自 主 制 作 漫 画 誌 展 示 即 売 会

141

参加案内書
日程：2022年9月4日（日）11：00〜15：00
場所：東京ビッグサイト東1・2・3・8ホール

サークル参加されるにあたり、この案内書を熟読の上、ご参加ください。
サークルの代表者は案内書の内容を、
参加者各人に事前にお知らせください。

TOPICS

★今回は長年にわたり協力関係にあるイベント・創作 JUNE
系同人誌 即売会「J.GARDEN」と合同開催を行います。
同じ会場内での開催となり、一般・サークルともに相互の
行き来が常時可能です。
★会場が 東 4・5・6 ホールから東1・2・3・8 ホールに変
更となりました。東 2・3 ホール側が COMITIA141、東1
ホール側がJ.GARDEN52、東 8 ホールが入場手続きとコ
ミティア見本誌コーナーです。
★会場内はエアコンを稼働させていますが、場所によって気
温の差が激しいため、温度調整がしやすい服装にてご来
場ください。
★熱中症予防のため、こまめな水分補給を心がけてください。
会場内にも自動販売機があります。別紙「会場配置図」を

封入物の内容を確認

ご確認ください。
★会場内企画として「文化庁メディア芸術祭功労賞受賞記念
belne 竹宮惠子（オンライン出演）公開対談」を行います。
詳細は別紙「会場配置図」をご覧ください。
★会場の前日設営の募集を行います（事前登録制）
。お時間
に余裕がありましたらぜひご協力をお願いします。詳細は
Ｐ9「前日設営協力者募集」をご覧ください。
★現在、感染症予防対策としてサークル参加者は無料・有
料問わず飲食物の配布ができません。
★139より、カタログの会場販売価格を1500 円に値上げし
ています。
詳細はP10
「カタログ販売情報」
をご覧ください。
★140で試験的に実施した一般参加者への「先行入場チケッ
ト」販売は行いません。

目

・この参加案内書の封筒には「141参加案内書（本状）
」
「サー
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新型コロナウイルス感染症予防対策について（１／ 2）

するご案内」
「141サークルアンケート」が同封されています。

3

新型コロナウイルス感染症予防対策について（2 ／ 2）

不足しているものがありましたら、至急ご連絡ください。

4

会場までのアクセス、会場施設案内図

5

参加基本規定、出展ガイドライン

6

COMITIA 当日まで、当日のタイムテーブル、当日の手順

@comitia.co.jpまでメールでご連絡ください。サークル名はそ

7

当日のルール

のまま、カタログ・公式 HP 等に掲載されます。ご連絡が遅く

8

会場内における禁止事項、欠席される方へ、会場内でよく
ある質問、撮影について、WEB カタログの利用案内

9

会場設営撤収協力者募集

クル参加証明書（参加登録カード+ サークル通行証）
」
「会場
配置図」
「見本誌シール」
「宅配便（ヤマト運輸）の利用に関

・
「サークル参加証明書」に記された「サークル名」
「スペース
No.」
「イスの数」
「ジャンル記号」をご確認ください。申込内容
と異なっている場合は参加案内書到着から3日以内にclerical

なった場合は、修正が間に合わないことがあります。
・ご自分のサークルスペースの位置は、
「サークル参加証明書」の
スペースNo.と別紙「会場配置図」を照合してご確認ください。

10 カタログ販売情報／全国コミティア開催スケジュール

・「サークル参加証明書」は、出展責任者証明となりますので、

11

かならず会場に持参してください。

出張マンガ編集部のお知らせ

12 巡回協力者募集のお知らせ

・サークル名の一部に「■」が印字される場合がありますが、
これは特殊文字を代替しています。カタログ上では外字を作
成して表示しますので、問合せは不要です。
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141 における

新型コロナウイルス感染症予防対策について
今回の開催は、政府、自治体、会場の展示会開催ガイドラインに沿って、以下の感染症予防対策を取った上で
開催します。来場の前に以下をよくお読みいただき、参加者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。また、
サークル代表者は当日来場する参加者全員にこの内容を周知してください。

主催者 行う対策

【主催者が行う対策】
が

感染防止安全計画を策定し、東京都による確認を受けた上で開催します。
各種ガイドラインで定める人数制限に従い、会場内の人数が規定数以上にならないように入場制限を行います。
入場時に非接触型体温計による体温計測を行います。
会場の出入口に消毒用アルコールを設置します。
会場内ではシャッター等を出来るだけ開放し、可能な限り換気に努めます。シャッター付近のサークルは強い風が吹き込む
場合がありますので、防風の備えをお願いします。
サークルスペースへのチラシ配布は出来なくなりました。チラシ置き場の用意もありません。

来場時の注意と全参加者に向けた基本対策

【全参加者に向けた基本対策】

以下の症状、および経緯のある方の入場は出来ません。

● 風邪症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）やだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）のある方
● 37.5 度以上の発熱がある方
● 海外から日本へ入国・帰国後、指定された待機期間中の方
● 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断された方で、感染者と接触があった日から7 日以内の方
● 新型コロナウイルス感染症の陽性と判断され、療養期間中の方
会場内ではマスクの着用を必須とします。マスクは鼻にすき間なくフィットさせ、しっかりと着用してください。不織布製の
マスクを推奨します。
こまめな手指消毒・手洗いを推奨します。手でご自身の顔（目、鼻、口など）を触る際には特にお気をつけください。
大きな声での会話、また長時間の会話はお控えください。
会場への行き帰りでは感染予防に十分注意してください。会食を伴う打ち上げなどは行わず、直行直帰をお願いいたします。

リストバンド

入場者確認

【リストバンドによる入場者確認】
による

サークル参加、一般参加とも、来場者全員にリストバンドによる入場者確認を行います。
検温ならびにサークル通行証（一般参加の場合はカタログに付属する連絡先カード）の提出が済んだ方にリストバンドをお
渡しします。各自で手首へ装着してください。
リストバンドが終日の入場証となります。着用中は出入りが可能ですが、一度外すと再装着はできず、無効となります。
3 才以下の参加者は入場無料（リストバンド不要）とします。ただし、保護者が入場から退場まで、常に付き添っていた
だく必要があります。
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【サークル参加の方へ】
サークル参加の方へ
１スペース内のイスは１脚のみとし、追加イスは事前・当日共に販売は行いません。また、自前のイスの持込み、およ
び利用は禁止とします。
サークル通行証の枚数が３枚→２枚に変更されています。
サークルスペース間の机の距離を約 45cmずつ間隔を空けて配置しています。
スペース内の滞在人数は、交替時や混雑時の販売補助などを除き、可能な限り必要最小限の人数での対応をお願いします。
10 時から10 時 30 分は入場手続き（検温・リストバンド交換）が混雑します。早めのご来場をお願いします。
サークルスペースからのアピールは声掛けではなく、ポスター等、なるべくディスプレイでの工夫をご検討ください。
入場したらまず、ご自分のスペースの消毒を除菌ウェットティッシュなどで行っていただくようにお願いします。
アルコール度 数 60％以 上の消毒用アルコールは消防法で定める危険物となるため、個人での持込みは必要最小限
（500ml 以下）でお願いします。
使い終えたマスクや、ティッシュなどを捨てる際には、ビニール袋に密閉してからゴミ箱に捨ててください。
本の代金やおつりの受け渡しの際、コイントレイを使用するなどして、なるべく接触機会を減らしてください。
会場内での飲食はご自身のサークルスペース内でのみ可とします。それ以外の場所ではペットボトルからの水分補給のみ
可とします。飲食中は会話をできるだけ控え、手短かにお済ませください。
無料であった場合でも、飲食物の配布や提供はできません。

「参加者の連絡先の把握」
「接触確認アプリの推奨」について

【「参加者の連絡先の把握」「web システム利用の推奨」について】

政府・会場より、参加者の連絡先の把握が求められています。保健所から情報提供の要請があった場合、サークル参
加申込時の代表者連絡先を、関係当局に開示することがあります。代表者の方はサークル通行証を利用する方の氏名・
連絡先（電話番号またはメールアドレス）を必ず確認してください。
スマートフォンをお持ちの方は「厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ：COCOA」の登録を推奨します。

一般参加者 入場制限

【一般参加者の入場制限】
の

各種ガイドラインに従い、会場内の人数が規定数以上にならないように管理し、規定数を超えないように入場制限を
行います。
カタログに付属する連絡先カードを当日、入口付近で入場用リストバンドと交換していただきます。

その他の注意事項

その他の注意事項

政府・会場等の指示により、以上に加え対策を行う場合があります。その場合はコミティア公式サイト、メールニュー
スなどでお知らせいたします。

新型コロナウイルスのワクチン接種について

新型コロナウイルスのワクチン接種のお願い

コミティアは来場者のうち、可能な方には新型コロナウイルスのワクチン接種をお願いしています。ワクチンは感染率
を下げ、重症化を防げる効果があると報告されています。感染拡大の抑制により、イベントの入場者数制限の緩和を
始め、様々な社会経済活動の制限解除が期待されます。なお、東京都では現在ワクチン接種促進を目的としたサー
ビス「TOKYO ワクション」の活用を呼びかけています。
TOKYO ワクション公式サイト：https://tokyo-vaction.jp/
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会場までのアクセス
ビッグサイト全体及び周辺

電車ルートMAP

◆会場までの交通手段を教えてください。
【電車】新橋・豊洲より…ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車
大崎・新木場より…りんかい線「国際展示場」駅下車
【バス】
豊洲・東京・門前仲町の各駅からバス
「東京ビッグサイト」
下車。
【タクシー】運転手さんに「東京ビッグサイトの東ホールまで」
と指示してください。なお、東ホールのガレリア入口が開
くのは朝 8 時です。到着時間にご注意ください。
◆駐車場はどこにありますか？
東ホールの地下駐車場をご利用ください（2000 円 /1日：8 時
OPEN）
。
◆ATM はありますか？
●交通のご案内●

エントランスホールにゆうちょ、みずほ、セブン 3 行のATM

・ JR「大崎」or JR・地下鉄「新木場」〜りんかい線「国際展

が設置されています。下記コンビニにもATMがあります。
◆最寄りのコンビニはどこですか？

示場」下車 8 分
・ JR「新橋」〜ゆりかもめ「東京ビッグサイト」下車 3 分

東4ホール付近（ガレリア2F）
、エントランスホール、外のイベ

・ 地下鉄有楽町線「豊洲」〜ゆりかもめ「東京ビッグサイト」

ントプラザの 3ヶ所にあります。
◆コピー機はどこにありますか？

下車 3 分
・ JR「東 京」駅、有 楽 町 線「豊 洲」駅、東 西 線「門 前 仲 町」

上記の各コンビニに設置されています。エントランスホールに
あるビジネスセンターにも多数設置されています。

駅よりバス
※臨時バスの予定はありません。

◆飲食店はどこにありますか？

※自家用車を利用する場合は、会場及び会場周辺の有料駐

ガレリア2F の各所、北コンコース下に飲食店街があります。

車場をご利用ください（ホール裏・搬入スペースは企業専

◆喫煙所はどこですか？

用ですので立ち入りできません）
。他ホールの来場者で各

東1ホール付近（ガレリア 2F）から外へ出た左側にあります。

駐車場が満車となることもありますので、なるべく公共の

東 7・8 ホールの入口手前右側にもあります。

交通機関の利用をおすすめします。

会場施設案内図

部分は1F です

141
（8:00〜）

東8
ホール

1F
飲食店街へ

東7ホール

1Ｆ／中央
ターミナル

北コンコース
連絡ブリッジ

東雲

お台場
豊洲

銀座

入場ルート：エントランスから入り、北コンコース・連絡ブリッジを抜け、エスカレーターで1Fに下りてください。
ガレリアを直進して東8ホールで入場手続きを行い、東2ホールの入口へ向かってください。

−4−

「東京ビッグサイト」

参加基本規定
コミティアは販売物をオリジナル作品に限定した即売会です。いわゆるパロディ、二次創作作品の販
売はできません。また、法律に違反する作品の販売もお断りします。

コミティア出展ガイドライン
●販売物に関して

・ 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又

１. 既製の著作物（マンガ、小説、テレビ、映画、ゲームなど）

は自殺もしくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害
するおそれがあるもの

のパロディ、二次創作作品は販売できません。

・ マンガ、アニメーションその他の画 像（実写を除く）で、

ただし、以下のケースは例外とします。
・対象作品の著作権が切れていれば可。

刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為又は婚姻を

・実在人物（現在・過去問わず）をモデルとした作品は可。

禁止されている近親者間における性交もしくは性交類似行

・上記で不可に該当する作品でも（グループ誌の中の１作

為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現

品などの形で）一冊の作品の内の一部（総ページ数の半分

することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の

未満）である場合は可。

形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある

※表紙やパッケージにパロディ・二次創作が含まれる場合、

もの

誤解によるトラブルを防ぐため、本ガイドラインに沿った

３. 不特定多数の参加者が目にする「作品の表紙・パッケージ」

作品であることを明確に掲示してください。ポスター等の

「ポスター・机上ディスプレイ」などにも、ご配慮をお願い

目立つ掲示物への使用はご遠慮ください。

します。ポスター等の目立つ掲示物は本項１
・
２に該当しな

２.テーブルトークRPG、シェアード・ワールド、MMORPG、
プレイバイウェヴ、SNS 上でのユーザー参加型企画など、

いものでも露骨なものは取り下げていただくことがあります。

他者が作成した既存の世界観を利用し、自身のオリジナル

●コミックス（商業誌）の販売について

のキャラクターを描いたもの、世界観の著作者が「二次創

出版社から発行された個人のコミックスに関しては、作家自身

作」と規定するものは、コミティアではパロディ・二次創作

がコミティアに直接参加する場合、オリジナル作品として販売

作品と判断し、販売ができません。販売が可能な作品は「使

を可とします（雑誌、アンソロジー等は基本的に不可）
。
詳細はコミティア公式サイトの「商業コミックスの販売について」

用する世界観の著作者が編集・発行に関わるもの、あるい

（https://www.comitia.co.jp/html/entry̲comics.html）を参

は公認で発行されるもの」
、
「既存の世界観を元に創ったオ
リジナルキャラクターを、ご自身が創作した世界観で描い

照してください。
※COMITIA139より事前の販売申請が不要

たもの」となります。本項１の例外規定も適用されます。

になりました。ただし、引き続き見本誌の提出をお願いします。

３. 18 禁の実写作品（写真集・DVDなど）の販売はできません。

●性表現に関して

●その他注意
１.保健所・消防署・警察署の指示により、製造及び販売に資格

１.法律（刑法175 条）において「わいせつ図画」と見なされる

を有する必要がある、以下の物品の販売・配布はできません。

作品の持込、販売はできません。表現内容の程度につい

・飲食物（お菓子全般、茶葉・飲料など）

ては、男性・女性を問わず「性器の露骨な描写」は不可と

※自作・市販品を問いません。

します。性器の特徴的な部位を黒く塗る、もしくは白く抜く

・発火物（ライター、マッチなど）

など、表現上の配慮をお願いします。スタッフが見本誌を

・薬品化合物（石鹸、香水、化粧水など直接肌につける物）

確認した上で、販売物の修正要請、もしくは販売停止の対

２.音楽 CD や自作アニメ等を販売する際に試聴などを行う場

応をする場合があります。

合は、外部へ音が漏れないようにイヤホンやヘッドホンを使

２.コミティアが開催される東京都の「青少年健全育成条例」
に鑑み、作者が下記の要件に抵触するおそれがあると判断

用してください。楽器や音楽、音声を周囲に聴こえる大きさ
で長時間出し続けることは禁止します。

した作品には、表紙に「18 禁」
「R18」などの判りやすい表

３.他者に対する中傷・脅迫・いやがらせを目的としたもの、

示をつけ、即売会という「対面販売」の特性を活かし、18

他者に経済的もしくは精神的に損害や不利益を与えるもの、

歳未満の参加者への販売・閲覧はしない（させない）よう

コミティアの趣旨に反するとスタッフが判断したものは販売・

に注意してください。席を離れる際には布を掛けるなど、不

展示できません。

用意に手に取られることがないように配慮をお願いします。

以上、コミティアの趣旨をご理解の上、各人の良識の下に作品の発表・販売をお願いします。違反が発見された
場合には今後の参加をお断りすることもありますのでご注意ください。もし判断に迷った場合には、実行委員会
までお問合せください。
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（4）ディスプレイなどに関して

1．COMITIA 当日まで

◆ポスター・パネル等の掲示

（1）宅配便による搬入

・ スペースからはみ出すサイズのものは周りの迷惑になりますので

・ 別紙「宅配便の利用に関するご案内」を参照してください。

ご遠慮ください。
・ 掲示の内容は不特定多数の人が見ても不愉快な思いをしない

（2）サークル通行証の準備

ようにご注意ください。露骨な性描写などはお断りします。

・ サークル通行証は１枚につき１人入場できるリストバンドと交

・ 会場の柱にポスターを貼らないでください。

換できます。１スペース当たり２枚お送りしています。追加は

・ 床置きのディスプレイはポスタースタンドのみ可とし、高さは床か

できません。

ら2m以下になるように設置してください。

・ サークル通行証は東８ホール内の「入場手続き」で、検温後

・ ディスプレイは、急な風や振動で倒れないよう補強し、通行の

にリストバンドと交換します。そのリストバンドを入口のスタッ

妨げにならないようにしてください。

フに見せて入場管理を行いますので、会期中は常にリストバ

◆ラックの使用

ンドを身に着けていてください。

・ 販売物を並べるラックの高さは、
卓上から 80cm
（床から150cm）

・ サークル通行証がない場合は、カタログを購入して一般入場

までにしてください。

の列に並んで入場してもらうことになります。当日は忘れずに

・ 通路側から出展者の顔が見えるようにしてください。

お持ちください。

・ 倒れないように必ず机に固定してください。

・ サークル代表者の方は、使用する方の連絡先（氏名・電話番

2．当日のタイムテーブル

号またはメールアドレス）を必ず確認してからサークル通行証
をお渡しください。遅れて来場するサークルメンバーには事
前にサークル通行証を手渡しておくようお願いします。

（3）見本誌の準備
・当日に提出する見本誌の準備をお願いします。当日の提出手
順については P6-7「3-（4）巡回受付 :参加登録カードと見本誌
の提出」をご確認ください。
・ コミティアでは本以外の作品も便宜上
「見本誌」と呼んでいます。
・ 見本誌は当日の見本誌コーナーでの展示以外に、見本誌読
書会や他イベントへの貸し出し、図書館施設などでの展示、
カタログ誌上での紹介に利用されます。誌面での紹介に不都
合がある場合は見本誌シールにその旨を書き添えてください。

9:00
9:00
9:30
10:30
11:00
11:00
11:00
12:00
13:00
15:00
15:00

〜10:30
〜10:40
〜10:40
〜11:00

サークル参加者入場
宅配便荷物展開
巡回受付（見本誌回収）
サークル入場停止
開会（一般参加者入場）
〜15:00 会期中
〜
サークル時間外受付開始
〜 15:00 見本誌コーナーOPEN
〜
宅配便搬出受付開始
閉会
〜
会場撤収

3．当日の手順（一般参加者の入場まで）

・ 提出の対象は東京開催のコミティアで初めて販売する作品で

（1）サークル入場
（9：00〜10：30）

す。過去に東京開催のコミティアで提出済の作品は対象外
となります。

・ 東 8ホール内の
「入場手続き」で検温をした後、サークル通行証と

・ 見本誌は原則１種につき１点、必ずご提出ください。

リストバンドを交換し、装着したら入口でリストバンドを提示して入

・ 雑貨や手芸などのグッズ類、フィギュアなどの立体作品は管

場してください。リストバンドをお持ちでない方は入場できません。

理の都合上、例外的に提出不要としていますが、成人向け

・ 会期中は常にリストバンドを身に着けておいてください。

の場合は形態を問わず提出が必須となります。

（2）宅配便の受け渡し（9：00〜10：40）

◆見本誌シールについて
・ 提出する見本誌には案内書に同封している
「見本誌シール」を

・ 別紙「宅配便の利用に関するご案内」を参照してください。

必ず貼る必要があります。必要事項を記入の上、本の場合は

（3）カタログの販売
（9：00〜）

裏表紙
（表 4）に、それ以外の形態の作品は外側の裏面に貼っ

・ 9 : 00 以降、東２ホール「本部」横の販売スペース（別紙「会場

てください。

配置図」参照）で販売します。

（4）巡回受付：参加登録カードと見本誌の提出
（9：30〜10：40）
・ 巡回受付とは、開場前の時間帯にスタッフと作業協力者が各
サークルスペースを巡回し、
「参加登録カード」と「見本誌」
の回収を行う作業のことです。

・ シールがはがれやすい作品の場合、テープなどで補強してくだ

・ 参加登録カードはサークル参加証明書から切り離してご準備

さい。

ください。

・ 同封した見本誌シールは３枚です。１種しかない場合は１枚の
みご使用ください。４種以上ある場合は、見本誌シールをコピー

参加登録カードは
サークル参加証明書
に付属しています。
巡回受付時に
担当者へ
お渡しください。

などで複製し、はがれないようにテープなどで貼ってご提出く
ださい。
・ 見本誌シールはコミティアの所蔵であることを示す役割
（盗難防
止）も兼ねています。
・ 見本誌の返却は行っていません。あらかじめご了承ください。
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・ 巡回受付は 9 :30 〜 10 :40 ごろに各スペースを回りますので、

（6）サークルアンケートの提出
・ 別紙「サークルアンケート」は当日忘れずにお持ちください。

ご自分のスペース内でお待ちください。回ってきたスタッフが
サークル名とスペース No.を確認して、参加登録カードと見

これは、現在のコミティアが抱える問題点や改善点、当日の

本誌を提出すれば受付完了です。
（P6「1-（3）見本誌の準備」
参照）

ます。この回答内容は、公式サイトや次回のカタログで抜粋

状況を、サークルの立場から教えてもらうことを目的としてい
して紹介するとともに、コミティアを運営する上で貴重な資料

・ スペース内への到着が遅いと巡回受付が回り切れないことが
あります。10 : 00までに到着していただけると確実です。

・ 巡回受付スタッフは 10 :40 頃までスペースを回っていますが、
10 : 00 以降に入場された場合には回り切れないこともありま

となっています。ご意見、ご感想を記入の上、お帰りの際に「本
部」か「出入口」のアンケート回収箱までお持ちください。
・ サークルアンケートが同封されていなかった、あるいは忘れ
た、紛失してしまった場合は、
「入口」
「本部」
「時間外受付」

す。10:40までに受付ができなかった方は、P7「4-（3）時間

で配布しています。

外受付：遅刻入場時の手続き」をご確認ください。
・ この作業は多くの人手が必要なため、スタッフだけでなく、

・ アンケートはメール（question@comitia.co.jp）や郵送、FAX
（03-5953-3873）でも受け付けています。

サークル・一般からも有志を募って行っています。詳細は
P12「巡回協力者募集のお知らせ」をご覧ください。

（7）閉会（15：00）〜会場撤収

（5）入場停止（10：30〜11：00）

・ 開催時間は 15: 00までです。閉会アナウンスの後、スペース

・ 一般入場前の 30 分間は入場を停止します（退場はできます

の片付けが終わった方から順次退出してください。

が、入場はできません）。入口を閉鎖しますので、それまで

・ 用事などで閉会まで会場にいられない方は、会期中に帰宅

にはご自分のスペースへお戻りください。

されても構いません。
・ 退出の際は、会期中・閉会後にかかわらずイスは畳んで床

4．当日のルール（一般参加者入場から閉会まで）

に寝かせてください。机への立て掛けは倒れたりして危険な

（1）開会・一般参加者入場
（11：00〜）

のでお止めください。

・ 一般参加者入場時には、通行の妨げにならないよう自分の

・ 机に貼られたスペース No.のシールはお帰りの際に必ず剥が
してください。

サークルスペース内へお戻りください。

・ 閉会後、会場の撤収作業を行います。手順はP9で説明してい

（2）スペースでの販売に関して

ます。参加人数が多いほど、早く楽に終わる作業なので、お時

・ ご自分のスペースになるべくスペースNo.の表示をお願いします。
・ 大勢の人がサークルスペース前に集まり、周囲に迷惑がかか

間と体力に余裕のある方はぜひご協力をお願いします。

（8）ゴミの捨て方

るような販売方法、交流会等の実施はご遠慮ください。その

・ ゴミはその場に残さず、分別して必ずゴミ箱（別紙「会場配

ような状況になった場合、周囲の安全確保のため中止、また

置図」参照）に捨ててください。

はスペースを一時的に移動していただくことがあります。その

・ ゴミは「燃えるゴミ／缶・ビン／ペットボトル／ダンボール／

際はご協力をお願いします。
・ その他、販売物や販売方法についてのガイドラインは P5「出

紙類」の 5 種類に分別してください。それぞれ必ず、水気を

展ガイドライン」とP8「会場内における禁止事項」を参照し

切る、小さくつぶす、あるいはたたんでから捨てるようにして
ください（ゴミ箱＝別紙「会場配置図」参照）
。

てください。

（3）時間外受付：遅刻入場時の手続き（11：00〜）
・ 11:00より開設する「時間外受付」
（東 2 ホール・本部横）では、
遅刻入場された方や巡回受付が回ってこなかった方のため
に、
「参加登録カード」と「見本誌」の提出を受付しています。

・ 使用済のマスクを捨てる時は、ビニール袋に入れて密封した
状態で捨ててください。

（9）当日の注意事項
・ 当日の安全でスムーズな運営のため、スタッフの指示には必
ず従ってください。

該当する方はサークルでの販売を開始する前に、こちらへ提

・ 忘れ物、落し物は「本部」でお預かりします。イベント終了後

出をお願いします。

も1 ヶ月は保管していますので、まずはメールで「連絡先」
「落

・「参加登録カード」だけ巡回受付で提出し、11:00 以降に見

し 物 の 詳 細」を 記 入 の 上、お 問 い 合 わ せ く だ さ い

本誌が届いた場合などは、こちらに見本誌だけご提出をお願

（info@comitia.co.jp）
。なお、東京ビッグサイトの防災センター

いします。

（tel.03-5530-1129）に届けられている場合もありますので、そ

・「本部」で受付は行っておりません。

ちらにもご確認ください。

（4）見本誌コーナー（12：00〜15：00）

・ 子供連れの参加者の方は、お子さんに迷子札をつけ、目を

・ 見本誌コーナーは、各サークルから提出された見本誌を無

離さないようにしてください。また、コミティアでは成人向け

料で、自由に閲覧することができます。今回は「東 8 ホール」
にあります（別紙「会場配置図」参照）。

の作品も発表されています。小さな子供がそれらの本を知ら
ずに手にすることの無いようにくれぐれもご注意ください。

・ 感染症予防対策の一環として、見本誌コーナー内の人数制

・ スケッチブックの受け渡しによるトラブルが増えています。
「本

限を行っています。混雑時にはお待ちいただく場合もありま

部」では対応できませんので、スケッチブックを預かる際は、

すので、あらかじめご了承ください。

必ず相手の名前、受渡の時間、連絡先（メールアドレス、住
所等）を確認してください。

（5）宅配便による搬出（13：00〜16：00頃まで）
・ 別紙「宅配便の利用に関するご案内」をご参照ください。
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会場内における禁止事項

撮影について

・ 東京ビッグサイトは全館終日禁煙です。必ず指定の喫煙所を

・ 個人・サークルが同人誌、学 術論文、ブログ・ＳＮＳなど、

ご利用ください。
（P4「会場施設案内図」参照）

個人メディアへの掲載を目的とした撮影を行う場合はコミティ

・ 飲酒は禁止です。泥酔している方の入場はお断りします。

アに申請などは不要です。安全確保とトラブル防止のため、

・ コスチュームプレイは禁止します。

下記の注意事項を必ずお守りください。

〈ガイドライン〉

●基本事項

…既製の著作物に描かれたキャラクターの服装（アニメ・マン

・ 動画の撮影や配信は不可です。撮影は静止画（写真）のみで

ガ・ゲームなど）

お願いします。

…公務員・公営企業あるいは民間企業（法人・団体等）の制

・ 会場内の撮影は混雑していない場所で行なってください。ス

服（例：警察官、消防員、軍服、ナース、メイド、巫女、他）

タッフ、警備員の判断で撮影の中断をお願いする場合があり

…肌の露出が激しいもの

ます。指示には必ず従ってください。

・ 目出し帽や顔全体が隠れる被り物の着用は禁止します。

・ フラッシュ、または強いライトを当てるような撮影はご遠慮くだ

・ 木刀・モデルガン等、スタッフが危険と判断する物の持込み

さい。

を禁止します。

・ 撮影会やチェキ会はご遠慮ください。

・ 押し売り、呼び込みなどの強引な販売は禁止します。

●撮影対象への確認

・ 他のサークルスペースに直接チラシなどを配布することはでき

・ 対象には撮影（取材）の目的および媒体、連絡先などを伝え、

ません。

許可を得てください。展示・頒布物を撮影する場合も、出展

・ 動物（ペット）の持込は禁止します。

者からの許可が必要です。

※介助犬・盲導犬・聴導犬を除く。

・ 作業中のスタッフを撮影することは基本的に不可とします。撮

・ 他者の同人誌、市販品、古物、チケット類の転売は禁止します。

影許可を取ること自体が作業の妨げとなる上、対応する時間

・ 参加スペースの他者への譲渡はいかなる場合も禁止します。

を取ることも難しいためです。

・ サークル通行証の売買・交換（金品を代価とする譲渡）を禁

・ 対象に許可を得ない無断撮影、対象および周囲に撮影してい

止します。

ることが分からない隠し撮りなど盗撮行為は禁止します。許可

・ 作業中のスタッフを撮影することは禁止します。

を得ていない相手にスマートフォン等含むカメラを向ける行為

・ 動画の撮影・配信は禁止します。
（詳細は右記参照）

など、盗撮と誤解されやすい行動も避けてください。

・ 宗教の勧誘行為は禁止します。

・ 会場内の遠景・風景写真（映り込む人物が特定できないレベ

・ 他者に対する中傷・脅迫・いやがらせ・他者に経済的もしく

ルのもの）については、自由に撮って構いません。
●公開時の注意

は精神的に損害や不利益を与える行為は禁止します。

・ 予期せず撮影許可を得ていない人物が、個人を特定できるレ

違反が発見された場合には今後の参加をお断りすることもあり

ベルで映り込んでしまった場合、公開時にその人物の顔にぼ

ますのでご注意ください。もし判断に迷った場合には、実行委

かしを入れる、修正を加えるなどのご配慮をお願いします。

員会までお問合せください。

WEB カタログの利用案内

欠席される方へ

・『コミティアWEBカタログ』
（以下、WEBカタログ）は PC・ス

・ 当日の出欠は「参加登録カード」の提出にて確認しています

マートフォン・タブレット等で利用可能な、コミティアの参加が

ので、コミティアに欠席の連絡は不要です。書類の返送も

より便利になるサービスです。参加サークル情報の閲覧・検索、

必要ありません。

チェックリスト作成や印刷、会場図の表示・印刷などを行うこ
とができます。

コミティア会場内でよくある質問

・ COMITIA139よりサークル参加者には1スペースにつき1つ、

◆ 宅配便（ヤマト運輸）で送った荷物の受取場所はどこですか？
・ 別紙「会場配置図」に表 示された「ヤマト運輸荷物展開ス

WEBカタログが利用できるサークル専用の「アカウント作成
コード」を進呈することになりました。この機会にぜひご利用

ペース」で 9：00〜10：40 の間、荷物が置かれています。自

ください。
「アカウント作成コード」は『サークル参加証明書』

スペース近くを探してください。荷物が見当たらない場合は

に印字されています。

「ヤマト運輸受付」にてお尋ねください。

・ サークル専用の「アカウント作成コード」はご自身のサークルと

◆会場から荷物を送るにはどうすればよいですか？

紐付く仕組みになっており、サークル情報の編集ができます。

・「ヤマト運輸受付」にて 13：00〜16：00 頃までの間、受け付

サービス期間中は任意のタイミングで WEBカタログ用のサー

けています。15：00の閉会直後は大変混雑します。

クルカット（カラー画像もOK）をアップロードしたり、URL情

◆ケガ・急病の際はどうすればよいですか？

報を編集することができます。リアルタイムな情報発信にご活

・ 気分の悪くなった方はスタッフに申し出てください。市販の

用ください。

医薬品の準備及び救急救命士が待機しています。

・今回は合同開催となるJ.GARDEN52 のサークル情報も掲載さ

・ 急病人を見かけても直接救急車を呼ばずに、まずスタッフか

れます。

「本部」へ連絡してください。緊急車両通行の誘導が必要な

COMITIA141のサービス期間

ため、救急車の要請は必ず会場側の担当者を通して行いま

2022/8/6(土) 12:00 〜 9/12(月) 18:00

す。個別に「119」へ電話すると、かえって対応が混乱する
場合があります。
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前日設営協力者を募集します!!
スタッフが開催前日夜に行う設営の協力者を募集しています。コミ
ティアは「みんなで作る」がモットー。前日に時間の余裕がありまし
たら、応募条件を確認の上、ぜひご協力をお願いいたします。作
業は図面通りに机をまっすぐ並べたり、イスを机に置いていくとい
うシンプルなもの。特別な技能は必要ありません。参加人数が多
いほど一人一人の負担も減って早く終わります。何も無かったビッ
グサイトの会場にもりもりと机やイスが並べられていく光景は壮観
ですよ。

※終わり次第、ご自身のサークルスペースへの搬入が可能です。
※協力者にはカタログなど、ささやかではありますがお礼の品を
贈呈します。

参加登録の〆切日

応募条件
・右記のフォームよりご登録可能な方。

2022 年 8月22日（月）まで。

・事前のメール連絡が可能な方。
（作業前日の9/2（金）中までに、メールでご案内を

https://forms.gle/pPUZJBZdnVfdSXCfA

お送りします。
）
・体温が 37.5 度未満の方。
（37.5 度以上の場合は速やかに帰宅していただきます）
・9/3（土）18:00 までに東京ビッグサイト東 2 ホール前へ集合できる方。
※18:15から作業開始となります。
※設営終了は 21:00を予定しています。

会場撤収協力者を募集します!!
閉会後に時間のある参加者の方に会場撤収の協力をお願いしています。つい先程ま
で人と物で溢れかえっていた会場がきれいに片付くのは気分が良いですよ。
「このあ

図1

と予定が…」という方は机のスペース№シールを剥がして、イスと机をたたんでもら
えるだけでも助かります。なお、14:40 に図1の「撤収レクチャー会場」にて、作業
の簡単なレクチャーをおこないます。参加は必須ではありませんが興味がある方は

東3ホール

東2ホール

ぜひお越しください。

●レクチャー…当日14：40から15分程度
●作業時間…当日15：00から1時間程度

撤収レクチャー会場

【作業の進め方】
1. 閉会後、自分が使った机のスペースNo.シールを剥がしてください。
2.使ったイスを通路各所に配置するイス台車近くへ集積してください。

図2

3. 机の足をたたみ、図 2のように机の天板を合わせてセットを組みます。
足に黄色いシールが貼られた机は、シールが無い机と混ぜないでください。そ
の後、セットした机を二人一組で台車に積んでください。
※早めにお帰りになる方やお手伝いできない方は、イスをたたみ、床に寝かせて
置いてください。机に立て掛けると、倒れる恐れがあります。
※軍手を持参いただけるとありがたいですが、お持ちで無い方には本部でお渡し
します。
※撤収作業に参加されない方は、速やかにホール外へ退出してください。作業進
行の妨げとなります。待ち合わせや雑談等はホール外にてお願いします。
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黄色のシール
※シールの有る机と無い机の 2 種類あり
ます。
ここを見て机を選り分けてください。

合同カタログ「ティアズマガジン141+ガーデンガイド52」販売情報

■カタログ（ティアズマガジン）とは…
コミティアのカタログには『ティアズマガジン』
（TIA'S MAGAZINE）という名前があります。これは、
ただのサークル出展者の一覧を掲載しただけの「カタログ」ではなく、コミティアの情報や主張を深
く伝える情報誌として役割を持つことから名付けられました。参加サークルリストとサークル PR カッ
ト、参加の諸注意といった情報のほかに、作家・作品を紹介する「Push&Review」のコーナーや、読み物コラム、アフターレポー
トなどの記事を中心に構成しています。

合同カタログ取扱い書店（予定）

※「各店」表記の書店は、グループ内で取扱いの無い店舗もありますので、個別の店舗宛に問合せをお願いします。

とらのあな・各店

まんだらけ・各店

書泉グランデ

喜久屋書店 仙台店

メロンブックス・各店

ジュンク堂書店 池袋本店

新宿紀伊國屋 COMIC&DVDフォレスト

まんが王

フロマージュ・各店

ブックファースト 新宿店

中央書店コミコミスタジオ

アリスブックス

アニメイト・各店

SHIBUYA TSUTAYA

合同カタログは上記書店にて2022 年 8月7日（日）発売予定（書店前売価格：1300 円）
139 よりカタログの当日販売価格が1500 円になりました。長らくの間1000 円で販売を行ってまいりましたが、運営経費や
負担の増大によりやむを得ず値上げしました。ただし書店前売価格は1300 円のまま据え置きとなっていますので、ぜひ事前
購入をご検討ください。当日はサークル向けにコミティア本部横でも販売します。 ※価格は全て税込です。

全国コミティア開催スケジュール
★関西 COMITIA65
日程：2022 年 9 月19 日（月／祝）
会場：京都パルスプラザ 大展示場
募集：700 スペース

★名古屋 COMITIA61
日程：2022 年10 月 2 日（日）
会場：名古屋国際会議場 白鳥ホール
募集：350 スペース

★九州 COMITIA6
日程：2022 年10 月 30 日（日）
会場：西日本総合展示場 AIM3 階
募集：100 スペース

★COMITIA142
日程：2022 年11月 27 日（日）
会場：東京ビッグサイト
西1・2・3・4 ホール
募集：3500 サークル / 個人
（予定 / 状況により変更する
場合があります）

★北海道 COMITIA16
日程：2022 年12 月 3 日（土）
会場：札幌コンベンションセンター
大ホール
募集：直参 250 スペース
委託 150set

★みちのくCOMITIA9
日程：2022 年12 月11日（日）
会場：ビックパレットふくしま
展示ホール
募集：直接 300sp
委託100BOX
※THE ADVENTURES project017
と合同開催

★COMITIA143
日程：2023 年 2 月19 日（日）
会場：東京ビッグサイト
東 4・5・6 ホール
募集：未定

★新潟 COMITIA55
日程：2022 年11月 20 日（日）
会場：朱鷺メッセ F 展示ホール A
募集：直接 150 スペース
委託 50 スペース

※新型コロナウイルス感染症拡大その他の影響により、日程などが変更になる
可能性があります。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
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表紙は前回のものです

「COMITIA141+J.GARDEN52」に一般参加される方には、入場料の代わりとして1人1冊合同カタ
ログ「ティアズマガジン 141+ ガーデンガイド 52」を購入していただきます。このカタログには「連絡
先カード」が 1枚付属しており、両イベントの入場証代わりとなる「一般参加者用リストバンド」と交
換することができます。今回は、COMITIA のカタログ『ティアズマガジン 141』と、J.GARDEN52
のパンフレット『ガーデンガイド 52』が１冊にまとまった『合同カタログ』として発行します。
※書店前売価格（1300 円）・当日販売価格（1500 円）は従来の『ティアズマガジン』と同じです。

会場内企画のご案内

詳細はコミティア公式HP内「出張マンガ編集部」、
合同カタログをご覧ください。

出張マンガ編集部（東1・2ホール間）
「出張マンガ編集部」とは出版社が会場でマンガ・イラスト等の持込を受け付けるもの。気軽にプロの編集者のアドバイスを
聞くことが出来る場として好評を頂いている恒例企画です。今回は102誌( 媒体 ) の編集部が集まりました。出張編集部がきっ
かけでデビューした方も数多く、出版社からも高い評価をいただいている本企画。年齢・経験は問いません。バリバリのプロ
志望の方も、編集者に自分がどう評価されるか聞いてみたい！という方も、作品を持込んでみませんか？

すでにプロで活躍

していて新しいフィールドにチャレンジしたい方も歓迎です。

出展編集部一覧
【集英社】少年ジャンプ

が ラ イフWIN ／ スト ーリアダッシュ／ 【マッグガーデン】MAGCOMI ／月刊

【集英社】少年ジャンプ＋

WEBコミックガンマ／ WEBコミックガン

【集英社】ジャンプ SQ.

マぷらす／ bamB! ／エッセイささくれーる 【アース・スター エンターテイメント】

【集英社】週刊ヤングジャンプ／となりの

／すくすくパラダイスぷらす／本当にあっ

ヤングジャンプ

た愉快な話／エッセイコミックせらびぃ

コミックガーデン
コミック アース・スター
【コミックスマート】GANMA!

【集英社】ウルトラジャンプ

【新潮社】くらげバンチ

【新書館】ウィン

【集英社】マーガレット

【新潮社】バンチデジタルコンテンツ編集部

【新書館】ディアプラス／シェリプラス

【集英社】マンガＭｅｅ

【徳間書店】コミックリュウ

ス

／ハッカプラス

【小学館】週刊スピリッツ／月刊！スピリッツ 【芳文社】COMIC FUZ

【リイド社】mimosa

【小学館】やわらかスピリッツ

【幻冬舎コミックス】comicブースト

【MUGENUP】エクレア コ ミック／

【小学館】マンガワン

【実業之日本社】COMICリュエル＆ジャ

【講談社】週刊少年マガジン／別冊少年マ
ガジン／マガジンポケット

ルダン

【NuPu 編集部】NuPu

【主婦の友社】コミック編集準備室

【講談社】月刊少年マガジン／月刊少年マ 【祥伝社】SHODENSHA COMICS
ガジン R

【銀杏社】漫画街

【講談社】少年マガジンエッジ
【講談社】ヤングマガジン／月刊ヤングマ
ガジン／ヤンマガ Web

エクレア文庫
【モバイルメディアリサーチ】caramel
編集部
【forcs】.Fizz ／コ ミックゲ ン ま！／

【KADOKAWA】少年エース／ヤングエー

blackショコラ／ piu ／恋愛ショコラ

ス／ヤングエースUP／少年エースplus

【NHN comico】comico

【KADOKAWA】月刊コミック電撃大王

【ミキサー】ミキサー編集室

【講談社】アフタヌーン／good!アフタヌーン 【KADOKAWA】月刊コミックフラッパー 【ソラジマ】SORAJIMA Studio
【講談社】月刊少年シリウス

／ 月 刊 コ ミ ッ ク ジ ー ン ／ COMIC 【ナンバーナイン】Studio No.9

【講談社】別冊フレンド

BRIDGE ／コミックキューン／月刊コミッ 【ジーオーティー】MeDu ／アンスリ

【講談社】月刊デザート

クアライブ

ウム／ ExE

【秋田書店】ヤングチャンピオン／どこで 【KADOKAWA】コミックニュータイプ

【ワニマガジン社】COMIC 快 楽 天 ／

もヤ ング チャン ピ オン／チャン ピ オン 【スクウェア・エニックス】少年ガンガン

COMIC 快 楽 天 ビースト／ COMIC

RED ／マンガクロス

／ガンガン ONLINE ／ Gファンタジー

X- E R O S ／C O M I C 失 楽 天

【白泉社】マンガ Park ／マンガラボ！

／ガンガンJOKER ／ビッグガンガン／

WEEKLY快楽天／異世快楽天

【双葉社】webアクション

ヤングガンガン

【竹書房】まんがライフオリジナル／まん 【一迅社】コミック百合姫／ LOVEBITES

持込の仕方

●９時半前後を目安に、準備が整っ

／

※上記の出展編集部は諸事情により
変更となる場合があります

●コミティア公式 HP 内「出張マンガ編集

た 編 集 部から 持 込 受 付を始 めます

部」から『エントリーシート』のダウンロー

（開始は編集部によって異なります）。一般参加者は開会

ドが出来ます。事前に印刷し、記入したも

の11時から持込可能です。

のを用意しておくと持込がスムーズです。

●持込には『整理券』と、
『エントリーシート』の２つが必要です。

https://www.comitia.co.jp/html/hensyu.html

どちらも出張マンガ編集部内「整理券配布所」で配布します。

●見せるのはその雑誌への持ち込み用に書いた作品でなく

●希望する編集部の『整理券』を取り、
『エントリーシート』

ても可です。ご自分の同人誌や商業誌 ( 単行本・刷り出しな

に必要事項を記入したら、持込する編集部のブース内で順

ど )、生原稿でもＯＫ。データ原稿はプリントアウトしてきて

番をお待ちください。

ください。

●
『整理券』は１回につき１枚のみ取ってください。複数の編

●その 他、詳 細はコミティア公 式 HP 内「出張マンガ編集

集部に持込を希望する方は、１回の持込が終わってから再

部」をご確認ください。

度『整理券』を取るようにしてください。
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