。

①コミケットWeb

②コミケット終了後の落し物

③ C77 カタログへのご意見

④ C78 チラシ配布希望

⑤ C78 カタログイベントCM

⑥ C78 カタログ企業広告

⑦ C78 印刷会社搬入希望

⑧ C78 企業ブース出展希望

⑨ C78 取材希望

⑩ C78 カタログ通販

⑪ C78 CD-ROMカタログ通販

⑫ C78 申込書通販　

http://www.comiket.co.jp/

C77 遺失物係

カタログ編集部アンケート係

チラシ係

カタログ編集部イベントCM係

企業広告担当宛

企業対応担当宛

C78 出展企業係

マスコミ対応係

C78 カタログ通販係

http://cdrom-catalog.com/

P34参照

1月18日消印有効 往復葉書使用

7月上旬 返信用封筒同封

5月中旬 返信用封筒同封

5月中旬

5月中旬

2月中旬

8月上旬

6月中旬 返信用封筒同封

6月中旬 返信用封筒同封

●返信用封筒は、長3サイズの物をご使用ください。

甘詰留太（じどうはんばいき）

●返信用封筒とは？
自分の住所・氏名を書き、80円切手を貼った封筒のことを言います。
そのまま投函されますので、確実に手許に届くよう、記載ミスの無い
ようにしてください。また、できるだけ長3サイズの封筒を使用するよう
にしてください。

品　　　　　　名 価　格 備　　　　　　　　　考

表　紙：いちば仔牛（1日目東シ15a「UGO」）

表　紙：萩原　薫（1日目東ぺ02b「FADDISH」）

表　紙：羽柴　麟（3日目東K45b「あおしま～ズ」）

表　紙：羽柴　麟

コミケットプレス31付

イラスト大：AKIRA（3日目東ミ44a「Kaned Fools」）
イラスト小：くつきかずや（3日目東ミ22a「笑いのライセンス」）

2,000円

1,100円

各1,500円

1,500円

1,000円

1,500円

各1,300円

コミックマーケット77カタログ

コミケットプレス31

コミケットプレス総集編（1～5）

はたらくおぢさん総集編

コミックマーケット78参加申込書セット

C78合体申込専用封筒

紙　袋（大・小）

コミケット開催中、インフォメーションにて販売予定です。

コ ミ ケ ッ ト の 販 売 物

問合わせ一覧

①コミケットの情報伝達について

諸般の事情により、開催に変更が生

じた場合や、カタログ、申込書の通販

の詳細など、コミックマーケットについ

ての様々な情報は、主要都市の大き

な即売会のパンフレット、まんが・アニ

メ・同人誌情報マガジン「ぱふ」などの

誌上・その他において、随時告知を

行っていく予定です。また、コミケットで

はインターネットにWebを開設してい

ますので、そちらもご利用ください。

②コミケット終了後の落し物

必ず往復葉書を使用の上、2010

年 1月 18

日消印有

効でお問

い合わせ

ください。

その際、住

所、氏名、

電 話 番

号 、落し

物の形状、

目印などを詳しく記入してください。

なお、締切りを過ぎて届いたお問い

合わせについては対応しかねます。

ただし、以下の物については、直

接（株）東京ビッグサイトにお問い合わせ

ください。貴重品は、会期終了後会場

を通して警察にひき渡しております。

財布・定期券・高性能カメラ・キャッ

シュカード（通帳）・携帯電話（PHS）

③カタログへのご意見

このカタログの諸注意、各種記事

について、ご意見・ご感想をお送りく

ださい。今後、編集の参考にさせて

頂きます。
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④チラシ配布を希望する人へ

設営日や閉会後、サークルスペー

スに向けてチラシを配布するには、

事前登録が必要です。なお、今回の

コミケットでのチラシ配付の登録受付

は締切りました。

次回のコミケットでチラシ配布を希

望する方は、登録方法などの詳しい

案内を送付します。

⑤イベントCMについて

コミケットカタログでは、アマチュアの

同人誌即売会の広告掲載を受付け

ています。掲載費用は無料ですが、

局留などではない確実な連絡先の明

記とイベント開催後にカタログなどの

発行物を見本として提出していただ

くことが条件です。

なお、申し込まれた場合でも、準備

会の判断・事情によって掲載を見合

わせて頂く場合がありますので、御

了承ください。

⑥カタログへの企業広告について

コミックマーケットカタログでは広告

を募集しています。掲載を希望する

企業の方は、折り返し詳しい案内を

送付致します。

⑦印刷会社の搬入について

印刷会社によるコミケット会場への

搬入作業は、全て事前登録が必要

です。コミケット会場への搬入を希望

する印刷会社の方は、折り返し詳し

い案内を送付致します。

⑧企業ブース出展申し込みについて

コミックマーケットでは、企業ブースへ

の出展企業を募集しています。コミケット

の参加者にマンガ・アニメ・ゲーム・グッ

ズなどのアピールをすることができます。

⑨取材を希望するマスコミの方へ

コミックマーケットの取材を希望さ

れるマスコミの方は、必ず取材受付

をしてください。受付は当日でも対応

していますが、事前に申込ができま

すので、できるだけ事前にお問い合

わせ頂くようお願い致します。

⑩カタログ通販について

次回コミケットのカタログ通販を希

望する方は、返信用封筒を同封の上、

お問合せください。詳細を6月中旬頃

から随時送付します。なお、「ぱふ」誌

上や、Webでもご案内しています。

⑪カタログCD－ROM版通販（予定）

コミケットCD－ROMカタログは

コミケットが発行し、共信印刷が発

売するWindows/Macintosh対

応ハイブリッドCD－ROMです。カ

タログ取り扱い書店などでも販売

する予定ですが、通販を希望する方

は、準備会まで返信用封筒を同封の

上お問合せください。通販の詳しい

案内を6月中旬ごろから随時送付し

ます。なお、「ぱふ」誌上や、Web

（http://cdrom-catalog.com/）でも

ご案内しています。

なお、製品に対するお問合せは

共信印刷株式会社

〒１１３－０００１東京都文京区白山1－19－6

TEL：03－3868－8044

FAX：03－3868－8043

までお問い合わせください。

問合せ時の注意



地区別ジャンル一覧

ヤングガンガン、コミックブレイド、コミックゼロサム、ComicREX
柴田亜美、峰倉かずや、天野こずえ
黒執事、ソウルイーター、PandoraHearts

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

少年サンデー（GX、ゲッサン、スペシャル含む）、少年マガジン（月刊、Z含む）、少年チャンピオン、コロコロコミック、コミック
ボンボン、電撃コミックガオ！、少年エース、少年シリウス、コミックラッシュ、ドラゴンエイジ
手塚治虫、石ノ森章太郎、高橋留美子

少女マンガ誌、ホラーマンガ誌
CLAMP（魔法騎士レイアース、カードキャプターさくら、ツバサ－RESERVoir CHRoNiCLE－、XXXHOLiC、X、東京
BABYLON、こばと。など）／夏目友人帳

ヤングキング、ヤングマガジン、ヤングアニマル、ヤングサンデー、ヤングジャンプ、ビジネスジャンプ、ウルトラジャンプ、アフ
タヌーン、イブニング、モーニング、COMICガム、電撃大王、チャンピオンRED、4コママンガ誌
あずまきよひこ、内藤泰弘、かわぐちかいじ、福本伸行、中村光
頭文字Ｄ、おおきく振りかぶって、攻殻機動隊、Rozen Maiden、皇国の守護者

戦国無双、戦国BASARA、真・三國無双、三国志大戦、無双OROCHI、采配のゆくえ

FINAL FANTASY（XI（イレブン）除く）、ゼノギアス、Xenosaga、SaGa（魔界塔士 Sa・Ga、Romancing Sa・Ga、
SaGa Frontier、Unlimited:SaGa)、聖剣伝説、FRONT MISSION、ドラゴンクエスト、Star Ocean、ヴァルキリープロ
ファイル、ラジアータストーリーズ、ロードオブバーミリオン

幻想水滸伝、ゼルダの伝説、マザー、ファイアーエムブレム、東京魔人學園、九龍妖魔學園紀、ラングリッサー、ワイルドアーム
ズ、サモンナイト、バロック、セブン、シャイニング・フォース、俺の屍を越えてゆけ、ブラックマトリクス、アトリエシリーズ（マ
リーのアトリエ、ヴィオラートのアトリエ、マナケミアなど）、テイルズシリーズ（テイルズオブファンタジア、テイルズオブデス
ティニー、テイルズオブジアビス、ティルズオブヴェスペリアなど)、日本一ソフトウェア（魔界戦記ディスガイア、ファントム・ブ
レイブなど）、ファルコム（英雄伝説、イース、西風の狂想曲など）、アトラス（真・女神転生、アバタールチューナー、デビルサ
マナー、葛葉ライドウ対超力兵団、ペルソナ、グローランサーなど）、戦場のヴァルキュリア

評論・情報（ゲーム全般）、アクション、シューティング、シミュレーション、アドベンチャー、パズル、クイズ、落ち物、プライズ、サ
ウンドノベル、アーケード、大型筐体、音ゲー、パチンコ、パチスロ
pop’n music、BEMANI、BIO HAZARD、METAL GEAR SOLID、DEVIL MAY CRY、POWER DoLLS、高機動幻
想ガンパレードマーチ、逆転裁判、クイズマジックアカデミー、大神、サクラ大戦、モンスターハンター、大乱闘スマッシュブ
ラザーズ、悠久の車輪
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東
1
・
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・
3
地
区

ヘタリア

ゲーム（格闘）

ゲーム（電源不要）

オンラインゲーム

ゲーム（恋愛）

ガンダム

アニメ（サンライズ）

アニメ（その他）

鋼の錬金術師

アクセサリー

FC（ガンガン）

FC（少年）

FC（少女）

FC（青年）

ゲーム（歴史）

スクウェア・エニックス
（RPG）

ゲーム（RPG）

ゲーム（その他）

日丸屋秀和

vsシリーズ（CAPCOM vs ～ などのシリーズ全般を含む）、ストリートファイターシリーズ、VAMPIRE シリーズ、ザ・キン
グ・オブ・ファイターズ、サムライスピリッツ、餓狼伝説、ギルティギア、バーチャファイター、バーチャロン、鉄拳、DEAD OR
ALIVE、アルカナハート、旋光の輪舞、アカツキ電光戦記、BLAZBLUE

ボードゲーム、カードゲーム、テーブルトークRPG、Play By Mail、Trading Card Game（オリジナルのスターター、エク
スパンション含む）

Massively Multi-player Online（Diablo、ウルティマオンライン、ファンタシースターオンラインシリーズ、ラグナロクオン
ライン、FINAL FANTASY XIなど）、Play By Web（人狼、シルバーレインなど）

自主製作ＢｏｙｓＬｏｖｅゲーム（それを元にした本など含む）、自主制作乙女ゲーム（それを元にした本など含む）
コーエーネオロマンスシリーズ（アンジェリーク、遙かなる時空の中で、金色のコルダ）、ときめきメモリアルGirl’s Side、
vitamin X、ハートの国のアリス、学園ヘヴン、鬼畜眼鏡、咎狗の血、Lamento、ラッキードッグ1

スーパーロボット大戦（魔装機神）、コードギアス反逆のルルーシュ

全シリーズ（オリジナル設定含む）、ガンダムエース、ゲーム全シリーズ

声優、アニメソング、アニメ評論、アニメ情報、海外アニメ、魔法少女、児童向アニメ
スタジオジブリ、ガイナックス（エヴァンゲリオンシリーズ、天元突破グレンラガン等）、地球へ…、モノノ怪、忍たま乱太郎、イ
ナズマイレブン、サマーウォーズ、プリキュアシリーズ、マクロスシリーズ、スレイヤーズシリーズ、.hack（ゲーム含）、デジタル
モンスターシリーズ、ポケットモンスター、ビックリマンシリーズ、神羅万象

荒川弘

ドール・服飾・雑貨

東
4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
2
地
区

12月29日（火）1日目

東
1
・
2
・
3
地
区

サッカー、野球、F1、格闘技、ウインタースポーツ
ギャンブル（パチンコ、パチスロ除く）、競馬

w-inds、FLAME、Lead、WaT、GLAY、L’Arc～en～Ciel、B’z、access、TMR、TMGE、BUMP OF CHICKEN、氣志
團、Gorillaz、ゴスペラーズ
HIPHOP、ヴィジュアル系バンド、神話、東方神起／アジア系男性アイドル

音楽（洋楽・邦楽）

同人ソフト

銀魂

歴史

自主製作（音楽・映像）／ＣＧ集、コスプレ／同人音楽CD（DTM）、ドラマCD（ボイスドラマ）／インターネット、ブログ、デジ
タルマスコット、伺か、2ちゃんねる、ふたば☆ちゃんねる、ニコニコ動画
VOCALOID、Sound Horizon

デジタル・その他

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

創作（JUNE）

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

AQUAPLUS含む
To Heart、To Heart2、うたわれるもの、White Album、ONE、Kanon、AIR、CLANNAD、リトルバスターズ

東
4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
2
地
区
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FC
（ジャンプその他）

創作（文芸・小説）

東方Project

テニスの王子様

NARUTO

ワンピース

REBORN！

創作（少女）

FC（小説）

鉄道・旅行・メカミリ

ワンピース、NARUTO、テニスの王子様、銀魂、REBORN！を除く少年ジャンプ系作品
ジャンプスクエア、月刊ジャンプ、スーパージャンプ、Vジャンプ、コミックバンチ
車田正美、ゆでたまご、冨樫義博、久保帯人、武井宏之、荒木飛呂彦、藤崎竜、高橋陽一、樋口大輔
ヒカルの碁、DEATH NOTE、遊戯王、D.Gray-man、魔人探偵脳噛ネウロ、ギャグマンガ日和、ぬらりひょんの孫、トリコ、
Mr. FULLSWING、アイシールド21、スラムダンク、黒子のバスケ

オリジナルの創作物（詩、俳句、短歌、替え歌など)

自主制作ゲームソフト（Boys Love・乙女ゲーム除く）、自主制作ハードウェア、レトロPC
同人ソフト作品を元にした本など（Bays Love・乙女ゲーム除く）／評論・情報
ひぐらしのなく頃に、うみねこのなく頃に

歌舞伎、日本史、世界史、三国志（ゲーム除く）

（ミュージカル除く）

東方紅魔郷、東方妖々夢、東方永夜抄、東方花映塚、東方文花帖、東方風神録、東方地霊殿、東方星蓮船など
自主制作ソフト・アレンジ音楽も含む

動物

ミステリ、児童文学、ライトノベル／小野不由美、京極夏彦
マ シリーズ、彩雲国物語、マリア様がみてる、戦闘妖精雪風、涼宮ハルヒシリーズ

バイク、バス、車、モータースポーツ、痛車／鉄道、鉄道擬人化（青春鉄道、ミラクル☆トレインなど）／飛行機／旅行記／ミリタリー
おもちゃ、食玩、プラモデル、ガレージキット、ペーパークラフト、カメラ、人工衛星、アナログ家電機器／武装神姫

必殺、大河ドラマ／舞台、演劇、ミュージカル（マンガ、アニメ・ゲーム原作含む）、宝塚、歌舞伎
女性アイドル、女性アーティスト／お笑い／アジア系映画／ラジオ番組／政治家／Real Person Slash
羞恥心、D-BOYS／水曜どうでしょう、風魔の小次郎（ドラマ版）、ルーキーズ（ドラマ版）、クローズZERO（映画版）、ＭＷ（映画版）

特撮評論、特撮情報、アメコミ／ハヤカワSF文庫、創元SF文庫
ウルトラシリーズ、昭和仮面ライダーシリーズ、平成仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、ケータイ捜査官7、トミ
カヒーローシリーズ

ソフ倫もの、脱衣麻雀、恋愛SLG、育成SLG
アリスソフト、オーガスト、F&C、Circus、Nitro+、ユニゾンシフト、PULLTOP、ういんどみる
魔法少女リリカルなのは、とらいあんぐるハート、THE iDOLM@STER、シスタープリンセス、ベイビープリンセス、ときめ
きメモリアル、アカイイト、アオイシロ、恋姫†無双、DREAM C CLUB

月姫（メルティブラッド）、Fate／stay night、Fate／hollow ataraxia、Fate／Zero、奈須きのこ（空の境界、DDD）

批評、イベント、飲食物、郵便、医療、育児、体験談（アニメ、ゲーム、特撮に関しては、それぞれのジャンルにあります）

TV・映画・芸能

特撮・SF・ファンタジー

創作・アニメ・ゲーム（男性向）

音楽（男性アイドル）

創作（少年）

創作・アニメ・ゲーム（男性向）

Leaf ＆ Key

ギャルゲー

TYPE-MOON

学漫

評論・情報

スポーツ

東
4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
2
地
区

12月30日（水）2日目

12月31日（木）3日目
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当日価格：2,000円
連 絡 先：〒155－0032 東京都世田谷区代沢

2－42－11 池ノ上駅前郵便局留
コミックマーケット準備会

※本誌掲載の記事、サークルカット、その他の無断転載、複写を
禁じます。掲載広告の内容などに関して準備会では一切責任
を負いません。また、サークル、スタッフに関する質問もプライバ
シーと判断し、一切お答えできません。

次回参加に向けて

次回開催予定のコミックマーケット78にサー
クル参加したい人は、必ず「コミックマーケット
78参加申込書セット」を買ってください。この申
込書セットと合体配置用封筒は、コミケット77
の開催日に会場で購入できる他、通信販売で
も購入できます。
コミケット78の申込書通販は「郵便振込に
よる受付」、「Webにおける受付」で行います。
郵送による申込において、同一ジャンルコー

ドの2つのサークルが連続したスペースを希望
する場合、サークル参加申込者セット2通のほ
かに、別売の合体配置用封筒が必要です（オ
ンライン申込では不要）。
通販価格には参加申込書セット料金1,000

円の他、送料・手数料が含まれます。また、コミ
ケットの通販価格には別途振込手数料がかか
ります。一方、サークルドットエムエスの通販価

格には決済手数料が含まれます。利用しやすい
方を選択してください。
Webでの通販部数は限定させていただき、

売り切れた場合はその時点で終了となります。
1月24日の段階で残部がある場合、二次受
付を行う場合がありますが不着対応が難しいた
め、確実に送付できるように通常通販とは送付
方法を変更します。この場合、送料が高くなりま
すが、ご了承ください。こちらについても、詳細は
Webをご参照ください。
申込書セット、合体配置用封筒は1月末頃

までには発送予定です。2月4日までに届かな
い場合は通販申込先に至急ご連絡ください。

①コミケット78開催当日、会場で買う。
②事前に書店で買う。
一部の書店で購入する事ができます。

サークル参加するには？

コミケット78カタログの入手方法

■取扱書店
コミケットサービス（直営店）、アニメイト、有
隣堂、書泉、虎の穴、メッセサンオー、くま
ざわ書店など。一覧がコミケットのWebページ
http://www.comiket.co.jp/info-a/の「カタ
ログ取扱店一覧」にあります。
③通信販売で買う。
通信販売なら、確実に入手できます。
詳しい案内を『32P：問合せ一覧⑩』まで請求
します。送られてくる案内に従って申込んでくだ
さい。その際、自分の住所・氏名・電話番号な
どはていねいに書きましょう。

通販（Web） 間期込払額金社会当担販通容内

サークル参加申込書セット サークルドットエムエス https://circle.ms 1,500円（決済手数料込） 11月20日～1月21日

■通販詳細一覧

通販（郵便振込）内容 加入社名・口座番号 通信欄記載内容 払込金額（税込） 払込期間

サークル参加申込書セット
00180－6－615660 コミケット78

1,400円
コミケット申込書通販係 申込書通販希望 1月4日～

合体配置用封筒
00160－9－650534 コミケット78

700円
1月8日

コミケット合体封筒通販係 合体配置用封筒通販希望


