
●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 東　北 関　　　東 信　越 北　陸 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄

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
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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

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

ゆうパック料金表 ダンボール箱料金：箱中（32×26×18cm）￥140 箱大（40×32×23cm）￥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

サトイ★アヤト（ＰＳＹ）

アタリ

※会場から送付の場合。

コミックマーケット（コミケット）78

開催日：2010年8月13日（金）～

15日（日）

次期開催日：2010年12月29日（水）～

31日（金）

■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（8月13・14日）

午前10時から午後4時ま

で（8月15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抵

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。
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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.

Comic Market (Comiket) 78
Session Date : Aug. 13th (Fri) ～

15th (Sun) 2010
Next Session Date : Dec. 29th (Wed) ～

31th (Fri) 2010
Hours of Operation :
Dojinshi Area :10:00am to 4:00pm each day.
Corporate Dealers Area :
10:00am to 5:00pm on Aug.13th～14th

10 : 00am to 4 :00pm on Aug.15th
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,

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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●「C78・C79」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 C78 カタログへのご意見

④ C79 チラシ配布希望

⑤ C79 カタログイベントCM

⑥ C79 カタログ企業広告

⑦ C79 印刷会社搬入希望

⑧ C79 企業ブース出展希望

⑨ C79 取材希望

⑩ C79 カタログ通販

⑪ C79 CD-ROMカタログ通販

⑫ C79 申込書通販　

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

C78 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

C79 出展企業係

マスコミ対応係

C79 カタログ通販係

http://cdrom-catalog.com/

P34参照

9月6日消印有効 往復葉書使用

11月上旬 返信用封筒同封

10月中旬 返信用封筒同封

10月上旬

10月上旬

8月20日

12月上旬

10月中旬 返信用封筒同封

10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。

並生大誠（Dat Cross）

●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：田丸浩史（1日目東A44a「甲冑娘」）

表　紙：はづき蓮子（3日目西ま02a「水化舎」）

表　紙：羽柴　麟（1日目東リ30a「あおしま～ズ」）

表　紙：羽柴　麟

コミケットプレス32付

イラスト大：はるお（3日目西お37a「clown Berry」）
イラスト小：G＝ヒコロウ（3日目東Z37a「ODE STER」）

2,000円

1,100円

各1,500円

1,300円

1,000円

1,500円

各1,300円

コミックマーケット78カタログ

コミケットプレス32

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79参加申込書セット

C79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

アタリ

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9月6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10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10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

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

特撮評論、特撮情報、アメコミ／スーツアクター
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

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）

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、FPS、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

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

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
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アニメ（その他）

スポーツ

音楽（洋楽・邦楽）

ゲーム（恋愛）

ゲーム（格闘）

ガンダム

アニメ（サンライズ）

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）

特撮・SF・ファンタ
ジー

TV・映画・芸能

ゲーム（その他）

スクウェア・エニックス
（RPG）

ゲーム（RPG）

ゲーム（歴史）

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、.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

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

自主製作ＢｏｙｓＬｏｖｅゲーム（それを元にした本など含む）、自主製作乙女ゲーム（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、薄桜鬼、学園ヘヴン、鬼畜眼鏡、咎狗の血、Lamento、ラッキードッグ1

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

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

日丸屋秀和

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）

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）東

4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
2
地
区

1日目　8月13日（金）

2日目　8月14日（土）

3日目　8月15日（日）

REBORN！

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

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
自主製作ソフト・アレンジ音楽も含む

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）、Webラジオ／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

FC（少女）

ミステリ、児童文学、ライトノベル／小野不由美、京極夏彦、西尾維新
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、スレイヤーズ、とあるシリーズ、デュラララ！！

東
1
・
2
・
3
地
区

ドール・服飾・アクセサリーオリジナル雑貨
創作・アニメ・ゲーム（男性向）

FC（少年）

FC（小説）

FC
（ジャンプその他）

自主製作ゲームソフト（Boys Love・乙女ゲーム除く）、自主製作ハードウェア、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

同人ソフト

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

（ミュージカル除く）テニスの王子様

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

東
4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
2
地
区

33

東
1
・
2
・
3
地
区

FC（ガンガン）

鋼の錬金術師

東方Project

デジタル
（その他）

FC（青年）

NARUTO
ワンピース
銀魂

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

荒川弘

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）、少年ライバル、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

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

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

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）

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／位置ゲー

歌舞伎、日本史、世界史、三国志（ゲーム除く）

オリジナルの創作物（詩、俳句、短歌、替え歌など)

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）

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、ういんどみる、age、Circus、Nitro+、PULLTOP
魔法少女リリカルなのは、とらいあんぐるハート、恋姫†無双、THE iDOLM@STER、DREAM C CLUB、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、ラブプラス、アカイイト、アオイシロ、アマガミ、STEINS;GATE

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

動物

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）
TYPE-MOON

ギャルゲー

Leaf ＆ Key

歴史

創作（少年）
学漫
創作（少女）
創作（JUNE）

東
4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
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地
区
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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79に

サークル参加したい人は、必ず「コミック

マーケット79参加申込書セット」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78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。

ただし、制作スケジュールの都合上、オンラ

イン申込用の申込書通販のみとします（し

たがって、合体配置用封筒の通販はあり

ません）。ただし、郵送での申込に間に合

うようには送付しますので、郵送での申込

に使っても問題ありません。しかし、不着対

応で、郵送での申込に間に合わなかった

場合は、オンライン申込を利用してください。

申込書通販は、サークルドッドエムエス

のWebにて行います。郵便振込での取扱

はありません。詳細・諸注意については下

記URL参照。受付は8月2日締切です。

通販部数は限定させていただき、売切

時点で終了となります。8月2日で残部が

ある場合、二次受付を検討しますが、確実

に送付可能な方法に変更するため、送料

が高くなります。ご了承ください。詳細は

Webをご参照ください。

①コミケット79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。

■取扱書店

コミケットサービス（直営店）、アニメイト、

サークル参加するには？

コミケット79カタログの入手方法

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『P30：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）内容 通販担当会社 金額 払込期間

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） 7月2日～8月2日

■通販詳細一覧




