
8月13日　金曜日

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、34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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※P32に詳細を掲載しています。

○創作・アニメ・ゲーム（男性向）
○歴史
○評論・情報
○鉄道・旅行・メカミリ

○創作・アニメ・ゲーム（男性向）
○創作（文芸・小説）
○アクセサリー
○Leaf & Key
○TYPE-MOON
○ギャルゲー

○創作（少年・少女・JUNE）
○学漫

8月15日　日曜日

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区

○FC（小説・少年・ガンガン）
○鋼の錬金術師
○同人ソフト
○デジタル・その他

○東方Project
○FC（青年・少女）
○REBORN !

○FC（ジャンプその他）
○銀魂
○NARUTO
○ワンピース
○テニスの王子様

8月14日　土曜日

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区

○アニメ（その他・サンライズ）
○ガンダム
○ゲーム（恋愛・格闘）
○スポーツ
○音楽（洋楽・邦楽）

○ヘタリア
○オンラインゲーム
○ゲーム（電源不要）
○音楽（男性アイドル）
○TV・映画・芸能
○特撮・SF・ファンタジー

○ゲーム
（RPG・歴史・その他）
○スクェア・エニックス
（RPG）

1日目

募金額
￥1,150,834.－

第33回
森林保護募金結果報告

2日目

3日目



昨年は、通常の夏・冬のコミケットの

開催に加え、米沢嘉博記念図書館

の開館とコみケッとスペシャル5 in水

戸の開催に向けてのあれこれの準

備があり、相当に慌ただしい日々を

過ごしてきたコミケット準備会ですが、

この3月のスペシャル5が終われば

一息つくことができることを目指して

作業を進めてきました。ところが……、

その準備もピークを迎えた3月上旬か

ら、「東京都青少年健全育成条例」

の改定問題に直面することになりま

した。昨年末の「答申案」に対して、

共同代表の一人である市川孝一が

反対のパブリックコメントを出したりと、

準備会としてもこの問題については

危惧してきたのですが、改定案の内

容には正直、驚きを禁じ得ませんでし

た。幸いにして、同人誌の世界だけ

でなく、マンガ・アニメ・ゲームの世界を

超えて結ばれた幅広いネットワークが

政治を動かし、6月17日に今回の改定

案は都議会にて否決されました。
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しかし、東京都は規制強化の意志を

持ち続けているようで、今は単なる小

休止。事態は今後とも予断を許さな

いようです。

今回の議論を通じて再認識した

のは、同人誌の世界は、やりたい放

題で無法地帯であると思い込んでい

る外部の方が、未だに少なからずお

られるということでした。ここ数年、準

備会は、様々な形でコミケットとは？同

人誌とは？ということを広く伝えてきま

した。図書館やスペシャル5もそうし

た試みのひとつです。また現在、東京

工業大学を中心とするコンテンツ研

究チームと準備会が行っているアン

ケート調査も、コミケットの実相のある

部分を明らかにしてくれるはずです。

こうした積み重ねの上に、今後の情

報発信をどうしていくべきかのか、検

討を深めていく必要があるのかもし

れません。

一方で、準備会がもうひとつ直面

している問題は、会場の変化です。

北駐車場が閉鎖された代わりに東駐

車場が拡張されたことにより、一般参

加者待機列を中心に大きな変更が

あります。また、老朽化の目立つ施設

についても、2018年度までに巨額を

投じての開業以来の全面改修が予

定され、既に一部が着手済です。そ

のため、昨夏・昨冬と行った国際会

議場でのイベントは今回は実施でき

ませんし、屋外の隅には工事用の造

作が置かれているはずです。参加者

の皆さんには、様々なご不便をおか

けすることもあるかもしれませんが、よ

りよい施設ができることを期待し、し

ばらくの間ご辛抱いただければと思

います。

最後に、この夏は久しぶりに8月第2

週での開催となったため、2日目の8月

14日に東京湾大華火祭がぶつかる

ことになります。午後から大幅な交通

規制が予定されており、コミケットへの

影響も少なくありません。この日に参

加される方は、東京都や各交通機関

からの情報には充分に留意した上

で、参加ください。

それでは、暑い有明で皆さんとお

会いできるのを楽しみにしています。

「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

8月13日 P35

8月14日 P417

8月15日 P801

西4階企業ブース P1171

記事ページ P1189
記録班レポート・マンレポ等、
1189Pに目次があります。

背表紙 NARUTO、ONE PIECE

■コミケットロゴマーク
（登録商標）

COMICMARKET 78  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

8月13日（金）分リスト P36～75

8月14日（土）分リスト P418～456

8月15日（日）分リスト P802～840

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「P32：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、東棟屋

外駐車場（11：00ごろ閉鎖予定）で

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。

●置き引きに注意する

貴重品は自分で管理してください。

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。

●暑さ対策について

会場の周辺は、舗装された路面の

照り返しが厳しく、風が強いので大変

過酷な状況になります。暑さで体力を

奪われないよう、長袖を着るなど肌を

直接日光にさらさないようにしましょう。

●雨について

近年、雨になることが多いです。

もし、雨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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●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。（東棟

屋外駐車場は、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



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。

葉子（サンタローズ）

徹夜の禁止について

アタリ




