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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、2017

年8月31日消印有効でお問い合わせ

ください。

締 め 切り

後、一括し

て返却作

業を行い

ます。その

際、住所、

氏名、電話

番号、落し

物の形状、目印などを消えない黒の

筆記具で詳しく記入してください。

なお、締め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。

④チラシ配布を希望する人へ

設営日や閉会後、サークルスペー

スに向けてチラシを配布するには、

事前登録が必要です。なお、今回の

コミケットでのチラシ配付の登録受付

は締め切りました。

次回のコミケットでチラシ配布を希

望する方は、登録方法などの詳しい

案内を送付いたします。

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、ご

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いたします。

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

い案内を送付いたします。

⑧企業ブース出展申込について

コミケットでは、企業ブースへの出展

企業を募集しています。コミケットの参加

者にマンガ・アニメ・ゲーム・グッズなど

のアピールをすることができます。

⑨取材を希望するマスコミの方へ

コミケットの取材を希望されるマス

コミの方は、必ず取材受付をしてくだ

さい。受付は当日でも対応していま

すが、事前に申込ができますので、で

きるだけ事前にお問い合わせ頂くよ

うお願いいたします。

⑩カタログ通販について

次回コミケットのカタログ通販を希

望する方は、返信用封筒を同封の上、

お問合せください。詳細を10月頃か

ら随時送付します。Webでもご案内

しています。

⑪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対応DVD－ROMで

す。（閲覧するiOS/Androidアプリも

あります）なお、C88版よりMac OSに

は対応してません。カタログ取り扱い

書店などでも販売する予定ですが、

通販を希望する方は、準備会まで返

信用封筒を同封の上お問合せくだ

さい。通販の詳しい案内を10月頃か

ら随時送付いたします。

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

http://www.kyoshin.net/catarom/

までお問い合わせください。

問合せ時の注意

アタリです

問 合 わ せ 種 類 問 合 わ せ 先 期日・備考（問合せ〆切、全て2017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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●「C92・C93」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

③C92 カタログへのご意見

④C93 チラシ配布希望

⑤C93 カタログイベントCM

⑥C93 カタログ企業広告

⑦C93 印刷会社搬入希望

⑧C93 企業ブース出展希望

⑨C93 取材希望

⑩C93 カタログ通販

⑪C93 DVD-ROMカタログ通販

⑫C93 申込書通販　

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

http://rom-catalog.com/参照

P60参照

C92 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

C93 企業出展係

マスコミ対応係

C93 カタログ通販係

8月31日消印有効 往復葉書使用

11月上旬 返信用封筒同封

10月上旬 返信用封筒同封

10月上旬

10月上旬

8月14日

12月上旬

10月中旬 返信用封筒同封

●返信用封筒は、長3サイズの物をご使用ください。

茨（明日けがすればいいのに！）

●返信用封筒とは？
自分の住所・氏名を書き、82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：としお（凍傷炎　2日目東あ43b）

表　紙：永倉沙紀（EASY CYNIC 1日目東ク60b）

表　紙：羽柴麟（アースリィサザンクロス 2日目東K23b）

表　紙：羽柴麟

コミケットプレス46付

イラスト大：mocha（Cotton 3日目東き40b）
イラスト小：タカトウアユミ（リズミカ　3日目東ネ03b）

2,000円

1,100円

各 500円

各 300円

1,000円

1,500円

各1,300円

コミックマーケット92カタログ

コミケットプレス46

コミケットプレス総集編（5～7）

はたらくおぢさん総集編（1・2）

コミックマーケット93参加申込書セット

C93合体申込専用封筒

紙　袋（大・小）

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。

問合わせ一覧



ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

音楽（洋楽・邦楽・男
性アイドル）

スポーツ

創作（JUNE/BL）

FC（小説）

FC（少年）

進撃の巨人

ダイヤのA

弱虫ペダル

FC（少女・青年）

鉄道・旅行・メカミリ

おそ松さん

TIGER & BUNNY

アニメ（その他）

ハイキュー！！

血界戦線

FC（ジャンプその他）

ヘタリア

ワールドトリガー

黒子のバスケ

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

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）

批評、イベント、飲食物、郵便、医療、育児、体験談、ギャンブル、競馬
（SF・FTの評論・情報を含む。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）

（サンシャイン、スクールアイドルフェスティバル含む）

（シンデレラガールズ関連、ミリオンライブ! 関連含む)

成人向描写の有るゲーム全般・女性アイドル物・ソフ倫もの、脱衣麻雀、恋愛SLG、育成SLG、美少女ゲーム（ネット・ソーシャル）
Leaf、Key、^age（マブラヴTE・シュヴァルツェスマーケン含む）、オーガスト
シスター・プリンセス、BabyPrincess、STEINS;GATE、ときめきメモリアル、魔法少女リリカルなのは、とらいあんぐるハ
ート、ToHeartシリーズ、うたわれるものシリーズ、Charlotte、リトルバスターズ、AngelBeats!、ガールフレンド（仮）、
Tokyo 7th シスターズ、千年戦争アイギス、FLOWER KNIGHT GIRL、リングドリーム女子プロレス大戦

Fate関連作品（Fate/stay night、Fate/Zero、Fate/EXTRAシリーズ、Fate/Grand Order、プリズマ☆イリヤ等）
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）

動物

聖飢魔 II、GLAY、ゴールデンボンバー、B’z、access、TMR、ゴスペラーズ、EXILE TRIBE
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-Ft2、
Sexy Zone、A.B.C－Z、ジャニーズWEST、ジャニーズJr.、関西ジャニーズJr.、少年隊、生田斗真、山下智久

野球、サッカー、格闘技、ウインタースポーツ

ライトノベル、児童文学、ミステリ／小野不由美、西尾維新、川上稔、有栖川有栖
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!!、マリア様がみてる、ソードアート・オンライン、ログ・ホライズ
ン、銀河英雄伝説、アルスラーン戦記、響け!ユーフォニアム、冴えない彼女の育てかた、Re:ゼロから始める異世界生活、ジョー
カー・ゲーム

少年サンデー系、少年マガジン系、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、少年エース（ヤング含む）、コミックジーン、ヤングガンガン、ビッグガンガン、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
手塚治虫、石ノ森章太郎、藤子不二雄、高橋留美子、ゆうきまさみ、鈴木央、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）、椿いづみ、ONE
マギ、黒執事、咲、WORKING !、文豪ストレイドッグス

ヤングキング、ヤングマガジン、ヤングアニマル、ヤングジャンプ、グランドジャンプ、ウルトラジャンプ、アフタヌーン、イブニング、
モーニング、電撃大王、チャンピオンRED、4コママンガ誌、女性向けマンガ誌、BLマンガ誌、ホラーマンガ誌
あずまきよひこ、かわぐちかいじ、福本伸行、平野耕太、CLAMP
頭文字Ｄ、おおきく振りかぶって、攻殻機動隊、鬼灯の冷徹、東京喰種、Rozen Maiden、ごちうさ、けいおん！、ゆるゆり、夏目友人帳

バイク、自転車、バス、車、F1、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（ingress、駅メモ）

海外アニメ、ユーリ!!!、スーパーロボット大戦（魔装機神含む）、コードギアス、サムライトルーパー

内藤泰弘

ジャンプスクエア／車田正美、荒木飛呂彦、冨樫義博、藤崎竜、和月伸宏、松井優征、高橋陽一
ドラゴンボール、ダイの大冒険、遊戯王、ワンピース、ヒカルの碁、DEATH NOTE、NARUTO、BLEACH、REBORN!、
D.Gray-man、トリコ、食戟のソーマ、SOUL CATCHER(S)、僕のヒーローアカデミア、青の祓魔師、戦勇。、終わりのセラフ、
SLAM DUNK、テニスの王子様、銀魂

日丸屋秀和

葦原大介

東
1
・
2
・
3

東

4

・

5

・

6

東

7

・

8
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東
1
・
2
・
3

3日目 8月13日（日）

男性向

学漫

評論・情報

ラブライブ！

アイドルマスター

ギャルゲー

TYPE－MOON

男性向

創作（少年）

男性向

創作（少女）

歴史・創作（文芸・小説）

東
4
・
5
・
6

東
7
・
8

2日目 8月12日（土）

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

東
1
・
2
・
3

東

4

・

5

・

6

艦これ

地区別ジャンル一覧

54

オリジナル雑貨

ゲーム（恋愛）

あんさんぶるスターズ！

刀剣乱舞

ゲーム（ネット・ソー
シャル）

ゲーム（その他）

スクウェア・エニック
ス（RPG）

ゲーム（RPG）

ゲーム（電源不要）

東方Project

デジタル（その他）

コスプレ

同人ソフト

ドール、服飾、アクセサリー

自主制作BoysLoveゲーム（それを元にした本など含む）、自主制作乙女ゲーム（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、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、アイドルマスターSideM、アイドリッシュセブン、プリンス・オブ・ストライド、ドリフェス！、A3！、文豪と
アルケミスト、サンリオ男子

携帯ゲー、スマホゲー、ブラウザゲー、ソシャゲー、ネトゲー
MMO（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）、MOBA（リーグオブレジェンズなど）
グランブルーファンタジー、シャドウバース、白猫プロジェクト、パズルアンドドラゴンズ、モンスターストライク、メルクストーリア、
SHOW by ROCK !!、一血卍傑-ONLINE-、ゴシックは魔法乙女

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
BLAZBLUE、ギルティギア、ストリートファイター、ザ・キング・オブ・ファイターズ／戦国BASARA、無双シリーズ
モンスターハンター、GOD EATER、デビルメイクライ、バイオハザード、メタルギア、大神、龍が如く、サクラ大戦、ぷよぷよ（魔導
物語）、ダンガンロンパ、逆転裁判、SIREN、ゆめにっき、ロックマン、スプラトゥーン、零、ワンダと巨像
BEMANIシリーズ、クイズマジックアカデミー、DARIUS BURST、ガンスリンガーストラトス、WONDER LAND WARS、
Undertale、OVERWATCH、Minecraft、怪盗天使ツインエンジェル、戦国乙女、ゴシックは魔法乙女

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

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、魔都紅色幽撃隊、ワイルドアームズ、
サモンナイト、バロック、シャイニング・フォース、アトリエシリーズ（ヴィオラートのアトリエ、メルルのアトリエ、アーシャのアトリエ、
エスカ＆ロジーのアトリエ、マナケミアなど）、テイルズシリーズ、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、女神異聞録デビルサバイバー、世界樹の迷宮など）

テーブルトークRPG（コールオブクトゥルフなど）、Play By Mail、Play By Web（人狼、シルバーレインなど）、Trading Card
Game（オリジナルのスターター、エクスパンションを含む）、ボードゲーム、カードゲーム、囲碁、将棋、麻雀

自主制作（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、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

（ポートレイト写真集、衣装、型紙、小物含む）

自主制作ゲームソフト（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、Unity／CG集・デジタルマスコット(伺か)／VR全般
同人ソフト作品を元にした本など（Boys 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

東
7
・
8

1日目 8月11日（金）

ホール ジャンル 補　　　　足　　　　説　　　　明

アニメ（その他）

ガンダム

TV・映画・芸能・特撮

声優、アニメソング、アニメ評論、アニメ情報、魔法少女、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）／松本零士
ビックリマンシリーズ、神羅万象、アイカツ！、プリパラ、セーラームーン、プリキュアシリーズ、Dog Days、まどか☆マギカ、スト
ライクウィッチーズ、ガールズ&パンツァー、キルラキル、宇宙戦艦ヤマト2199、マクロスシリーズ、フューチャーカードバディフ
ァイト、.hack（ゲーム含む）、戦姫絶唱シンフォギア、ALDNOAH.ZERO、忍たま乱太郎、ポケモンシリーズ、デジモンシリーズ、
イナズマイレブンシリーズ、妖怪ウォッチ、ヴァンガード、蒼穹のファフナー、Ｋ、PSYCHO-PASS、Free！

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

必殺、大河ドラマ／舞台・演劇・ミュージカル・2.5次元舞台、宝塚、歌舞伎／女性アイドル、女性アーティスト／AKB48、
Perfume／お笑い／ラジオ番組／戦国鍋TV、水曜どうでしょう／HiGH&LOW、火村英夫の推理（ドラマ版）、
Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀／アジア映画／洋画、海外ドラマ、X-MENシリーズ、アベンジャーズシリーズ、RPS／評
論、情報／アメコミ／自主制作特撮、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、牙狼（GARO）

東
1
・
2
・
3



【東駐車場】

出展位置 販売時間 販売物一例※

飲食物販売のご案内
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ケバブサンド/ケバブ丼/富士宮焼きそば/ピッツァ/ハーブソーセージ/ドーナ
ツ/とろとろソーキ丼/タコライス/タコス/ソフトドリンクなど05：00～08：45

仙台牛タン丼/タン塩串焼き/腸詰めソーセージ/炙りトンテキ/東京豚丼/
豚塩ヤキソバ/ハンバーグごはん/チキンごはん/ソフトドリンクなど【東1・2・3トラックヤード】 07：30～08：45

10：00～15：30
お好み焼き/ネギタコ焼き/マヨ玉焼きそば/ドネルケバブ/ケバブライス/
トルコビーフソーセージ/しらす丼/海鮮丼/ソフトドリンクなど【東4・5・6トラックヤード】 07：30～08：45

10：00～15：30
ハラルケバブサンド（ビーフ・チキン）/ケバブ丼/カップアイス/フルーツかき
氷/ソフトドリンクなど【東6館内】 07：30～16：00

自家焙煎ドリップコーヒー各種/角煮バーガー/フライドポテト/ジェラート/
アイスコルネット/ソフトドリンクなど【レストラン街外庭園】 10：00～15：30

ホットドッグ/ローストビーフ丼/串焼き/フルーツかき氷/ソフトドリンクなど【西1館内】 10：00～16：30
（最終日は15：30）

牛たんドッグ/牛たん丼/ローストビーフ丼/肉巻棒/かき氷/ソフトドリンクなど【西屋上展示場】 10：00～16：00

※当日の販売物は変更となる可能性があります。

フードコート＆ビアー
Eat iT！
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ビッグサイト飲食店ガイド

場　　所 席数 営業時間（コミケ開催時、
変更予定あり）

店名 クーポン
（ウェブからプリントアウトが必要）

乳幼児用設備

身障者用設備

化粧室

会議棟
1F ① 11：00～17：00 有明地区に400席の大型フードコート＆ビアー

一杯一杯手作りで提供する本格的なコ
ーヒーを気軽にお楽しみいただけます。

パンや軽食が楽しめる、憩いのカフェ。

ビッグサイトの中央に位置するカフェ。休
憩やご商談にご利用下さい。

日当たりの良い店内でのランチタイムでおくつろ
ぎを。お食事はセルフサービスでのご提供です。

220席のゆったりとした空間で、ビジネス環境の整っ
た個室2部屋を完備。会食、懇親会にご利用下さい。

あり お食事された方、
ソフトドリンク半額

あり お食事された方、コーヒー
または紅茶1杯サービス

エスプレッソドリンクをはじめ、ペストリー、
サンドイッチをお楽しみいただけます。

ランチタイムは海鮮丼やネギトロ丼など鮮魚の
丼や、焼き魚など和定食をご用意しております。

ふんわり卵のオムライスなどのカジュアル
な洋食が楽しめるカフェテリアレストラン

カフェテリア・スタイルのカジュアルなお店
です。

毎朝、市場仕入れの新鮮な魚介類を使用
したメニューをランチからディナーまで提供。

洋食メインのレストランです。ダイニングでは
打合せ等幅広くご利用いただけます。

28種類のスパイスを使ったカレーとおす
すめの定食のお店です。

開放的な空間で、カジュアルチャイニーズ
をお楽しみ下さい。

景色の美しい会議棟8階でランチ・ディナ
ーを。

422席

101席

140席

120席

220席

150席

100席

154席

151席

196席

150席

132席

170席

08：00～19：00

09：00～17：00

08：00～19：00

11：00～17：00

11：00～17：00

08：00～19：00

11：00～16：00

11：00～17：00

11：00～17：00

11：00～19：00

11：00～17：00

11：00～17：00

11：00～16：00

11：00～19：00
（ラストオーダー18：00）

タリーズコーヒー

カフェテラス ロイヤル

プロント

カフェテリアマーメ
イド

ザ・ビッグラウンジ

スターバックス

和食屋

日比谷マツモトロー

東京ベイキッチン
東京ビッグサイト

築地食堂 源ちゃん

ロイヤルキャフェテ
リア
カレーショップC&C
ダイニング
香港飲茶楼ル・パ
ルク
アルポルト
東京ビッグサイト店

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

イベント
プラザ

アトリウ
ム2F

エントラン
スホール

北コン
コース
レスト
ラン街

ガレリア
2F
（東1－3
ホール側）

ガレリア
2F
（東4－6
ホール側）

ガレリア
2F（奥）

会議棟
8F



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！

まめ
知識

○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・表紙の絵柄となります。
※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/
■東京メトロWebサイト：http://www.tokyometro.jp/

コミックマーケット92記念りんかい線・1日乗車券のお知らせ

○発売開始日／2017年7月28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／2017年12月31日

今冬のコミケット93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）

東京メトロ・りんかい線・ゆりかもめ公式サイト
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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。

4 トイレでの着替えをしてはいけません

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、駅周辺の歩道や駅のエレベータの前等に、自転車・バイクを勝手に駐車するのは当然のことなが
ら禁止です。

5 自転車・バイクの違法駐車は禁止です

●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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有楽町線・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

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、並びに東京メトロ・有楽町線乗降各駅において、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。

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、事前に小銭を作っておきましょう（ただし、金融機関以外での両替は
ご迷惑となりますのでやめましょう）。

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。また、エスカレータではカートから手を離さないようご注意ください。

3 カートを使う場合の注意

コミケット86において、東京メト
ロ有楽町線の始発電車の窓ガラ
スが破損するトラブルがありまし
た。参加者の皆さんは、くれぐれ
も安全にご注意ください。

車両の位置によっては、空いている車両もあります。混んでいる車両に乗り切れないよりは、別の車両での乗車を！！

まめ
知識

応急処理後の状態
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奥　　付

コミックマーケット92カタログ
発 行 日：2017年8月11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：としお

「凍傷炎」（2日目東あ43b）
印刷会社：共信印刷株式会社
頒布価格：2,500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93に

サークル参加したい人は、必ず「コミックマー

ケット93参加申込書セット」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92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。ただし、制作

スケジュールの都合上、オンライン申込用の

申込書通販のみとします（したがって、合体

配置用封筒の通販はありません）。ただし、

郵送での申込に間に合うようには送付します

ので、郵送での申込に使っても問題ありま

せん。しかし、不着対応で、郵送での申込に

間に合わなかった場合は、オンライン申込を

利用してください。

申込書通販は、サークルドッドエムエスの

Webにて行います。郵便振込での取扱はあ

りません。詳細・諸注意については下記

URL参照。受付は8月2日締切です。

通販部数は限定させていただき、売切時

点で終了となります。8月3日で残部がある

場合、二次受付を検討しますが、確実に送付

可能な方法に変更するため、送料が高くな

ります。ご了承ください。詳細はWebをご参

照ください。

①コミケット93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。

■取扱書店

コミケットサービス（直営店）、アニメイト、と

らのあな、メロンブックス、有隣堂、くまざわ書

店、書泉など。一覧がコミケットのWebページ

サークル参加するには？

コミケット93カタログの入手方法

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『P52：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 http://portal.circle.ms/ 1,500円（決済手数料込） ～8月2日

■通販詳細一覧







●コミックマーケット92の見本誌の提供を第16期とします。
各期間は以下の通りです。
→閲覧提供期間：

2017年8月18日（金）～11月13日（月）
→事前閲覧請求期間：

2017年8月18日（金）～10月30日（月）
→事前閲覧提供期間：

2017年9月1日（金）～11月13日（月）
※8月18日～23日までの閲覧請求に関しては、連絡がタイ
トになる可能性があります。

以下は第16期の利用規程です
●CDやDVDなどの媒体に記録された、閲覧に装置を必要
とするものは、閲覧提供できません。
●会員未登録の方、および1日会員の方は閲覧請求がで
きません。
●閲覧請求は、2つの方法があります。
（1）事前閲覧請求
専用の書式により、閲覧希望見本誌のC92参加時の

サークル情報を2週間前までに申請（館内提出・郵送・
eメール）して頂いた後、後日（受付後約１週間程度）、
当館から申請者に見本誌の有無や閲覧希望日の可否
などをご連絡します。
（2）当日閲覧
閉館2時間前までに専用の書式にて閲覧希望を2Fカ

ウンターに申込みください。ただし、見本誌は箱の中から
スタッフが探し出す必要があり、これに時間がかかるため、
閲覧までに長時間お待たせする場合があります。また、閲
覧希望した見本誌が存在しない場合もあります。
●1回の申請で同時に閲覧請求できる見本誌は、
（1）事前閲覧請求……10サークル分まで。
（2）当日閲覧……3サークル分まで。
●事前閲覧請求の閲覧時に、当日閲覧請求をすることも

■資料の複写について
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可能です。1閲覧日につき（1）（2）各1枚までです。
●複数の申請者から同じサークルの見本誌に同じ閲覧希
望日で閲覧請求がなされた場合は、先着順となります。
事前閲覧請求されている見本誌を、他の方が当日閲覧
請求で請求することはできません。
●1ヶ月会員ならびに一般会員の方は、各期10サークル分
まで出納手数料が無料になります。11サークル目以降は
1冊につき100Pになります。明治大学の学生ならびに教
職員の方は、1サークルより1冊につき100P頂きます。
●館外貸し出し、および複写サービスは行いません。
●奥付に住所・実名・電話番号を記した同人誌を見本誌
として提出されていた方が、当該見本誌の当館での閲覧
提供に際し、これらの情報が覆われることを希望される場
合、ご本人による申請を受け付けます。受付期間は2017
年8月18日（金）から11月13日（月）までとなります。専用
の申請フォームにご記入頂き、覆うことを希望される奥付
の氏名・住所・電話番号が記された公的身分証明書の
写しあるいは公共料金の請求書の写しとともに持参もし
くはご郵送ください。当該の見本誌が請求され、閲覧提
供がなされる場合に、申請書類で確認できる情報をシー
ルで覆います。なお、奥付に記された住所・実名・電話
番号以外の記載については、eメールアドレスを含め、
対象外となります。C92以外の見本誌は今期の受付の
対象になりませんのでご了承ください。
※学術研究目的の利用につきましては、別途お問い合わ
せください。米沢嘉博記念図書館とコミックマーケット
準備会にて協議させて頂きます。
※コミックマーケット準備会内の確認作業のため、閲覧に
提供されないものがあります。
※閲覧請求書式、奥付シールの申請書式、およびそれらの
記入の方法については、米沢嘉博記念図書館のサイト
（http://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/）をご覧くだ
さい。また、併せて館内でも申請書類を用意しております。

■コミックマーケット92見本誌の閲覧提供（第16期）について

●著作権法で認められている範囲内でスタッフによる複
写サービスを行っております。ただしコミックマーケット見
本誌を含む同人誌の複写は行っておりません。
●複写サービスは、右記プリペイドカードにより料金を頂
きます。白黒1枚50P、カラー1枚200Pになります。

カード価格 500円 1,000円 3,000円

ポイント数 500P 1,100P 3,400P

■プリペイドカードについて

●カードの発売額とご利用可能なポイント数は下表の
とおりです。

●1日に35冊以上の本を閲覧請
求されるご予定の方には、1日に
何冊でも閲覧請求できる「1日閲
覧券」（3,000円／現金のみ）を
用意しております。ただし、同時
に閲覧提供できる資料は10冊
までになります。

1F展示室はどなたでも無料でご観覧頂けます。
2F閲覧室、および上階閉架書庫の資料は、18歳以上
の方であれば、右記の会員登録（有料）をすることにより
どなたでもご利用頂けます。

米沢嘉博記念図書館
ご利用案内

会員種別 有効期間 会　　費

1日 会員 1ヶ日 0,300円

1ヶ月会員 1ヶ月 2,000円

一般会員 1ヶ年 6,000円
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月 ・ 金：14：00～20：00
土・日・祝：12：00～18：00
休 館 日：火・水・木、年末年始、特別整理期間

※会員登録と閲覧・複写申込の受付は閉館30分前ま
でになります。

■開館時間

■ご利用頂ける方について

■会員登録について

■資料の閲覧について

●資料は2F閲覧室内で閲覧頂けます。
●館外貸し出しは行っておりません。
■開架資料
●書架から自由に手にとってご覧頂けます。
■閉架書庫の資料の閲覧について
●目録をご参照の上、専用のフォームに記入し、カウンターで
閲覧請求してください。スタッフが書庫より出して参ります。
●閲覧提供に際しては次ページ、プリペイドカードにより出納
手数料を頂きます。1冊につき100Pになります。
●閲覧提供は、同時に10冊までになります。
●コミックマーケットの見本誌については規程が異なります
ので別項をご覧ください。
●イベント開催日等、閲覧時間に変更がある場合があります。

※1日会員の方は、閉架書庫の資料の内、1979年までに出版され
たもの、およびコミックマーケット見本誌を含む同人誌の閲覧請求
ができません。
※ご登録の際は、満18歳以上であることを示す身分証明書をご持
参ください。
写真入りの証明書をお持ちでない方は、身分証明書に加えて、ご
自身宛の消印済みの郵便物と写真（縦3cm×横2cm）をお持ち
ください。なお、キャンパス内にはスピード写真ボックスもあります。
※明治大学の学生および教職員は、会員登録不要です。学生証も
しくは教職員証をご持参ください。

■アクセス
所在地：東京都千代田区猿楽町1－7－1
●JR御茶ノ水駅より徒歩7分
●地下鉄神保町駅より徒歩8分
●URL：http://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/




