
3日目　12月30日　火曜日

2日目　12月29日　月曜日

1日目　12月28日　日曜日

毎回150万を超える本が作
られるコミケット。大量に使わ
れる紙への恩返しの気持ちか
ら「森林保護募金」は始まりま
した。1993年から21年間、こ
れだけ長く続けて来られたの
も、多くの参加者の方々のご
理解とご協力のおかげかと思
います。皆様の善意の気持ち
に深く感謝いたします。
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
いいたします。
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、普及啓蒙活動
に役立たせていただきます。
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。
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※P52・P53に詳細を掲載しています。

東1・2・3地区 東4・5・6地区 西1・2地区
○FC（ジャンプ球技・ジャ

ンプその他）
○テニスの王子様
○銀魂
○創作（JUNE/BL）

○アニメ（サンライズ・その
他）

○ガンダム
○TIGER & BUNNY
○音楽（洋楽・邦楽・男性ア

イドル）

○創作（少女）
○歴史・創作（文芸・小説）
○TV・映画・芸能
○特撮・SF・ファンタジー
○スポーツ
○鉄道・旅行・メカミリ

東1・2・3地区 東4・5・6地区 西1・2地区
○ゲーム（RPG・電源不

要・その他）
○スクウェア・エニックス
（RPG）

○オンラインゲーム
○艦これ

○東方Project
○FC（少女・青年）
○ヘタリア
○ゲーム（恋愛・歴史）

○FC（小説・少年・ガンガ
ン）

東1・2・3地区 東4・5・6地区 西1・2地区
○創作・アニメ・ゲーム（男

性向）
○コスプレ
○評論・情報

○創作・アニメ・ゲーム（男
性向）

○創作（少年）
○デジタル（その他）
○オリジナル雑貨

○ギャルゲー
○TYPE-MOON
○同人ソフト
○学漫

募金額
￥901,081.－

■ 第42回 ■
第41回

森林保護募金結果報告
及び
第42回

森林保護募金のお知らせ

於：東京ビッグサイト



◯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わからな

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

12月28日（日）分リスト P60～99

12月29日（月）分リスト P440～478

12月30日（火）分リスト P816～854

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「P52：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
使い方この冬コミは、6年ぶりに大晦日を

外した開催となりました。これは、年

末のカレンダーがうまく週末と絡んだ

ため、土曜日設営日で日曜日～火曜

日が当日というのが実現できたため

です。久しぶりのコミケットのない大

晦日は、参加者の皆さんそれぞれの

過ごし方があるのでしょうが、まずは

その前の3日間を楽しんでいただけ

たらと思います。

さて、今回の主な変更点ですが、

前回いささかハプニング的に始まっ

た有明西ふ頭公園でのコスプレは、

海をバックに撮影ができると好評に

つき、正式にコスプレエリアとなった

こと、DVD-ROMカタログの収録

データがROMアプリと共信印刷の

スマホアプリ以外は利用できなくなる

ことが挙げられます。後者について

は、ご不便をおかけしますが、コミケ

Webカタログに対応したアプリであ

れば、コミケWebカタログからのデー

タをダウンロードしてのオフラインで

の利用が可能になりますので、そち

らの利用もご検討ください（有料会

員のみの機能となります）。
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そんな冬コミの準備の最中にビッ

クリさせられたのが、10月末に突如報

道されたビッグサイト東展示場屋外駐

車場への仮設展示場建設のニュー

スでした。東京オリンピックに合わせ

てのビッグサイトの拡張工事は、メディ

アプレスセンターとなる西地区の増築

については、以前から情報がそれな

りに出ており、9月に発表された東京

都の補正予算案にも基本設計費が

計上されていました。しかしながら、

この仮設展示場については、我々に

とっても全くの初耳でしたし、2015年

着工、2016年には完成、という急な

スケジュールで建築が進むようです。

2015年春のコミケットスペシャル6が終

わっても、休む間もなく、この新しい状

況にいかに対応していくのか、検討を

始める必要がありそうです。

そして、2020年をスポーツだけでな

く文化芸術の力でも盛り上げていく

ためには何をすべきなのか？様々な

議論が今沸き起こっています。準備

会も夏コミ直前には文化庁の文化審

議会文化政策部会でヒアリングを受

けたのですが、そこでも申し上げた課

題のひとつが「場所がない」という大

変現実的な問題でした。オリンピック

に向けて、いつ、どういう形で、どこで、

コミケットを開いていくのか、少しずつ

パズルを解きはじめていかなければ

ならないところです。

一方で、2020年に向けては、個人が

自分の作品を持ち寄って頒布する「草

の根」が集まる同人誌の世界のよう

に、「草の根」的なファンの広がりを

国外まで視野に入れて、盛り上げ支

えていくかが重要である、ということも

申し上げました。来春の「コミケット

スペシャル6～OTAKUサミット

2015」も、そんな「ファンによる・ファンの

ためのお祭り」になればいいな、と

思って今準備を進めています。お祭り

は外で見物しているよりも、一緒に楽

しむ方がはるかに面白いものです。

是非皆さんとは25年ぶりに幕張でお

会いできればと思います。

それでは、その前に、寒くて熱い年

末のリゾート地有明でお待ちしています。

追伸　挨拶を書き終えた後で、総選

挙の報がありました。コミケ前の年末

は忙しいと思いますが、選挙前にカタ

ログを手に入れてこれを読んだ方は、

是非総選挙に行って、自分の一票を

入れて下さい。とても大切なことです。

「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

12月28日 P59

12月29日 P439

12月30日 P815

西4階企業ブース P1185

記事ページ P1203
記録班報告・マンレポ・コミナビ等、
P1203に目次があります。

背表紙 高機動幻想ガンパレード・マーチ

■コミケットロゴマーク
（登録商標）

COMICMARKET 87   CATALOG
C O N T E N T S

ごあいさつ

■コミケットスペシャル6 ～OTAKUサミット2015～ http://cmksp.jp/cs6/
■くろケット http://cmksp.jp/kuroket/

※1230～1231ページに、企画「共同代表ぶっちゃけ対談『3匹が斬る！』」も掲載していますので、そちらも是非お読みください。
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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
アイシー 東2 3－C
ワコム・セルシス 東3 1－C
デリーター 東4 3－C
ホルベイン 東5 1－C
トゥールズ 西 8－B
秋葉紙業 西 7－B
セルシス 西 7－B

65 7 8 90
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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, 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
男子更衣室
Men's Locker room
会議棟6階

喫煙スペース
Smoking Place
場所：0－C、0－E、3－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

男子更衣室は会議棟6階
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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

企業ブースは、「企業参加者のための表

現の場」です。しかし、同人誌の頒布が中心

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ことでしょう。

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。

各企業ブースの詳しいPRについては、

P1185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、事前は一部書店等、当日は西

4階インフォメーション・サークル窓口などで

配布しております。

西地区4階企業ブースについて

■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。（P18参照）
救護室は東1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

西地区1階西地区救護室への行き方

※更衣室の利用に関しては、P24をご参照ください。

ビッグサイトの運営で、有料荷物預か
りサービスを行います。

●場　　所／会議棟7階ロビー

●日　　時／12月28日・29日・30日

●時　　間／10：00～16：00

●荷物預かり料金／1個500円
だだし、荷物のサイズが、タテ・ヨコ・高さの一辺

が120cmを超える場合は、割増料金（300円）が
かかります。

会議棟7階クローク

混雑状況により、遠回りの誘導や通行規制を行う場合があります。
事前は企業ブースパンフレットや公式Webサイト等の告知を参照してください。
当日はスタッフや看板の案内に従ってください。

西地区から東地区への行き方
下記の男子トイレは、女子トイレに変更
されます。

1日目

東1ホール トラックヤード側トイレ

東2ホール トラックヤード側トイレ

東3ホール トラックヤード側トイレ

2日目

西1ホール れ48付近トイレ

西2ホール あ24付近トイレ

3日目

変更はありません。

C87トイレ変更予定
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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

エントランスホール（2F）の会場
指定の授乳室を使用してください。
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





■JR京葉線

東京駅から新木場駅まで約8分

170円（ICカード165円）

■都バス

料金一律 210円（ICカード206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

■kmフラワーバス

料金一律 210円
浜松町駅発 約40分

■羽田空港バス

羽田空港から約40分 620円

（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 410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10：00。

■TWR（りんかい線）

大崎駅から約13分 330円（ICカード329円）

大井町駅から約10分 330円（ICカード329円）

天王洲アイル駅から約7分 270円（ICカード267円）

新木場駅から約6分 270円（ICカード267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

※P56にりんかい線の情報が掲載されてい

ます。

■ゆりかもめ

新橋駅から約22分 380円（ICカード381円）

豊洲駅から約6分 250円（ICカード247円）

■地下鉄有楽町線

有楽町駅から豊洲駅まで約7分

170円（ゆりかもめへ）（ICカード165円）

有楽町駅から新木場駅まで約12分

200円（TWRへ）（ICカード195円）

池袋駅から新木場駅まで約30分

240円（ICカード237円）

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

1階）発着になります。また、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」を利用するのが便

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。
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ビッグサイト
への行き方

バスで行く

ひとみ（白玉日和）

電車で行く



●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につ

ながります。

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・企

業……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
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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

12

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。



●自動車・自転車・バイク等で来場しないでくだ
さい。
会場には事前申込・抽選制のサークル駐車

場を除いて、駐車場・駐輪場はありません。必ず
公共の交通機関または徒歩で来場してください。
●タクシーでの来場はなるべく控えてください。
大勢の参加者がタクシーで来場するため、会

場周辺道路で交通渋滞が発生し、バスの運行
等を妨げています。やむを得ず利用する場合は、
準備会スタッフや警備員の指示に従って指定
されたタクシー降車場で降車してください。
●帰宅の際はタクシーを呼ばないでください。
帰宅時にタクシーを呼ばないでください。閉会

後のタクシー乗降場および会場付近は非常に
混雑しているため、どのタクシーを誰が呼んだか
分かりません。
●総務省関東総合通信局より、不法無線局
の持込みがあるというご指摘を受けている

ので、正しい無線利用をお願いします。
●創作物などを粗末に扱ったり、けなしたりし
ないでください。
創作者にとって、自分の作品は何よりも大事

なものです。創作物に関するささいな行動・言
動が、他人に不快感を与えていないかよく考えて
ください。
●トイレや公衆電話などは、フォーク並びをして
ください。
複数の場所に対
してそれぞれに列を
作るのではなく、一
本の列を作って先頭
の人から空いた場所
を利用してください。
■未成年の参加者へのお願い
徹夜を含む未成年の深夜外出は東京都の

青少年健全育成条例により禁止されており、

トラブルに巻き込まれる可能性もありますので
絶対にしないでください。また、保護者の方に
不安を感じさせないよう、帰宅時間など当日の
行動予定を伝えておいてください。
■子供連れでの参加者へのお願い
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。保護者は連れてきた子供の都合を最
優先に考えてください。保護者は常にそばで目
を離さず、子供の体調や周囲の迷惑になってい
ないかなどに注意を払ってください。子供の具合
が悪くなった場合でも、救護室には子供用の救
急薬は用意していませんし、開催時期に子供を
診察してくれる病院は近くにありません。また、子
供には、必ず迷子札を着用させてください。子供
の氏名・保護者の氏名・緊急連絡先（携帯電
話など）・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、子供とはぐれた場
合には、各地区本部の窓口でご相談ください。
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多数の参加者が来場するコミケット

を円滑にとり行うために、いくつかの

守るべきルールが定められてきました。

コミケットの理念（考え方）において、

一般・サークル参加者のみなさんは

「お客様」ではなく、コミケット準備会

（以下、準備会）と共にコミケットをとり

行う「参加者」です。参加者としての

自律と協力の精神を忘れずに、これ

らのルールをよく読み、守ってコミケッ

トに参加してください。サークル参加

者の方は、当落通知に同封されてい

る『コミケットアピール（以下、アピール）』に

サークル向けのルールが記載されて

いますので、併せてご覧ください。ま

た、参加者がコスプレする場合のルー

ルについてはP24を参照してください。

■禁止事項

コミケットでは、以下の行為を禁止し

ます。違反した場合は退場してもらう

場合があります。

①他の参加者、近隣に迷惑のかかる行為

●深夜（4：30以前）に来場する

こと、徹夜・野営すること

●物を振り回したり、投げたり蹴っ

たりすること

●会場施設の無断使用（荷物を

チェーンなどで固定することを含

む）、長時間占有

●著しい騒音を出すこと

●更衣室以外の場所で着替える

こと、コスプレのままで会場を出

入りすること

●無許可での撮影

●飲酒することなど

②法令に違反する行為

●会場内のコンセントを無断使用

（盗電）すること

●会場近隣で路上駐車することなど

③防災上危険な行為

●火気を使用すること

●指定の喫煙スペース以外で喫

煙することなど

④乗物

自転車、キックスケーター、ローラー

スケート等の使用。

⑤ビラやチラシの配布

通路上でのビラやチラシの配布は

できません。サークルスペースにビラや

チラシを配布するには事前に登録が

必要ですが、既に締め切っています。

次回の登録についてはP50をご覧

ください。サークル参加者が開会前に

自分のスペースの近隣スペースに配布

することは、登録しなくても可能です

ので、詳細はアピールをご覧ください。

⑥その他、準備会スタッフ・警備員・消防

署・警察署の指示に従わない行為

■持込禁止物

コミケットでは、以下の物品の持ち

込みを禁止します。違反した場合、該

当する物品を提出していただきます。

①法令で所持・携帯が禁止、あるい

は犯罪として摘発される可能性が

高いもの

●銃刀法での規制対象となってい

る銃砲・刀剣類（同法に触れる

可能性がある模造品を含む）

●消防法での危険物とされる物

（燃料・火薬・発火物など）

●刑法175条・児童ポルノ法に触

れるものなど

②動物（介助犬などを除く）

③バッテリー類

自動車用などの大型バッテリーは

液漏れした際に危険なため。携帯

電話、ノートパソコン等で使用されて

いる密閉された小型のバッテリー

は、2～3個であれば持ち込んでもか

まいません。

④ヘリウムなどを充填した、浮き上が

る風船類

⑤その他、常識で考えて危険と準備

会スタッフ・警備員・消防署・警察

署が判断した物

コミケットのルール

コ ミ ケ ッ ト か ら の お 願 い

会場付近に到着したら、開会時間

まで入場待機場で並んで待つことに

なります。並ぶ場所は東棟屋外駐車

場（11：00ごろ閉鎖予定）、イーストプ

ロムナードとセンタープロムナードです。

周辺の案内に注意してください。会場

周辺では通行不能な場所があります。

会場付近の交通機関から待機場ま

での経路をスタッフがアナウンスします

ので、その誘導に従ってください（下図

参照）。すべての横断歩道は大変混

雑しますのでスタッフの指示に従って

ください。また、横断歩道の信号が青に

なっても、車のみを通行させ、歩行者の

横断をお待ちいただくことがあります。

■入場待機場での注意

●スタッフの指示に従って並ぶ

●他人の場所取り、割り込みは禁止

●自分の前後左右の人を確認しておく

●列を離れる時は…

トイレや買い物などで、列を離れ

る時は周りの人に一声かけて離れて

ください。また、戻ってくる時に迷わ

ないよう、離れる前に自分の列の場

所を確認しましょう。

●置き引きに注意する

貴重品は自分で管理してください。

れるようにしてください。また、具合の悪い

人がいた場合は、譲ってあげてください。

●会場周辺での待ち合わせについて

会場周辺で待ち合わせをしてい

て、相手と出会えなくて困っている人

が多くいます。会場周辺で待ち合わ

せをする場合は、事前に待ち合わせ

場所と時間をしっかり決めてから当日

を迎えてください。曖昧なまま待ち

合わせをして、相手に出会えない人

が多くいます。当日の会場周辺は携

帯電話が繋がらない場合が多々

発生します。ただし、サークル入口周

辺や駅周辺での待ち合わせはやめ

てください。

●8：30以降、列から離れない

8：30頃から入場準備のために一般

待機列の移動を始めます。トイレや買

い物は事前にすませておいてください。

●列移動開始後の注意について

自分の並んでいる列の移動が始

まった後は、列が一旦止まっても列か

ら離れないでください。止まった列が

またすぐ動くことがあります。

●周囲のお店等で両替しない。

事前も含め、金融機関以外での両

替は、迷惑になりますので止めましょ

う。日頃から小銭の準備をしましょう。

●寒さ対策について

入場待機場周辺は風が強いため、

非常に冷えます。手袋や使い捨てカ

イロ等を用意し、防寒対策を十分に

しましょう。ただし別項にあるように焚

き火等は危険ですので禁止です。寒

さしのぎの飲酒もやめてください。

●雨・雪について

近年、会期中雨や雪になることが

多いです。そうした際、周囲の状況

によっては、傘を閉じるようにお願い

することがあります。できるだけ合羽

をご用意ください。また、路面が滑り

やすくなりますので足元に注意してく

ださい。
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●テントの持ち込み・使用の禁止

テントなどの中にこもることで、ス

タッフや警備員の指示が伝わりにくく

なります。また、設置されたテントが列

の移動や、緊急時の避難活動の重

大な妨げになります。

●ゴミを放置しない・花壇を荒らさ

ない（立ち入らない、座らない）

毎回、会場周辺から多数の苦情

が寄せられています。ゴミは放置せず、

必ずゴミ箱に捨ててください。植え込

みや花壇、プランターなど、踏み込ん

だり壊したりしないでください。

●火気の使用厳禁

携帯用コンロの使用や焚き火など

は一切禁止です。また、一般待機列

内では喫煙、歩きタバコも厳禁です。

タバコを吸う場合は、喫煙場所で吸

うか携帯灰皿を持参し、一般待機列

から離れて周りの人の迷惑にならな

いところで、吸ってください（東棟屋外

駐車場では、指定された時間・場所

以外は喫煙できません）。

●仮設トイレの利用について

仮設トイレは、空いているのに使用

されていない場合があります。トイレから

離れる時は空き状況が分かるようにド

アを開けておいてください。次の人が

いる場合は一声かけてからトイレを離

入場待機場案内

入場時の注意



●避難が必要な場合は、館内放送もしくはスタッフよりアナウンスがあります。内容をよく聞いて行動をし
てください。

●スタッフの指示、館内放送をよく聞いてください。
●避難場所については、地震の状況により変わります。案内をよく聞いて行動してください。

●『押さない』、『走らない』、『騒がない』を守ってください。
●一度に大勢の人が動くと、大変危険です。前にいる人から押し合わず順番に走らず移動をしてください。
●サークルスペースにいる方は貴重品のみを持って移動してください。
●避難場所に着いたら、次の案内があるまで落ち着いて待機をしてください。

●頭部を保護して、その場で動かないでください。
●地震の際は頭上から物が落下してくる恐れがあります。姿勢を低くし、頭部を保護してその場で待機してください。

●落ち着いて行動をし、スタッフの指示を聞いてください。
●一度に階段、非常口などの狭い通路に人が殺到すると危険です。
避難が必要な場合、避難経路等、館内放送もしくは、スタッフよりアナウンスしますので、指示に従って落
ち着いて行動をしてください。

■当日に揺れを感じた場合■
■緊急地震速報を受信した場合■
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災害が発生したときのお願い
2011年の東日本大震災より、たびたび大きな地震が続いています。コミックマーケット当日に大きな

地震が発生する可能性もあります。もしも地震が発生した時、参加者のみなさんは以下の点を守って行
動してください。参加者のみなさんの安全を守るために必要です。ご協力をお願いします。

■会場から避難を行う場合■

東京ビッグサイトには、万一の災害に備えて非常食の用意がありますが、通常のイベント規模を想定したものです。参加者のみなさん
は、万一に備えてカロリーメイトのような携行食品を持参してください。

コミケット準備会のスタッフは

当日、写真付きのスタッフ証、スタッ

フ腕章、場合によりスタッフ帽子を

身につけ活動しています。分からな

いこと、困ったことがある場合、準

備会スタッフまでお問い合わせくだ

さい。近くに準備会スタッフが居な

い場合は、インフォメーションや地区

本部までおこしください。

コミケットは、サークル、一般、ス

タッフ、企業のすべてを参加者とみな

し、互いに協力して運営されるイベ

ントです。準備会スタッフもボランティ

アとして参加しています。準備会スタッ

フが運営に関して指示・判断を行う

ことはありますが、みなさんもコミ

ケットを共にとり行う参加者の一人と

して自主的な協力をお願いします。

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

の周囲を見回す事も大事です。

■平常時について

①喫煙場所を守る

喫煙は指定の喫煙スペース内で

行ってください。喫煙スペース以外は

全面禁煙です。

②座り込まない・荷物を放置しない

災害時に避難活動や設備使用の

妨げとなるので、非常口・消火器・消

火栓・火災報知機付近の、テープ・会

場表示で区切られた赤枠・黄枠内部

では、座り込みや荷物の放置をしな

いでください。

③絶対に走らない・人を押さない

衝突・転倒事故に始まり、将棋倒し

などの二次災害につながりかねない

大変危険な行為です。会場内では走

らずゆっくり歩いて移動してください。

■エスカレーターについて

エスカレーターは急停止する場合

があります。大勢の参加者が乗って

いる状態での急停止は、将棋倒しな

どの事故につながる可能性が高く、
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合はお近くの準備会スタッフにお知ら

せください。不審物と思われた場合は、

「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。

液体・機械類が入っていると思われ

る物には、特に注意が必要です。た

だし、ことさら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

に行動してください。

●一斉点検について

1日3回（9：45・12：30・15：45）、

会場内の不審物一斉点検を行いま

す。それぞれの時刻に全館放送で

お知らせしますので、周囲の確認に

ご協力をお願いします。また、不審

物と勘違いされないよう、荷物を置

いたままその場を離れたりしないで

ください。

■災害発生時について

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に注意し、

準備会スタッフの誘導指示に従って

ください。その際は、大きな荷物は置

くなどして身軽になり、貴重品だけを

持って速やかに行動してください。

コミケットでは、一番近い出口から駐

車場に出るのが基本避難ルートです。

普段から会場の非常口・避難口など

を確認しておいてください。

防災について
非常に危険です。事故を防ぐため、

以下のことを必ず守ってください。

①エスカレーター上では歩かずに、1

段おきに乗る

②重いカートや台車を乗せない

③裾の長いスカートなど、巻き込まれ

る可能性があるものには注意する

④細かい装飾品など、落としそうなも

のには注意する

■会場の安全確保について

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さないために、

予防の意味合いも込めてコミケットは

厳戒体制を取らざるを得なくなってい

ます。各自がコミケットをとり行う参加

者としての自覚を持ち、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。また、コミケットの当日、準備会

スタッフが参加者を呼び止め、行き

先を尋ねたり、荷物の確認や、身分証

明書の提示をお願いする場合があ

るかもしれません。そのような時は

ご協力ください。

●不審物とその対応

不審物とは、所有者のわからない、

中身のはっきりしない物であることが

多いようです。身の回りに見慣れない

物を発見した際、周囲の参加者に確認

した上で、所有者を特定できない場

準 備 会 ス タ ッ フ に つ い て
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救護室からのお願い
熱がある人は（嘔吐、下痢の人もだよ）参加を

見合わせてください！
おうちに帰れなくなるよ

冬のコミケットは毎年年末の寒い時期に開催されま
す。この季節はいろいろな病気が流行する時期で、救護
室もカゼ・インフルエンザ・感染性胃腸炎などで具合の
悪くなった人でいっぱいになります。中には朝の入場待機
列で動けなくなって救護室に運ばれ、一日中どこにも行
けずに横になったまま何のために即売会に来たのか分
からないというような人もいます。具合が悪くなった事情
を聞いてみると、前の日から調子が悪かったけれどお祭り
だから無理をしてやってきたという人も少なくないのです。
皆さんよくご存知のように、最近のコミケットは体調が

良くても歩き回るのには相当なエネルギーが必要。まし
てや体調の悪い時には本当に動けなくなってしまうかも
知れません。
救護室に運ばれても、救護室は病院ではないので、

コミケットが終わったら閉鎖されてしまいます。毎回ご家
族に迎えに来てもらう人がいますし、ご家族と連絡がつ
かない場合は自力で、あるいは救急車で病院に行って
いただくことになります。費用もばかになりません。

こんなことにならないためにも、普段から予防に気を
つけていただくとともに、当日少しでも体調に不安を感
じたら無理をせず参加を見合わせてください。
特に今年はエボラ出血熱という病気が流行しており、

感染拡大を防ぐためにも発熱があり感染の疑いのある
人は外を出歩かない配慮が必要です。もし最近流行地
であるアフリカ諸国（ギニア、リベリア、シエラレオネ、コン
ゴ民主共和国）を訪問され、感染の疑いがある場合に
は一般医療機関には行かずにもよりの保健所に連絡し
てください。コミケットでは一切対応が出来ません。よろし
くお願いします。
冬は感染症がいっぱい。楽しい思い出を作るため

にも、しっかりうがい・手洗いをして予防を心がけると
ともに、来場前夜にお酒を飲む、夜通し起きている、
朝食事を取らずに会場にくる、などの行為は絶対に
やめてください。また、くしゃみや咳が出るときは、ほか
の人にうつさないために「咳エチケット」としてマスクを
着用しましょう。

コミケットでは、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1

ホール及び、西地区会議棟1階に常

設されます（P4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

救護詰所が開設されます。

●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
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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、

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展

示即売会です。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

に並んだり、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わかりますが、できる
だけ疲れない服装でいることが大事です。また
履き慣れた靴で来るよう、お願いします。
●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  . . . . . .（帰りの切符などを別に）
□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。
※P1366からのComi-Naviも参考にしてくだ

さい。

自 己 管 理 に つ い て

前回より東救護室は、
東1ホールに移動しました。



マスコミ等の取材申込には、取材

目的を確認、注意事項を説明して、

誓約書を交わした上で取材者登録

を行っています。登録者には取材腕

章と取材者証を貸与、テレビ局等に

ついては必要に応じ準備会スタッフを

同行させています。取材の際には名

刺を受け取るなどして、取材者の氏

名や連絡先を確認して、目的や発表

媒体についての説明を受けてくださ

い。取材者証のないマスコミ・企業の

取材には応じず、準備会スタッフまで

媒体名・取材者名等の報告をお願い

します。また、不愉快な取材や、不適

切と思われる取材を受けた場合、目

撃した場合についても同様です。取

材者証を持っている場合、可能であ

ればその取材者証の番号も報告して

ください。なお、会場外での取材につ

いては各自で対処をお願いします。

参加者には撮影・取材を受ける自

由、受けない自由があります。撮影・取

材する人に了解する・しないの意思

を伝えてください。ただし、度を越した

拒否等も間違った印象を与えかねま

せんし、逆に、メディアで発言すること

が、どのような影響を及ぼすかを考え

ない軽はずみな発言・行為にも注意

してください。取材を受けた一人一人

の対応が、コミケットへの世間の印象

を決めてしまいます。自信を持って、

同人活動やコミケットの面白さ等を伝

えてください。

■撮影について

撮影する場合に被写体となる個人

が識別できる場合、必ずその方に許

可を貰ってから撮影してください。被
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写体となる個人の許可なき撮影や周

囲の方々に撮影をしていることがわ

からない形での撮影、盗撮を禁止し

ます。

また、コミケットでの撮影に際しては、

安全を確認の上で行ってください。強

いライトをあてるような事故を招くおそ

れのある行為は禁止とします。三脚・

一脚・レフ板は一部使用できる場所

があります。脚立等は使用できません。

混雑状況等により準備会スタッフ・警

備員の指示があった場合、撮影不可

になる時間・場所があります。

○コスプレ撮影をされる方へ

コスプレ撮影の際は、P29のコスプ

レ撮影に関する記述や、さいと（コス

プレエリア利用ガイド）、またはちぇんじ

（コスプレ登録証）をコスプレエリア・

更衣室で入手の上、内容を確認して

遵守してください。

■取材者登録について

営利団体、もしくはそれに準ずる組

織の方は、必ず取材者登録をしてく

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P50の準

備会連絡先（マスコミ対応係）まで

ご連絡ください。開催日当日の受付お

よび、問い合わせの対応を、東１ホール

のガレリア西側で10：00頃から行い

ます。（P1214：C86取材者リスト参照）

また、東1ホール2階に取材窓口があ

ります。

個人が非営利（趣味や学術等）の

目的で、撮影・録画や取材を行う場合

には、取材者登録は必ずしも必要あ

りませんが、コミケットのルールや上記

撮影に関する注意事項を含む本カタ

ログの諸注意、公式Webサイトの「個人

による非営利の撮影・録画について」

（http://www.comiket.co.jp/info-

a/NonProfitCollect.html）を遵守

してください。

■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。参加者のみなさんのご

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。

（P1204：参照）

取材について

■ネット配信や、動画撮影について
ネット配信（ニコニコ動画など）や、

ビデオカメラ等を使った動画撮影をす

る場合、上記に加え次のお願いをして

います。

○周囲に一目で撮影をしていること

が分かるようにしてください。

○撮影場所などによってはスタッフ

の判断で撮影中止をお願いする

場合があります。

○会場には撮影されたくない人もい

ます。周囲に気をつかった撮影を

心がけるようにしてください。

被写体となる個人が識別できる撮影

の場合やインタビューを行う際は、事前

に被写体に対し、氏名・連絡先を伝え

（名刺など連絡が可能となるものを配

布するとスムーズです）、目的および利

用または発表する媒体等について充分

な説明を行い、了解を取ってください。

コ ミ ケ ッ ト か ら の お 願 い



●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 1188 0864 0756 0756 0756 0864 0972 1080 1188 1296

80cm 5kg 1404 1080 0972 0972 0972 1080 1188 1296 1404 1836

100cm 10kg 1620 1296 1188 1188 1188 1296 1404 1512 1620 2376

120cm 15kg 1836 1512 1404 1404 1404 1512 1620 1728 1836 2916

140cm 20kg 2052 1728 1620 1620 1620 1728 1836 1944 2052 3456

160cm 35kg 2268 1944 1836 1836 1836 1944 2052 2160 2268 3996

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 コミケBOX料金：S（B5）￥200 M（A4）￥250 L（B4）￥300 手提げ袋￥250

宅 配 便 に つ い て

県　　名

060cm 30kgまで 1030 0710 0610 0710 0710 0710 0710 0810 0930 0930 1130 1230

080cm 30kgまで 1230 0930 0810 0930 0930 0930 0930 1030 1130 1130 1340 1440

100cm 30kgまで 1440 1130 1030 1130 1130 1130 1130 1230 1340 1340 1540 1650

120cm 30kgまで 1650 1340 1230 1340 1340 1340 1340 1440 1540 1540 1750 1850

140cm 30kgまで 1850 1540 1440 1540 1540 1540 1540 1650 1750 1750 1950 2060

160cm 30kgまで 2060 1750 1650 1750 1750 1750 1750 1850 1950 1950 2160 2260

170cm30kgまで 2260 1950 1750 1950 1950 1950 1950 2060 2160 2160 2370 2470

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）￥210

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

※会場から送付の場合。

地区ごとに保管します。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

でお越しください。各地区の落し物

窓口の場所は『P4・P5・P7：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、西地区1階アトリウムの落し

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。1月25日消印有

効で『P50：問合せ一覧②』までお問

い合わせください。締め切り後、一括

して返却作業を行います。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。

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。自分の荷物は手も

と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。

■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

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。

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

りのインフォメーションへ、なるべく早め

にお越しください。落し物は各地区

■設営日（12月27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

ただければわか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
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■販売物

14：00～16：00、東2ホール（予定）

コミックマーケット87カタログ ￥2,000

コミケット88参加申込書セット ￥1,000

コミケット88合体配置用封筒 1,￥500

設営日のお知らせ

落し物について

鳩麦月々（少女頭巾）



コスプレ・撮影を通して「表現」するみなさんへ

コミックマーケット（以下、コミケット）へようこそ！好きな

キャラクターになりきりたい、とにかく綺麗な自分を見て

ほしい、誰かを喜ばせたいなど、コスプレをしたい！と思

う気持ちは人それぞれ。その気持ちを大切にすれば、

あなたもコミケットにおける「表現者」です。広いフィー

ルド、高い自由度の下で、思いっきりコスプレを楽しん

で下さい。コミケット準備会一同も、表現者であるみな

さんを可能な限り応援します！

コスプレマナーについて

コスプレイヤー・撮影者アンケートで、コスプレ撮影の

マナーについて、複数の方からご懸念が寄せられま

した。コミケットで基本となるマナーは、被写体の方に

確認を取ってから撮影すること、コスプレイヤー・撮影

者が周囲に気を配ることの二つです。コスプレイヤー

の方は表現者として、自らが望まない撮影に対し、明

確に断る意思表示を行って下さい。もし、声を上げづ

らい状況であれば、お近くの準備会スタッフまでお声

掛け頂ければと思います。この点については、海外参

加者へ向けた多言語での情報提供を含め、引き続き

啓蒙を進めていきます。

一方でコスプレイヤーが、自ら進んで過激なポーズ

を取ることに対するご意見も頂きました。繰り返しに

なりますが、コミケットはコスプレおよび撮影を「表現」

として、その自由を最大限に尊重しています。故に準

備会は個人の主観がどうしても入るマナーの問題

に対し、「こういうポーズは禁止」という画一的でナン

センスな線引きをするつもりはありません。また、いた

ずらに撮影手法を制限したりすることについても、

本来そこから生まれ得た表現が世に出る機会を

失わせてしまうリスクを鑑み、慎重でありたいと考え

ています。

コスプレイヤー・撮影者のみなさんは、表現の自由と

表裏一体である「表現することの責任」についてよく

考えて下さい。自由の意味を履き違えて謳歌した結

果、結果として自由が制約されることになっては、元も

子もありません。コミケットを共にとり行う「参加者」とし

て、自律に基づく行動をお願いします。

新コスプレエリアについて

次に、コスプレエリアの拡大についてです。前回コミ

ケット86の最終日、西駐車場の一部が急遽使用不要

となり、屋外展示場のコスプレエリアが展開不能に

なったことを受け、有明西ふ頭公園を臨時コスプレエ

リアとして設定しました。偶然の産物ではありますが、

海を背景にした撮影ができるなど、新しいロケーショ

ンとしての魅力があり、アンケートでも好評が得られた

ため、今回より常設のコスプレエリアとしました。まだ

行ったことのない方は（冬は海風が寒いかもしれま

せんが……）ぜひ一度体験してみて下さい。

コミケットスペシャル6について

最後に、コミケットスペシャルについてのお知らせ

です。コミケット準備会は来年2015年の3月28・29日、

幕張メッセにおいて「コミケットスペシャル 6 ～

OTAKUサミット～」を開催します。海外イベント紹介

ブースには、多数のOTAKUイベント運営団体・コスプ

レイヤーが来日予定です。また、コスプレイヤーの方が

飛び入り参加可能なステージイベントなども計画して

おります。みなさんのご参加をお待ちしております。
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コスプレイヤー・撮影者のみなさんへ



■着用に制限がある衣装

□コスプレエリア外での移動に制

限がある衣装

○高さ2m・幅1mのいずれかを

超える衣装（例：メカ物の衣装や

着ぐるみ）

●分解や変形が可能な場合、それ

以上の大きさのものも可能です

（一人で移動できない場合は付

き添いが必要です）。

●移動は分解や変形した状態で

行ってください。

○床を引きずる衣装（例：裾の長い

スカートやマント）

●移動時（コスプレエリア内含む）

は取り外す・抱えるなど、引きず

らないようにしてください。

○視界を制限する衣装（例：ヘル

メット、覆面、お面、眼帯や包帯）

●移動中は外してください。

●治療目的のものは除きます。

○他人を傷つける可能性が高い衣

装（例：鋭利な金属が固定されて

いるもの）

●移動中は取り外してください。

○行政、捜査、業務上などの権限の

伴う職種職業の制服（例：警察

官・消防官・警備員）

●移動中は衣装の上に上着を着

てください。

●本職と間違われるような行動や

言動、なりすましは禁止します。

■使用を禁止しているアイテム

○会場への持ち込みを禁止して

いるもの

※詳細はP15をご覧ください。

■使用を制限しているアイテム

○武器を模倣しているアイテム

●使用できるのは銃刀法に該当しな

いものに限ります。
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○コスプレ登録

男女更衣室の入口で10：00～

15：30（3日目は14：30）までにコス

プレ登録を行ってください。登録料

は1日につき800円です。

■コスプレ登録証

（通称：ちぇんじ）

○登録時に登録の証として「コスプ

レ登録証」をお渡しします。登録

は1日ごとに必要となります。ま

た、コスプレ登録証は開催日ご

とに色が異なります。

○コスプレに関する当日の注意事

項のみを記載していますので、事

前にカタログや公式Webサイト

にてコスプレルールの確認をお

願いします。

○コスプレ登録証は更衣室利用証

を兼ねています。

更衣室に入室する際に確認し

ています。コスプレ登録証をスタッフ

に見せて通ってください。また、紛

失しないように注意してください。

紛失された場合、再度登録して頂

くことになるのでご注意ください。

コスプレをしているときは、必ず携

帯してください。

更衣室を安全で快適に利用でき

るよう、更衣室内ではいくつかの禁止

事項とお願いがあります。

■更衣室内での禁止事項

○携帯電話による撮影を含め、

更衣室内での撮影

○更衣室内への荷物の放置

○更衣室内や付近での休憩や待ち

合わせ

○会場を汚損するおそれのある行

為(カラースプレー・カラームース

などの使用)

○コンセントの使用

■更衣室利用時のお願い

○利用時間を守ってください

更衣室利用時間の終了間際は

混雑が予想されます。移動時間や

着替える時間も考慮の上、ご利用

ください。

○譲り合って利用してください

必要以上のスペースを占め

ないでください。また、着替えが

終了したら速やかに退室してく

ださい。

○コスプレルールでわからないこ

とや困ったこと、衣装・コスプレ

アイテムのことなど、コスプレに

関することであれば、更衣室付

近のスタッフにお気軽におたず

ねください

法令遵守や安全確保のため、以

下の衣装やコスプレアイテム（以下：

アイテム）については、使用・着用を

禁止、または状況に応じて制限し

ます。

■着用を禁止している衣装

○露出が著しく、公然わいせつに該

当する可能性のある衣装（例：局

部や下着が見えているもの、局

部が透けて見えるもの）

※詳細は、P28「露出に関する注

意事項」をご覧ください。

○設備を破損、または汚損する可

能性が高い衣装（例：乾いていな

い塗料・液体が付いているもの）

衣装・コスプレ
アイテムについての
禁止・制約事項

更衣室について
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●コスプレエリア数を拡大しました。

※詳細は、P30～P31の地図を参照

にしてください。

●従来から、会場全域でコスプレ・撮

影は可能でしたが、コスプレ・撮影

をお勧めする「コスプレ広場」の名

称を「コスプレエリア」と改めました。

●コスプレルール、撮影機材の規制緩

和を進めました。詳細は次項を参

照してください。

●更衣室利用時間を延長しました。

●「ちぇんじ」が「コスプレ登録証」と

して新しくなりました。

●コスプレエリアで配布していた「さ

いと（コスプレエリア・撮影者向け

ペーパー）」が「コスプレエリア利用

ガイド」として新しくなりました。

○権限の伴う職業の制服等の一部

は、これまで着用を禁止していま

したが、条件付きで着用可能とし

ました。

○武器を模倣しているアイテムは、

これまで使用を禁止していまし

たが、銃刀法に該当しない限り可

能としました。

○撮影機材の一脚は、これまで使

用を禁止していましたが、周囲の

迷惑とならない限り、全コスプレ

エリアで使用可能としました。

○三脚・レフ板に関しては、一部

のコスプレエリアで使用可能と

しました。使用可能なエリアは

P30を参照してください。

コミケットでは、コスプレイヤー・

撮影者のみなさんに、よりコスプレ

を楽しんでもらえるよう、継続的にコ

スプレのルールを見直しています。

新しく参加される方も、これまで参

加経験がある方も、以下の注意事

項を必ずお読みください。

漫画やアニメ・ゲームの登場人物、

芸能人や実在する職業の衣装を身に

まとい、変装・変身することを指します。

また、その行為がコスプレであるか

どうかは、コスプレをする本人がその

キャラクターや作品を好きだという「表

現する意志」があるかどうかによって

決まります。

コミケットは、同人誌と同様に、コス

プレを「参加者による身体表現」とし

て、それを尊重しています。

そして、コスプレを通じ新しい仲間と

出会うこと、交流を見つけていくことも

コスプレの楽しさの一つと考えています。

コミケットでは、参加者全員が、よりコ

スプレを楽しめるようにコスプレをする

際のルールがあります。

一人一人がルールとマナーを守

り、お互いを思いやる気持ちを大切

にコミケットでのコスプレを楽しんで

ください。

○更衣室の場所

男子更衣室…会議棟6階

女子更衣室…会議棟1階

レセプションホール

○各更衣室の利用時間…

10：00～17：00

（3日目は15：45まで）

※登録受付は15：30まで（3日目は

14：30まで）

※更衣室の終了時間はコミケットの閉

会時間とは異なります。

○コスプレエリアの場所・各エリ

アの利用時間

P30～P31の地図を参照してく

ださい。コスプレエリアごとに利用

時間は違います。利用時間が終了

したら、スタッフの指示に従って速

やかにコスプレ・撮影を終え、他エ

リア・更衣室に移動してください。

■会場に来るまで

○来場・退場

コスプレの知名度は以前より高く

なっている現在でも、混雑した通勤

電車や、日常空間の中に、アニメのキャ

ラクターの格好をした人が出現する

ことについて、様 な々考えを持つ人が

います。こうしたことを踏まえ、現在は

コスプレの格好をしたままでの来場・

退場は禁止しています。車などでの来

場の場合も、車中で着替えたり、家か

ら着て来たりするのではなく、登録

を行い、更衣室を利用してください。

■会場に着いたら

会場に着いたら更衣室でコスプ

レ登録と着替えを行ってください。

コスプレのルール
変更（詳細）

今回の変更点

最近の変更点

コスプレとは

更衣室および
コスプレエリアの
場所・利用時間

コスプレをする
までの流れ
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各更衣室にて、アンケートを配付・回
収しています。これからも、コミケットでの
コスプレをより楽しめるようにコスプレ
ルールの見直しを行って行きます。皆さ
んのご意見をお寄せください。郵送の
場合は、P58の奥付連絡先へ「更衣室
担当87A係」宛にお願いします。ス
マートフォン・携帯からも受付しています。

■更衣室利用者・撮影者
アンケートページ

https://comicos.circle.ms/answer/

アンケートに
ご協力ください。

■撮影者の方への注意事項

○撮影する際に被写体となる個

人が識別できる場合、必ずその

方に許可を得てから撮影してく

ださい。被写体となる個人の

許可無き撮影や周囲の方々に

撮影していることがわからな

い形での撮影、盗撮は禁止し

ます。

○撮影の際は、安全を確認した上

で行ってください。強いライトを

あてるような事故を招くおそれ

のある行為は禁止します。

○混雑している時間・場所では、ス

タッフ・警備員が撮影の中止や、

撮影機材の使用中止を指示する

ことがあります。

○次のような行為は、人によっては

好まれません。被写体の方や周

囲の迷惑とならないよう、気を配

ってください。

●一人の人を長時間撮影する

●多人数の撮影者で取り囲む

●ポーズを強要する

●極度なローアングルから撮影する

●胸やおしりや局部などをアップで撮

影する

●勝手にネットや雑誌に載せる

●しつこく連絡先をたずねたりつきま

とったりする

■被写体の方への注意事項

○故意に局部や下着を露出させる

など、法令に触れる可能性があ

る撮影を禁止しています。

○撮影は断っても構いません。

○相談がある場合や、トラブルにあ

った場合、お近くのスタッフまで

声をかけてください。

■禁止している機材

○赤外線カメラや特殊小型カメラ

などの、一般では使用しない撮

影機器

○その他、スタッフが判断したもの

■一部のコスプレエリアでのみ使

用可能な機材

○三脚

○レフ板

※周囲の迷惑とならないように使用

してください。機材は放置しないで

ください。

※使用可能なエリアは、P30～P31

の地図を参照してください。

■更衣室への移動

更衣室の利用時間は17：00（3日

目は15：45）までです。移動時間も考

慮の上、利用時間内に着替えを終了

してください。

■雨天・悪天候時について

雨天など、悪天候によりコスプレエ

リアの使用を制限する場合がありま

す。なお、状況や会場の混雑により制

限内容は変更します。あらかじめご

了承ください。

撮影について

コミケコスプレコミュニティ（コミコス）は
準備会がCircle.msと連携して提供する、
コスプレイヤー・撮影者のためのWeb
サービスです。

●プロフィールやコスプレ予定の掲載、プレゼントされた写真の受け取り
●更衣室やコスプレエリアの混雑状況など、便利な当日状況の閲覧
●開会からすぐにコスプレが楽しめる「更衣室先行入場」へのエントリー

といった機能で、よりコスプレが楽しめるようサポート
しています。登録は簡単、まずは当日機能を使って、コミ
コスを体験してみてください！
■コミコス当日用ページ：https://comicos.circle.ms/today/曲本（toinana）
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●トイガン（エアガン・ガスガン・電動ガ

ン）は、弾やガスを抜き、電池など

を取り外して発射できないようにし

てください。

●移動中は、カバンや袋などにしまっ

てください。

○高さ2mまたは幅1mのいずれ

かを超えるアイテム（例：魔法ス

テッキや杖）

●分解して移動してください。

■露出に関する注意事項

○下着を着用していない衣装の

禁止

●ニプレスやシリコンブラは下着と見

なします。

●水着の場合は、サポーターや下着

を着用してください。

○下着が直接見える、または透け

て見える衣装の禁止

●胸やワキの隙間から極端に下着

が見える場合を含みます。

●見せるタイプのブラストラップは見え

ても問題ありません。

●オーバーパンツやアンダースコートな

ど、重ね着をするパンツについては

衣装とします。

○肌の露出が多い衣装の禁止

●胸は、肌の露出が1/3程度で下着

が見えないことが基準になります

（女性のみ）。

■自衛のお願い

撮影の際は、被写体に許可を得る

のがルールですが、自衛のため「ストッ

キング」や「タイツ」などの着用をお勧め

しています。

○丈の短いスカートなど、かがむと

下着が見えそうな衣装

○ブルマ・レオタード・水着など、肌

の露出が多い衣装

○色や布地の組み合わせでは透け

て見える場合がある衣装

コスプレエリアで楽しく活動ができ

るよう、次の禁止事項やお願いがあ

ります。

■コスプレエリアへの移動について

○コスプレエリアの場所はP30

～P31の地図を参照してくだ

さい

○混雑状況により移動方法が変更

される場合があるので、スタッ

フからのアナウンスに注意して

ください

■コスプレエリアでの禁止行為

○会場での禁止行為

※詳細はP15をご覧ください。

○何かを投げる、振り回す、蹴るな

どの行為

○登る、飛び降りるなどの行為

○不特定多数へのチラシの配布

○その他、スタッフの指示に従わな

い行為

コスプレエリアに
ついて

新涼れい
（PAw Laboratory.）
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