
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）

●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。

●直接救急車を呼ばないでください。

一度に大勢の参加者が通報することによ

って混乱が予想されます。コミケット開催時は

会場内に東京消防庁の救急隊が常駐して

いますので、準備会スタッフが会場内の救急

隊への連絡をとるほうが迅速な対応が取れ

ます。まずは近くの準備会スタッフまでお知ら

せください。

自己管理について
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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79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79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。コミケに向けて、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。
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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
会議棟1階レセプション
男子更衣室
Men's Locker room
西地区1階アトリウム

喫煙スペース
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
場所

飲食販売所
場所：A－8、C－0、C4
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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。

65 7 8 9

コミナビ・山内商店 東1 4－C
マクソン 東2 3－C
デリーター 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 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

会議棟の改装工事のため、「会
議棟6階有料休憩所」は、開設
いたしません。

女子更衣室
会議棟1階レセプションホール

男子更衣室
西地区1階アトリウム
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西地区1階

西地区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、一度西地区1階アトリウム

に降り西地区1階の通路から、会議棟

1階へ入ってください。

東地区より
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。

今回、男子更衣室は会議棟の改装工事
のため、西地区1階アトリウムに変更と
なっております。
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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

喫煙スペース
Smorking Area

西地区から東地区への行き方

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やアマチュアと

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

東地区　1日目
東1ホール トラックヤード側 Ａ－36付近トイレ

東3ホール トラックヤード側 Ａ－68付近トイレ

東4ホール トラックヤード側　シ－68付近トイレ

東5ホール トラックヤード側 シ－52付近トイレ

東6ホール トラックヤード側 シ－36付近トイレ

ガレリア側トイレ

2日目
東1ホール トラックヤード側 Ａ－36付近トイレ

東4ホール トラックヤード側 シ－68付近トイレ

東5ホール トラックヤード側　シ－52付近トイレ

東6ホール トラックヤード側　シ－36付近トイレ

ガレリア側トイレ

西地区　1日目
西2ホール トラックヤード側　あ－48付近トイレ

2日目
西1ホール トラックヤード側　れ－24付近トイレ

トラックヤード側　れ－48付近トイレ

西2ホール トラックヤード側　あ－48付近トイレ

※上記の男子トイレは、女子トイレに変更されます。

C79トイレ変更予定



○男子更衣室…西地区１階アトリウム
○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日間とも）
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

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P21の

地図を参照してください。
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コミックマーケットでコスプレをする

参加者は、P9の「コミケットのルール」

および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、特定またはすべてのコスプレ

の禁止、アイテム所持の禁止を行うこ

とがあります。

●衣装のままでの来場、帰宅およ

び外出の禁止

コミケットでは、衣装を着たままでの

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。更衣室の場所は、P21の

地図を参照してください。

●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。

●更衣室利用上の注意

●更衣室での休憩や、待ち合わせな

どは出来ません。

●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。

●出来るだけ清潔に使うよう心がけ

てください。

●更衣室内では荷物を大きく広げな

いでください。

●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。

●「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

1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。

■雨天・荒天時について

雨天など、悪天候により、コスプレ

広場の使用が制限される場合があ

り、また撮影に関しても制限を受ける

場合があります。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。また、雨天時の撮影につ

いてはP20の枠内もご確認ください。

更衣室および
コスプレ広場

コスプレのルール

曲本（toinana）

○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まで）

○利用時間について

更衣室の利用可能時間は、

10：00～16：30です。（最終日は

15：30）

第1コスプレ広場の利用可能時

間は、10：00～16：00です。（最終

日は15：00）

第2コスプレ広場の利用可能時

間は、10：00（予定）～16：00です。

（最終日は15：00）

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。

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。

○張りぼてや着ぐるみなど、通行の

障害となるような衣装

「ハリボテ」や「ぬいぐるみ」など、大

きな衣装は出来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

問わず身体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・眼帯など、視

界を制限する物

健康上の理由などを除き、視界を

制限する物を身につけて、会場の移

動は出来ません。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、各所でスタッフが衣装、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。

ける場合があります。（ただし、現在の

日本国内で権限を有しない制服・軍

服は原則として制限されません。）

○周囲に危害を加える恐れのある

衣装やケガをさせる危険性があ

る衣装など

他人に引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

光を発するものもが該当します。

金属製パーツなどで堅くてとがって

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き物で

の移動も出来ません。

○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

次のようなコスチュームは、状況や

衣装の内容により制限・禁止される

場合があります。違反者は、会場から

の退場だけでなく、内容によっては法

律に触れ、着用者自身が罰せられる

場合があります。十分に注意してくだ

さい。

○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

官の服装、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出来ませ

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

共性の強いもの）に関係する制服は

着用できません。現職の方も、当日に

制服着用が義務づけられている人以

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

人が区別出来ない服装も制限を受
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コスプレ衣装の制限

男子更衣室の場所に
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。

今回、男子更衣室が会

議棟に改装工事により、西

地区1階アトリウムに変更

になっています。新しい場所

で試みになりますが、会場

の新しい可能性を探ること

ができる貴重なチャレンジ

だと思っています。会場も

老朽化が進んでおり、色々

な修繕箇所が出てきてい

ます。順次改装が終われば

現状より快適な運営がで

きることでしょう。

利用される皆さんには大

変なご面倒をお掛けします

が、利用できるスペースを最

大限に使うことは、コミケット

という表現の場に新しい可

能性を模索することにも繋

がります。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

したうえでの判断を目指し

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79Ａ係」にお願い

します。
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コミケットの持ち込み禁止物に加え

て、以下に記載されている物をコスプ

レ時にアイテムとして使用することは

できません。コスプレ時に使用した場

合は、発見次第、提出していただく場

合がございます。

①大きさや材質にかかわらず、武具、

武器、銃器、弓矢、刀剣など。また

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

性の高い素材も含む。

④ボール類の全て、円盤、矢など。け

ん玉も含む。

⑤ガラス製品、割れやすい陶器。

⑥大きい音の出る物全般。（笛・楽

器・ラジカセ等）

⑦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。施設が痛むのでこ

れらの中に入ることを禁止します。

③無断撮影

写真や動画を撮るときは、必ず被

写体の同意をもらってください。相手

の同意を得ない撮影は厳禁です。

④場所の占有

コスプレ広場で撮影ポイントを占有

するような行為を禁止します。

⑤チラシまき

チラシを配布、設置することは禁止

します。

※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、たとえ悪意が無くても、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

ら見ることが出来る時代です。

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。

コ ス プ レ イヤ ー を 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）

○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。

○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

○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、スタッフにご確認

ください。

コスプレ広場での
禁止行為

コスプレアイテムの
制限



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

とものん（えぼれめ）

■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

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

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。

■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。

■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
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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79カタログ ￥2,000

コミケット80参加申込書セット ￥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

赤井丸乃進（Star Circus）




