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よ う こ そ 、 自 己 表 現 の 祭 典 へ ！

2019

於：東京国際展示場（東京ビッグサイト）
主催：コミックマーケット準備会
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はじめに①

2 3

コミックマーケット96に
参加される皆様へ

　いよいよ東京オリンピック・パラリン

ピックによる東京ビッグサイトの利用

制約期間に開催される3回のコミケ

ットが始まります。東京ビッグサイトを

使い始めて約25年、東展示棟を使

わない開催は2005年のコミケットス

ペシャル4という特別回を除けば初

めてですし、4日間開催も、1.5km離

れた青海と有明という2つの会場で

の分散開催も、参加者の皆さんにリ

ストバンド型参加証（このページの

右ページの注意事項をよくお読みく

ださい）の装着をお願いするのも初

めてです。

　そんな初めて尽くし、変更点満載

の今回に向けて、昨年から通常の

開催と並行して様々な検討を準備

会は行ってきましたが、この原稿を

書いている6月中旬時点でも、調整

事項はそれなりに残っているのが実

情です。このカタログの諸注意ペー

ジ（ご覧の通りデザイン含め一新し

コミにご協力をお願いします。

　そして、4日間全日あるいは複数日

参加される方は、カタログ購入者に

は特に多いと思います。真夏という

こともあり、是非ご自分の体力を過

信することなく、ペース配分にはご留

意下さい。前回サークル参加の方

が会場で倒れられて、救急搬送の

後に病院で亡くなられたことは大変

残念なことでした。健康なくしておた

く活動も成り立ちません。開催前か

ら暑さに体を馴らしつつ、当日を迎え

るようにしていだければと幸いです。

　最後に、このカタログが出た直後

には、国政選挙があります。著作権

や海賊版の問題、表現の自由の問

題に、同人誌の世界も決して無縁で

はありません。こうした文化に理解の

ある人が増えることを願っています。

是非投票へ行って下さい。

　それでは、夏の海辺の有明と青

海でお会いしましょう。

ごあいさつ

目次

Information

ています）には必ず目を通していた

だきたいと想います。加えて、公

式Webサイトや公式Twitterでの

最新の情報発信を従来以上にチェ

ックして下さい。なぜこんな当たり前

のことを改めて書いているかいうと、

先日2020年GWのコミケット98の具

体的な日程をWebとTwitterで発

表したのですが、多くの方がそもそ

も2020年はGW開催になることを知

らない（！）という反応をしているという

状況がありました。2017年冬にGW

開催を発表して以来、毎回折にふ

れこのことを語ってきたつもりなので

すが、多くの皆さんに新しい情報を

届けることの難しさを改めて痛感し

ている次第です。

　このご挨拶を読まれた方は、カタ

ログを買わないでコミケにやってくる

ご友人等にも是非「今夏のコミケは

色々変わるらしいよ。カタログを買お

う、Webカタログを見よう」といった口

■リストバンド型参加証とは？

　今回のコミケットでは、入場規制中
の一般参加者の入場にあたり、リスト
バンド型の参加証が必要となります。
■参加証の入手方法

　冊子版カタログには、4日間分の参
加証が付属しています（DVD-ROM
版やWeb版カタログには付属してい
ません）。なお、事前では一部書店、
当日も会場付近でその日の参加証
単体、会場内の準備会販売ブース
では翌日以降の参加証単体の販売
を行っています（当日の販売場所は
P12～13を参照）。価格は500円（事
前は税別、当日は税込）です。なお、
当日の参加証販売所は混雑が予想
されるため、なるべく事前での購入を
おすすめしますが、売り切れてしまっ
ていた場合などは当日に購入してく
ださい。また、当日購入する場合は、
なるべく列に並ぶ前に購入するよう
にしてください（ただし、入場待機列
の状況によっては持っていない状態
でも列に並ぶように誘導する場合が
ありますので、案内をよく聞いて行動
してください）。
■日ごとに色が違います

　参加証は日ごとに色が異なりま
す。違う日の参加証では入場できま
せんので、間違えないように十分確
認してください。
■参加証の着け方

　入場待機列の状況や、ホール内
混雑の状況により、入場規制を解除
し、参加証が無くても入場できるよう
にする場合があります。なお、規制
解除を行う時間などは状況により変
動しますし、混雑が激しい状況が解
消しない場合は、閉会時間まで規
制状態のままとなる場合もあります
ので、ご理解ください。
■サークル参加される方

　サークル参加される方は、サーク
ル入口から入場する際に、サークル
専用通行証と引き換えで同じくリスト
バンド形式のサークル用参加証を
渡します。そのため、サークル参加
する日については別途リストバンドを
購入しなくても入場できます。
■参加証単体の事前販売店舗

　アニメイト・とらのあな・メロンブック
スにて行っています。詳しい販売店
舗は、コミケット公式Webサイトに一
覧を掲載しています。

　参加証はリストバンド型になって
いて、裏面には両面テープが付いて
います。手首に巻きつけ、両面テー
プで固定してください。
■破損・紛失

　破損・紛失したとしても、参加証の
再発行は行いません。ただし、破損
してしまった場合は持っていれば大
丈夫ですので、ちぎれてしまったとし
ても持っておくようにしてください。入
場後であっても同様です。
■西・南と青海で共通です

　西・南展示棟（サークル配置）と青
海展示棟（企業ブース）は、同じ参
加証で入場可能です。
■入場時の確認

　入場する際、入口付近で参加証
の確認を行います。なお、待機列の
中や入場後でも確認する場合があ
りますので、スタッフから求められた
ら提示するようにしてください。
■入場規制解除について

リストバンド型参加証について

背表紙 /けいおん！

●諸注意事項……………P.3

●企業ブース………P.1147

●記事ページ………P.1165
8/9
P.75 P.337 P.611 P.879

8/10 8/11 8/12
【「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。

1st day 2nd day 3rd day 4th day

←コミックマーケットロゴマーク（登録商標）

リストバンド型参加証の基本 ………………入場規制中の一般参加者の入場にあたり必要です

○なるべく事前に買ってください　　○当日は手首に巻いてください　　○色が日ごとに違います
○入口付近で確認します　　○西・南展示棟（サークル）と青海展示棟（企業ブース）で共通です
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コミックマーケット96に
参加される皆様へ

コミケットの理念

Information

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。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」は、1日ごと
に分かれていますので、探している

の一覧が書かれています。また、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。
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。

サークルがどの日に参加するかわか
らない場合は、4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。
■「あいうえお順リスト」のページ

　8月9日（金）分リスト P76～102
　　10日（土）分リスト P338～365
　　11日（日）分リスト P612～639
　　12日（月）分リスト P880～907
②特定のジャンルが手がかりの場合

　P72「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

サークルの探し方

詳細ページ早わかりチャート

ダメ、絶対。 P.10
乗車時の注意

■「あいうえお順リスト」の例
あいうえおかき 南ア00

あかさたなはま 西い00

サークル名  配置地区  スペース番号

海外から参加する人は

日本語訳

ENGLISH

繁體中文

　体中文

한국어

コミックマーケットは同人誌を中心として
すべての表現者を受け入れ、継続することを目的とした

表現の可能性を拡げる為の「場」である

コミックマーケットは、
法令と最小限にとどめた運営

ルールに違反しない限り、
一人でも多くの参加者を

受け入れる事を目標とする

コミックマーケットは、
すべての参加者にとって

「ハレの日」であることを願い、
これを継続していく

【より詳しい事を知りたい方は】
『コミックマーケットの理念と実相』　https://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIs.html

コミックマーケットは、
サークル参加者、一般参加者、
スタッフ参加者、企業参加者等

すべての参加者の相互協力によって
運営される「場」であると

自らを規定し、これを遵守する
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徹夜・深夜来場禁止 徹夜＆深夜来場は
一切の例外なく厳禁です

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。

公共の交通機関の始発以降を
利用して来場してください
マナーを守って楽しいコミケットにしましょう

　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。
●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って、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
く連れ歩いた場合は犯罪となります。

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。

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

Don't wait all-night

「徹夜・深夜来場」の問題点
●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

ての夜明かしによって、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

年を承諾なく連れ歩いた場合

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

15

徹夜・深夜来場禁止！

14

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。

公共の交通機関の始発以降を
利用して来場してください

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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会場への行き方① ビッグサイトへの
各種交通案内・注意事項

Get to the Tokyo Big Sight

バスで行く

電車で行く

コミケットに来場するためには、必ず当日の朝～昼に、
公共の交通機関を利用して来場してください。
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。

りんかい線

臨時直行バス
約30分

都 05－2系統：
東京駅丸の内南口（勝どき駅前経由）

約40分14分
12分

R08

U01 U06 U10 U11 U16

R04 R03 R01

22分
20分

13分 18分
10分

8分

7分
5分

約40分

約30分

約36分

東 16系統：
東京駅八重洲口（豊洲駅前経由）

※豊洲駅
　からは
　約 15分

門 19系統：
門前仲町（豊洲駅前経由）

海 01系統

西
・
南

　展
示
棟

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

東
京

テ
レ
ポ
ー
ト
駅
前

東
京
駅

八
重
洲
口

豊
洲

東
京
駅

門
前
仲
町

青
海　展

示
棟

西・南
　展示棟

青海
　展示棟

大
崎

東
京

テ
レ
ポ
ー
ト

国
際
展
示
場

新
木
場

豊
洲

東
京

ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

青
海

お
台
場

海
浜
公
園

新
橋

JR 山手線

JR山手線

JR京浜東北線

東京メトロ銀座線

都営浅草線

JR湘南新宿ライン
JR京葉線

東京メトロ有楽町線

東京メトロ有楽町線

JR埼京線

ゆりかもめ

タクシー来場

これら以外の交通機関としては、
　○横浜駅・羽田空港からの京浜
　　急行バス
　○羽田空港・成田空港からの
　　リムジンバス
　○水上バス（西・南展示棟に行
　　く場合は「東京ビッグサイ
　　ト」、青海展示棟に行く場合
　　は「パレットタウン」で下船）
などがあります。ダイヤなどは各
機関のWebサイトなどで調べてみ
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
運行などを妨げています。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。
　また、帰宅の際もタクシーを呼
ばないでください。閉会後のタク
シー乗車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。

各鉄道・バス会社
Webサイト

時刻表や臨時ダイヤ情報、料金な
どは各社のWebサイトで確認してく
ださい。

■東京メトロ
https://www.tokyometro.jp/
■りんかい線
https://www.twr.co.jp/
■ゆりかもめ
https://www.yurikamome.co.jp/
■都営バス
https://www.kotsu.metro.tokyo.
jp/bus/

その他の
交通機関
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　編成の中で、一部の車両に混雑
がかたよっていることがあるそうで
す。例えば、国際展示場駅から出る
りんかい線の場合、大崎側の車両
は混んでいるが、他の車両は空い
ている、ということが発生しているよ
うです。便利だからといって特定の
車両に集中せず、空いている車両
を利用するようにお願いします。

　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ー・エレベーター
に注意してください。衝撃で止まって
しまうと、迷惑がかかります。また、エ
スカレーター内ではカートから手を
離さないでください。

　駅のトイレは非常に混雑します。
譲り合って利用してください。電車に
乗るとき以外には駅のトイレを利用し
ないでください。また、トイレで着替え
たりしないでください。

10 11

会場への行き方② ビッグサイトへの
各種交通案内・注意事項

　各電車のホームや駅構内は、狭
いところも多くあります。走ったりする
と、ほかの人にぶつかったりして非
常に危険です。絶対に走らず、周り
や足元に気をつけてゆっくりと移動
するよう心掛けてください。
　エスカレーター内でも十分に気を
付けてください。特に、逆走は絶対
にしないでください。エスカレーター
の停止を招いたりして、危険です。
　駅構内では、安全確保のため通
常と異なる経路での誘導をしている
ことがあります。必ず駅員・警備員か
らの誘導や、案内看板などに従って
行動してください。

　駅構内や改札口付近、駅出口す
ぐの場所で待ち合わせをすると、人
だまりができてしまって、通行の妨げ
になってしまいます。また、非常に混
雑していて待ち合わせの相手に会
えないことも多くあります。駅付近で
は待ち合わせをしないようにしてくだ
さい。
　待ち合わせについては、ビッグサ
イト付近の駅だけでなく、新木場駅
などの乗換駅でも迷惑にならないよ
うにしてください。

　電車を利用する際は、特に以下の事項に注意してください。トラブルがあると、コミケットの参加者だけではなくすべての
鉄道利用者に迷惑がかかります。安全な鉄道運行に協力をお願いします。

　Suica、PASMO等のICカードに
は、事前に十分にチャージをしてお
きましょう。ビッグサイト付近でチャー
ジできるところはほとんどありません。
また、駅の券売機は非常に混雑しま
す。
　ICカードで改札機を通る場合は、
歩いてゆっくりと通り、しっかりと改札
機の読み取りパネルにタッチして下
さい。急いでタッチすると反応せず
閉まることがあります。改札機が閉ま
ると後ろの人に迷惑ですし、駆け足
で通っていたりすると危険ですの
で、ゆっくりと通るようにしましょう。
　また、ICカードの出場処理がきち
んと済んでいないと、帰りの入場時
に使えず、改札機が閉まります。そ
の場合は窓口の駅員に申し出てく
ださい。

　自動精算機等で精算、チャージ
の際に高額紙幣を利用してお金を
崩そうとする方がいますが、多くの
方がそれをするため、駅の釣り銭な
どが不足してしまっています。会場
で使うお金は、事前に小銭をつくっ
ておきましょう。

特定の車両
に偏らない

電車で行く時の注意事項

IC ICカードの
利用について

待ち合わせ
について

高額紙幣の利用
自粛のお願い

¥10000

カート使用時
の注意

　衣装を着たまま鉄道を利用する
場合は、周囲の鉄道利用者に迷惑
にならないように十分注意して下さ
い。大きなコスプレグッズは迷惑にな
る場合もありますし、とがったものは
周囲の人に当たったりすると危険で
す。また、水着やレオタード等は上着
等を着用するようにして下さい。詳し
くは、P38の「コスプレエリア外を移
動する際の制限事項」を参考にし
てください。コミケット開催期間中も、
鉄道はいろいろな利用者の方がい
ます。コミケット参加者だけのための
鉄道ではありませんので、ひんしゅく
を買ったりすることが無いように気を
付けるようお願いします。
　また、駅構内でコスプレ撮影など
をしたりすると、通行の妨げになり迷
惑ですし、危険です。周囲の状況を
考えて、行動するようにお願いしま
す。なお、コスプレの諸注意でも書い
ている通り、コスプレのままでの来場・
帰宅はできません。かならず、更衣室
の終了までに着替えてください。

　東海道新幹線（東京駅・品川駅）
を利用する場合は、JR東海の「スマ
ートEX」サービスを利用すると、新
幹線からの乗り換え時なども精算の
手間がかからずそのままICカードで
通れます。詳しくはJR東海のWebサ
イトを参照してください。

　特にりんかい線で大崎方面に向
かうときに、混んでいるからといった
ん新木場方面に乗り、東雲駅や新
木場駅から折り返して乗車する方
が多く居るようです。そもそも、折り返
し乗車する場合は東雲駅や新木場
駅までの往復分の料金も必要です
ので、その分の乗車券を購入してい
ない場合は無賃乗車になります（た
だし、一日乗車券であれば可能で
す）。また、乗車券を持っていたとし
ても、特に新木場駅で折り返す際に
そのまま乗ったままで折り返さず、必
ず一度降車して、ホームの列に並ん
でください。
　折り返し乗車については苦情も
多く、続くようであれば対策を考えな
ければならなくなるとのことですの
で、コミケットの参加者同士だけでは
なく、鉄道利用者に迷惑がかからな
いようにしてください。

　新宿や渋谷に向かう場合、りんか
い線から埼京線への直通電車に乗
りたいとは思いますが、ホームで次
の電車を待ってしまうと、後に続く乗
りたい人がホームの混雑で載れなく
なったりして、迷惑になってしまいま
す。大崎止まりであっても、多くの場
合湘南新宿ラインなどの接続があり
ますので、大崎行きも活用してくださ
い。

走らず
安全な移動を

トイレに
ついて

一日乗車券
について

大崎行きも利用
してください

折り返し乗車
しない

▼コミックマーケット96記念一日乗車券

コスプレでの
鉄道利用

東海道新幹線を
利用する方へ

　りんかい線では、このコミックマー
ケット96カタログ（冊子版）と同じデ
ザインの1日乗車券を7月26日（金）に
発売予定です（1枚700円）。有効期
間は2019年12月31日ですので、使
わなかった場合はC97でも利用可
能です。詳しくはりんかい線Webサ
イトをご覧ください。

Get to the Tokyo Big Sight

モグ（玄米茶）
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水の科学館

夢の大橋

あけみ橋

青海橋

センタープロムナード

首都高速 湾岸線
湾岸道路

ゆりかもめ

ゆりかもめ

青海展示棟
（青海会場）

有明会場

南展示棟

西展示棟

りんかい線りんかい線

ダイバーシティ東京

フジテレビ

実物大
UCガンダム

東京テレポート駅

お台場海浜公園駅

青海駅

有
明
駅

国際展示場駅

東京ビッグサイト駅

出会い橋夢の広場 セントラル
広場つどい橋センター

プロムナード

や
ぐ
ら
橋

イ
ー
ス
ト
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

東
京
湾

東
京
湾

西・南展示棟（サークル）と青海展示棟（企業ブ

ース）の間の徒歩での移動は、やぐら橋～イー

ストプロムナード～センタープロムナード～

夢の大橋を推奨しています。

トイレ凡例 コンビニ
Toilets Convenience Store

青
海
中
央

ふ
頭
公
園

フ
ジ
テ
レ
ビ

湾
岸
ス
タ
ジ
オ

（9：00～23：00）

（7：00～23：00）

ビッグサイト周辺を含む
広域案内図

Tokyo Big Sight surroundings MAP

参加証販売所
Admission Wristband Sales

アイコンに※が付いている販売所は、
待機列の状況により販売を一時中断することがあります。

BMW
Tokyo Bay

参加証・カタログ販売所
Admission Wristband and Catalog Sales

※

※

※
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2日目は女性用として使用 2日目は女性用として使用
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飲
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食

販

i
地

総本部

地区本部

インフォメーション

準備会販売ブース

エスカレーター

エレベーター

階段

トイレ

男子トイレ

女子トイレ

落し物窓口 飲食販売所

Organizer's Headquarter

Area Headquarter

Information

Official Shop

Escalator

Elevator

Stairs

Toilets

Men's Toilets

Women’s Toilets

Lost and Found

画材取り扱い会社

喫煙スペース

クロネコヤマト宅急便

ゆうパック

Smoking Area

Yamato Parcel Service

Postal Parcel Service

Art Supply Shop

Food & Drink Vendor

Drink Vendor飲 飲料販売所

救護室
First Aid

凡例

（ホルベイン）

（コミナビ・
秋葉紙業）

（ワコム・セルシス・
サムトレーディング）

食

飲

（トゥールズ・アイシー）

14 15

西・南展示棟マップ 西・南展示棟
案内図・待機場所・入場経路

West / South Area MAP

1階 4階 2階
トイレ変更のお知らせ

下記の男子トイレは、女子トイレに変
更されます。
2日目
西1ホール                      れ50付近
西4ホール              トラックヤード側

授乳室について

有明会場側はエントランスホール
（2F）、青海会場は駅側トラックヤー
ド内ビジネスセンター裏に会場指定
の授乳室がありますので、そちらを
利用してください。詳細は、エントラン
スホールのインフォメーションや、スタ
ッフまでお問い合わせください。
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　開会時間頃までは、入場待機場
で待機します。会場付近の交通機
関から待機場までの経路は、スタッ
フのアナウンスに従って、移動してく
ださい。待機場は、イーストプロムナ
ード・センタープロムナードなどがあり
ます。東京オリンピック開催に伴う工
事等で、会場周辺環境が変化して
います。「いつも参加しているから」
ではなく、スタッフのアナウンスをよく
聞き、行動してください。また、工事
等で封鎖されている場所には、入ら
ないでください。
■会場周辺に到着した後の注意

○会場周辺は通行できない場所が
あります。また、各横断歩道の横断
は危険ですので、スタッフの指示に
従ってください。
○あらかじめ、友人と合流、はぐれた
際の待ち合わせ場所と時間を決め
ておくことをお勧めします。

○会場周辺は、日差しや風の影響
を強く受けます。待機場には、屋根
や風避けのある場所は十分にはあ
りません。また、コンビニやトイレは非
常に混雑します。暑さ・寒さへの対
策を各自でお願いします。体力を過
信せず、体調を整えて参加してくだ
さい。
○厳しい環境の中、長時間待つこと
になります。具合の悪い人を見つけ
た場合には、近くのスタッフまで声を
かけてください。
○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。

○待機列には順番に並んでくださ
い、割り込み行為は禁止です。
○列を離れる前に、スタッフから移
動予定時間など注意事項のアナウ
ンスがあります。一度待機列に並ん
でも、アナウンスがあるまで、列から
離れないようにお願いします。
○トイレや買い物などのために列を
離れる時は、迷わないよう、自分の列
の場所を確認するとともに、前後左
右の方に一声かけてください。

その他の
注意事項

　コミックマーケットでは車椅子等を
利用した歩行が困難な方に、混雑
時の安全確保のため、以下のような
お願いをしています。
○入場や通行に際して、一時的に
お待ちいただく場合があります。
○混雑時または、運営上支障のあ
る場合は、移動をご遠慮頂く場合が
あります。
○会場内では、低速で、十分な注
意のもと、スタッフの指示に従って安
全な移動をお願いします。
　参加者皆様の安全確保のため
に、ご理解・ご協力をお願いします。

車椅子を利用
される方への
お願い

会場周辺に
到着した時

入場待機列
での諸注意

20 21

入場時の注意

　世界各地でテロ行為が発生し、
東京オリンピックに向けセキュリティ
レベルの強化が社会的に求められ
る中、警察からの非常に強い警備
強化要請があり、危険物の持ち込
みを防ぐため、一般参加者の手荷
物確認を実施します。銃刀法等法
律・条例に違反する物、コミックマー
ケットのルールに基づく持込禁止物
（P24参照）は、持ち込みできませ
ん。準備会スタッフ・警備員による確
認にご協力をお願いします。違反し
た場合、原則、該当する物品などは

現の場」として、コミックマーケットを
運営してきました。また、参加者の安
全を確保した上で、参加者の自主
性を尊重したできる限り規制の少な
い形での開催に努めてきました。今
回の対応は、参加者の安全確保・コ
ミックマーケットの開催継続のために
やむを得ないものと考えております。
参加者の皆さんにはご迷惑をおか
けしますが、ご理解のほどよろしくお
願いします。

提出の上、所有権を放棄していた
だきます。これに応じていただけない
場合、入場をお断りします。
　また、不審人物や不審物につい
てお気づきの点があれば、些細な内
容でも構いませんので、お近くの準
備会スタッフまで声をおかけ下さい。
参加者の皆さんの私物についても
放置せずにしっかりと管理をお願い
します。
　コミックマーケット準備会は、以前
より「参加者は全て平等であり、可
能な限り誰でも受け容れる自由な表

How to Enter

入場時には一般参加者の
手荷物確認を実施します

手荷物確認の実施
今回も一般参加者の手荷物確認を実施します。

みなさんの協力をお願いします。

○置き引き・忘れ物に注意してくださ
い。列を離れる際には、荷物の紛失・
盗難に十分注意し、貴重品はかな
らず持ち歩くよう心がけてください。
○ゴミはその場に放置せず、各所に
設けられているゴミ箱に捨ててくだ
さい。
○火気の使用は禁止です。喫煙
は、各所にある喫煙所か、または、周
囲の迷惑とならない場所で携帯灰
皿を用意した上でお願いします。
○会場周辺には常設トイレの他、準
備会で仮設トイレを用意していま
す。スタッフの誘導に従って、順序良
く利用してください。具合が悪そうな
参加者を見かけた場合、譲り合って
ください。
○待機列周辺にはトイレが少ない
ので、注意してください。
○会場周辺にある花壇等は、座り
込んだり踏み荒らさないでください。
■入場時の注意

○開会前から入場準備のために順
次待機列が移動します。移動を開
始した時点で列を離れていた場
合、元の場所に戻れなくなり、最後
尾へ再度並ぶことになります。この
移動開始時間は、当日スタッフがア
ナウンスしますので、その時間までに
列に戻ってくるようにしてください。
○移動中の携帯ゲーム、スマートフ
ォン等の使用は大変危険です。
○雨天時は路面、階段等、大変滑り
やすくなりますので、足元に十分注
意してください。
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待機列・入場方法 Waiting Lines & Admission

決して押さない、走らない
しかし素早い行動を心掛けよう

西南地区待機列への並び方

青海地区待機列への並び方

西南地区への入場方法

青海地区への入場方法

TFT
東館

（工事中）

TFT
西館

有明セントラル
タワー

有明パークビル
（東京ベイ有明ワシントンホテル）

サンルート有明

TOC有明

有明
センタービル

有
明

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

セ
ン
タ
ー
東
京

ダ
イ
ワ

ロ
イ
ネ
ッ
ト

りんかい線

有
明
駅

国際展示場駅

出たら右へ

出口

入口
A出口から
出て下さい

西1・2ホール
南1・2ホール行き 西3・4ホール

南3・4ホール行き

出
た
ら
左
へ

東京ビッグサイト駅

つどい橋センター
プロムナード

や
ぐ
ら
橋

イ
ー
ス
ト
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

青海北臨時駐車場

トラックヤード

テ
レ
ポ
ー
ト
ブ
リ
ッ
ジ

夢の大橋

青海橋

首都高速 湾岸線

湾岸道路

ゆりかもめ

青海展示棟
（青海会場）

りんかい線 ロータリー
東京テレポート駅

夢の広場 夢の広場

テ
レ
ポ
ー
ト
ブ
リ
ッ
ジ

りんかい線
東京テレポート駅

←
夢
の
大
橋

A出口

A出口

北コ
ンコ
ース

イベントプラザ 南2Fより

セブンイレブン

タリーズ

エントランスプラザ

やぐら橋

エントランス
ホール

南コ
ンコ
ース

1Fへ

1Fへ

4Fから
屋上展示場
4Fへ

西展示棟

ローソン

ATM

青海展示棟
（青海会場）

プロント
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コミケットのルール Rules of Comiket

基本として スリ、置き引きに注意!!!

コミケットには「お客様」はいません
すべての参加者でとり行います

　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、コスプレのままで来場および
帰宅すること
●被写体の同意を得ない撮影
●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P48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大型バッテリー類（携帯電話・ノー

トパソコン等の小型機器用を除く）

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

　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P34を
参照してください。
　コミックマーケットは同人誌即売
会ですので、多数の作品が頒布さ
れています。それらは、それぞれの
サークルにとっての「大事な作品」
です。それらの創作物に対しての、
ささいな言動や行動が、作り手や周
囲の参加者に不快感を与えていな
いか、よく考えてください。すべての
参加者が楽しく過ごせるように協力
をお願いします。

禁止事項

■トイレ等ではフォーク並びを

　複数の場所に対しそれぞれの列
を作るのではなく、一本の列を作っ
て先頭の人から開いた場所を利用
してください。

■無線機の利用について

　総務省関東総合通信局より、不
法無線局の持ち込みがあるという
指摘を受けています。正しい無線利
用をお願いします。

■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
により制限されており、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

未成年での
参加者の方へ

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。

子供連れでの
参加者の方へ

　最近のコミケットでは、毎回のよう
にスリ・置き引きの被害が報告されて
います。東京ビッグサイトを始めイベ
ント会場には、特に大規模イベントの
来場者を狙う専門のスリが居るそう
です。警察からも参加者への注意
喚起の要望を受けています。

スリ・置き引きは
一瞬の隙を狙っています！

○混雑したところで押し合い状態の
とき
○疲れて気が抜けているとき
○戦利品に夢中になったり、スマホ
を見ていたり、お友達と話しているな
ど、他に気が取られているとき

●ポケットやかばんから、財布などの
貴重品が見えないようにしましょう
●取り出しやすいところに、貴重品
を入れるのはやめましょう
●かばん、紙袋などは、自分の体か
ら離さないようにしましょう。荷物をで
きるだけまとめて、数も把握し、できる
だけ目を離さないようにしましょう

●かばんなどを床に置かなければ
ならないときは、足の間に置くなど、
簡単に持ち去られないように気をつ
けましょう
●万一、スリ・置き引きの被害に遭っ
たら、近くの準備会スタッフに相談し
てください

①コミケットでは、毎回スリ・置き引きが発生しています！
②東京ビッグサイトを始めイベント会場には、特に大規模イベント時に、
来場者を狙う専門のスリがいます！
③警察からも、参加者への注意喚起の要望が来ています！

●ポケットやかばんから、財布などの貴重品が見えないようにしましょう
●取り出しやすいところに、貴重品を入れるのはやめましょう
●かばん、紙袋などは、自分の体から離さないようにしましょう。荷物をできるだけまとめて、数も把握
し、できるだけ目を離さないようにしましょう。
●かばんなどを床に置かなければならないときは、足の間に置くなど、簡単に持ち去られないように
気をつけましょう
●万一、スリ・置き引きの被害に遭ったら、近くの準備会スタッフに相談ください

スリ・置き引きは、一瞬の隙を狙っています
◎混雑の中、押し合いへし合いしているとき
◎過労のためボーッとしているとき
◎戦利品に夢中になっている、スマホを見ている、お友達と会話が弾
んでいるなど、何かに気を取られているとき
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●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
んだかわかりません。
●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制限されており、
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P26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、コスプレのままで来場およ

び帰宅すること

●被写体の同意を得ない撮影

●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P58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
その他の
お願い
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防災について Disaster prevention

平常時に
ついて

災害が発生した
時のお願い

災害が発生した場合はスタッフの指示や
館内放送に従って下さい

　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、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

①喫煙は指定の場所で

　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。会場内お
よび会場周辺待機列等では走らず
ゆっくり歩いて移動してください。

●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。

　2018年9月北海道の地震など、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。

エスカレーター
について

④細かい装飾品など、落としそうな

ものには注意する

　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。

　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。

　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。わか
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。
　準備会スタッフになってみたい
方は、P46を参照してください。

会場の安全
確保について

一斉点検に
ついて

準備会スタッフ
について

STAFF
会場から避難する場合

当日に揺れを感じた場合
緊急地震速報を受信した場合地震

●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。

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。また、防災や、発生時の避難
等、安全を守るためにも参加者のみなさんの協力が不可欠です。ご協力をお願いします。
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　西地区会議棟1階と南1ホール2
階、青海展示棟の3か所に常設され
ます（P14～15、19、1149地図参照）。
　開設時間は7：30～17：00まで（会
議棟救護室は18:00まで）。最終日は
16：00 で終了します。

　ケガの応急手当や具合が悪くな
った人へ市販薬の提供を行ってい
ます。しばらく横になって休むこともで
きます。しかし、医療施設ではないた
め、軽快が見込まれない方には早期
帰宅や病院を受診してもらいます。
　また、今後のコミケットの安全な運営
のために救護室利用状況を記録して
います。記録した情報は、調査や対策
などに役立てています。（図1～3参照）

　コミケットの過酷な環境は、持病の
ある方にとって危険となる場合があり
ます。持病のある人が会場で具合が
悪くなり対処に困ることがありますの
で、持病のある人や薬を飲んでいる
人、てんかん、うつ、パニック障害のあ
る方で現在症状が安定していない
方は、コミケットの参加について、前もっ
て主治医に相談をして下さい。また、
内服する必要のある薬はキチンと飲
む＆必ずもって来て下さい。必要のあ
る睡眠剤を「眠くなるから」と勝手に止
めるのも控えてください。常備薬があ
る人はおくすり手帳や処方薬一覧を
携帯しましょう。これはコミケットに限ら
ずあなたの命を守ってくれます。健康
保険証も忘れずに持っていきましょう。

　コミケットを楽しむために一番必
要なのは、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。ダメなら無理せ
ず帰るようにしてください。
□睡眠を十分とる
□朝食をしっかり食べる
　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。
□水分補給と暑さ対策　（右ペー

ジ参照）
□雨天時へ備え　タオル、レインコ

ートなどの雨具、ビニール袋
□体力に自信のない人は、できるだ

けお昼頃に来るように
□動きやすい・疲れにくい服装、履

き慣れた靴など
□体調が悪いときは無理して来場

しない
□体調が悪くなったら潔く帰る

28 29

救護室について First Aid

熱中症にご用心！

体調が悪くなる前に、涼しい場所で休んで、
体を冷やし水分補給をしてください

●持ち物
□カタログ・リストバンド型参加証　  □お金（千円札や小銭）　  
□財布（取り出しやすいもの）　  □予備の財布（帰りの切符など、最低限のお金）　　
□健康保険証　  □身分証明書（氏名・住所・家族・友人の連絡先が分かるもの）
□常備薬（よく使う薬、頭痛薬、絆創膏、生理用品）　　□お薬手帳　　□ゴミ袋

救護室の開設場所、
開設時間

救護室の
業務について

持病の
ある方へ

コミケットに
臨む心構え

自分が傷病者になっ
てしまった／傷病者
を見かけた場合

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います。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。
絆創膏や生理用品などはコンビニや薬局で販売されていますので、ちょっとした擦り傷などはな
るべく自分で購入し対処してください。

コスプレをされる方へ
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
がこもりやすく危険な場合
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。

〇熱中症とは

　高温多湿の環境で生じる障害の
総称です。水分や塩分のバランス
が崩れ、 体内に熱がたまることによ
り、めまいやだるさ、吐き気、頭痛、ひ
どい場合には意識を失い死ぬことも
ある恐ろしい状態です。当日の天候
によって発症率に大きく差が出ます

（図3）。暑さ対策にチェックリストを
活用して十分な対策をしましょう。
〇事前準備

□4～5日前から身体を暑さに慣れ
させる。 （数十分の散歩）

□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

□コーヒー、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

□塩分の持参
塩以外に経口補水液やスポーツ
ドリンク、塩アメなども効果的

□冷却材も有効
□風通しの良い服、つばの広い帽子
□日焼け止め、紫外線対策
□日光を浴びる際はなるべく長袖、

吸湿・速乾性のよい服で。
日傘は 他の人の迷惑になるので
注意。

〇当日注意

□朝食はしっかり摂る
朝食抜きはダメ！

□朝起きたら500mlペットボトル半分 
ぐらいの水を飲む

□30分から1時間おきに定期的に
水分を取る

□トイレを我慢して飲水を控えること
は絶対ダメ！

□涼しいところや日陰で休憩を入れる
□いつも飲んでる薬を飲み忘れない！

薬の飲み忘れ、いつも飲んでる薬
の携帯は忘れずに！

□気分が悪くなったら出来るだけは
やく休んで、周りの人やスタッフに
助けを求めて！

□疲れて動けなくなる前に帰宅しま
しょう

（人）

図1. C94 年齢別救護室利用状況
近年、傷病者の低年齢化が深刻化している
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コミケ参加 5 回以下の方が 2/3 を占める。
若いからと体力を過信せずしっかり対策を！

図2. C94 救護室利用者のコミケ参加回数

晴れ～曇り 雨曇り時々晴れ

図3. 救護室利用者に占める熱中症発症率と気候との関連
天候・気温により大きく熱中症の割合が変化している。
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晴天～曇り天候：

□周りの参加者に応援を頼んで協
力してスタッフを呼ぶ

□直接救急車を呼ばない
□できれば、スタッフが来るまで傷

病者を一人置き去りにしない
□手荷物や靴の置き忘れに注意
　“くれぐれもご自身で救急車を呼
ばないように”お願いします。
　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。ま
ずは近くの参加者や準備会スタッフ
まで助けを求めてください。また、混
雑した会場で屈みこんだり横になっ
た傷病者を一人置き去りにするのは
危険で、発見するのも困難です。で
きればスタッフが駆けつけるまで付き
添いをお願いします。
　過剰な（重複した）119番通報の
防止と、救急隊が円滑に傷病者に
たどり着けるようにするためにご協
力ください。
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漫画家さとうユーキさん（twitter@yuukikagou）の作
品は熱中症の症状がよくわかる内容です。熱中症は高温環
境や脱水により様々な症状を起こします。めまい、発汗、
筋肉痛（1度症状）、だるさ、吐気・嘔吐、頭痛（2度症状）、
ひどいと痙攣や意識を失う（3度症状）、最悪死ぬことも
あるのが熱中症の恐ろしいところです。対策は涼しいとこ
ろで体を冷やすことと発症時には経口補水液が有効です。
ユーキさんの他にもオムライスさん　@0muraisu や水滴
家悠民さん@suitekiya0もC94救護室を利用され体験レ
ポートを描かれています。ぜひ読んで皆さんしっかり熱中
症対策をしてください。

救護室コメント

1

3

2

⇐ この見開きはこちらからお読み下さい。

6 5

7 4

作者コメント

30 31

（有機化合物）4日目南フ06b
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設営について
設営日（8月8日）のお知らせ

　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8,500

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までにエントランスホール
に集合してください。

　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。
■販売物（詳細はP47参照）

■設営日の落し物について

　設営日に落し物をした場合は、下
記の場所に問い合わせてください。
　場所：　西1ホール 地区本部
　時間：　11:00～17:00（設営日）
　なお、設営日のうちに引き取られ
なかった落し物は、開催日の間は西
地区1階アトリウムのインフォメーショ
ンに集積しています。

飲食店ガイド

設営日の
販売物

コミックマーケット96カタログ ￥2,000

コミケット97参加申込書セット ￥1,000

コミケット97合体配置用封筒 ￥500
場所：西アトリウム
時間：14：00～16：00（予定）

設営の
おしらせ

東京ビッグサイト

場所 店名 席数 営業時間
（内はコミケ期間のみ） 詳細・PR

場所 店名 席数 営業時間
（内はコミケ期間のみ） 詳細・PR

会議棟1F フードコート＆ビアー
Eat IT! 422 11：00～17：00 有明地区に400席の大型フードコーナー

イベントプラザ タリーズコーヒー 101  8：00～19：00 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頂けます

アトリウム2F カフェテラス
ロイヤル 140

ー

 9：00～17：00 パンや軽食が楽しめる、憩いのカフェ

エントランス
ホール プロント  8：00～19：00 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

北コンコース
レストラン街

カフェテリア
マーメイド 120 11：00～17：00 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

スターバックス 150  8：00～19：00 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

和食屋 100 11：00～16：00 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

日比谷マツモトロー 154

74

11：00～17：00 ふんわり卵のオムライスなどの
カジュアルな養殖が楽しめるカフェテリアレストラン

会議棟8F アルポルト
東京ビッグサイト店 11：00～19：00 景色の美しい会議棟８Fでランチ・ディナーを

TFTビル2F

TFT
ビル

モスバーガー 38 7：00～20：50 おいしさ・安全・安心にこだわったハンバーガー

すき家 62 7：00～22：00 牛丼・カレー　豊富な品ぞろえとリーズナブルな価格

自家製麺　杵屋麦丸 61 7：00～20：30 本場讃岐のセルフスタイルうどん店

プロント 94 7：00～21：30
（9日のみ22：00まで） ベーカリーカフェ&ダイニングバー

らーめん酒房 GOCHI 40 11：00～21：30 こだわりのラーメン、夜は居酒屋メニューが豊富

akitsu（アキツ） 100 11：00～22：00 イタリアンレストラン／サワー飲み放題あり！

鮒忠 84 11：00～21：00 炭火串焼き、手しごと和食

ほおずきや 108 11：00～21：30 故郷を思い出す心休まるおもてなし

そじ坊 56 11：00～21：30
（9日のみ22：00まで） 打ち立て信州そばを産地直送の生わさびで

とんかつ和幸 62 11：00～22：00 ごはんとキャベツのおかわりが自由

和倉温泉　加賀屋 92 11：00～15：00/
17：00～21：00 日本海の天然素材と郷土色豊かな懐石料理

築地食堂源ちゃん
有明店 112 11：00～22：00 毎朝豊洲より驚くほど新鮮な魚介類をご提供！

KOREAN DINING
長寿韓酒房 74 11：00～22：00 本場の韓国料理

有明食堂ビアホフ 140 11：00～22：00 気軽に楽しめる洋食店

翠苑（スイエン） 103 10：00～22：00 雲南・広東料理から点心まで200種類／コースとセットの飲み放題あり！

ケータリング
場所 販売時間 販売物一例

レストラン街
外庭園 10：00～15：30 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/ドリンク/クレープなど

西２ホール内 10：00～16：00
（最終日は15：30まで） 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

西屋上展示場 10：00～16：00
（最終日は15：30まで） 焼そば/からあげ/肉巻棒/かき氷/ソフトドリンク/まぜそばなど

南3ホール内 10：00～16：00
（最終日は15：30まで） 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

※青海展示棟・夢の広場周辺にもケータリングカー出店を予定しています。
※当日の販売物は変更となる可能性があります。※開催当日の落し物についてはP42を見てください。ぽらすた（POLE-STAR）

00_諸注意.indd   32-33 2019/06/21   10:43:14



34

コスプレ
コスプレイヤー・撮影者のみなさんへ

　今年も熱い夏がやってきました！ 
今夏のコミケット96は、会場利用制
約の都合もあってついに初の4日間
開催！ コスプレイヤー・撮影者のみな
さんも歴史の証人として、自分と参
加者みなさんのチャレンジを見届け
てもらえればと思います。もちろん、
夏コミですからこれまで通りの熱中
症対策に加えて、複数日参加される
方はその体力配分に気をつけて、
走り抜けましょう！
　コミケットが1996年に会場を東京
ビッグサイトに移して23年、コミケット

　コミケットの考え方は「コミケットマ
ニュアル」に載っています。検索エン
ジンで「コミケットマニュアル」と検索
すればおそらく一番上に出てきま
す。少し古いバージョン（C86）では
ありますが「コミックマーケットの理
念」や「コミックマーケットの考え方」
については変わっていませんので、
これで大丈夫です。この理念には
「コミックマーケットは同人誌を中心
としてすべての表現者を受け入れ、
継続することを目的とした表現の可

能性を拡げる為の『場』である」とあ
ります。コミケットにおけるコスプレイ
ヤーはコスプレという行為を通じて、
撮影者は撮影という行為を通じて
表現を行う「表現者」であり、その可
能性を探求してほしいと思っていま
す。
　コミケットはコスプレを衣装・メイク・
パフォーマンス等を通じた「リアルの
場だからこそできる身体表現」と位
置づけています。それはマンガ・アニ
メ・ゲームの登場人物になりきること

かもしれませんし、実在の人物や職
業に扮することかもしれません。コス
プレの目的も「作品の魅力を伝え
る」「自分を見てもらう」「仲間と一緒
に遊ぶ」「相手から笑いを取る」など
など、その裾野の広がりと共に一言
で定義することが難しくなっていま
す。ときに、コスプレの線引きが議論
されますが、あくまでコミケットの視点
は衣装・メイク・パフォーマンス等を通
じて何かを表現したいかという、本
人の「表現する意志」です。

　今回から入場には、リストバンド
形式の参加証が必要です。コスプ
レイヤー・撮影者の方も購入し、着
用して下さい。コスプレされる方は、
更衣室でのコスプレ登録（1,000 円）
に加えて、参加証が必要となります。
このリストバンド形式の参加証は、4
日分が冊子カタログに付くほか、各
日500円でも販売しています。なお、
DVD-ROM 版と Web 版には付属
しません。

　東展示棟が利用不可となり、今
回の更衣室は会議棟のみとなりま
す。混雑緩和に向けて、誘導を継
続的に改善していますが、時間帯
によっては利用をお待ちいただくこと
が予想されます。譲り合って利用し
て下さい。今後に向けては、他の
場所への更衣室の設置可能性や、
時間帯延長による混雑分散などを
検討します。

　これまでも会場と防災公園の「有
明防災フェア」間をコスプレのまま
行き来することができましたが、今
回はさらに有明・青海両会場間を
コスプレで移動できます。両会場
間は参加者以外も通行する通路で
す。記念撮影レベルであれば問題
ありません。ぜひ、新たなロケーショ
ンを探索して下さい！　ただし、周
囲に配慮しながら行って下さい。

と共にあった東展示棟（東1-8ホー
ル）が東京オリンピック・パラリンピック
に向けた工事に入り、おなじみの会
議棟・西展示棟と新しく建設された
南展示棟・青海展示棟が舞台となり
ます。青海（あおみ）展示棟はりんか
い線「東京テレポート」駅やゆりかも
め「青海」駅のそばにあります。他の
展示棟からは徒歩で約15-20分、混
雑しているともう少しかかるかもしれ
ません。遠くから来られる方は「イベ
ント会場を間違えた」ことで全国に
名前が知られた、青梅（おうめ）駅と

間違えないようにして下さい、スマー
トフォンで地図が検索できる時代な
らではの罠ですが……。
　本稿執筆時の6月中旬時点で、ま
だ南展示棟は工事中ですが、いよ
いよその全貌が見えつつあります。
竣工から1ヶ月、ほぼぶっつけ本番
でのコミケットになりますので、誘導・
運営などの面で不慣れな点もあると
思いますが、参加者のみなさんと

“会場の使い方”を一緒に磨き込ん
でいければと思います！

Cosplay

コスプレイヤー・
撮影者の皆様に

コスプレとは

入場にリスト
バンド型参加証
が必要です

更衣室の場所が
変わります

コスプレで
会場間を
移動できます！

街子まき（ウサジェット）2日目南タ20a

公園など

公園などの会場間を移動するときに
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コスプレ
コスプレをするまでの流れ

■会場に来るまで

○来場・帰宅
　コスプレの知名度は高くなってき
ていますが、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、様々な考えを持つ人がいま
す。こうした状況に配慮し、現在はコ
スプレの格好をしたままでの来場・帰
宅は禁止しています。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。
■リストバンド型参加証について

　入場規制中のコミケット会場へ入
場（再入場含む） する際、リストバン
ド型参加証（有料）が必要となりま
す。くわしくはP3を参照してください。
　コミケット当日にも購入は可能で
すが、販売所の混雑が予想されま
す。事前販売を利用し購入してから

の来場をお薦めします。なお、コスプ
レ登録料（1000円）とは別に必要と
なりますので、ご注意ください。
※リストバンド型参加証は、コスプレ

をしているときも、無くさないように
携帯してください。

■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。更
衣室以外（トイレ等）での着替えは
禁止しています。
○コスプレ登録
　男女更衣室の入口で10：00～15：
30（4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1,000円です。
※小学生以下は無料です。
■コスプレ登録証

○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。
■有明・青海会場間の

　移動について

　公園などを使用しての移動となりま
す。移動時の注意事項は、以下の

「コスプレエリア外を移動する際の制
限事項」を参照してください（P11も参
照してください）。

Cosplay

コスプレイヤー・
撮影者の皆様に

コスプレ衣装の禁止・制限事項について
■禁止事項

○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）

○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）

○持込禁止物（P24参照）に該当す

る衣装の着用、アイテムの使用
■露出に関する禁止事項の具体例

○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

コスプレ・撮影のルール・マナーについての考え方
　再び「コミケットマニュアル」に立
ち返ります。コミケットは表現の可能
性を拡げる為の「場」であり続ける
ため「法令と最小限の運営ルール
に違反しない限り、一人でも多くの
参加者を受け入れる」と宣言してい
ます。こうした考え方の下で、表現の
自粛や萎縮につながるようなルール
を設定することを、可能な限り避け
てきました。
　具体的には、ルールを「参加者・
近隣に迷惑をかけない」「法令に違
反しない」「防災上危険でない」と
いった最低限のものに留め、コスプ
レイヤー・撮影者のみなさんによる
「自律」を基本に表現の場を維持し
ていくことが、参加者の相互協力に
よって運営されるコミケットにふさわ
しいと考えています。
　コミケットのルールにおいて、コス
プレの「衣装」「アイテム」に関するも
のは、極めて限られています。衣装・
アイテムがコミケットに存在できない
ようでは、表現の可能性を拡げてい
くことはできません。コミケットのルー
ルは、それらがどう使われるのかとい
う「行為」に焦点を当てています。コ
スプレイヤーと準備会が一緒に、ど
うすればその衣装・アイテムが使え
るのか、考えたいと思っています。ル
ールに迷うことがあれば、更衣室や
コスプレエリアの準備会スタッフに声
をかけて下さい。
　一点、この「自律」と混同してはい
けないのは、マナーやローカルルー

ルのような慣習を、一方的に押し付
けていくことです。昨今、根拠の薄い
過剰な「ビジネスマナー」が世間で
話題になったりしました。マナーの根
拠となる相手の内面を想像した「思
いやり」は、社会を成立させていく上
で大事なことです。但し、相手が何
を不快に思うかは、時と場所によりま
す。また、不快なものが全く存在しな
いというのは表現の自由の対極で
す。自分が「こうすべき」だと思った
ことを、過度に一般化したマナーや
ローカルルールとして伝えないよう、
情報発信には留意していってもらい
たいと思っています。

露出について
の注意喚起

　最近のコミケットにおいて、一部の
コスプレイヤーの方が衣服をめくっ
て、下着等を見せるような撮影が行
われているということが
確認されています。同人
誌に対しては準備会ス
タッフが巡回して頒布物
の確認を行っています
が、コスプレは行動によ
ってその見え方が変わ
りますから、スタッフがみ
なさんのコスプレを常時
確認することはできませ
んし、したくありません。
コスプレイヤー同士で声
を掛け合う、撮影者の方
もそうした行動に反応し

て撮らないといった自律によって、コ
ミケットらしいコスプレエリアを維持し
ていくことに、力を貸してもらえればと
思っています。
　来年ゴールデンウィークに開催さ
れるコミケット98の日程を発表しまし
た。夏・冬・春と4日間、有明・青海2会
場での開催が続きます。参加者全
員にとって未知の世界ですが、少し
ずつ修正を加えながら、東京オリン
ピック・パラリンピック後のコミケットが
見えてくるような3回にできればと思
います。今回もオンラインでコスプレ
イヤー・撮影者向けアンケートを行い
ますので、コスプレ公式Twitter

（@comiket_cosplay）や当日の立
て看板からアクセスして頂き、みなさ
んからのフィードバックがもらえれば
と思います。それではこの夏の4日
間、コスプレ・撮影を楽しみましょう！

新涼れい（PAw Laboratory.）
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コスプレ

コスプレエリアの注意事項について

Cosplay

コスプレイヤー・
撮影者の皆様に

○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
※くわしくはP41を参照してください。
○各更衣室の利用時間

　10：00～17：00（4日目は15：45まで）
　※登録受付は15：30まで
　　（4日目は14：30まで）です。
　※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。
■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。

更衣室の場所・利用時間・
注意事項について

　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
●開会からすぐにコスプレが楽しめ
る「コスプレ先行入場」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、まずはコミコスを体験し
てみてください！

コミケコスプレ
コミュニテイ
について

　コミケ
　コスプレコミュニティ
https://comicos.circle.ms/

着が見えないことが目安になります
（女性のみ）。
■露出に関する注意喚起

　下記の衣装を着る際には、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
■コスプレエリア外を移動する際

の制限事項

○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）。

○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

○水着・レオタード等
●公園などの移動時（有明・青海
会場間や防災公園への移動
時の道路等）は上着・マント等
を着用してください。

■庭園およびエントランスプラザ

　での制限事項
○下着に思われる可能性がある衣
装（例：ビキニスタイルの水着等）
●他のコスプレエリアを利用して
ください。

○公共の場所を通行する一般の方
が、卑わいに感じるような言葉を
掲示したり大きな音で発すること）

●他のコスプレエリアを利用して
ください。

■アイテムに関する制限事項

○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。
●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。

○有明会場内の混雑状況により、コ
スプレエリアの利用開始時間が
異なる場合があります。詳細は、
コミケットコスプレ公式Twitter
（＠comiket_cosplay）や当日の
スタッフによるアナウンスにて確認
してください。
○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。

■コスプレエリアでの禁止行為

○会場での禁止行為
　※詳細はP24を参照してくださ
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

○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

撮影の注意
事項について

新涼れい
（PAw Laboratory.）
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コスプレ Cosplay

コスプレイヤー・
撮影者の皆様に

　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の撮影
●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

■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
※レフ板・三脚などは混雑により使用
できない場合があります。時間帯
によっては、会場内で使えるエリア
がないことも想定されますので、ご
了承ください。

　サークル参加において、自分のサ
ークルの混雑整理は自身で行って
いただくのと同様、コスプレにおける
囲みや行列も、コスプレイヤー・撮影
者のみなさんに、参加者同士で協力
しながら行っていただくのが原則で
す。様々なポリシーの方がいらっしゃ
る中で、防災・安全上の危険がない
限りは、スタッフから強制的に解散の
指示等を行うことは、できるだけ避け
たいと思っています。もちろん、体調
が悪くなった、困ったことがあるとい
った場合には、お近くの準備会スタッ
フにお気軽にお声掛けください。

○衣服をめくるなどして、故意に過度
な露出を行うなど、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。
■更衣室への移動

　更衣室の利用時間は17：00（4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、会場内で
の撮影や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。

撮影の混雑
整理について

被写体の方へ
の注意事項

　コミケットではルールを守る限り、ホ
ール内を含む会場内のどこでもコス
プレ及び撮影ができます。その上で
利便性を考え、コスプレイヤー・撮影
者のみなさんが集まる場所として設
定されたのが「コスプレエリア」で
す。混雑が見込まれる庭園やエント
ランスプラザのコスプレエリアだけで
はなく、防災フェア会場等を積極的
に活用し、混雑の分散化にご協力
いただければと思います。

撮影可能場所を
守って撮影を

　Webサイトにてアンケートを行って
います（スマートフォン・携帯からも受
付可）。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。

　更衣室利用者・
　撮影者アンケートページ
https://comicos.circle.ms/answer/

コスプレイヤー・
撮影者アンケート
について

　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。ただし
調整中のため、変更や中止の可能
性があります。
●場　　所／会議棟7階ロビー

●日　　時／8月9～12日

●時　　間／10：00～16：00

●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・
高さの一辺が120cmを超える場合
は、割増料金（300円）がかかります。

クロークに
ついて
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コミックマーケット準備会
取り消し線
北コンコースに変更になりました

コミックマーケット準備会
テキストボックス
北コンコース

コミックマーケット準備会
取り消し線
9:00～16:00に変更になりました

コミックマーケット準備会
テキストボックス
9:00～16:00

コミックマーケット準備会
長方形

コミックマーケット準備会
テキストボックス
北コンコースクローク

コミックマーケット準備会
線

コミックマーケット準備会
テキストボックス
北コンコースに移動
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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、2019

年1月28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、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。

次の物については、直接（株）東京

ビッグサイトにお問い合わせください。

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6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6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

〒101－００21 東京都千代田区外神田

3－2－14 今井ビル1F

TEL：03－6260－8603

FAX：03－6260－8611

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

までお問い合わせください。

アタリです

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2019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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●「C95・C96」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

③C95 カタログへのご意見

④C96 チラシ配布希望

⑤C96 カタログイベントCM

⑥C96 カタログ企業広告

⑦C96 印刷会社搬入希望

⑧C96 企業ブース出展希望

⑨C96 取材希望

⑩C96 カタログ通販

⑪C96 DVD-ROMカタログ通販

⑫C96 申込書通販　

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

http://rom-catalog.com/参照

P66参照

C95 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

C96 企業出展係

マスコミ対応係

C96カタログ通販係

1月28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月上旬

7月中旬Web申請可能

6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。

大葉セロリ（mint.free）

●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：ワダアルコ（ワダメモ）2日目A28a

表　紙：Kazeto（HOLLOWPURUS) 1日目 東ヨ60a

表　紙：羽柴麟（アースリィサザンクロス）1日目 西す08b 

表　紙：羽柴麟

コミケットプレス49付

イラスト大：晩杯あきら（奴は仮名）2日日 東Ｘ45a 
イラスト小：タキザワアスカ（屋上ラビュー）1日目 西い17b

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95カタログ

コミケットプレス49

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96参加申込書セット

C96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

●参加申込書セットの販売延長について
1・2日目は、参加申込書セットを東2ホールと西アトリウムで17：00まで販売します。

●設営日

　11:00～17:00
　　→西1ホール　地区本部
●開催日

　1～3日目 7:30～16:00
　4日目  7:30～15:00
　　→各地区インフォメーション
　※これ以降の時間は、次の一斉
　　返却にて対応となります

　コミケットの会場は広いため、イン
フォメーションも複数の場所がありま
す。そのどこに落し物が届けられる
かは分からないため、毎日閉会後
に、1か所に落し物を集めて、確認・
問い合わせができるようにしていま
す。

●場所

　西地区1階アトリウム
●予定時間

　1～3日目 17:00～18:00
　4日目  16:00～17:00

　なお、一斉返却は西・南展示棟で
の拾得物のみを対象として行いま
す。青海展示棟での当日の落し物
返却は、企業ブースのホール内にあ
る準備会販売ブースで、開催時間
中のみ行います（コミケット終了後の
落し物対応は一括して行いますの
で、次のように問い合わせてくださ
い）。
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落し物
　コミックマーケットでは、多くの参加
者が来場するため、残念ながら落し
物も多く届けられていますし、落し物
の問い合わせも多くあります。まず
は、落し物をしないように参加者の
皆さんで自衛をお願いしたいです。
また、P25でも注意喚起を呼びかけ
ているように、スリ・置き引きも多くなっ
ていますが、それらへの対策は、そ
のまま落し物をしない対策にもつな
がります。一石二鳥ですので、是非
みなさん注意してみてください。

　コミケットの落し物の取り扱いは、
各地区のインフォメーションで行って
います。落し物を拾った方は、各地
区のインフォメーションまでお持ちく
ださい。

　まずは落ち着いて身の回りを探し
てみましょう。案外、別のところに入っ
ていたりするかもしれません。
　やはりどうしても無い、というとき
は、このページの「落し物窓口」の
場所に行き、問い合わせてみてくだ
さい。ただし、会場の外で落としてい
る可能性もあります。窓口で見つか
らない場合は、警察や駅などに問い
合わせるのも一つの方法です。

取材について

取材

撮影について

　会期後に落し物に気づいた場合
は次の通りです。
●落としたものが次に当てはまる物

対象物品の例：財布類、金銭に代わ
るもの、公的身分証明書、ICカー
ド型電子マネー、携帯電話、携帯
ゲーム機、高性能カメラなど

　これらは、会期終了後に会場を通
じて警察に引き渡しています。直接、
会場である（株）東京ビッグサイト、ま
たは警察にお問い合わせください。
●落としたものが上記以外

　会期中届けられたもので、会場に
引き渡さなかったものは、後日一括し
て返却作業を行っています。下記期
日までに、往復はがきで問い合わせ
てください。なお、期日を過ぎた問い
合わせには対応しかねます。
宛先：P48、49参照
期日：2019年8月31日（消印有効）
必要事項：住所・氏名・電話番号・落
し物の形状や特徴
※黒の消えない筆記具で書いて下

さい。

　くわしくはこちらもご覧ください。
https://www.comiket.co.jp/info-
a/LostsAndFounds.html

コミケット終了
後の問い合せ

まずは落とさ
ないこと！ 落し物窓口

落し物を
拾った場合

閉会後の
一斉返却

落し物をして
しまった場合

　営利団体、それに準ずる組織が
取材活動を行うためには、取材者登
録が必要となります。事前にP48、49の
準備会連絡先（マスコミ対応係）まで
ご連絡ください。Webでの取材登録
も行っており、なるべくこちらからご登
録ください（https://www.comiket.
co.jp/info-i/ForPress.html）。な
お、個人による非営利の撮影・録画
に関しては、こちらのページをご覧く
ださい（https://www.comiket.co.
jp/info-a/NonProfitCollect.html）。
取材受付の際には、準備会側で取
材目的を確認、取材者側では注意事
項を確認し誓約書を交わした上で受
付を行います。イベント当日の本登録
の際に取材腕章と取材者証を貸与、
テレビ局等には必要に応じ準備会ス
タッフが同行いたします。イベント当日
の取材対応窓口は、ビッグサイト会議
棟北コンコースに設置いたします。
○取材を受けられる参加者の方へ

　取材の際には名刺を受け取るな
ど、取材者の氏名や連絡先を確認
し、目的や発表媒体について説明を
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、不適
切と思われる取材を受けた・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、会場外及び会期外
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・
取材する人に承諾・拒否の意思を
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、また、メディアで発言すること
による影響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、P39のコスプ
レ撮影に関する記述や、コプレエリア
利用ガイド（通称：さいと）を更衣室、ま
たはコスプレエリアで入手の上、内

容を確認して遵守してください。

　ネット配信（YouTubeやニコニコ
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みなさ
ん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。（P1166：参照）

ネット配信や動
画撮影について

記録班に
ついて

PressLost and Found
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060サイズ

080サイズ

100サイズ

120サイズ

140サイズ

160サイズ

1,300（発払い） 1,000（発払い） 1,900（発払い） 1,900（発払い） 1,900（発払い） 1,000（発払い） 1,100（発払い） 1,100（発払い） 1,300（発払い） 1,300（発払い）
1,339（着払い） 1,015（着払い） 1,907（着払い） 1,907（着払い） 1,907（着払い） 1,015（着払い） 1,123（着払い） 1,123（着払い） 1,339（着払い） 1,339（着払い）
1,550（発払い） 1,200（発払い） 1,100（発払い） 1,100（発払い） 1,100（発払い） 1,200（発払い） 1,300（発払い） 1,300（発払い） 1,550（発払い） 1,850（発払い）
1,555（着払い） 1,231（着払い） 1,123（着払い） 1,123（着払い） 1,123（着払い） 1,231（着払い） 1,339（着払い） 1,339（着払い） 1,555（着払い） 1,879（着払い）
1,750（発払い） 1,450（発払い） 1,350（発払い） 1,350（発払い） 1,350（発払い） 1,450（発払い） 1,550（発払い） 1,550（発払い） 1,750（発払い） 2,400（発払い）
1,793（着払い） 1,469（着払い） 1,361（着払い） 1,361（着払い） 1,361（着払い） 1,469（着払い） 1,577（着払い） 1,577（着払い） 1,793（着払い） 2,441（着払い）
2,000（発払い） 1,650（発払い） 1,550（発払い） 1,550（発払い） 1,550（発払い） 1,650（発払い） 1,750（発払い） 1,750（発払い） 2,000（発払い） 2,950（発払い）
2,009（着払い） 1,685（着払い） 1,577（着払い） 1,577（着払い） 1,577（着払い） 1,685（着払い） 1,793（着払い） 1,793（着払い） 2,009（着払い） 2,981（着払い）
2,200（発払い） 1,900（発払い） 1,800（発払い） 1,800（発払い） 1,800（発払い） 1,900（発払い） 2,000（発払い） 2,000（発払い） 2,200（発払い） 3,500（発払い）
2,246（着払い） 1,922（着払い） 1,814（着払い） 1,814（着払い） 1,814（着払い） 1,922（着払い） 2,030（着払い） 2,030（着払い） 2,246（着払い） 3,542（着払い）
2,450（発払い） 2,100（発払い） 2,000（発払い） 2,000（発払い） 2,000（発払い） 2,100（発払い） 2,200（発払い） 2,200（発払い） 2,450（発払い） 4,050（発払い）
2,462（着払い） 2,138（着払い） 2,030（着払い） 2,030（着払い） 2,030（着払い） 2,138（着払い） 2,246（着払い） 2,246（着払い） 2,462（着払い） 4,082（着払い）

●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。

●送料の支払は現金です。ゆうパックでは電子マネー、クレジットカードも対応可能です。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 東　海 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄

北海道 北東北 南東北 関東甲信越 東海北陸 関　西 中　国 四　国 九　州 沖　縄
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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 1,280 0,850 0,800 0,850 0,850 0,850 0,850 0,950 1,080 1,080 1,280 1,330
080cm 30kgまで 1,500 1,080 1,010 1,080 1,080 1,080 1,080 1,180 1,290 1,290 1,500 1,600
100cm 30kgまで 1,730 1,310 1,260 1,310 1,310 1,310 1,310 1,410 1,530 1,530 1,730 1,870
120cm 30kgまで 1,980 1,560 1,500 1,560 1,560 1,560 1,560 1,660 1,770 1,770 1,980 2,130
140cm 30kgまで 2,220 1,800 1,750 1,800 1,800 1,800 1,800 1,910 2,020 2,020 2,220 2,400
160cm 30kgまで 2,440 2,020 1,970 2,020 2,020 2,020 2,020 2,120 2,230 2,230 2,440 2,610
170cm30kgまで 2,800 2,370 2,300 2,370 2,370 2,370 2,370 2,480 2,590 2,590 2,800 3,000

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。

●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

各地区の落し物を集めて臨時の

返却窓口を設けます。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落し物

落し物の後日のお問い合わせは

落としたものによって変わります。

貴重品（財布類や金銭に変わるも

の・公的身分証明書・ICカード型電

子マネー・携帯電話・携帯ゲーム機・

高性能カメラなど）は会期終了後、会

場を通して警察に引き渡しておりま

す。直接（株）東京ビッグサイトまたは警

察にお問い合わせください。

貴重品以外のものにつきましては

締め切り後、一括して返却作業を行

いますので、必ず往復はがきをご使

用の上、2019年1月28日消印有効で

お問い合わせください。その際、消え

ない黒の筆記具で住所、氏名、電話

番号、落し物の形状や特徴などを詳

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。

記載方法等、詳細はコミケットのHP

をご確認ください。

（http://www.comiket.co.jp/info-

a/LostsAndFounds.html）

サイズ
送り先

※上記料金表は、同人誌即売会での出張荷受け専用運賃（特別運賃）となっております。
※同人誌即売会での出張荷受けは、宅急便【①発払い（荷受時支払い）】【②着払い（配達時支払い）】のみの取り扱いとなっております。（宅急便コンパクトは使用できません）
※同人誌即売会での出張荷受けは、特殊作業のため宅急便複数口減額やクロネコメンバー割は適用しておりません。ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

（単位：円・税込）

●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

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：場内案内図』を

参照してください。

■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

落した場合も拾った場合も、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

伝えてください。よくある落し物の問い

合わせに、次のような物があります。

■設営日（12月28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11,000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

までにエントランスホールに集合して

ください。
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■販売物（詳細はP58参照）

14：00～16：00、東2ホール（予定）

コミックマーケット95カタログ ￥2,000

コミケット96参加申込書セット ￥1,000

コミケット96合体配置用封筒 1,￥500

設営日のお知らせ

落し物について

鈴宮きりは（星屑宝石）

44 45

宅配便
宅配便について

●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。
●送料の支払は現金です。ゆうパッ
クでは電子マネー、クレジットカードも
対応可能です。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。

サークル参加
自分の想いを形にして発表しませんか？

単に自己表現をするだけでなく、本
などの形にして、自らの手でそれを
頒布する…。楽しみがさらに深まりま
す！

　まず、「サークル参加申込書セット」
の購入が必要です（1,000円。販売
方法は下記参照）。これには、サーク
ル参加するための詳しい情報と、 
実際にサークル参加の申込を行う
ために必要なものがセットになって
います。
　現在、多数のサークル申込をいた
だいているため、応募された全ての
サークルを受け入れられない状態
が続いています（抽選率約8割）。ご
理解の上、お申込下さい。

　サークル内で今回の申込に関す
る責任者を決めて下さい。条件は
下記の通りです。
●申込時点で義務教育を終了して

サークル参加申込書セットの入手方法

会場から送付の場合

通販担当会社 金額 払込期間

サークルドットエムエス
https://shop.circle.ms/CShopping/List 1,600円（決済手数料込） ～8月5日

060サイズ

080サイズ

100サイズ

120サイズ

140サイズ

160サイズ

1,300（発払い） 1,000（発払い） 1,900（発払い） 1,900（発払い） 1,900（発払い） 1,000（発払い） 1,100（発払い） 1,100（発払い） 1,300（発払い） 1,300（発払い）
1,339（着払い） 1,015（着払い） 1,907（着払い） 1,907（着払い） 1,907（着払い） 1,015（着払い） 1,123（着払い） 1,123（着払い） 1,339（着払い） 1,339（着払い）
1,550（発払い） 1,200（発払い） 1,100（発払い） 1,100（発払い） 1,100（発払い） 1,200（発払い） 1,300（発払い） 1,300（発払い） 1,550（発払い） 1,850（発払い）
1,555（着払い） 1,231（着払い） 1,123（着払い） 1,123（着払い） 1,123（着払い） 1,231（着払い） 1,339（着払い） 1,339（着払い） 1,555（着払い） 1,879（着払い）
1,750（発払い） 1,450（発払い） 1,350（発払い） 1,350（発払い） 1,350（発払い） 1,450（発払い） 1,550（発払い） 1,550（発払い） 1,750（発払い） 2,400（発払い）
1,793（着払い） 1,469（着払い） 1,361（着払い） 1,361（着払い） 1,361（着払い） 1,469（着払い） 1,577（着払い） 1,577（着払い） 1,793（着払い） 2,441（着払い）
2,000（発払い） 1,650（発払い） 1,550（発払い） 1,550（発払い） 1,550（発払い） 1,650（発払い） 1,750（発払い） 1,750（発払い） 2,000（発払い） 2,950（発払い）
2,009（着払い） 1,685（着払い） 1,577（着払い） 1,577（着払い） 1,577（着払い） 1,685（着払い） 1,793（着払い） 1,793（着払い） 2,009（着払い） 2,981（着払い）
2,200（発払い） 1,900（発払い） 1,800（発払い） 1,800（発払い） 1,800（発払い） 1,900（発払い） 2,000（発払い） 2,000（発払い） 2,200（発払い） 3,500（発払い）
2,246（着払い） 1,922（着払い） 1,814（着払い） 1,814（着払い） 1,814（着払い） 1,922（着払い） 2,030（着払い） 2,030（着払い） 2,246（着払い） 3,542（着払い）
2,450（発払い） 2,100（発払い） 2,000（発払い） 2,000（発払い） 2,000（発払い） 2,100（発払い） 2,200（発払い） 2,200（発払い） 2,450（発払い） 4,050（発払い）
2,462（着払い） 2,138（着払い） 2,030（着払い） 2,030（着払い） 2,030（着払い） 2,138（着払い） 2,246（着払い） 2,246（着払い） 2,462（着払い） 4,082（着払い）

●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。

●送料の支払は現金です。ゆうパックでは電子マネー、クレジットカードも対応可能です。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 東　海 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄

北海道 北東北 南東北 関東甲信越 東海北陸 関　西 中　国 四　国 九　州 沖　縄
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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 1,280 0,850 0,800 0,850 0,850 0,850 0,850 0,950 1,080 1,080 1,280 1,330
080cm 30kgまで 1,500 1,080 1,010 1,080 1,080 1,080 1,080 1,180 1,290 1,290 1,500 1,600
100cm 30kgまで 1,730 1,310 1,260 1,310 1,310 1,310 1,310 1,410 1,530 1,530 1,730 1,870
120cm 30kgまで 1,980 1,560 1,500 1,560 1,560 1,560 1,560 1,660 1,770 1,770 1,980 2,130
140cm 30kgまで 2,220 1,800 1,750 1,800 1,800 1,800 1,800 1,910 2,020 2,020 2,220 2,400
160cm 30kgまで 2,440 2,020 1,970 2,020 2,020 2,020 2,020 2,120 2,230 2,230 2,440 2,610
170cm30kgまで 2,800 2,370 2,300 2,370 2,370 2,370 2,370 2,480 2,590 2,590 2,800 3,000

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。

●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

各地区の落し物を集めて臨時の

返却窓口を設けます。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落し物

落し物の後日のお問い合わせは

落としたものによって変わります。

貴重品（財布類や金銭に変わるも

の・公的身分証明書・ICカード型電

子マネー・携帯電話・携帯ゲーム機・

高性能カメラなど）は会期終了後、会

場を通して警察に引き渡しておりま

す。直接（株）東京ビッグサイトまたは警

察にお問い合わせください。

貴重品以外のものにつきましては

締め切り後、一括して返却作業を行

いますので、必ず往復はがきをご使

用の上、2019年1月28日消印有効で

お問い合わせください。その際、消え

ない黒の筆記具で住所、氏名、電話

番号、落し物の形状や特徴などを詳

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。

記載方法等、詳細はコミケットのHP

をご確認ください。

（http://www.comiket.co.jp/info-

a/LostsAndFounds.html）

サイズ
送り先

※上記料金表は、同人誌即売会での出張荷受け専用運賃（特別運賃）となっております。
※同人誌即売会での出張荷受けは、宅急便【①発払い（荷受時支払い）】【②着払い（配達時支払い）】のみの取り扱いとなっております。（宅急便コンパクトは使用できません）
※同人誌即売会での出張荷受けは、特殊作業のため宅急便複数口減額やクロネコメンバー割は適用しておりません。ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

（単位：円・税込）

●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

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：場内案内図』を

参照してください。

■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

落した場合も拾った場合も、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

伝えてください。よくある落し物の問い

合わせに、次のような物があります。

■設営日（12月28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11,000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

までにエントランスホールに集合して

ください。

24

■販売物（詳細はP58参照）

14：00～16：00、東2ホール（予定）

コミックマーケット95カタログ ￥2,000

コミケット96参加申込書セット ￥1,000

コミケット96合体配置用封筒 1,￥500

設営日のお知らせ

落し物について

鈴宮きりは（星屑宝石）
※上記料金表は、同人誌即売会での出張荷受け専門運賃（特別運賃）となっております。
※同人誌即売会での出張荷受けは、宅急便【①発払い（荷受時支払い）】【②着払い（配達時支払い）】のみのお取り扱いとなっております。（宅急便コンパクトは使用できません）
※同人誌即売会での出張荷受けは、特殊作業のため宅急便複数口減額やクロネコメンバー割は適用しておりません。ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

■コミケット96会場で入手
　当日、会場内の準備会販売スペース（場所は14～15Ｐの地図を参照下さい）にて販売します。
　また、設営日にも販売します（P32参照）。
■通販での入手

通販（Web）内容

サークル参加申込書セット

※Webでの通販部数は限定させて頂き、売り切れた場合はその時点で終了となります。通常通販終了後の8月 6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、
　通常通販とは異なるやり方となります。この場合金額が高くなりますので、なるべく上記期間内でのご購入をお勧めします。詳細は同社Webをご参照ください。

Circle ParticipationParcel Delivery

いる事。
●電話連絡が可能な事。
●日本国内に在住している事（国
外発送不可）
●「申込書セット」「コミケットアピー
ル」等準備会発行物の内容が理解
出来る事。
●当日のサークル参加者には（準備
会との対応において）日本語での対
応が出来る人が含まれている事。

　サークル申込には、郵送申込とオ
ンライン申込の２つの方法がありま
す。

＜郵送申込＞
　「申込書セット」に付属している、
①専用の振替用紙に必要事項を
記入しサークル参加費（8,000円）を
振込。②『配置用データ』に振替用
紙の入金済（受付局日附印あり）の

『申込証明書』を貼り、必要事項を
記入、③『短冊』のサークルカットを
作成し、必要事項を記入、④『配

置用データ郵送専用封筒に必要事
項を記入し、『配置用データ』と『短
冊』を封入し、82円切手を貼って投
函します。

＜オンライン申込＞
　オンライン申込を行う場合にも「申
込書セット」は必要です。オンライン
申込は、Circle.ms（https://entry4.
circle.ms/）から、コミックマーケット
の申込を選択し、指示に従って手続
きをお願いします。なお、オンライン申
込にあたり、サークル参加費（8,000
円）に加えて、システム利用料が別
途1,100円必要です。決済には、クレ
ジットカード、銀行振込、コンビニ決
済が利用できます。

　申込後の事務手続きは、郵送申
込・オンライン申込とも原則同じで
す。また、「申込書セット」に必要な情
報が記載されていますので、そちら
をご参照下さい。

サークル参加
申込書セットの
購入

申込責任者
の選出

サークル申込
の方法

サークル
申込後
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スタッフ参加
一緒にこの「場」を作りませんか？

　コミケットは、有志のボランティアに
よる非営利団体「コミックマーケット
準備会」によって運営されていま
す。準備会では、運営に携わって下
さる「準備会スタッフ（以下「スタッ
フ」）」を募集しています。

○義務教育を終了していること（中
学生以下は不可）。未成年者は、保
護者、家族の承諾を得ていること。
○「一般参加」「サークル参加」「コ
スプレ参加」等、「スタッフ参加」以
外の形でのコミックマーケットへの参
加経験があること。
○１回のコミケットにつき東京で３回
開催される「拡大準備集会」に最
低２回参加できること（そこで、正式
なスタッフ登録等をいます）。
○設営日及びコミックマーケット開催
日４日間、計５日間（2019年～2020年
GWの３回の予定です）のうち、最低
２日間以上スタッフとして活動できる
こと。
○部署によっては、上記に加えて、
部署固有の条件が付加される場合
があります。詳しくは拡大準備集会
にて各部署からの説明を確認して
下さい。

　この夏のスタッフ募集は既に終了
しています。冬のコミケット97のスタッ
フに応募しようという方で、上の条件
を満たすと思われる方は、以下のい
ずれかの手続きをお願いします。折り
返しスタッフ参加案内を送付します。

＜郵送＞
下記住所宛に住所・氏名を書き返
信用封筒を送付して下さい。

〒155-0032
東京都世田谷区代沢2-42-11
池の上駅前郵便局留
コミックマーケット準備会
スタッフ募集係

案内発送開始予定2019年9月中旬
（なるべく9月9日（消印有効）迄に問
合せください。問い合わせ期限10月
25日）

＜Webフォーム＞
下記URLにあるWebフォームよりお
申込ください。

　新人スタッフは、原則として会場
外を担当する部署での登録をお願
いすることになります。詳しくは、スタ
ッフ参加案内を参照下さい。 

『コミックマーケット準備会ス
タッフ募集のお知らせ』

https://www.comiket.co.jp/
info-c/RecruitNewStaff2019.
html

準備会とは？

スタッフ
参加する条件

応募方法

新人さん
募集部署！

イラスト：Dr.モロー

STAFF
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お問い合わせ
問い合わせ一覧

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 な々情報は、公式Webサイト、ツイ
ッター公式アカウント、その他におい
て、随時告知を行っていく予定です。
②コミケット終了後の落し物
　P42の内容にしたがって問い合
わせてください。
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。

　毎回150万冊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26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4日目
終了後、ご自由にお持ち帰りください。

問い合わせ先はこちら
通販内容

問い合わせ先 期日・備考
コミケットWeb
コミケット終了後の落し物
C96 カタログへのご意見
C97 チラシ配布希望
C97 カタログイベントCM
C97 カタログ企業広告
C97 印刷会社搬入希望
C97 企業ブース出展希望
C97 取材希望
C97 カタログ通販
C97 DVD-ROMカタログ通販
C97 申込書通販

https://www.comiket.co.jp/

http://rom-catalog.com 参照

問い合わせ種類

問い合わせ時の注意事項

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 13 日
12 月上旬 /Web申請可能
10 月中旬/返信用封筒同封

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

C96 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
C97 企業出展係
マスコミ対応係
C97 カタログ通販係

コミック
マーケット

準備会

P45 参照

森林保護募金のお知らせとご報告
第50回の募金額は¥750，857でした

●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/

各種お問い合わせは
こちらを熟読してからどうぞ

Inquiries

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。
⑪カタログDVD－ROM版通販

　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）。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。

コミケットの販売物

通販内容

価格 備考
コミックマーケット96カタログ
コミケットプレス50
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97参加申込書セット
C97合体申込専用封筒

表紙：加藤さやか （TRiS） 3日目 西 M16a

表紙：羽柴麟 （アースリィサザンクロス） 2日目 西 う40a

コミケットプレス50付

2，000円
100円

各 500円
各 300円
1，000円

500円

品名

大：nocras （Orbital Express） 3日目 西 Ｌ27a
小：望月けい （生け贄） 3日目 西 れ40b紙袋（大・小） 各 300円

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。

※「C96・C97」の「C」はコミケットの略です。

はまこ（LOVE  SLAVE）
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地区別ジャンル一覧
1日目：　8月9日（金）

ジャンル 補足説明ホール

コミケット96 全ジャンルは
こちらからご確認下さい

Genres by Area

2日目：　8月10日（土）

ジャンル 補足説明ホール

ジャンル 補足説明ホール

3日目：　8月11日（日）
ジャンル 補足説明ホール

4日目：　8月12日（月）
ジャンル 補足説明ホール

南
１
・
２

西
３
・
４

南
３
・
４

南
１
・
２

西
１
・
２

南
３
・
４

西
１
・
２

南
３
・
４

TYPE－MOON Fate 関連作品（Fate/stay night、Fate/Zero、Fate/EXTRA シリーズ、Fate/GrandOrder、Fate/Apocrypha、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）

ゲーム（その他）

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、TPS、洋ゲー、パチンコ、パチスロ、BLAZBLUE、GUILTY GEAR、
STREET FIGHTER、THE KING OF FIGHTERS ／戦国 BASARA、無双シリーズ、MONSTER HUNTER、GOD EATER、BIO 
HAZARD、METAL GEAR、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、零、ワンダと巨像、ロックマン、スプラトゥーン、BEMANI シリーズ、クイズマジックアカデミー、DARIUS BURST、
GUNSLINGER STRATOS、WONDER LAND WARS、Undertale、OVERWATCH、RAINBOW SIX SIEGE、VA-11 
HALL-A、Minecraft、怪盗天使ツインエンジェル、戦国乙女

スクウェア・エニックス（RPG） FINAL FANTASY、オウガバトル、ゼノギアス、Xenosaga、ゼノブレイド、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、NieR:Automata

刀剣乱舞

あんさんぶるスターズ！

ゲーム（恋愛）
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）、オトメイト（薄桜鬼）
ときめきメモリアル Girl’s Side、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、プリンス・オブ・ストライド

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、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（シャリーのアトリエ、リディー & スールのアトリエ、ルルアのアトリエ、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、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）

ゲーム（ネット・ソーシャル）
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（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）／政剣マニフェスティア、戦艦少女R、グランブルーファンタジー、白猫プロジェクト、メギド72、SHOW by ROCK!!、
ららマジ ホニャらら MAGIC、SINoALICE - シノアリス -、天華百剣、ドールズフロントライン、八月のシンデレラナイン、アリス・ギア・
アイギス、ウマ娘 プリティーダービー、ファントム オブ キル、拡張少女系トライナリー

アズールレーン

艦これ

ゲーム（ソーシャル女性向） アイドルマスター SideM、アイドリッシュセブン、ドリフェス！、バンドやろうぜ、A3 ！、文豪とアルケミスト、ワールドエンド
ヒーローズ、夢色キャスト、夢王国と眠れる 100 人の王子様、スタンドマイヒーローズ、一血卍傑－ONLINE－、DREAMing

ゲーム（電源不要） テーブルトーク RPG（コールオブクトゥルフなど）、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

ガルパン

アニメ（その他）
アニメソング、アニメ評論、アニメ情報、声優／松本零士、宇宙戦艦ヤマト、ポケモンシリーズ、けものフレンズ、少女歌劇レビュー
スタァライト、ゾンビランドサガ、KING OF PRISM by PrettyRhythm、戦姫絶唱シンフォギア、ストライクウィッチーズシリーズ、
ハイスクール・フリート、プリンセス・プリンシパル、ロボットガールズ Z

ガンダム 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

アニメ（少女） 魔法少女 / アイカツ！シリーズ、プリティーシリーズ、セーラームーン、プリキュアシリーズ、まどか☆マギカ（マギアレコード含む）、
結城友奈は勇者であるシリーズ

ラブライブ！ ラブライブ関係作品（ラブライブ、サンシャイン、スクールアイドルフェスティバル、ぷちぐる等）
ラブライブ関連スクールアイドル（μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、A-RISE、Saint Snow 等）

FC（ジャンプその他）
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、テニスの王子様、NARUTO、BLEACH、銀魂、
REBORN!、D.Gray-man、僕のヒーローアカデミア、鬼滅の刃、呪術廻戦、青の祓魔師、戦勇。、終わりのセラフ

血界戦線 内藤泰弘

ヘタリア 日丸屋秀和

ワールドトリガー 葦原大介

ハイキュー！！

黒子のバスケ 藤巻忠俊

FC（少年）

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、椿いづみ、
ONE、マギ、黒執事、咲、WORKING !、文豪ストレイドッグス、ダイヤの A、弱虫ペダル

進撃の巨人

FC（小説）
ライトノベル、児童文学、ミステリ／有栖川有栖、小野不由美、川上稔、西尾維新
涼宮ハルヒシリーズ、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、銀河英雄伝説、アルスラー
ン戦記、響け ! ユーフォニアム、ツルネ、風が強く吹いている、本好きの下剋上、Re: ゼロから始める異世界生活、転生したらスラ
イムだった件

アニメ（その他）
海外アニメ、スーパーロボット大戦（魔装機神含む）、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）、TRIGGER

（SSSS.GRIDMAN、リトルウィッチアカデミア、キルラキル等）、マクロスシリーズ、ビックリマンシリーズ、神羅万象、サムライ
トルーパー、デジモンシリーズ、LEVEL5、Free ！、ヒプノシスマイク、コードギアス、シンカリオン、Thunderbolt Fantasy 
東離剣遊紀、忍たま乱太郎、蒼穹のファフナー

TIGER & BUNNY

おそ松さん

音楽（洋楽・邦楽・
男性アイドル）

聖飢魔 II、GLAY、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、King & Prince、ジャニーズ Jr.、生田斗真、山下智久

ユーリ !!! on ICE

TV・映画・
芸能・特撮

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／女性アイドル、女性アーティスト／ AKB48、欅坂 46 ／お
笑い／ラジオ番組／水曜どうでしょう／おっさんずラブ、HiGH&LOW ／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）／スポーツ

創作（JUNE/BL）

FC（少女・青年）

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
福本伸行、平野耕太、CLAMP
鬼灯の冷徹、頭文字Ｄ、ゴールデンカムイ、ごちうさ、けいおん！、ゆるゆり、ひだまりスケッチ、きんモザ、ゆゆ式、ゆるキャン△、
夏目友人帳、BANANA FISH

名探偵コナン 青山剛昌

コスプレ （ポートレイト写真集、衣装、型紙、小物、撮影技法、機材レビュー含む）

オリジナル雑貨 ドール、服飾、アクセサリー

デジタル（その他）
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、5 ちゃんねる、niconico（ニコニコ動画、ニコニコ生放送）、バーチャル Youtuber
VOCALOID（初音ミクなど）、VOCALOID 亜種（弱音ハクなど）、VOICEROID（結月ひかりなど）／ Sound Horizon

同人ソフト
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 及び IT 関連）評論・情報、Unity ／ CG 集・デジタルマスコット ( 伺か ) ／ VR 全般・AR 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

東方 Project

鉄道・旅行・
メカミリ

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／フレームアームズ・ガール／位置ゲー（ingress、駅メモ）

男性向

男性向

歴史・創作（文芸・小説） 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）

創作（少女）

男性向

評論・情報 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、特撮の評論・情報に関しては、それぞれのジャンルにあります）

創作（少年）

学漫

ギャルゲー

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、âge（マブラヴTE・シュヴァルツェスマーケン含む）、オーガスト、light、ゆずソフト、アリスソフト
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、リトルバスターズ、Summer Pockets、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、俺タワー、BanG Dream！シリーズ、あんさんぶるガールズ !、RIDDLE JOKER

アイドルマスター （シンデレラガールズ関連、ミリオンライブ関連、シャイニーカラーズ関連含む )

男性向
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次回開催案内
編集後記

次回、C97開催予定日について

コミックマーケット97コミックマーケット97
東京国際展示場（東京ビッグサイト）にて開催予定

［土/Sat.］ ［日/Sun.］ ［月/Mon.］ ［火/Tue.］
1st day 2nd day 3rd day 4th day

奥付 コミックマーケット96カタログ
発行日：2019年8月9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

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

表紙：加藤さやか「TRiS」（3日目西M16a）
ページデザイン協力：POO松本「STUDIO POO」（3日目西あ39a）
印刷会社：大陽出版株式会社
頒布価格：2,500円
当日価格：2,000円

※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は準備会では一切責任を持ちません。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、一切お答え出来ません。

　大きな変化のあるコミックマーケッ
ト96。みなさん、このカタログでいろい
ろな情報を入手していただけたでし
ょうか。コミケット初の4日間開催、物
理的に大きく離れた2か所の展示棟
での分散開催、そして参加証の導
入…。なんのこっちゃ、と思った方
は、是非このカタログを読み直してく
ださい。特にこのページまでの諸注
意のところは、参加者のみなさんに
是非読んで、知っておいてほしいこ
とを書いています。カタログはサーク
ルを探すためだけのものじゃないん
ですよ！

　さて、今回からこの諸注意ページ
のデザインやレイアウトなどを大きく
見直して、作り直してみました。分散
していた情報を整理したり、ある程
度の流れで把握できるようにしたりし
てみています。このデザインに関して
は、STUDIO POOのPOO松本さ
んにご協力いただきました。また、流
れについてもご意見を頂いて、見直
してみたところです。いかがだった
でしょうか。
　…と言ってはみましたが、ついつ
いスタッフ側の視点で作ったり書い
たりしてしまっているところもあるの

ではないか、と思っています。岡目八
目、という言葉が適切かは自信があ
りませんが、やはり読んでいただい
たみなさんの意見でよりよいカタログ
にしていきたいと思っていますので、
ご意見や感想をお待ちしておりま
す。
　ご意見や感想は、P49の準備会
カタログ編集部アンケート係までお
送りください。
　それでは、また次回のカタログ…
の前に、コミックマーケット96でお会
いしましょう。よいコミケットを。

（カタログ編集担当）

75

8月9日（金）
AM10：00～PM4：00（予定）

ComicMarket96

ゲーム
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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

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

（2019年9月1日、11月1日は休館）
※�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：東京都千代田区神田猿楽町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/

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 （価格は税別）

■資料の複写について

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2019年
8月16日（金）～11月11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。C96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96見本誌の閲覧提供（第20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。

■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。（価格は税別）

●�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。

　（価格は税別）

●コミックマーケット96の見本誌の提供を第20期とします。
　→閲覧提供期間：

2019年8月23日（金）〜11月11日（月）
→事前閲覧請求期間：

2019年8月16日（金）〜10月28日（月）
→事前閲覧提供期間：

2019年8月30日（金）〜11月11日（月）
※�閲覧提供開始の時期は、ご連絡が遅れる可能性があり
ます。

以下は第20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C96参加時
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可

カード価格 500円 1,000円 3,000円

ポイント数 500P 1,100P 3,400P
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コミケ

コミケ・献血応援イベントを実施している献血ルームはこちら （東京都内）

脱脂綿の妖精

わたちゃん
ばんそうこうの妖精

ばんそこちゃん

ポスター配布のイベントを、各都道府県の献血ルームで実施しています。

詳しくは各都道府県赤十字血液センターのホームページにて、ご確認ください。

東京都内では下記の献血ルームにて実施しております。

また、秋葉原駅前限定で献血バスでも配布しております。

共に数に限りがございますので、ご承知ください。

配布期間：8/9(金)～9/30(月) ※各会場ともなくなり次第終了。

ポスター配布対象者：４００ｍL献血ができた方

愛の妖精

けんけつちゃん東京都 献血会場 検索
赤十字のマスコット

ハートラちゃん

詳しくは
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