
8月12日　金曜日

毎回、森林保護募金にご理解と

ご協力をいただきありがとうございま

す。前回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

せていただきました。

C80募金活動ですが、3月11日

の東日本大震災に被災された方々

への義援金に変させていただきま

す。当日集まった義援金は、日本赤

十字社へ寄附させていただきます

ので、ご協力をお願いいたします。今

回も準備会インフォメーション及び更

衣室前にて、募金活動を行います

ので、よろしくお願いします。

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・P35に詳細を掲載しています。

○創作・アニメ・ゲーム（男性向）

○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）

○オリジナル雑貨

○ギャルゲー

○Leaf & Key

○TYPE-MOON

○創作（少年・少女・JUNE）

○学漫

○歴史

8月14日　日曜日

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区

○同人ソフト

○デジタル（その他）

○アニメ（その他）

○東方Project

○特撮・SF・ファンタジー

○アニメ（サンライズ）

○ガンダム

○スポーツ

○音楽

（邦楽・洋楽・男性アイドル）

○TV・映画・芸能

○FC（小説）

8月13日　土曜日

西1・2地区東4・5・6地区東1・2・3地区

○ゲーム（その他）

○FC（ジャンプその他）

○NARUTO

○ワンピース

○テニスの王子様

○銀魂

○REBORN！

○FC

（少年・少女・青年・ガンガン）

○ヘタリア

○ゲーム（歴史）

○ゲーム

（RPG・電源不要・恋愛・格闘）

○オンラインゲーム

○スクウェア・エニックス

1日目

募金額
￥1,074,546.－

第35回
森林保護募金結果報告

及び
東日本大震災義援金の

お知らせ

2日目

3日目



このたびの東日本大震災に亡く

なられた方々 に深く哀悼の意を表す

るとともに、被災された方々に、心か

らのお見舞いを申し上げます。つい

ては、毎回行っている森林保護募

金に代えて、今回は震災義援金を

集めることとしました。既に拡大準

備集会にて準備会スタッフにも義援

金を募っておりますが、当日集まった

皆さんの善意と合わせて、日本赤十

字社へ寄付させていただきます。皆さ

んにご協力いただけると幸いです。

さて、真夏の開催においては、

ビッグサイト全体として節電に取り組

む必要があります。元々コミケットは

電気をさほど使わないイベントであ

り、空調も参加者の熱中症防止の

ため欠くことはできませんが、不要

不急の設備の停止や照明を少々

落としたりすることになります。また、

震災に伴う資材調達の遅れから工

事が完了できなかった関係で、会場

内のいくつかのトイレが今回使用で
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きません（詳しくは、地図をご参照く

ださい）。いずれも、ご不便をおかけ

することもあると思いますが、参加者

の皆さんのご協力をお願いします。

本来ならば、この夏一番注目を

集めたであろうことは、改定された

東京都青少年健全育成条例の問

題でした。この7月1日に施行され

た新しい条例がどのように運用さ

れ、マンガ・アニメ・ゲームにどのよう

な影響を及ぼしていくかは、まだ不

透明ですが、サークルに対して準備

会が繰り返しお願いしてきた、頒布

物への成年向表示や対面販売に

よる必要に応じた年齢確認等の自

主的取り組みで、十分対応可能だ

と考えています。過度に自粛したり、

萎縮する必要はありませんが、しっ

かりと心には留めてください。

そして、留意といえば、特に一般

参加者の皆さんにお願いしたいの

は、徹夜・深夜来場の禁止です。

数多くの深夜来場者の存在は、

警察・会場から問題視されています

し、何よりも安全上の多くの問題が

あります。かかる経費も相当にの

ぼります。これも再々のお願いとなり

ますが、徹夜・深夜来場は止めてく

ださい。

巨大なイベントであるコミケットです

が、様々な要因から決して盤石とは

言えません。むしろ、大きすぎる故の

リスクの大きさを、今回の震災を通

じて再認識した次第です。それでも、

準備会は、コミックマーケットの継続

に全力を尽くします。そのためには

すべての参加者の主体的な参加は

欠くことはできません。生真面目に

なる必要はありませんが、この非日

常空間で催される「お祭り」にもルー

ルとマナーはあります。参加者同士

がお互いを思いやる心を大事にし

てください。コミケットの持つパワーと

明るさは、日本を元気にすることが

できるし、これもまたコミケットによる

世界征服のさらなる一歩なのだと、

ちょっぴりテレながら自己主張して

おきたいと思います。

それでは、暑くて熱い有明で皆さ

んとお会いしましょう。

「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

災害用伝言サービスの使い方 P794

りんかい線に関するお知らせ P796

8月12日 P37
8月13日 P417
8月14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、
P1189に目次があります。

背表紙 ヒカルの碁・テニスの王様

■コミケットロゴマーク
（登録商標）

COMICMARKET 80  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12日（金）分リスト P38～77

8月13日（土）分リスト P418～456

8月14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「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
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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。

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：8－A、0－C、4－C

「×」の付いているトイレは、今回使用できません。
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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。

コミナビ・山内商店 東1 4－C
デリーター 東2 3－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 8－B
秋葉紙業 西 7－B

65 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。（P17参照）
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
西地区1階アトリウム

6

西地区1階

西地区2階部分 東地区から会議棟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、P20をご参照ください。

男子更衣室は、西地区1階アトリウムになります。

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
●日　　　時／8月12日・13日・14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辺が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

今回よりエントランスホール（2F）の
会場指定の授乳室を使用することに
なりました。
詳細は、エントランスホールのインフ

ォメーション、またはスタッフまでお問い
合わせください。

授乳室について

7

場外救護所
First Aid Tent

インフォメーション
Information Center

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。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 トラックヤード側トイレ

（Ａ‐36付近）

東3ホール トラックヤード側トイレ
（Ａ‐68付近）

東4ホール トラックヤード側トイレ
（シ‐68付近）

ガレリア側トイレ

東6ホール トラックヤード側トイレ
（シ‐36付近）

ガレリア側トイレ

西2ホール トラックヤード側トイレ
（あ‐48付近）

2日目
東1ホール トラックヤード側トイレ

（Ａ‐36付近）

東4ホール トラックヤード側トイレ
（シ‐68付近）

西1ホール トラックヤード側トイレ
（れ‐48付近）

西2ホール トラックヤード側トイレ
（あ‐48付近）

3日目
西1ホール トラックヤード側トイレ

（れ‐48付近）

※上記の男子トイレは、女子トイレに変更されます。

C80トイレ変更予定

冊子版カタログ及びCD－ROM B版では、西4階のトイレは
使用不可となっていましたが、その後使用が可能となりました。





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（会議棟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

※P796にりんかい線の情報が掲載
されています。

■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

たにお（Farbe）



徹夜・深夜来場禁止！
マナーを守って

楽しいコミケットにしましょう
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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年もの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、そのために失ったもの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、様々な制約がかさ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あります。

まず「なぜ徹夜・深夜来場をしてはいけないのか」と言うことをはっきりさせたいと思います。

そのために、いままでのコミケットで発生している問題点を整理します。

「徹夜・深夜来場の問題」です。
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●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。また、深夜来場者を狙っ

た一部の心ない人による泥棒

や恐喝などの犯罪が行われて

しまったこともあり、警察より厳重

な注意を受けています。

●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

数入っています。

●深夜来場者の中には、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

に十分になりえます。都の青少

年育成条例によって青少年（18

歳未満）の夜間外出は禁止さ

れています。

●なによりも、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

ません。（数のあまりの多さにこ

の行為が当局にとって重大な脅

威となります）

●深夜来場し、開会までの長い

時間、屋外で待機することで、

非常に多くの参加者が体調不

良で倒れています。夏冬関係な

く、入場待機列で長い時間待

ち続けることは、非常に体力を

消耗し、体調を崩してしまいま

す。（熱中症・低体温症など）

これらの症状を決して甘く見

てはいけません。これらは時と

して命を落としてしまうことがあ

ります。

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」という結論に結び付くわ

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・深夜来場の

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

て欲しいのです。

サークル・一般・スタッフ…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。

徹夜・深夜来場の
問題点




