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3日目　8月16日　日曜日

2日目　8月15日　土曜日

1日目　8月14日　金曜日

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22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。

※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
○ゲーム（その他）
○艦これ
○スポーツ
○音楽（洋楽・邦楽・男性ア

イドル）
○TV・映画・芸能
○特撮・SF・ファンタジー

○東方Project
○鉄道・旅行・メカミリ
○評論・情報
○歴史・創作（文芸・小説）
○FC（小説）

○ゲ ーム（ 歴 史・R P G・
恋愛・電源不要）

○スクウェア・エニックス
（RPG）

○オンラインゲーム

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・少女）
○テニスの王子様
○銀魂
○ヘタリア

○アニメ（サンライズ・その
他）

○ガンダム
○TIGER & BUNNY
○FC（青年）

○創作（JUNE/BL）
○FC（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
○同人ソフト
○オリジナル雑貨

○創作・アニメ・ゲーム（男
性向）

○ギャルゲー
○TYPE-MOON

○創作（少年・少女）
○学漫
○デジタル（その他）

募金額
￥901,159.－

■ 第43回 ■
第42回

森林保護募金結果報告
及び
第43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

8月14日（金）分リスト P60～98

8月15日（土）分リスト P436～475

8月16日（日）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
使い方一昨年夏の猛暑、風に恵まれ過ご

しやすかった昨夏。夏も冬も常に天

気に一喜一憂してきたコミケットではあ

りますが、熱中症の問題を考えると、

夏コミの天候はひときわ気にせざるを

得ません。この夏も準備会としてこれ

まで継続してきた熱中症対策を続け

ていきますが、まずは、参加者の皆さ

んひとりひとりの自衛から始まります。

一昨年のような酷暑にも耐えられる

準備を是非お願いします。

さて、昨冬から始まり準備会も共催

に名を連ねている東京臨海広域防

災公園での「有明防災フェア」ですが、

引き続き今回も開催されます。前回よ

りも規模・内容ともに充実した形で行

うべく、現在調整が進んでいます。詳

しくは直前のWebでの告知をお待ち

ください。また、オリンピックに向けて、

ビッグサイトの既存施設の大規模修

繕工事や事前工事が始まっています。

この夏も、東駐車場へ向けてのデッキ

が短くなって階段が東６ホール横の
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シャッター前に下りてきたり、工事事務

所や資材が置かれたりと、これまでと

違う使い勝手の場所が既にあります

のでご注意下さい。そして、この秋から

は東駐車場の一部に新しい展示ホー

ルの工事が始まり、来年には西の屋外

展示場でも増設工事が始まる予定で

す。つまりは、この冬以降当分の間、

ビッグサイトの使い方には次 と々変更事

項が発生します。これまで使えた通路や

空間が使えなくなったりする一方で、

新ホールをどのように使うのか？といっ

たことを工事の進捗に合わせて、考え

ていかなければいけません。加えて、

オリンピックが開催される2020年にどの

ような形でコミケットが開催できるかも

検討していかなければならず、準備会

としては正念場の5年間となっていく

ことでしょう。不確定要素も多く参加者

の皆さんにもご心配をおかけすること

になると思いますが、できる限りの情報

提供を行っていきますので、準備会か

らの情報発信には注意して下さい。

最後になりますが、コミケットのいわ

ば国勢調査とも言うべき40周年記念

調査を、今回のコミケット88をターゲッ

トに大学の先生方と実施中です。既

にサークルの皆さんへはアンケートを

申込段階で実施しましたが、今回の

カタログには一般参加者向けのアン

ケート用紙が付属しています（公式サ

イト経由でPDFのダウンロードも可能

です）。コミケットがどういう「場」である

のか、こうした調査を通じてデータと

して明らかにし、それを社会に伝えて

いくことも、今後に向けて重要な広報

であると考えています。当日の準備会

インフォメーションと更衣室にて回収を

行いますので、是非皆さんのご協力

をお願いします。また、40周年つなが

りと言えば、コミケットスペシャル6から

発行を延期した『コミケット40周年史』

もこの夏に発売となります。こちらも

よろしくお願いします。

『東にサークル… 西にサークルと企

業… かわることのないコミケのくりか

えし… 参加者たちの友情もまた…

ここはコミケ88… 戦場のド真ん中！！』

それでは、暑くて熱い夏の有明でお

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

8月14日 P59

1月15日 P435

1月16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 涼宮ハルヒの憂鬱

■コミケットロゴマーク
（登録商標）

COMICMARKET 88  CATALOG
C O N T E N T S

ごあいさつ

※過去の35周年調査については、公式サイトの「コミクマーケットの理念と実相」を参照ください。（http://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIs.html）

※『コミケット40周年記念アンケート』については、1249ページをご覧ください。

※『コミケット40周年史』の内容については、1266ページをご覧ください。
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コミナビ・山内商店 東1 4－C
ホルベイン 東2 3－C
ワコム・セルシス 東3 1－C
アイシー 東4 3－C
デリーター 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

■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。
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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 Dressing Rooms
会議棟1階
男子更衣室
Men's Dressing Rooms
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／8月14日・15日・16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

西2ホール あ－48付近トイレ

2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

西1ホール れ－24付近トイレ

西2ホール あ－48付近トイレ

3日目

西1ホール れ－24付近トイレ

C88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。バスは会場の

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

まりも（Snowful）

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り、防犯上の

問題が生じています。深夜来場

者を狙った泥棒や恐喝などの

犯罪が行われてしまったこともあ

り、警察より毎回厳重な注意を

受けています。

●会場付近の建物や敷地に侵入し

ての夜明かしにより、芝生を踏み

荒らすなどの破壊行為や、ゴミの

散乱などが生じており、関係各

所からクレームを受けています。

●東京都の青少年健全育成条例

では18才未満の青少年が保護

者の承諾なしに深夜外出する

ことは制限されています。青少

年を承諾なし連れ歩いた場合

は犯罪となります。無断での深

夜外出は警察による補導の対

象ともなります。

●ビッグサイトで何千人もの規模

の徹夜が行われてしまうのは、

コミケットだけです。

（数のあまりの多さに、徹夜行

為を当局が大きな問題として認

識しています）

●深夜来場し、開場までの長い時

間、屋外で待機することで、非

常に多くの参加者が体調を崩

して倒れています。入場待機列

で長い時間待ち続けることは、

夏冬関係なく非常に体力を消

耗し、体調不良の原因となりま

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。時として命を

落としてしまうことすらあります。

上記に列挙した問題点は、コミ

ケットの開催を危うくするものであ

り、このままでは、「表現のための

場」を継続できなくなることになりか

ねません。

また、この「徹夜・深夜来場の問

題」の対策のために、警備費用、

清掃費用、破壊行為の補償費用な

どの多額の経費がかかっています。

コミケットを安全に開くために、

「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

に強いていることを知っていてほし

いのです。

コミケットの全ての参加者、みん

なで考えていきたいのです。

自由に表現する場を守り、継続

していくために、我々全員に課せ

られた「責任」というものを。

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！
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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、コミケットを誕生させたのかもしれません。

そこから40年、年月を重ねる事で、コミケットを取り巻く環境も変わってきました。

「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には、様々な制約が

課されるようになってきました。

同時に準備会は、いかにコミケットを開催し続け、この「表現」のための場を継続していくかという

ことを考えてきました。

そして、今後もコミケットを継続していくために、みなさんと一緒に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」ということをはっきりさせたいと思います。

「徹夜・深夜来場の問題」です。

マナーを守って
楽しいコミケットにしましょう



●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。
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。
●盗難に注意してください。
荷物は放置せず、貴重品の管理に気をつけ

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。

を離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。

●暑さ対策について

会場の周辺は、舗装された路面の

照り返しが厳しく、風が強いので大変

過酷な状況になります。暑さで体力を

奪われないよう、長袖を着るなど肌を

直接日光にさらさないようにしましょう。

●雨について

近年、雨になることが多いです。

もし、雨が降ってきたら傘は周りの人

の迷惑になりますので、できるだけ使

わず合羽を利用しましょう。また、路

面が滑りやすくなりますので、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

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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熱中症に
ご注意！

熱中症とは？
熱中症とは、高音多湿の環境で生じる障害の総称で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、

体温調節機能がうまく働かないことにより体内に熱がたまり、吐き気や倦怠感が起き、ひどい場合に
は意識を失ったり死ぬこともある恐ろしい状態です。暑さには十分な対策が必要です。

必ず水分を持参する
待機列には自動販売機はありません。西側の待機列近

くにはコンビニエンスストア、東側の待機列近くにはケータ
リングサービスがありますが、これとは別に必ず水分を持参
してください。なお、お茶やコーヒーのようなカフェインを含
む飲料は、利尿作用が有りますのでなるべく避けましょう。

30分から1時間おきに定期的に
水分を取ってください。
必ず定期的に水分を取ってください。目安ですが、30分

から1時間おきに水分を取ってください。

発汗対策には塩分も必要
塩以外にスポーツドリンクや塩分を含むアメなども効果

的です（ただし高血圧症・糖尿病などの持病がある方は
主治医と相談してください）。

コスプレルール変更にともないコスプレが出来る場所が
増えていますが、屋外でコスプレをされる場合熱の逃げに
くい服装は要注意です。特に全身の着ぐるみやぴったり
としたレザースーツなどは熱がこもりすぎて危険な場合が
あります。
当日の天候や自分の体調を考え、危険と判断した場合

はなるべくこのような格好は避けてください。

気分が悪くなったら出来るだけ
はやく周りの人やスタッフに
助けを求めて！
手遅れになると命に関わります。会場に入ってからも注

意が必要です。また、疲れて動けなくなる前に会場を離れ
ることも考えてください。

もう戦いは始まっている！
本番の4～5日前から身体を暑さに慣らせましょう。

一日数十分外出して暑さに身体を慣らすのがよいです。

睡眠不足・二日酔い厳禁
特に次の日も参加する人は、アルコール・睡眠不足は厳

禁です。コミケが終わるまでは宴会などせずに夜は空調の
効いた部屋で十分睡眠を取って次の日に備えてください。

朝食はしっかり摂ること。
朝食抜きはダメ！
十分水を摂って暑さに備えましょう。列についたら少しず
朝起きたら500mlペットボトル半分
ぐらいの水を飲む。
十分水を摂って暑さに備えましょう。列についたら少しず

つ追加の水を飲んでいきます。トイレを気にして水を控える
ことは絶対にやめてください。

風通しの良い服、つばの広い帽子を着用。
有明は海辺。紫外線対策をしっかりとしてください。なる

べく長袖で、吸湿・速乾性のよい白色系の衣服で来場く
ださい。また、つばの広い帽子も有効です。ただし、日傘は
他の人の迷惑になるので注意。

コスプレされる方へ

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、この日しか入手できない本

を買うために、すさまじい人ごみの中

を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。
●夏の暑さ対策は充分に！

一般入場の待機場所は、炎天下の舗装道
路です。朝から並ぶ場合3時間はそこにいる
ことになります。晴れた場合、肌の露出が少
ない着衣を心がけ帽子等を忘れずに。タンク
トップは避けた方がよいでしょう。また、水分
はこまめに取ってください。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。
※P1384からのComi-Naviも参考にしてくだ

さい。

自 己 管 理 に つ い て



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：C87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しっかりと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。

●送料の支払いは、現金・または電子マネーです（ゆうパックはクレジットカードも対応可能）。対応電子マネー等については、
当日窓口にて確認してください。現金以外の支払については一部窓口のみの場合もありますので、案内をよく見て並んで
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 1,100 0,800 0,700 0,700 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200

80cm 5kg 1,300 1,000 0,900 0,900 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,700

100cm 10kg 1,500 1,200 1,100 1,100 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 2,200

120cm 15kg 1,700 1,400 1,300 1,300 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2,700

140cm 20kg 1,900 1,600 1,500 1,500 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 3,200

160cm 35kg 2,100 1,800 1,700 1,700 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 3,700

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 1,070 0,740 0,690 0,740 0,740 0,740 0,740 0,840 0,970 0,970 1,170 1,290

080cm 30kgまで 1,280 0,970 0,900 0,970 0,970 0,970 0,970 1,070 1,180 1,180 1,390 1,510

100cm 30kgまで 1,500 1,180 1,130 1,180 1,180 1,180 1,180 1,280 1,400 1,400 1,600 1,730

120cm 30kgまで 1,720 1,400 1,340 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,610 1,610 1,820 1,940

140cm 30kgまで 1930 1,610 1,560 1,610 1,610 1,610 1,610 1,720 1,830 1,830 2,030 2,160

160cm 30kgまで 2,150 1,830 1,780 1,830 1,830 1,830 1,830 1,930 2,040 2,040 2,250 2,370

170cm30kgまで 2,460 2,140 2,070 2,140 2,140 2,140 2,140 2,250 2,360 2,360 2,500 2,710

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。8月29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（8月13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88カタログ ￥2,000

コミケット89参加申込書セット ￥1,000

コミケット89合体配置用封筒 1,￥500

設営日のお知らせ

落し物について

あさり（MHB）


