
4544
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丸数字の番号は「問い合わせ一

覧」に対応しています。

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、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

ページ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、

2013年1月

21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
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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）・

携帯ゲーム機

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。

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カタログDVD－ROM版通販（予定）

コミケットDVD－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DVD－ROMです。通販の詳しい

案内を6月ごろから随時送付します。

Web（http://rom-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
問 合 わ せ 種 類 問 合 わ せ 先 期日・備考（問合せ〆切、全て平成25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

DVD-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@rom-catalog.com/
URL  ：http://rom-catalog.com/
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●「C83・C84」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 C83 カタログへのご意見

④ C84 チラシ配布希望

⑤ C84 カタログイベントCM

⑥ C84 カタログ企業広告

⑦ C84 印刷会社搬入希望

⑧ C84 企業ブース出展希望

⑨ C84 取材希望

⑩ C84 カタログ通販

⑪ C84 DVD-ROMカタログ通販

⑫ C84 申込書通販　

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

http://rom-catalog.com/

郵便振込：準備会　Web：サークルドットエムエス

C83 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

搬入企業担当宛

C84 出展企業係

マスコミ対応係

C84 カタログ通販係

1月21日消印有効 往復葉書使用

7月上旬 返信用封筒同封

5月中旬 返信用封筒同封

5月中旬

5月中旬

2月中旬

8月上旬

6月中旬 返信用封筒同封

6月中旬 返信用封筒同封

P52参照

●返信用封筒は、長3サイズの物をご使用ください。

南ふに。（桜月）

●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：小嶋ララ子（DISCOTICA 2日目東A45a）

表　紙：熱血漢（盲黙のいぬたち　1日目東ネ40b）

表　紙：羽柴麟（あおしま～ズ　1日目東Y30b）「

表　紙：羽柴麟（あおしま～ズ）

コミケットプレス37付

イラスト大：三輪士郎（m.m.m. 3日目西れ19a）
イラスト小：中村ミネ（ARARAGI 1日目西あ01a）

イラスト：Nidy-2D-（4HANDS 3日目西れ16b）

2,000円

1,100円

各1,500円

各　300円

1,000円

1,500円

各1,300円

各1,500円

コミックマーケット83カタログ

コミケットプレス37

コミケットプレス総集編（1～5）

はたらくおぢさん総集編（1・2）

コミックマーケット84参加申込書セット

C84合体申込専用封筒

紙　袋（大・小）

にぎにぎ

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



ゲーム（RPG）

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、東京鬼祓師、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、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、テイルズオブヴェスペリア、テイルズオブグレイセスなど)、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

ソフ倫もの、脱衣麻雀、恋愛SLG、育成SLG
オーガスト、^age（マブラヴTE含む）、みなとそふと、ぱれっと、Nitro+、Circus、キャラメルBOX、アリスソフト、ゆずソフト、FAVORITE
THE iDOLM@STER（シンデレラガールズ含む）、魔法少女リリカルなのは、とらいあんぐるハート、STEINS;GATE、
ROBOTICS;NOTES、ラブライブ！、シスター・プリンセス、BabyPrincess、アマガミ、ラブプラス、ときめきメモリアル

ゲーム（その他）

自主製作（音楽・映像）／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、2ちゃん
ねる、ふたば☆ちゃんねる、niconico（ニコニコ動画、ニコニコ生放送）
VOCALOID（初音ミクなど）、VOCALOID亜種（弱音ハクなど）、UTAU（重音テトなど）／Sound Horizon

ドール、服飾、アクセサリー

ワンピース
NARUTO
REBORN！
テニスの王子様
銀魂
創作（JUNE/BL）

ゲーム（歴史）

創作（少女）

スクウェア・エニックス（RPG）

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、
ハートの国のアリス、薄桜鬼、Starry☆Sky、三国恋戦記、うたの☆プリンスさまっ、学園ヘヴン、鬼畜眼鏡、咎狗の血、
Lamento、ラッキードッグ1、DRAMAtical Murder

ゲーム（恋愛）

東方Project

（ワンピース、NARUTO、銀魂、テニスの王子様、REBORN！を除く少年ジャンプ系作品）
ジャンプスクエア／車田正美、ゆでたまご、高橋陽一、荒木飛呂彦、冨樫義博、藤崎竜、和月伸宏、島袋光年、松井優征
ドラゴンボール、ダイの大冒険、SLAM DUNK、ヒカルの碁、DEATH NOTE、バクマン。、遊戯王、BLEACH、D.Gray-man、To
LOVEる、SKET DANCE、ぬらりひょんの孫、黒子のバスケ、べるぜバブ、めだかボックス、ギャグマンガ日和、青の祓魔師、ハイキュー!!

東
1
・
2
・
3
地
区

（ポートレイト写真集含む）

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、iPhone、Android／ＰＣ評論、
ＰＣ情報／ＣＧ集・デジタルマスコット(伺か)
同人ソフト作品を元にした本など（Bays Love・乙女ゲーム除く）／ひぐらしのなく頃に、うみねこのなく頃に

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）

AQUAPLUS 含む
To Heart、To Heart2、うたわれるもの、White Album、White Album2 
リトルバスターズ、Rewrite、CLANNAD、Kanon、AngelBeats 
Fate/Zero、Fate/stay night等Fate 関連作品
魔法使いの夜、月姫（メルティブラッド）、奈須きのこ（空の境界、DDD）

コスプレ

同人ソフト

創作・アニメ・ゲーム（男性向）
評論・情報

Leaf ＆ Key

TYPE-MOON

ギャルゲー

FC
（ジャンプその他）

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

東

4
・
5
・
6

地

区

西
1
・
2
地
区
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東
1
・
2
・
3
地
区

オンラインゲーム

ゲーム（電源不要）
東方Project

Massively Multi-player Online（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）

東方Projectを元にした本、アレンジ音楽、自主製作ソフトなど

東方Projectを元にした本など

評論・情報・攻略（ゲーム全般）／格闘ゲーム、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、サウンドノベル、
パズル、クイズ、落ち物、音ゲー、アーケード、FPS、洋ゲー、パチンコ、パチスロ
ストリートファイター、ザ・キング・オブ・ファイターズ、ギルティギア、BLAZBLUE、サイキックフォース2012
モンスターハンター、GOD EATER、デビルメイクライ、メタルギア、高機動幻想ガンパレードマーチ、大神、サクラ大戦、ぷ
よぷよ、逆転裁判、ダンガンロンパ、大乱闘スマッシュブラザーズ、ロックマン、
pop'n music、BEMANIシリーズ、クイズマジックアカデミー、BORDER BREAK、アサシンクリード、エルシャダイ、怪盗
天使ツインエンジェル、マジカルハロウィン

（ミュージカル除く）

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、戦国大戦

動物

FINAL FANTASY、オウガバトル、ゼノギアス、Xenosaga、ゼノブレイド、SaGa（魔界塔士 Sa・Ga、Romancing Sa・Ga、SaGa
Frontier、Unlimited:SaGa)、聖剣伝説、ドラゴンクエスト、Star Ocean、ヴァルキリープロファイル、ロードオブヴァーミリオン

学漫
創作・アニメ・ゲーム（男性向）

デジタル
（その他）

オリジナル雑貨
創作（少年）

東
4
・
5
・
6
地
区

西
1
・
2
地
区

2日目　12月30日（日）

3日目　12月31日（月）

地区別ジャンル一覧

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

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等)
忍たま乱太郎、サマーウォーズ、イナズマイレブンシリーズ、プリキュアシリーズ、マクロスシリーズ、.hack(ゲーム含む)、デジモンシ
リーズ、ポケモンシリーズ、ビックリマンシリーズ、神羅万象、ヴァンガード、Dog Days、まどか☆マギカ、ミルキーホームズ、つり球

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

w-inds、GLAY、L’Arc～en～Ciel、ゴールデンボンバー、B’z、access、TMR、ゴスペラーズ
ヴィジュアル系バンド、ロキノン系バンド、東方神起／アジア系男性アイドル

SMAP、TOKIO、KinKi Kids、V6、嵐、タッキー＆翼、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft
2、Sexy Zone、A.B.C－Z、ジャニーズJr.、少年隊、光GENJI、生田斗真、赤西仁、山下智久

サッカー、野球、モータースポーツ、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

日丸屋秀和

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

少年サンデー（GX、ゲッサン、スペシャル、S含む）、少年マガジン（月刊、別冊、SPECIAL、PLUS、Z 含む）、少年ライバル、
少年シリウス、少年チャンピオン（月刊含む）、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、コミック
ラッシュ、ドラゴンエイジ、コミックジーン
手塚治虫、石ノ森章太郎、高橋留美子、皆川亮二、ゆうきまさみ／マギ

ヤングガンガン、ビングガンガン、ガンガンオンライン、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、荒川弘（鋼の錬金術師・銀の匙）
黒執事、ソウルイーター、PandoraHearts

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、グランドジャンプ、ウルトラジャンプ、
ジャンプ改、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、GIANT KILLING、Rozen Maiden、らき☆すた、けいおん！、
ゆるゆり
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東

1

・

2

・

3

地

区

TIGER & BUNNY

ガンダム

アニメ（サンライズ）

歴史・創作（文芸・小説）

特撮・SF・ファ
ンタジー

TV・映画・芸能

FC（小説）

アニメ（その他）

鉄道・旅行・メカミリ

音楽（洋楽・邦楽）

音楽（男性アイドル）

スポーツ

ヘタリア

FC（少女）

FC（少年）

FC（ガンガン）

FC（青年）

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

スーパーロボット大戦（魔装機神含む）、コードギアス

オリジナルの創作物（小説、詩、俳句、短歌、替え歌など)／日本史、世界史、三国志（ゲーム除く）

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、牙狼（GARO）

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／戦国鍋TV、水曜どうでしょう、JIN－仁－(ドラマ版)／洋画、海外ドラマ、
Real Person Slash／AKB48、ももいろクローバーZ、Perfume

ライトノベル、児童文学、ミステリ/小野不由美、西尾維新
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！！、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、彩雲国物語、マリ
ア様がみてる、No.6、境界線上のホライゾン、ソードアート・オンライン

東

4
・
5
・
6

地

区

西

1

・

2

地

区

1日目　12月29日（土）
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奥　　付

コミックマーケット83カタログ
発 行 日：2012年12月29日
発　　行：コミックマーケット準備会
発 行 人：（有）コミケット
編 集 人：コミックマーケット準備会スタッフ
表　　紙：小嶋ララ子

「DISCOTICA」（2日目東Ａ45a）
印刷会社：共信印刷株式会社

頒布価格：2,400円
当日価格：2,000円
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84に
サークル参加したい人は、必ず「コミックマー
ケット84参加申込書セット」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83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。
コミケット84の申込書通販は「郵便振込に
よる受付」、「Webにおける受付」で行います。
郵送による申込において、同一ジャンル

コードの2つのサークルが連続したスペース
を希望する場合、サークル参加申込者セット
2通のほかに、別売の合体配置用封筒が必
要です（オンライン申込では不要）。
通販価格には参加申込書セット料金

1,000円の他、送料・手数料が含まれます。
また、コミケットの通販価格には別途振込手
数料がかかります。一方、サークルドットエム

エスの通販価格には決済手数料が含まれま
す。利用しやすい方を選択してください。
Webでの通販部数は限定させていただ

き、売り切れた場合はその時点で終了となり
ます。1月21日の段階で残部がある場合、
二次受付を行う場合がありますが不着対応
が難しいため、確実に送付できるように通常
通販とは送付方法を変更します。この場合、
送料が高くなりますが、ご了承ください。こちら
についても、詳細はWebをご参照ください。
申込書セット、合体配置用封筒は1月22

日までには発送予定です。1月28日までに
届かない場合は通販申込先に至急ご連絡
ください。

①コミケット84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。

サークル参加するには？

コミケット84カタログの入手方法

■取扱書店
コミケットサービス（直営店）、アニメイ
ト、有隣堂、書泉、とらのあな、メロンブッ
クスなど。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『P48：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） 11月19日～1月21日

■通販詳細一覧

通販（郵便振込）内容 加入社名・口座番号 通信欄記載内容 払込金額（税込） 払込期間

サークル参加申込書セット
00180－6－615660 コミケット84

1,400円
コミケット申込書通販係 申込書通販希望 1月7日～

合体配置用封筒
00160－9－650534 コミケット84

700円
1月11日

コミケット合体封筒通販係 合体配置用封筒通販希望
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○一日乗車券とは？
りんかい線全線（新木場～大崎間）を1日乗り放題のお
得なきっぷです。ご利用される日の事前にお買い求めい
ただくことができます。
※コミケットカタログ冊子版・ROM版表紙の2種類の
絵柄があります。
※詳しくは、りんかい線公式サイトの「お得なきっぷ」
欄をご覧ください。

■りんかい線Webサイト：http://www.twr.co.jp/  ■ゆりかもめWebサイト：http://www.yurikamome.co.jp/
（当日の臨時ダイヤもこちらから）

コミックマーケット83記念りんかい線・1日乗車券のお知らせ

○発売開始日／2012年12月21日（金）予定
○発 売 価 格／大人券：1枚700円
○発 売 場 所／りんかい線各駅（新木場駅～大井町駅）
○有 効 期 限／2013年8月31日

来夏のコミケット84でも使用可能！
○お問い合わせ先／りんかい線各駅および本社営業課（TEL：03－3527－7134）

ゆりかもめで豊洲方面から帰るには？
国際展示場正門駅は午後も混雑します。少し歩きますが、有明駅の利用を！

りんかい線・ゆりかもめ公式サイト

●駅係員・警備員の誘導に必ず従ってください。
●ホーム、階段、エスカレータ、改札等、駅構内では絶対走らないでください。
●階段、エスカレータ等の逆走は絶対しないでください。
●駅構内・駅前は大変混雑します。待ち合わせは別の場所でお願いします。
●Suica、PASMO等のICカードは、しっかりと改札機の読み取りパネルにタッチしてください。また事前に
十分なチャージをお願いします。
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りんかい線・ゆりかもめに関する
コミックマーケット準備会

からのお願い
コミックマーケット準備会より、りんかい線・ゆりかもめ利用者の
皆さんへ注意喚起をさせていただきます。ルールとマナーを
守った利用をお願いします。

1 始発電車等における安全な降車について
始発電車以降しばらくの間の、りんかい線・国際展示場駅及びゆりかもめ・国際展示場正門駅での降

車～改札までの間、利用者の皆さんは、以下の事は必ず守ってください。

※駅施設内で、万一事故が発生した場合、コミケットも道義的責任が問われ、以後の開催に支障を来すおそれがあります。
※ゆりかもめは、Suica、PASMOのみが使用可能です。

2 自動精算機、自動券売機等での高額紙幣利用の自粛について
多くの方々が、自動精算機等で精算、チャージの際に高額紙幣を利用されているため、駅にご迷惑が

かかっています。会場で使うお金は、事前に両替しておきましょう。

トイレでの着替えは、他のお客さんの迷惑になります。お止めください。

3 トイレでの着替えはNGです

カートを使う場合は、電車や施設にぶつけないように注意して持ち運びしてください。特に、電車のドアの
開閉やエスカレータ・エレベータにご注意ください。衝撃で止まってしまうと、混雑に拍車をかけることに
なってしまいます。

4 カートを使う場合の注意

コミケット当日の周辺道路は、警察による違法駐車の取締りが行われていますが、取締りの有無に関わ
らず、駅周辺の歩道等に、自転車・バイクを勝手に駐車するのは当然に禁止です。

5 自転車・バイクの違法駐車は禁止です




