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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－C

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

クロネコヤマト宅急便
場所：0－E, 9－A

ゆうパック
場所：5－B, 6－B

雨天時には東地区のみ
ガレリア東（東6ホール
側）に移動になります。

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。

画材取り扱い会社
配置場所
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■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

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



■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。（P14参照）
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、一度西展示棟1階アトリウムに降り西展示

棟1階の通路から、西会議棟1階へ入ってください。

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、P18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、P1171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／8月13日・14日・15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（自販機）もあります。

会議棟6階有料休憩所



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

■インフルエンザ対応
平成22年6月10日時点では、インフルエン

ザの流行はないようですが、直前に流行する心
配もないわけではありません。
各自でインフルエンザの情報には注意を払っ

てください。インフルエンザの疑いがある症状が
出た場合は参加を控えるようお願いします。な
お、インフルエンザは症状が改善後も数日間は、
ウィルスが消えず他人に移す恐れがあります。体
力も消耗しているので数日間は、コミケ参加を
控えるようお願いします。これに限らず、体調の
悪いときは無理をせず自宅で休養してください。

■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。
●夏の暑さ対策は充分に！
一般入場の待機場所は、炎天下の舗装道

路です。朝から並ぶ場合3時間はそこにいること
になります。晴れた場合、肌の露出が少ない着
衣を心がけ帽子等を忘れずに。タンクトップは避
けた方がよいでしょう。また、水分はこまめに取っ
てください。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。
■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、お盆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。

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
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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

茉崎ミユキ（プロペラプロンプト）

アタリ

8月14日は「東京湾大華火祭」が開催されます。このため、
ゆりかもめの台場駅・新橋駅では、特に午後から深夜にか
けて混雑が予想されます。コミケのお帰りの際には、なるべく
「りんかい線」又は「ゆりかもめ（豊洲行）」をご利用ください。

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・Suica・kitaca・TOICA

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。ICOCAは首都

圏の私鉄・地下鉄では使用できませ

ん。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。

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。

●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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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

ひなたもも（Alice Garden）

アタリ



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

（P21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

曲本（toinana）

があります。男女問わず過剰な露出

なども制限の対象です。

○ハリボテや着ぐるみなど、通行の

障害となるよう衣装

「ハリボテ」や「ぬいぐるみ」など、大

きなコスチュームはできる場所が制限

されます。肩パットやコード類、翼など

材質を問わずボディラインから大きくは

み出すパーツのある衣装やすそが長

いなど、エスカレータでの移動が困難

な衣装も対象になります。

○かぶり物、マスク、眼帯、視界を制

限する物

健康上の理由など場合をのぞき、

ヘルメット、マスク、お面、眼帯、包帯な

ど視界を制限する物を身につけて、

会場の移動はできません。（特に会

場内のコンビニや ATMなど）

視界を妨げるパーツなども同様で

す。移動する際は外してください。

■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。

用できません。現職の方も、当日に制

服の着用が義務付けられている人以

外はご遠慮ください。

ビッグサイトに隣接している公共交

通機関の制服など、知識を持たない

人が区別ができない服装も制限を受

ける場合があります。

○周囲に危害を加える恐れのある

衣装・ケガをさせる危険性があ

る衣装など

他人にひっかかるような衣装、粘着

質の衣装、未乾燥の塗料、血のり、強

い臭気を放つもの、極端な高熱や光

を発するものも該当します。

金属製パーツなどで硬くてとがって

いるものは、特に危険です。紙も鋭い

刃物のようになる場合があります。注

意してください。スパイクシューズなども、

施設を傷つけるので禁止します。

長すぎるスカートやマントなども、エ

スカレータへの巻き込みなどの危険

があるため、移動を制限する場合が

あります。

一本ゲタなどの不安定な履物での

移動もできません。

○常識を逸脱した、極端に不快感

を誘う服装など

「社会的に影響の強い個人や存

在」を特定する衣装も該当する場合

■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。

○業務上の権限の強い制服など

マンガやアニメなどに登場する警

官のコスチューム、自衛隊の作業服、

消防などのレスキュー隊員は、階級章、

記章、腕章類を一切つけることはで

きません。（複製品を含めます。パロ

ディは可です）

公務員（特に警察官、消防官、自

衛官、海上保安官）業務上指示をす

る権限を持つ職種（ガードマンなど公

共性が強いもの）に関する制服は着
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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試行
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78Ａ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

『P30：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。

（P1198：C77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。

（P1190：参照）

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、

トラックヤード側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。

コミケット・トイレ事情

東地区
1日目 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

ガレリア側男子トイレ

2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

西地区
1日目 西1ホール ABシャッター間男子トイレ

西2ホール ABシャッター間男子トイレ

2日目 西1ホール ABシャッター間男子トイレ
DEシャッター間男子トイレ

西2ホール ABシャッター間男子トイレ

3日目 西1ホール ABシャッター間男子トイレ
（P10：地図参照）

C78トイレ変更予定（6月23日現在）
（男子トイレから女子トイレに変更）

■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。

■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

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

■設営日（8月12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

エントランスホールに集合してください。
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■販売物

14：00～17：00、東2ホール（予定）

コミックマーケット78カタログ ￥2,000

コミケット79参加申込書セット ￥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

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。

●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『P10：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。9月6日消印有効

で『P30：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。




