


【重要】新コミックマーケット９９のサークル申込の変更事項等

コミックマーケット99の開催に当たり、コミック
マーケット98の中止に伴う対応と新型コロナウイル
ス感染症予防対策につき、サークル申込の変更事項
を以下に記します。なお、全般的な注意事項につき
ましては、公式Webサイトの記載も必ずご参照下さ
い。

新型コロナウイルス感染症予防対策については、
現時点の状況を反映したものであり、開催までに政
府・東京都・会場によるイベントの開催に関する規
制の変更があった場合等、これを受けて対応を行う
場合があります。詳細については、公式Webサイト、
公式Twitterにて順次ご案内します。

なお、状況によっては、開催日数・ホール等形態
を変更することもありますので、ご承知おき下さい。

【主な変更事項（サークル向け）】

オンライン申込にあたり、PDFのみで冊子の送付
を行わないサークル参加申込書セットを購入して
の申込が可能となります（冊子版のサークル参加
申込書セットを使ってのオンライン申込も従来通
り可能です）。

郵送申込でも(Circle.msアカウントとサークルの
ひも付けを行い)Circle.ms経由での電子メールで
の通知が受け取れること、公式Web及び、Circle.
msサイトを閲覧できることを必須とします。

 1スペースは、机半分、イス1脚、サークル通行証
の枚数を2枚とします。追加イスの販売は行いま
せん。イスの持込もご遠慮下さい。

開催時間を変更する可能性があります（ただし、
開会時間をこれまでの10:00より早めることはあ
りません）。アピールを参照下さい。

サークル参加者は、事前に連絡先の登録をお願い
します。登録方法については、後日お知らせしま
すが、オンラインによる登録のみになる可能性が
あります。

登録された情報は、開催後1ヶ月をめどに破棄し
ます。感染が疑われる方が出た場合、保健所等の
公的機関に対しての必要な情報提供として、連絡
先を開示する場合があります。

サークルスペース内の滞在人数は、交代時や混雑
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。

机の間隔を確保したり、サークル内のバックヤー
ドの余裕を確保したりするため、スペース数は、
前回より減少します。

緊急事態宣言の発令、政府・東京都・会場からの
自粛の要請、その他感染防止に際し緊急の事態が
生じた場合など、開催を中止する場合があります。
その他、やむなく中止にいたった場合は、申込責
任者に原則電子メールで連絡の上、諸費用を差し
引き、返金について出来る限り努力します。ただ
し、会場を含む各種取引先との契約の多くには、
天災等に関する相手方の免責事項等が存在します。
また、開催中での中止の場合は、既に多額の諸費
用が発生しています。これらの事情により、特に
会場費支払後の返金については、非常に困難であ
ることをご承知おき下さい。

冊子版のコミックマーケット99サークル参加申込
書セットは、コミックマーケット100においても、
利用可能とします。その際の使用方法・コミック
マーケット99からの変更事項、コミックマーケッ
ト100ジャンルコード等については、公式Webサイ
トの告知のみとします。

【繰越クーポンの利用方法】
コミックマーケット98のサ

ークル参加費を繰越したサー
クルは、お手元のクーポンを
利用し、残りのサークル参加
費2000円を負担して下さい。
郵送申込の場合は、右図のよ
うに金額の訂正・押印をした
上で、郵便振替の手続きを行
い、お手元の繰越クーポンを
配置用データの所定欄にのり
付けして下さい。オンライン
申込の場合は、画面の指示に
従って手続きをお願いします。郵送申込の繰越クーポンは郵送申込のみに、オンライン申込の繰越クーポンは
オンライン申込のみに使用可能です。使用に当たっては、送付クーポン付属の説明をご参照下さい。

【オンライン申込について】
○オンライン申込サポートページ → https://www.comiket.co.jp/info-c/e_application/
○詳しい申込手順 → https://docs.circle.ms/howto/10.html

【コミックマーケット準備会】
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「コミックマーケット９９」（新日程）参加のご案内

次回のコミックマーケット９９は以下の日程で実施の予定です。

日時 ： ２０２１年１２月３０日(木)～３１日(金)＜予定＞
場所 ： 東京国際展示場（東京ビッグサイト東・西・南展示棟）

各ジャンルの配置予定日は９～11頁に記載されています。コミックマーケット９８の申込数等によりジャン

ルを振り分けましたが、申込状況によっては－各日の抽選率に大きく差が出た場合－配置日が変更になる

可能性があります。各ジャンルがどの日に配置されるかはコミケットに一任して頂きます。

オンライン申込を行う方は、次のＵＲＬの指示に従って下さい。

https://www.comiket.co.jp/info-c/e_application/

郵便による申込の場合、スケジュールは以下の通りになります。振替用紙裏面の日付と異なりますが、こち

らの日付を正しいものとします。オンライン申込の決済締切、申込締切は表紙を参照して下さい。オンライン

申込の場合は受付確認通知を郵送せず電子メールでのご案内になる等、返送物は異なる可能性があります。

☆申込期間 ２０２１年 ８月１９日(木)～ ８月２５日(水)期間内日附印有効
郵便振替を行う期間。オンライン申込の締切は８月２７日（金）です。

☆配置用データ送付期間 ２０２１年 ８月１９日(木)～ ８月２５日(水)(期間内消印有効)
受付証明書を貼った配置用データと短冊を専用封筒に入れて投函する期間。

☆キャンセル返金受付期間 ２０２１年 ８月２６日(木)～ ９月１０日(金)(期間内消印有効)
→２頁Ⅱ参照 受付証明書を貼った配置用データを期間内に送付しなかった場合、返金の依頼を行う期間。

☆配置辞退受付期間 ２０２１年 ８月３０日(月)～ ９月１０日(金)(期間内消印有効)
→６頁ⅩⅣ参照 配置用データ送付後に配置辞退の依頼を行う期間。オンライン申込も同様。

☆返送時期
①受付確認通知 ２０２１年１０月 ２日(土)＜投函予定／新規郵送申込のみ＞
②当落通知 ２０２１年１１月１５日(月)＜投函予定＞

③返金（抽選洩れ・Ｌ係）２０２１年１２月 ６日(月)＜発送予定＞

発送時期の詳細確認は、インターネット（Ｗｅｂページ、７頁参照）をご利用下さい。別途指示がある場合

を除き、各々の送付期限を１０日以上過ぎても連絡が無い場合は、ただちにコミケットに返信用封筒同封で連

絡して下さい。連絡が無い場合は参加申込の放棄とみなします。

☆コミックマーケットはアマチュアの為の展示即売会です。法人、営利目的などの団体の参加は基本的にお断

りします。また、頒布物もオリジナルのものに限ります。

☆サークル申込手続き等において不正を行った場合、当選していてもスペースは使用出来ません。

☆サークル参加申込書セット（コミケットマニュアルを含む）、コミケットアピール（別途配布）は、参加者

全員が熟読して下さい。マニュアルやアピールに記載されている事を理解し、かつ守る事は参加サークルの

必要最低限の義務となります。コミケット当日も持参して下さい。

☆１スペースは、机半分、イス１脚、サークル通行証（入場券）２枚、搬入量は幅９０㎝、奥行７０㎝、高さ

１５０㎝以内で、参加費は８，０００円となります。また、見本誌として全ての新刊を１部ずつ提出して頂

きます。

☆１サークル（同一申込責任者）は１つのスペースしか申込出来ません。

☆配置用データ送付後、上記期間内に配置を辞退する場合は、６頁の案内に従って手続きして下さい。抽選洩

れ扱いにします。通常、これ以外の辞退、キャンセルは受けられません。

☆日程変更（延期など）の場合は、別途申込責任者に連絡の上、配置辞退を受け付けます。

☆緊急事態宣言の発令、政府・東京都・会場からの自粛の要請、その他感染防止に際し緊急の事態が生じた場

合など、開催を中止する場合があります。その他、やむなく中止にいたった場合は、申込責任者に原則電子

メールで連絡の上、諸費用を差し引き、返金について出来る限り努力します。ただし、会場を含む各種取引

先との契約の多くには、天災等に関する相手方の免責事項等が存在します。また、開催中での中止の場合は、

既に多額の諸費用が発生しています。これらの事情により、特に会場費支払後の返金については、非常に困

難であることをご承知おき下さい。

☆参加のご案内は毎回変更が多数入りますので、必ず全文に目を通して下さい。

☆申込書類は返却しません。また、「サークルカット」「aサークル名」「gサークル名（カナ）」「iカタ

ログ掲載用執筆者名」「j発行誌名」などのデータ使用に関しては、㈲コミケットに一任して頂くことにな

ります。

【コミックマーケット準備会】
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コミックマーケット９９参加申込の方法について

☆オンライン申込を行う場合、ⅠとⅣのみを参照し、具体的な申込方法に関してはＷｅｂの記載内容に従って

下さい。

☆コミックマーケット９９の申込方法を説明します。指示が守られていない場合は、書類不備として扱われ、

抽選から除外されます。

☆書類記入は全て消えない黒の筆記具を使い、楷書（英字はブロック体）で丁寧にわかりやすく記入して下さ

い。鉛筆、消せるペンの使用や、“ブルーブラック”などの色の付いたペンの使用は禁止です。

☆コミックマーケットカタログ、コミケットのＷｅｂサイトに掲載されている「配置担当者の一言コーナー」

(http://www.comiket.co.jp/info-c/hitokotoBN.html)も参考にして下さい。

Ⅰ コミックマーケット９９申込書セットの内容確認
参加申込セットはコミケットマニュアルの他に以下のＡ．～Ｇ．の５点が含まれています。表紙の「内容

物一覧」を利用して、不足が無い事を購入後直ちに調べて下さい。

郵便振替払込書用紙（３連式） ＜本冊子に綴込＞

Ａ．コミックマーケット９９参加申込書 （第１片：払込取扱票）

Ｂ．コミックマーケット９９申込書送金控 （第２片：払込金受領証）

Ｃ．コミックマーケット９９申込証明書 （第３片：郵便振替払込受付証明書）

Ｄ．コミックマーケット９９配置用データ （この冊子の15～16頁です）

Ｅ．短冊：カタログ用カットカード （裏表紙から切りとって下さい）

Ｆ．まんがレポート用紙 （裏表紙から切りとって下さい）

Ｇ．配置用データ郵送専用封筒 ＜本冊子に折込＞

Ｈ．合体配置用封筒（別売。合体申込（ⅩⅢ参照）時のみ使用）

それぞれの用紙はコミックマーケット９９専用でコピーや今回以外の用紙は使用出来ませんが、コミック

マーケット１００においても利用可能とします。

Ⅱ 申込の手順（概要）と返金について
１．郵便振替払込書用紙（３連式）に必要事項を記入し、申込期間内に自動受付機（ＡＰＭ機）を使わ
ず、必ず郵便局の窓口で入金して下さい（Ⅴ参照）。払込取扱票（Ａ．コミックマーケット９９参加

申込書）が郵便局経由でコミケットに到着した時点で、申込の受付となります。繰越クーポンの利用方法

は表２を参照して下さい。

２．Ｄ．配置用データ、Ｅ．短冊に必要事項を記入し、配置用データ送付期間に投函して下さい。配置用デ

ータを投函した後はキャンセル出来ません。抽選洩れの場合は参加費を返金します。

３．配置用データ送付期間に配置用データを投函しなかった場合、申込は自動的にキャンセルになります。

キャンセル後に返金を希望する場合、キャンセル返金受付期間にＣ．申込証明書を「コミケットＬ係」宛

に郵送して下さい。抽選洩れサークルと同時に返金します。

Ⅲ 申込書部品の作成と申込書類などの保管
本冊子の15～16頁のＤ．配置用データを切り取り線で切り離して下さい。

裏表紙からＥ．短冊とＦ．まんがレポート用紙を点線に沿って四辺とも丁寧に切り離して下さい。

Ｅ．短冊は、点線部分は点線の上で切り取り、点線がＥ．短冊に残らないようにして下さい。また、太線

部分は太線の外側に白い紙が残らないように切り取って下さい。Ｅ．短冊のうち１枚は予備です。

郵送指示があるもの以外は、必ず自分の手元で保管して下さい。特に、払込金受領証（Ｂ．コミックマー

ケット９９申込書送金控）の申込書番号は、入力（当落検索）、記入（各種届出書）する事で本人である確

証とします。また、コミケットからの送付物（受付確認通知、当落通知）も後で必要になる場合があります

ので、到着日を控えた上で、全て保管して下さい。受付番号は、当落検索や次回以降の申込の際に必要にな

りますので、紛失しないようにして下さい。

Ⅳ 申込責任者の選出等
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。サークルの代表者が好ましい。申込時点で義務

教育を終了している事。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。郵送申込も(Circle.msのアカウントとサークルのひ

【コミックマーケット準備会】
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も付けを行い)Circle.ms経由での電子メールでの通知が行える事。公式Ｗｅｂ及びCircle.msのサイトの閲覧

が出来る事。

コミケットでは、郵便物などは申込書に記入されている申込責任者宛にのみ発送し、問い合わせや駐車券

の申請も申込責任者のみ受け付けます。申込書類は可能な限り申込責任者が記入して下さい。申込責任者宅

には必ず表札を掲げ、鍵を掛けた郵便受けを設置して下さい。これらを、「郵便事故防止の為にサークルが

行うべき最低限の義務」とさせて頂きます。申込書に記入されている申込責任者は、やむを得ないと認めら

れる理由がある場合を除き、変更出来ません。申込責任者の変更は、次回以降の申込からにして下さい。

Ⅴ 郵便振替払込書用紙（Ａ．参加申込書など）の作成と送金
郵便振替払込書用紙裏面に書かれている注意事項を確認して下さい。郵便振替払込書用紙第１片のＡ．参

加申込書（払込取扱票）に以下の注意事項を参照の上、aサークル名、申込責任者の②氏名、③住所、④自

宅電話、⑤昼間の連絡先を記入して下さい。記入した③住所、②氏名を第２片～第３片表面に、aサークル

名、④自宅電話、⑤昼間の連絡先を第２片～第３片の裏面に書き写して下さい。

aサークル名は１４文字以内（数字・アルファベットは２文字で１字に計算）に限ります。常用漢字以外

の文字や記号は表示出来ない場合があります。

「サークル名」をコンピューター処理する都合によるお願い 文字 表記 意味
「サークル名」中に、右表に記載されている３種類の“文字”が含まれる場合、コ

ンピューター処理の時点（受付確認通知・当落通知の宛名ラベル）では、対応表の様 “♡” 仝 ハートマーク
に“表記”される事をご了承願います。冊子版カタログ（発行は検討中）のあいうえ

お順リストには、正しい文字で掲載されます。 “２ ” ^2 上付数字の２
これに伴い、“仝”、“^2”、“_2”という“文字”、“文字列”がサークル名に

使用出来なくなる事もご了承願います。 “２ ” _2 下付数字の２

②氏名は必ず本名を記入して下さい。他人名義、ペンネームなどの本名以外で申込を行った場合は、申込

書類の全てを没収します。氏名のフリガナ欄も忘れずに記入して下さい。

③住所は都道府県から記入して下さい。建物、団地名などを省略しないで下さい。必ず申込責任者の在住

場所を記入して下さい。郵便局留や私書箱（転送サービス等を含む）は認められません。住所に町名が含ま

れない（市区町村名と番地のみの）場合は“（無町名）”と、番地が無い場合（×丁目×番地×号などが全

く無く町名のみの住所の場合）は“（無番地）”と記入して下さい。住所のフリガナ欄も忘れずに記入して

下さい。都道府県のフリガナは不要です。郵便番号は、建物の番号でなく町名の番号を記入して下さい。

申込後に転居した場合は、郵便局に転居届、コミケットに住所変更届（12頁参照）を出して下さい。

④自宅電話は、自宅の電話番号（携帯電話不可）を記入して下さい。無い場合は、“□無し”に印を付け

て下さい。

⑤昼間の連絡先は、昼間に連絡が取れる番号を必ず記入して下さい。

送金前にＡ．申込書のa～⑥をＤ．配置用データの該当個所に転記して下さい。繰越クーポンを利用する

場合は表２を参考に金額を変更して下さい。

Ａ．申込書裏面の注意事項に従って、郵便局の窓口（９時～１６時）で参加費を払い込んで下さい。

（別途払込手数料が必要です）自動払込機（ＡＰＭ機）使用は、Ｃ．申込証明書が発行されないの
で、おやめ下さい。第３片のＣ．申込証明書が発行される場合、窓口で機械処理（ＧＴ機）しても大丈

夫です。払込取扱票（第１片）が郵便局経由で届いた時点で申込の受付となります。

払込時、窓口では第２片と第３片に受付局日附印を押して（局員が日附印を押し忘れるトラブルが時折発

生していますので必ず確認して下さい）あなたに返します。このうち、第２片の「払込金受領証（Ｂ．申込

書送金控）」は、申込（入金）の証として、また、Ｗｅｂページでサークル情報の登録や検索を行う際に必

要な申込書番号の控えとして大切に保存して下さい。コミケットへの不着などの問い合わせの際には、Ｂ．

申込書送金控（表面）のコピーを必ず同封して下さい。第３片の「郵便振替払込受付証明書（Ｃ．申込証

明書）」、繰越クーポン（利用する場合）は、受付局日附印が押印された原本（コピーでないオリジナ

ル）をＤ．配置用データの所定の欄に（書かれている指示に従い）全面をのり付けし、きちんと乾かして

下さい。

送金は、申込書セット購入後（配置用データ送付期間最終日迄の）いつでもかまいません。

Ⅵ Ｄ．配置用データの記入方法
記入欄のうち、a～⑥には、払込前にＡ．申込書の内容を正確に書き写して下さい。他の項目は以下の指

示に従って記入して下さい。

Ｄ．配置用データに受付局日附印の押された郵便振替払込書用紙第３片「郵便振替払込受付証明書（Ｃ．

申込証明書）」の原本が貼付されていない場合、Ｄ．配置用データは無効です。

“♡”
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gサークル名（カナ）は、発音出来る文字のみの先頭１４文字を（以後の文字は切れても良いので）カタ

カナで書いて下さい。この項目はコミケットカタログの索引項目です。

左詰めで書き、途中に空白を入れない。

“！”や“・”などの記号や英数字を読みに入れない。

１４文字に満たない場合は、右側を余白として何も記入しない。

濁点、半濁点、音引きは一文字に数え、記入する。

aサークル名が平仮名、片仮名、数字などの場合もgサークル名（カナ）を記入して下さい。

使って良い文字

アイウエオ カキクケコ タチツテト ナニヌネノ マミムメモ ヤユヨ ワヲン ゛（濁点）

ァィゥェォ サシスセソ ッ ハヒフヘホ ラリルレロ ャュョ ー（音引き） ゜（半濁点）

使ってはいけない文字（使うと書類不備扱い）

“ ”（空白）、０～９（数字）、Ａ～Ｚ、ａ～ｚ（英字）、“！”、“・”など（記号）

記入例 （サークル名） → （サークル名カナ）

例１．ＣＯＭＩＣ・マーケット倶楽部 → コミックマーケットクラフ゛

例２．COMIC MARKET ファンクラブ → コミックマーケットファンクラ

例３．ＭＩ－６ → エムアイシックス

⑧執筆者名（ＰＮ可、何人でも）は、申込責任者のものを先頭に、代表者が申込責任者と別にいる場合は

２番目に、以下何人でもいくつでも記入して下さい。通りが良いものを必ず記入して下さい。

iカタログ掲載用執筆者名（ＰＮ可、１名）は、⑧執筆者名（ＰＮ可、何人でも）の中から１名のみを選

び、記入して下さい。

別ペンネームはiカタログ掲載用執筆者名以外で他ジャンル、ネット、商業媒体等で別のペンネームを使

用している場合、全て記入して下さい。この項目は配置の参考にのみ使い、非公開です。

j発行誌名（１冊・タイトル）は、定期刊行誌がある場合はその名前を、無い場合は最近出た本の名前を

１冊のみ記入して下さい。iカタログ掲載用執筆者名とj発行誌名の項目に記入された内容はＷｅｂカタ

ログ（13頁参照）及びＤＶＤ－ＲＯＭカタログ（発行は検討中）の索引項目になります。空白でも不備にな

りませんが、なるべく記入して下さい。

⑪コードには、９～11頁のジャンルコード一覧から一緒に配置されたいコード（補足一覧に指示がある場

合はそのコードを、無い場合は近いと思われるもの）を、番号でひとつだけ記入して下さい。

コード900は、他に近いジャンルが全く無い場合に限り利用して下さい。ジャンル複合（よろずサークル）は、コード900以

外で、サークルの活動内容に近いと思われるコードを選んで下さい。

⑫生年月日は、西暦が「19」｢20」始まりの該当するところに丸をつけた上で記入して下さい。

昭和 35 40 45 50 55 60 平成 2 7 12 17

西暦 1960 1965 1970 1975 1980 1985 西暦 1990 1995 2000 2005

⑬性別を記入して下さい。

⑭前回受付番号にはコミックマーケット９８の、⑮前々回受付番号にはコミックマーケット９７の参加、

抽選洩れのお知らせに印刷されている受付番号を書き写して下さい。封筒の紛失などで番号がわからない場

合、及びその回に申込を行っていないサークルの方は何も記入しないで下さい。該当する回以外の受付番号

は無効ですので記入しないで下さい。２サークル以上が同一の前回受付番号や前々回受付番号を使う事は出

来ません。⑭前回受付番号欄や⑮前々回受付番号欄に配置場所を書いた場合は書類不備とします。

申込時の職業を記入して下さい。自由業、自営業などの場合は、詳しい内容も併せて記入して下さい。学

生の場合は、高校、専門学校、大学など、学校の種別を記入して下さい。

初申込時期は、（抽選洩れを含み）現在のサークル名で最初に申込を行った時期を記入して下さい。

⑯前回申込は、（サークル名の変更を問わず）コミックマーケット９８への申込有無、抽選結果を記

入して下さい。キャンセル・配置辞退の場合は、「Ｃ：申し込んでいない」として下さい。

⑰頒布物概要には、頒布物の概要や傾向をなるべく詳しく（当て字、伏せ字を使わず）記入して下さい。

この欄に記入された情報とサークルカットの内容に基づいて配置を行ないます。但し、コミケットで保証す

るのは、ジャンルコード毎の配置のみです。

●もとにしている作品がある場合（ＦＣ系・アニメ系・ゲーム系など）は、その作品名・媒体・掲載誌・作家名（略記不

可）、及びサークルの傾向（ギャグ系・シリアス系、マンガ・イラスト・小説など）を詳しく記入して下さい。

・カップリングがある場合はキャラ名を略さずに明記して下さい。

・カップリングが複数ある場合は、配置してもらいたいカップリングを最初に書いて下さい。

●もとにしている作品がない場合は、サークルの活動内容（会員制・個人サークルなど）及び傾向を詳しく記入して下さい。

・学漫は学校名、同人ソフトは機種や傾向、音楽系・芸能系は、アーティスト名を記入して下さい。
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９７回の販売実績には、コミックマーケット９７に参加した場合は、他に委託した分も合計して下

さい。逆に自分のサークルの発行物以外は記入しないで下さい。サークルの名称を変更したり、分離した場

合は後継のサークル１つだけがデータを記入して下さい。参加しなかった場合も、他のサークルに委託を行

った場合はそのデータを記入して下さい。参加も委託も行わなかった場合は、０と記入して下さい。頒布物

がメディアの場合、「サイズ・ページ」には「ＣＤ」「ＣＤケース」「ＤＶＤ」「ＤＶＤトールケース」の

ように、メディアの種類とパッケージの大きさを書いて下さい。それ以外の頒布物も搬入時の“かさ”が分

かるように記入して下さい。配置場所の参考にします。

⑱持込数には持込冊数の合計を、⑲販売数には販売冊数の合計を計算し、記入して下さい。合計が０の場

合も記入して下さい。

９９回の販売予定は、現在の予定を記入して下さい。予定数が合理性を欠く場合、抽選が著しく不利にな

ります。

⑳持込予定数は、持込予定冊数の合計を計算し、（５～１０といった範囲でなく、ひとつの数字で）記入

して下さい。予定が無い場合は０と記入し、⑰頒布物概要に合理的な説明を記入して下さい。

㉑オンライン申込用番号は記入項目でなく、配置用データにも記載欄はありません。

㉒TwitterIDは任意項目です。サークルの情報をツイートしている場合は、なるべく記載して下さい。

裏面のアンケート（コミケットへの要望など）には、コミックマーケットのどんな点が良かったか、改善

すべき点は何かを具体的に記入して下さい。

「Ｇ．配置用データ郵送専用封筒アンケート欄のＡ（Ｂ）に答を書いて下さい」の指示がある設問の答は、

Ⅹで封筒に書き写して下さい。

Ⅶ Ｅ．短冊の記入方法
各記入欄（a～③、g～⑧、⑪～⑭、⑯～⑳、㉒）にＤ．配置用データの内容を正確に書き写して下さい。

Ｄ．配置用データの内容とＥ．短冊の記入内容が異なっていた場合、中身の入れ違いや、フリガナ、アパ

ート、建物名、様方などの書き漏らしも含め、重大な不備として扱います。

短冊を２枚以上送付した場合は、書類不備とします。

Ⅷ カタログ用サークルカット（Ｅ．短冊の右側）の記入方法
サークルカットはスキャニングしたデータをカタログに利用します。

サークルカットには、当日買い物に来る一般参加者に訴えたい事（サークルの活動内容、頒布物に関する

アピールなど）を書いて下さい。カットはサークルの顔です。わかりやすく節度のある内容でお願いします。

カットの記載に関する注意事項は以下の通りです。

・スミ一色（ボールペン、鉛筆は禁止）で書いて下さい。

・アタリ線はスキャニング時に読み込む可能性があるので薄めに書いて下さい。

・⑰頒布物概要の記入に沿った内容で書いて下さい。

・サークルの連絡先（住所、ＵＲＬ、電子メールアドレスなど）を、なるべく記載して下さい。

・左上にはスペースナンバーを入れますので、何も記入しないで下さい。また、外枠、及び左上の部

分を区切っている枠を消さないで下さい。

・右上の部分はサークル名を記入する欄です。右上の部分を区切っている枠は、なるべく消さないで

下さい。サークル名は必ずカット内に分かりやすく記入して下さい。

サークルカットは冊子版カタログ（発行は検討中）に掲載される際に約６６．７％縮小されます。実際に

縮小コピーを作成して文字が読めるか、トーンがつぶれないかなどを確認して下さい。

複数サークルの連続したカットはご遠慮下さい。

カットに何かを貼る場合、普通のプラスチック糊は非常に剥がれやすいので、強粘着タイプで貼って下さ

い。貼り込む紙が厚い場合、スキャニング時に影がでてしまいますので薄い紙

を、スキャニングに写りこまないように裏に何も書かれていない紙を使って下

さい。また、スキャニング後に外枠等を上書きします。

ロゴマークなど知的所有権に抵触するものは、使用しないで下さい。また、

写真使用の場合、肖像権や著作権に抵触しないものにして下さい。権限者（本

人を含む）の許可を受け、写真やロゴを使う場合は、⑰頒布物概要欄にその旨

を明記して下さい。

Ⅸ Ｆ．まんがレポート用紙の記入
２０２０年のコミックマーケット中止・延期、エアコミケの感想や広く訴え

たい事などをまんがや文字などで表現して下さい。 カット：桜木 蓮

（サクラノイロ）＜この場所に掲載するカット（８２％縮小）を募集しています＞
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Ⅹ Ｇ．配置用データ郵送専用封筒裏面の記入方法
各記入欄（a～g、i～⑮、⑱～⑳、アンケートＡ～Ｂ）に、Ｄ．配置用データの内容を正確に書き写し

て下さい。

Ｄ．配置用データの内容とＧ．配置用データ郵送専用封筒の記入内容が異なっていた場合、重大な不備と

して扱います。（中身の入れ違いや、フリガナ、アパート名、様方の書き漏らしを含む）

ⅩⅠ 封緘
Ｇ．配置用データ郵送専用封筒に、

Ｄ．配置用データ ：Ｃ．申込証明書（郵便振替払込受付証明書）の原本を貼り、糊が乾いたこ

とを確認してから、折線の箇所で三つに折って下さい。

Ｅ．短冊 ：カットが下（封筒の底）になるように入れて下さい。

Ｆ．まんがレポート用紙：何枚入れても入れなくても不備になりませんが、白紙は入れないで下さい。

を入れて封をします。

配置用データなど書類の訂正、変更、差替えはいかなる事情であろうとも認められませんので、封をする

前に、記入漏れ、中身の入れ忘れ・入れ間違いが無いように何度も確認して下さい。

送付書類をクリップで留めたり、申込に直接関係の無い手紙類を同封されると、事務処理の効率が著しく

悪くなりますので、ご遠慮下さい。希望、感想などがある場合は、アンケートに記入するか別途送付願いま

す。

為替類が同封されていた場合はカンパとみなします。現金は郵便法に触れるので絶対に入れないで下さい。

ⅩⅡ 投函
Ｇ．配置用データ郵送専用封筒に、送料分の切手を貼ります。

合体申込をしないサークルは以上で完成です。網カケ枠の部分に市販のプライバシー保護シールを貼って

投函することを認めます。封筒の網カケ枠からはみ出さない形でシールを貼って下さい。シールの使用は任

意です。貼らなくても貼っても構いません。合体申込を行う場合は、シールを貼ってはいけません。

配置用データ送付期間内に日本国内で、投函日が確認出来る通常郵便物として差出して下さい。消印が期

間外になるトラブルを避けるため、最終日の差出は避けて下さい。最終日に差出する場合は、郵便ポストな

どへの投函でなく郵便局窓口への持込をお勧めします。どうしても最終日に郵便ポストに投函せざるを得な

い場合は、郵便ポストに掲示されている取集時刻を確認し、最終取集時刻より余裕をもって投函して下さい。

郵便ポストへの投函が夜間の場合だけでなく、午後の場合も翌日の取集となる可能性があり、その場合は翌

日消印の郵便物となりますのでご注意下さい。

消印有効の完全抽選制です。以後のトラブルに備えて投函日時、投函場所（郵便局名やポストの場所）、

投函者氏名を控えておいて下さい。

送付先：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2-42-11 池ノ上駅前郵便局留 コミケット

ⅩⅢ 合体申込の方法
同じジャンルコードで同じ傾向の２サークルが連続したスペースにしたい場合には、ⅩⅠ封緘までの指示

に従いＧ．配置用データ郵送専用封筒を個々に作成、封緘した後に、Ｈ．合体配置用封筒を使用して下さい。

（従来の）郵便による申込サークルとオンライン申込サークルとの合体配置は出来ません。

Ｈ．合体配置用封筒は別売です。必要な方は通販で必ず購入して下さい。Ｈ．合体配置用封筒を利用しな

い場合、連続したスペースの申込は認めません。また３サークル以上の連続したスペースは認めず、全て書

類不備として扱います。

各記入欄に、両サークルのＧ．配置用データ郵送専用封筒の内容を正確に書き写して下さい。

Ｈ．合体配置用封筒に、送料分の切手を貼ります。Ｈ．合体配置用封筒は定形外郵便物なので送料が

１２０円以上必要です。仕分け作業の支障になるので折って大きさを変えないで下さい。投函時の注意事

項はⅩⅡ投函と同じですが、Ｈ．合体配置用封筒にはプライバシー保護シールを貼ってはいけません。

合体申込と抽選とは連動しておりませんので片方、もしくは両方のサークルが抽選洩れとなる可能性があ

ります。また、合体で申し込まれたサークルのうち、片方の申込書類に不備があった場合、事務処理の都合

で両方のサークルが書類不備扱いになる場合があります。

ⅩⅣ 配置辞退の方法
オンライン申込完了後、または配置用データ投函後に配置を辞退する場合、７頁の記載に従って連絡して

下さい。配置辞退後の手続きは通常の抽選洩れサークルと同じです。受付確認通知、当落通知が発送され、

抽選洩れサークルと同時期に返金されます。
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ⅩⅤ 抽選洩れの場合
抽選洩れになった場合、当落通知送付時期（１頁参照）に郵便で抽選洩れをお知らせします。また、抽選

洩れの返金は、返金時期（１頁参照）に記名の郵便振替払出証書にて行います。

コミックマーケット９９予定表

区分 期 日 内 容 参照先等

８月１９日～ ８月２５日 日附印有効 申込（振替）受付期間 申込書１頁

８月１９日～ ８月２５日 消印有効 配置用データ送付期間 申込書１頁

８月２６日～ ９月１０日 キャンセル返金受付期間 申込書１頁

Ｒ ８月３０日～ ９月１０日 配置辞退受付期間 申込書１頁

予定 １０月 ２日 受付確認通知発送予定
（郵送申込のみ）

Ｊ１ １０月１１日～１０月１３日 消印有効 受付確認通知未着届受付期間 申込書13頁～14頁

Ｅ ～１０月２５日 必着 サークル名訂正届受付期間 申込書11頁～12頁

Ｄ ～１０月２５日 住所変更届受付期間 当落通知反映分

以後も受け付ける （オンライン）

予定 １１月１５日 当落通知発送予定

Ｊ２ １１月２４日～１１月２６日 必着 当落通知不着届受付期間 申込書13頁～14頁

（未定） 日附印有効 カタログ通販受付期間 アピール

～１１月２６日 日附印有効 サークル駐車券申込受付期間 アピール

予定 １２月 ６日頃 抽選洩れサークル宛返金 抽選洩れ通知

予定 １２月上旬頃 拡大準備集会開催 アピール

予定 １２月中旬 サークル駐車券発送予定 アピール

予定 １２月３０日～１２月３１日 コミックマーケット９９開催

受付確認通知、コミケットアピール、公式Ｗｅｂサイトなど、後から発表された案内の日程、指示に従って

下さい。

コミックマーケットの広報媒体

コミックマーケット公式サイトのＵＲＬは http://www.comiket.co.jp/ です。

同梱されていたコミケットプレスは上記公式サイトに移行します。

Twitter(http://twitter.com/comiketofficial/)でも情報を発信しています。

【注意】電子メールでの問い合わせは、一切受け付けておりません。

配置を辞退する場合

オンライン申込完了後、または配置用データ投函後に配置を辞退する場合、封書で「準備会Ｒ係」まで

１頁記載の期間内に連絡して下さい。

・郵便振替の払込金受領証（オンライン申込の場合は未使用の物）のコピー、

またはCircle.msにある申込履歴ページのプリントアウト

・次を記載した紙

「配置を辞退します」 ／ 申込書番号 ／ サークル名 ／ 申込責任者の住所、氏名

参加申込書セットの表記に誤りを発見された方は、お気軽に「コミケット申込書係」までお知らせ

下さい。６頁のカット見本も募集中（採用分薄謝進呈）です。こちらも「コミケット申込書係」まで。
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個人情報保護の指針

有限会社コミケット及びコミックマーケット準備会は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、

本個人情報保護の指針を遵守します。

１ 個人情報の取得

有限会社コミケットは、個人情報を、適正な手段により取得します。

２ 個人情報の取得・利用目的

有限会社コミケットは、主催する即売会・イベント等において、個人情報を、以下の目的で利用します。

個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲

を超えて個人情報を利用することはありません。

（１）即売会等の参加サークル管理・即売会運営に関する情報処理のため

（２）即売会等の参加サークルに対する連絡・問い合わせ・協力依頼のため

（３）各種発行物等の協力依頼・ご案内のため

（４）執筆者名、発行誌名、サークル名に含まれる個人名その他、サークルカットに記載されている個人情

報、Ｗｅｂで登録するメールアドレス等については、有限会社コミケットの発行するカタログ及び運営

するコミケＷｅｂカタログ等において掲載するため

（５）その他イベント開催及び上記に付随する業務に使用するため

３ 個人情報の共同利用

有限会社コミケットは、以下の通りコミックマーケット準備会と個人情報を共同利用し、個人情報保護法

その他関連する法令を遵守します。

・共同利用者の範囲 ：コミックマーケット準備会

・データ管理責任者名称：コミックマーケット準備会共同代表 安田かほる・筆谷芳行・市川孝一

・データの項目 ：有限会社コミケットの保有する全ての個人情報

・利用目的 ：有限会社コミケットの利用目的に準じます

４ 個人情報の安全管理

有限会社コミケット及びコミックマーケット準備会は、個人情報を、内部の運営体制及び従事者の教育を

通じて、適切に管理し、個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する予防措置を講じます。

５ 個人情報の開示、訂正、その他の苦情等について

有限会社コミケットは、個人情報について、開示、訂正、その他の苦情等について、ご本人からのお申出

があった場合には、お申出頂いた方がご本人であることを確認のうえ、個人情報保護法の定めに従い、誠実

かつ速やかに対応します。お申出が個人情報保護法の定める要件を充たさない場合、または、個人情報保護

法その他の法令により、開示等を拒絶することが認められる事由がある場合には、お申出に添えないことが

ございます。

なお、開示に際しては、手数料を頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。

６ お問い合わせ窓口

開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、

〒155-0032 東京都世田谷区代沢2-42-11 池ノ上駅前郵便局留

有限会社コミケット 個人情報係

までお願いいたします。詳細についてはコミケットのＷｅｂをご参照下さい。

７ 継続的改善

有限会社コミケットは、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものと

し、必要に応じて、当指針を変更することがあります。

※コミケットでは、郵便振替払込用紙（３連式）に記載されている申込書番号を本人確認の手段として──公

的機関の発行する証明書と同等の位置づけで──利用します。申込書番号を紛失したり、第三者に知られな

いように注意して下さい。また、受付番号もサークル外部に知られないように注意して下さい。

※有限会社コミケットは、有限会社サークルドットエムエスに「サークル情報登録＆当落情報検索システム」

及び「コミケＷｅｂカタログ」の業務を委託します。業務委託に伴い、郵送申込のサークル分も含めて、シ

ステム運用に必要な情報をサークルドットエムエスに提供することになりますが、利用範囲は、本システム

運用の範囲に限定します。
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Ｃ９９ジャンルコード一覧（１／３）
【ジャンルの統合】

・「あんさんぶるスターズ！」は、「(315)ゲーム（ソーシャル女性向）」へ

・「進撃の巨人」は、「(812)FC（少年）」へ

*1 コード ジャンル 補足一覧

１１１ 創作（少年） 少年マンガ・青年マンガ
２

１１２ 創作（少女） （アクセサリー・ドール・服飾・雑貨→１１６）／少女マンガ・女性マンガ／動物

１ １１３ 創作（JUNE/BL） （自主制作ＢＬゲーム→３１４）

歴史・ （ゲーム→３００）
１１４

２ 創作（文芸・小説） 三国志・オリジナルの創作物（詩・俳句・短歌・替え歌等）

１１５ 学漫

１ １１６ オリジナル雑貨 ドール･服飾・アクセサリー

（自主制作ゲームソフト（オリジナルゲーム、設定資料含む）→２１３）

成年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／オーガスト・Leaf（To Heartシリーズ

２１１ ギャルゲー うたわれるもの）・Key（リトバス・サマポケ）・アリスソフト・light・âge（マブラヴTE

シュヴァケン含む)・ゆずソフト（RIDDLE JOKER・喫茶ステラと死神の蝶）

シスプリ・べびプリ・シュタゲ・ときメモ・リンドリ・とらハ・なのは・花騎士・アイギス

２ 対魔忍シリーズ・ナナシス・BanG Dream!シリーズ

デジタル 自主制作(楽曲・効果音・映像・アニメ・映画)／音楽ＣＤ(DTM)・ボイスドラマ
２１２

（その他） Ｗｅｂラジオ・ボカロ（亜種・UTAU含む）・ボイロ／5ch･niconico・ブログ

（自主制作ＢＬ・乙女ゲーム（元にした本を含む）→３１４）

自主制作ゲームソフト・自主製作同人ハード／ＶＲ・ＡＲ・レトロＰＣ・モバイル機
２１３ 同人ソフト

スマホ／（ＰＣ及びＩＴ関連）評論・情報／ＣＧ集・伺か

同人ソフト作品を元にした本等／ひぐらし・うみねこ

Ｆａｔｅシリーズ（プリズマ☆イリヤ・Zero・Extraシリーズ・GrandOrder

１ ２２１ ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ Apocrypha・“ロード・エルメロイⅡ世の事件簿”等含む）／月姫・メルブラ

魔法使いの夜／奈須きのこ

２２２ ＶＴｕｂｅｒ 配信者本人／ＶＴｕｂｅｒをもとにしたファン活動

２３２ 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）

ラブライブ！シリーズ関連作品（サンシャイン！！・ニジガク
２

２３３ ラブライブ！ スクフェス・スクスタ等）／ラブライブ関連アイドル（μ’ｓ・Ａｑｏｕｒｓ

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・Ａ－ＲＩＳＥ・Ｓａｉｎｔ Ｓｎｏｗ等）

２３４ 東方Project （自主制作ソフト・アレンジ音楽含む）

*1：現在の配置予定日。変更の可能性もあります。（１：１日目、２：２日目）

*2：未定。何れの日にも配置される可能性があります。

*3：準備会で他の適切と思われるジャンルに割り振る場合があります。

※「萌え×××」「×××擬人化」の類は、「×××」に関係するジャンルで申し込んで下さい。

※メディアミックス作品は基本的に当該作品の初出メディアのジャンルに申し込んで下さい。但し例外も

ありますので、「補足一覧」や前回の「コミックマーケットカタログ」も確認して下さい。

※Ｗｅｂコミック作品の場合も補足一覧の雑誌名等に準じるジャンルで申し込んで下さい。

コミケットへの連絡について

コミケットへの連絡は、次の方法で行って下さい。

・係が決まっているものは、各案内の記載に従った時期、方法で連絡して下さい。締め切り後に一括で処理す

る場合、返送をお待たせする可能性があります。

・その他の問い合わせは「コミックマーケット準備会Ｑ係」宛に封書で随時連絡して下さい。回答が不必要な

場合を除き、「未使用の８４円切手を貼って自分の住所氏名を記入した返信用封筒」を同封して下さい。

係名を間違えると回答が遅くなる事があります。不明な場合や、指定された場合以外は係名を書かないで下

さい。また、次のＵＲＬも参考にして下さい。http://www.comiket.co.jp/ForQuestioner.html

【注意】電子メールでの問い合わせは、一切受け付けておりません。
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Ｃ９９ジャンルコード一覧（２／３）
*1 コード ジャンル 補足一覧

（自主制作ゲームソフト（ゲーム、設定資料含む）→２１３、

女性アイドル物→２１１、男性キャラ（アイドル等中心）→３１５）／評論・情報

攻略／格闘・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・プライズ・アーケード・音ゲー・洋ゲー
３００ ゲーム（その他）

FPS・パチンコ・パチスロ／戦国BASARA・無双シリーズ・GUILTY GEAR

BEMANI・QMA・モンハン・逆裁・ロンパ・ロックマン・スプラトゥーン・サクラ大戦

ぷよ魔導・Undertale・Minecraft・ツインエンジェル・戦国乙女・ボンバーガール

CHUNITHM・ざくざくアクターズ

ボードゲーム・カードゲーム・テーブルトーク（コールオブクトゥルフ等）
ゲーム

３１１ TCG（オリジナルのスターター・エクスパンション含む）・囲碁・将棋・麻雀
（電源不要）

ＰＢＭ・ＰＢｅＭ・ＰＢＷ（人狼・シルバーレイン等）

（成年向描写のあるソシャゲー・女性アイドル物→２１１、男性キャラ（アイドル

等）中心→３１５、FPS・TPS・洋ゲー→300）／携帯ゲー・スマホゲー・ソシャゲー

ブラウザゲー・ネトゲー／位置ゲー（Ingress・駅メモ）／MMO（RO・PSO等）

ゲーム（ネット・ MOBA（LoL等）／グラブル・ウマ娘・パズドラ・白猫・メギド７２・政マニ
３１２

ソーシャル） ららマジ・SHOW by ROCK!!・天華百剣・SINoALICE・ドルフロ

１ ハチナイ・ファンキル・俺タワー・“アリス・ギア”・城プロ

ガールフレンド(仮)・あんさんぶるガールズ！・IdentityV 第五人格

プリンセスコネクト！Re:Dive・アークナイツ

アトラス（女神転生・ペルソナ・世界樹）・ファルコム（英雄伝説・イース）

３１３ ゲーム（ＲＰＧ） 幻想水滸伝・ゼルダ・FE・魔人学園・九龍・ワイルドアームズ・サモンナイト

アトリエシリーズ・テイルズシリーズ

（ソシャゲー女性向・男性キャラ（アイドル等）中心→３１５）／自主制作（ＢＬ・

３１４ ゲーム（恋愛） 乙女）ゲーム（元にした本等含む）／コーエーネオロマ／ときメモＧＳ・薄桜鬼

学園ヘヴン・咎狗・ドラマダ・ラッキードッグ１・うたプリ

男性キャラ（アイドル等）中心／あんさんぶるスターズ！シリーズ
ゲーム

３１５ アイマスＳｉｄｅＭ・アイドリッシュセブン・Ａ３！・ドリフェス！・文アル
(ソーシャル女性向)

夢色キャスト・まほやく・バンドやろうぜ！・ツイステ・一血卍傑

スクウェア・ ＦＦ全シリーズ・ＤＱ全シリーズ・ゼノギアス・ゼノサーガ・ゼノブレイド
３２１

エニックス(ＲＰＧ) ＳａＧａ・聖剣・ＬｏＶ・ＳＯ・ヴァルプロ・オウガバトル

３３１ 艦これ

３３２ 刀剣乱舞

３３４ アズールレーン

（舞台化→７００）／ジャンプスクエア・少年ジャンプ＋／荒木飛呂彦（ジョジョ）

ＦＣ 車田正美・高橋陽一・冨樫義博／シティーハンター・ドラゴンボール・遊戯王
４００

（ジャンプその他） ワンピ・テニプリ・NARUTO・BLEACH・銀魂・REBORN!・ヒロアカ・鬼滅
１

Dr.STONE・呪術廻戦・青の祓魔師・ワートリ・血界戦線（内藤泰弘）

４３１ 黒子のバスケ 藤巻忠俊

４３２ ハイキュー！！

（舞台化→７００）／声優・アニソン・評論・情報・海外アニメ・児童向／ガイナ

カラー・TRIGGER／忍たま・ビックリマン・神羅万象・スパロボ（魔装機神含む）

デジモン・ポケモン（ゲーム含む）・イナイレ・妖怪ウォッチ・Ｋ・PSYCHO-PASS
５００ アニメ（その他）

Free!・シンカリオン・ヒプマイ・ストライクウィッチーズ・シンフォギア・けもフレ

ゾンサガ・レヴュースタァライト・おそ松さん・Sound Horizon

ツキノプロ（ツキウタ。シリーズ等）・ACTORS・AR performers
１

魔法少女（ゲーム原作は２１１で）／デジキャラット・ミルキィホームズ・まどマギ
５１１ アニメ（少女）

プリキュアシリーズ・アイカツシリーズ・プリティーシリーズ

５３１ ガンダム 全シリーズ／ガンダムエース／ゲーム全シリーズ

５３２ TIGER&BUNNY

５３４ ユーリ!!! on ICE

５３５ ガルパン
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Ｃ９９ジャンルコード一覧（３／３）
*1 コード ジャンル 補足一覧

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
６００ 評論・情報

（ＳＦ・ＦＴの評論・情報を含む。アニメ・ゲーム・特撮に関しては、それぞれのジャンルで）
２

鉄道・旅行・ 自転車・バイク・バス・車・F1・モータースポーツ・痛車／おもちゃ・食玩／ハム
６１１

メカミリ ガレキ・カメラ／青春鉄道／フレームアームズ

（自主制作（音楽）→２１２）／必殺・大河／歌舞伎／舞台・演劇・ミュージカル

ＴＶ・映画・芸能 ２．５次元舞台・宝塚／洋画・海外ドラマ・ＲＰＳ・アジア系映画／女性アイドル
７００

特撮 女性アーティスト／お笑い／特撮（自主制作含む）・アメコミ／評論・情報
１

スポーツ

音楽（洋楽・邦楽・ （自主制作（音楽・映像）→２１２）
７１１

男性アイドル） 東方神起／アジア系男性アイドル／ジャニーズ系

（舞台化→７００）／小野不由美・西尾維新／とあるシリーズ・ＳＡＯ・銀英伝
８１１ ＦＣ（小説）

本好きの下剋上・“ジョーカー・ゲーム”・ユーフォニアム・Re:ゼロ

サンデー系、マガジン系、チャンピオン系の少年誌・少年エース系（ＹＡ含む）

少年ガンガン系（ＹＧ含む）・ＢＬＡＤＥ系・ゼロサム系・ＲＥＸ・コロコロ・ボンボン

８１２ ＦＣ（少年） シリウス・コミックジーン／手塚・石ノ森・永井・横山・藤子・水木・高橋留美子

ゆうきまさみ・ＯＮＥ・峰倉かずや・荒川弘・椿いづみ（花ゆめ含む）・鈴木央
１

黒執事・咲・文スト・ダイヤのＡ・進撃の巨人・弱虫ペダル

ＹＫ・ＹＭ・ＹＡ・ジャンプ系青年誌・モーニング系・チャンピオンＲＥＤ
ＦＣ

８１３ 電撃大王系・４コマ誌・ホラー誌・ＢＬ誌・女性向誌／ＣＬＡＭＰ・福本伸行
（少女・青年）

鬼灯・ゴールデンカムイ・ごちうさ・BANANA FISH

８３１ ヘタリア 日丸屋秀和

８３６ 名探偵コナン 青山剛昌

（該当するジャンルが他にある場合、作品名、作家名、雑誌名等が特定出来る
*2 ９００ その他

場合、ジャンル複合の場合は“その他”以外で申し込んで下さい。(*3)）

２ ９１１ コスプレ (ポートレイト、衣装、型紙、小物、撮影技法、機材レビューを含む)

1･2 ９１２ 男性向 （１日目、２日目どちらかの配置になります。配置日は準備会に一任して頂きます。）

住所変更届（Ｄ）・サークル名訂正届（Ｅ）

住所変更、カタログ掲載用執筆者名＆発行誌名訂正はオンラインで手続きして下さい。旧郵送手続きで住所

変更を行った場合もサークル情報登録＆当落検索システム（コミケＷｅｂカタログ／サークル向けページ）で

登録した住所変更が優先されます。

郵送申込を行った場合で宛名ラベルのサークル名入力に誤りがある場合は以下の注意事項に従って12頁の届

を送付して下さい。

受 付 期 間：７頁の予定表を参照願います。

問い合わせ先：問い合わせ先住所は次の通りです。

〒１５５－００３２ 東京都世田谷区代沢2-42-11池ノ上駅前郵便局留 コミケットＣ９９Ｅ係
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サークル名訂正届

受付確認通知のサークル名に誤りがあった場合は、11頁の注意事項に従って送付して下さい。

下図を原寸コピーし郵便はがきに全面糊付けして下さい。（直接コピー可）

Ｃ９９サークル名訂正届（Ｅ）

記 入 日：西暦２０ 年 月 日

受 付 番 号：９９ －

申 込 書 番 号： ※

申込責任者氏名：

申込責任者住所：〒

サークル名(誤)：

ｻｰｸﾙ名(ｶﾅ)(誤)： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

サークル名(正)：

ｻｰｸﾙ名(ｶﾅ)(正)： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

※本届は、コミックマーケット９９の受付確認通知の内容の誤りに関す

る訂正届です。オンライン申込を行ったサークルは利用できません。

※サークル名を誤字以外で変更する事は出来ません。

※訂正部分をマーカーか赤ペンでマークして下さい。

※サークル名は１４文字以下で、常用漢字以外の文字や記号を使用でき

ません。そのため、希望通りに修正できない場合もあります。

※サークル名（カナ）は、先頭の１４文字のみ。（濁点、半濁点、音引

きも１文字）途中の空白、英数字、記号を入れない。

※７頁の指定期日までに届いた場合のみカタログに反映されます。

※送付先：〒１５５－００３２ 東京都世田谷区代沢2-42-11

池ノ上駅前郵便局留 コミケットＣ９９Ｅ係
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郵便物が不着等の場合

予定表に記載された期日を過ぎても受付確認通知や当落通知が到着しない場合は、申込責任者自身が次の手

順でコミケットに問い合わせを行って下さい。

家族、大家、集配郵便局に郵便が保管されていない事を確認する。（この段階で郵便局への調査依

頼は行わないで下さい）

転居している場合は前の居住地とその集配郵便局にも郵便が保管されていない事を確認する。

14頁の不着問い合わせ票とＢ．コミックマーケット９９申込書送金控（払込金受領証、オンライン

申込の場合は未使用の物）をコピーする。

コピーした不着問い合わせ票に必要事項を記入する。

（当落通知不着以外の場合）返信用封筒に、サークル申込責任者の住所、氏名を記入し、８４円
切手を貼付する。返信用封筒は、なるべく長形３号（約120㎜×235㎜）でお願いします。

（当落通知不着の場合）宛名カード（名刺の大きさ程度で、裏面はシールでなくとも良い）にサー

クル申込責任者の住所、氏名を記入する。

下記の宛先を書いた封筒に、記入した不着問い合わせ票、Ｂ．コミックマーケット９９申込書送金

控（払込金受領証、オンライン申込の場合は未使用の物）のコピー、返信用封筒（当落通知以外）、

宛名カード（当落通知）を入れて下さい。

問い合わせ対応はまとめての対応を行っています。回答が到着するまで、しばらくお待ち下さい。また、正

規の期間ではない問い合わせは、対応が遅くなります。

受 付 期 間：７頁の予定表、コミケットアピールを参照願います。

問い合わせ先：問い合わせ先住所は、いずれの場合も次の通りです。

〒１５５－００３２ 東京都世田谷区代沢2-42-11

池ノ上駅前郵便局留 コミケットＣ９９○○係

状況 問い合わせ先係名

受付確認通知不着 コミケットＣ９９Ｊ１係（郵送申込のみ）

当落通知不着 コミケットＣ９９Ｊ２係

サークル駐車券不着 コミケットＣ９９Ｊ５係

サークル駐車券返金不着 コミケットＣ９９Ｊ６係

抽選洩れ返金不着 コミケットＣ９９Ｊ４係

キャンセル返金不着 コミケットＣ９９Ｌ２係

その他の問い合わせ コミケットＱ係

コミケＷｅｂカタログについて

コミケＷｅｂカタログに掲載されるサークルは、全ての当選サークル及び、URLまたはメールアドレスを「サ

ークル情報登録システム」(コミケＷｅｂカタログ／サークル向けページ)で入力した抽選洩れサークルとなり

ます。コミケＷｅｂカタログは、有料(月額660円)で提供しています。なお、申込情報がひも付いたアカウント

については、主要機能のかなりの部分を無料で利用できます。詳細は、コミケＷｅｂカタログ／サークル向け

ページ(https://succession.circle.ms/)を確認して下さい。

「サークル情報登録システム」(コミケＷｅｂカタログ／サークル向けページ)の入力情報については、当該

回の更新が終了した後においても、Ｗｅｂカタログ内において閲覧可能とします。更新終了後に情報を非公開

とすることは事前に選択可能です。ただし、コミックマーケット準備会が認める学術目的・研究目的の閲覧に

おいては公開するものとします。

コミケＷｅｂカタログに関する詳細は下記URLの使い方ガイドもご参照下さい。コミケＷｅｂカタログへのご

意見・ご感想・ご要望についても、「お問合せ・ご意見募集」ページよりご連絡下さい。

http://docs.circle.ms/webcatalog/
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Ｃ９９不着問い合わせ票
記 入 日：西暦２０ 年 月 日（受付確認通知は郵送申込にのみ発送しています）

不 着 物：受付確認通知(J1)・当落通知(J2)・駐車券(J5)(J6)・返金(J4)・キャンセル返金(L2)

受 付 番 号：９９ － ／ 申 込 書 番 号：

前回受付番号：９８ － ／ 申込ジャンルコード：

前々回受付番号：９７ － ／ 申 込 受 付 番 号：MS （オンライン）

サ ー ク ル 名：

申込責任者住所：〒

申込責任者氏名：

電 話 番 号： － － ／ ＦＡＸ番号： － －

（自動受信・手動切替）
受付確認通知到着：西暦２０ 年 月 日到着（J2・郵送申込の場合）

合体申込の場合

相 手 先 受 付 番 号：９９ －

相手先前回受付番号：９８ － ／相手先前々回受付番号：９７ －

相手先振替用紙番号：

相手先サークル名：

相手先申込責任者住所：〒

相手先申込責任者氏名：

相 手 先 電 話 番 号： － －

（ここに記載されたサークルに関しては、単に情報として書いて頂いているだけです。合体相手のサーク

ルも不着の場合は、別途問い合わせ票を作成の上、送付願います。）

申込書投函者：

申込書投函日時：西暦２０ 年 月 日 時頃投函

申込書投函場所：

（投函者が御自分でない場合は、再度御確認願います）

表札が出ている・いない ／ 郵便受けに鍵を掛けている・いない ／ 申込後に転居している・いない

転居している場合

転 居 日：西暦２０ 年 月 日／コミケットＤ係届出日：西暦２０ 年 月 日

申 込 時 住 所：〒

申込時電話番号： － －

※問い合わせは、申込書に記載されている申込責任者が直接行って下さい。

※払込金受領証（オンライン申込の場合は未使用の物）のコピー、またはCircle.msにある申込履歴ページの

プリントアウトを必ず同封して下さい。

※当落通知不着の場合はサークル申込責任者の住所、氏名を記入した宛名カード（名刺の大きさ程度）を同封

して下さい。また、受付番号が不明な場合は、その理由を、受付確認通知を受け取られていない場合は、指定

された期間に問い合わせを行わなかった理由を裏面に書いて下さい。

※返信用封筒は、なるべく長形３号（約120㎜×235㎜）でお願いします。また、８４円切手を貼付して下さい。

※転居している場合は、旧住所に到着していないかと、旧住所の担当配達局に転送扱いになっているかを、

再度確認して下さい。
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アンケート
※回答内容と抽選とは全く無関係です。自由なご意見、ご感想をお願いします。

①２０２０年のコミックマーケット中止・延期、エアコミケについての感想、またコミケットに対する

ご要望、ご感想を。

②Ｗｅｂ版のコミケットプレスについての感想、意見、要望などがあれば、具体的にお願いします。

③「コミケットカタログ９８」についてのご要望、ご感想を。

（この項目の記載はＷｅｂ版発行元のサークル・ドット・エムエスと共有します）

④コミックマーケット９８に当選している場合は、曜日、地区、ブロック名を教えて下さい。

□当選していない・□当選している（ 曜日・ 地区・ ブロック）

⑤コミケットの発行物、広報媒体などで①②③を記事採用する際に

掲載して良いペンネームがあれば記入して下さい。

⑥あなたのサークルは、２０１９年１年間で、何種類の同人誌・ソフト・ＣＤ等を発行しましたか。

コミックマーケット以外で頒布したものも含めてお答えください。

１：なし ５： ６～１０種類

２： １種類 ６：１１～１５種類

３： ２種類 ７： １６種類以上

４：３～５種類

回答： → Ｇ．配置用データ郵送専用封筒アンケート欄のＡに答を書いて下さい。

⑦あなたのサークルは、２０２０年１年間（１２月末までの予定を含む）で、何種類の同人誌・ソフト・ＣＤ

等を発行しましたか。コミックマーケット以外で頒布したものも含めてお答えください。

１：なし ５： ６～１０種類

２： １種類 ６：１１～１５種類

３： ２種類 ７： １６種類以上

４：３～５種類

回答： → Ｇ．配置用データ郵送専用封筒アンケート欄のＢに答を書いて下さい。

⑧あなたの注目する同人誌作家１名と、所属するサークル名、ジャンルを記入して下さい。

作 家 名 所属するサークル名 活動ジャンル
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コミックマーケットへようこそ！
コミックマーケットは、参加者の、参加者による、参加者のための『場』です！

マンガ、アニメ、ゲーム、音楽、小説、評論、コスプレなどなど、
自分の好きな作品に、自分の好きな表現にきっと会えます！
もしなかったら、自分で創って表現してしまいましょう！

自分の好きなものを、同じように好きだと思っている仲間に会える
それが、コミックマーケットなのです！

さあ、あなたも自分の大好きを探しに、一緒に参加してください！

コミックマーケット99では、開催形態が大きく変わりますので、
このコミケットマニュアルの記述とは異なる場合があります。
公式Webサイト・Twitter、コミケットアピール等、

コミックマーケット準備会からの通知・連絡を必ずお読みください。
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二

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の理念

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

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

コミックマーケット準備会は、この理念の下に表現文化、同人文化の継続発展に努
める組織として運営される。また有限会社コミケットはコミックマーケット準備会を
支援する為の法人として存在する
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三



コミックマーケットとは
コミックマーケット（以下、コミケット※

1）はマンガ表現の可能性を追求し、ファン同
士がコミュニケーションするための「場」と
して1975年に始まった同人誌展示即売会（以
下、同人誌即売会）です。同年12月4日に、虎
ノ門の日本消防会館で開催された「コミック
マーケット1」の参加サークル数は32、参加者
は700人（推定）でした。その後、コミケット
は全ての参加者を受け入れるために拡大を続
け、2019年12月に開催された「コミックマー
ケット97」の参加サークル数は約3万2千、参
加者は75万人と、当初と比べ約1,000倍の規模
で開催しています。基本は、コミケットを夏
（8月）と冬（12月）の年2回、東京国際展示
場（東京ビッグサイト）で開催しています。
また、約5年に1回のペースで通常の同人誌即
売会の形にはとらわれない「コミケットスペ
シャル」を開催し、同人誌即売会の新しい形
態、革新的な役割への挑戦を続けています。

コミケットが実現してきたこと
これまでの約45年にわたり、コミケットは

マンガ・アニメ・ゲームといった表現、そし
てそれを取り巻く人々・組織・社会に対し、
様々な影響を与えてきました。

●�コミケットは従来の流通形態とは異なる形で
マンガ・アニメ・ゲーム等に関連した作品・
評論が流通する基盤となりました。コミケッ
トはプロ・アマチュアを問わず、誰もが表現
者となり、多様な作品が生まれ続ける文化
―同人文化の原点のひとつと言ってよいで
しょう。

・�コミケットは多人数が個人の意志による
表現を草の根レベルで共有する手段・可
能性を提示しました。

・�現在では、数十万人が同人誌等の表現を
楽しむようになり、同人誌即売会は日本

全国で毎週のように開催され、同人文化の
波は世界に広がりつつあります。

・�こうした表現を発信・頒布する同人文化の
周辺には印刷・流通などの産業が発展しま
した。

●�コミケットは参加者同士のコミュニケーション
を促進し、そのネットワークを拡大するための
役割を担ってきました。

・�コミケットという市場の存在により、明示的
な評論・感想がなくても、作品が読者によっ
て絶えず評価される構造が生まれました。

・�受け手の反応・感想が表現者に直接伝わる同
人誌即売会という場を継続することで、表
現者の成長や意欲向上に寄与してきました。

・�表現者同士が相互に刺激を与え合い、コラ
ボレーションを促進する試みに取り組むこ
とで、表現の継続的な多様化に貢献してき
ました。

●�コミケットは日本のマンガ・アニメ・ゲーム等
の多様な文化の発信源となり、世界からの注目
を集めてきました。

・�インターネットの普及以前から、日本のマン
ガ・アニメ・ゲームは、海外からの参加者
がファンによる同人誌を持ち帰ることで、
いち早く紹介されてきました。

・�「コミケットスペシャル 6」開催時に国内外
の OTAKU イベント主催者が集まり、IOEA（国
際オタクイベント協会）が設立されました。
これを受けて、コミックマーケット準備会
は IOEA の幹事団体の一つとして、活動に協
力しています。

・�海外からの参加者は近隣のアジア諸国に留
まらず、欧米や中近東などに拡大しており、
海外メディアも毎年取材に訪れています。

コミックマーケットの考え方

※１　世間一般には「コミケ」と略されることの多いコミケッ
トですが、コミックマーケット準備会では「コミケット」と略す
るのが基本です。また、夏のコミケットを「夏コミ」、冬のコミ
ケットを「冬コミ」と呼びます。なお「コミケ」「コミケット」「コ
ミックマーケット」は有限会社コミケットの登録商標です。
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場の継続に向けた意志
コミケットは同人文化の根底をなす「プ

ロ・アマチュアを問わず、誰もが表現者とな
り、多様な作品が生まれ続ける」という価値
を提示し、共有してきました。その同人文化
の発展において、作品流通の場として、相互
交流の場として、そして才能が育まれる場と
して、大きな役割を果たしてきたと自負して
います。

今後もコミケットは、同人文化の発展に寄
り添い、それを取り巻く環境の変化に対応
し、恒久的な継続を目指します。

●�コミケットはいかなる状況になろうと
も、表現の多様性を追求し、その自由を
守る受け皿であり続けます。

●�コミケットは仮想空間では代替できない
「ハレの日」の楽しさを、より多くの人
と共有していきます。

●�コミケットは同人文化の原点のひとつと
して、世界に対するその象徴であり続け
ます。

●�コミケットは見本誌として回収した
三百万点の作品を第 1 回から継続して保
存しています。この貴重な資料を維持・
拡充・公開していきます。なお現在、直
前回の見本誌は米沢嘉博記念図書館で閲
覧可能です。また、コミケットが協力す
る施設において、閲覧に供することがあ
ります。

コミケットにおける基本概念
コミケットにおける「参加者」

コミケットに「お客様」はいません。コミ
ケットという場において表現を行うサーク
ル・コスプレ・企業参加者、その表現を求め
て場に集う一般参加者、運営の中心となるス

タッフ等の全員が、対等な立場の「参加者」
としてコミケットをとり行います。参加者は、
サークル申込やスタッフ登録により、いつで
も自由に参加形態を変えることができます。

コミケットは表現に限らず自由な場であるた
めに、禁止事項など一律のルールは最小限に留
めたいと考えています。そのため、参加者は事
前にカタログを熟読することで、コミケットの
考え方やルールをよく理解し、自らを律し、マ
ナーやモラルを考え、相互の立場に配慮して行
動することを求められます。

コミケットにおける「表現」
当初、コミケットの中心にある表現は「同

人誌」であり、内容としてはマンガやそれに
伴う評論が中心でした。その後コミケット
が、同人文化におけるあらゆる表現を寛容に
受け入れたことで、コミケットという器の中
に存在する表現の幅は拡大していきました。

まず、同人文化における表現メディアは、
新しいアイデアや技術の進化に伴って多様化し
てきました。そこには、同人誌という言葉が本
来意味していた冊子から、電子メディアや電子
データ、そしてコスプレのようにリアルの場だ
からこそできる身体表現まで、多種多様な表現
が共存しています。リアルの場であるがゆえ、
コミケットは物理的な制約から逃れることはで
きませんが、今後も新たな表現を可能な限り受
け入れるよう、努力を続けていきます。

また、コミケットにおける表現の担い手
は、法人ではなく、趣味として活動するサー
クル（個人を含む）を基本とします。一方で
表現の可能性を追求する上で、同人文化のこ
とをよく理解し、その発展に寄与する企業や
公的機関にも機会を提供しています。現在は
企業ブースへの出展が中心ですが、他の形態
も継続的に模索していきます。

コミケットは、このようにさまざまな表現
メディア、表現者が渾然一体となり、相互に

C99_2_コミケットマニュアル改訂案 .indd   4 2021/07/26   16:15:27



五



刺激を与え合いながら、新たな表現の地平を
拓いていくことを目指します。

「場」としてのコミケット
コミケットは表現の可能性を拡げるための

自由な「場」として、自らを規定します。それ
は、参加の意思を持つ全ての人々と、全ての
表現を受け入れていくことを意味しています。

「ハレの日」としてのコミケット
コミケットはその歴史と規模ゆえに、多く

の参加者にとって特別な意味を持ちます。年
に2回決まった時期に、多くの仲間が集まり
続ける非日常の空間―それはある種のお祭り
とも言えます。

コミケットが持つこの祭祀性は、日本的な
世界観における「ハレの日」に近いものなの
でしょう。コミケットという場を継続してい
くことは、新たな表現の誕生を祝い合い、次
なる創作を行う活力を養うための、終わりな
き営為として捉えることもできるかもしれま
せん。

コミックマーケット準備会が
目指すもの

コミケットは恒久的な継続を目指します。
そのため、当面はコミックマーケット準備会
（以下、準備会）が中心となり以下のような
ことに取り組んでいきます。

●�同人誌即売会間の協力関係を強め、表
現者にとって自由な環境を守り続けて
いきます。

●�表現者と、その表現を求める受け手・
企業等を結び付けることで、マンガ・
アニメ・ゲーム等の業界と相互に繁栄
できるような関係を構築していきます。

●�官公庁やアカデミアとの連携を深め、
同人文化が日本のコンテンツ産業の多

様性を支える基盤の一つであるという
認識を、より確固たるものにしていき
ます。

これらの結果、マンガ・アニメ・ゲーム等
の文化を通じ、日本の産業的・文化的な存在
感の向上を目指すことで、社会に求められる
役割を果たし貢献していきます。

コミケットは場である以上、その実質は参
加者や表現によって変化しつづけていきま
す。そして、この理念や考え方も、コミケッ
トを共にとり行う参加者で共有される以上、
時代の要請や参加者の入れ替わりによって変
化していくのでしょう。

しかし、コミケットがあらゆる参加者と表
現を受け入れる場であるという自己規定、そ
うした場を恒久的に継続していくという存在
目的、そして恒久的な継続のために変化しつ
づけるという根本精神は、コミケットがコミ
ケットである以上、不変なものだと考えてい
ます。
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コミケット事前の流れ
コミケットにサークル参加を行う際の基本

的な流れを説明します。おおよその年間スケ
ジュールは以下のとおりです。

サークル参加の流れ

コミックマーケット事前～当日までの流れ

一般的なコミケット年間スケジュール
時期 内　　容
１月 申込書セットの通販受付（夏コミ向け）
２月 申込受付期間
３月
４月 受付確認通知発送・メール送付
５月 当落通知発送、カタログ通販受付
６月 申込書セットの通販受付（冬コミ向け）
７月 カタログ発売、拡大準備集会
８月

夏コミ
８月 申込受付期間
９月
10 月 受付確認通知発送・メール送付
11 月 当落通知発送、カタログ通販受付
12 月 カタログ発売、拡大準備集会

冬コミ

1．次回サークル参加申込書セット購入
郵送申込・オンライン申込、いずれの場合も次

回サークル参加申込書セット（以下、申込書セッ
ト）を購入する必要があります。オンライン申込
ではPDFのみで冊子の送付を行わないサークル
参加申込書セットを購入しての申込が可能です。

2．サークル参加申込
申込書セットの記載事項をよく読み、期間内

に手続きを行って下さい。
申込多数の場合、抽選となります。抽選は、ジャ

ンル毎に同程度の当選率になるように行われます。
また、申込内容に不備がある場合、抽選洩れ

となることがあります。オンライン申込の場合
は、「コミックマーケット・オンライン申込サ
ポートページ」を併せて確認して下さい。
（https://www.comiket.co.jp/info-c/e_

application/）

3．受付確認通知、メールの確認
サークル参加申込が受理されたのち、郵送申

込の場合は受付確認通知が送付されます。この
受付確認通知にはサークル名、申込責任者氏名
等の申込情報、受付番号が記載されています。

次回サークル参加申込書
セット購入1

サークル参加申込
（郵送 / オンライン）2

受付確認通知、メールの確認3

当落通知、発送物の確認4

各種申請
（搬入、大量委託、駐車券等）5

設営日
コミケット当日6
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この内容に誤りがある場合には、申込書セッ
トP.13を参照し、修正内容を記載の上、届け
出て下さい。申込書セットP.7の予定表で示さ
れた発送時期からしばらくしても届かない場
合、郵送事故または住所などに誤りがある可
能性があります。申込書セットP.15の要領に
従い準備会に連絡して下さい。

オンライン申込の場合は受付確認メールが
届きます。内容を確認し申込内容に誤りが
あった場合、メールに記載された手順に従っ
て手続きをして下さい。不着が疑われる場合
は、申込サイトにログインし、申込内容の確
認をして下さい。

4．当落通知、発送物の確認
抽選後、当落通知が発送されます。また、

オンラインでも当落確認が可能です。
当落通知には以下のものが含まれています。

※オンライン申込の当選サークルには発送
を行わず、インターネット上の手続きのみで
当落通知とする場合があります。

また、受付確認通知／メール、当落通知に記
載されている受付番号は、次回以降の参加申込
でも必要になるので必ず控えておいて下さい。

抽選洩れサークルには別途参加費を返金し
ます（返金時期は申込書セットP.7を参照）。

・アピール／会場・付近案内図
アピールには、当日の参加案内・ルール・

様々な申請方法が記載されていますので熟読
して下さい。また、サークル参加者との情報共
有・質疑応答の場である拡大準備集会が開催
される日程も記載されています。拡大準備集会
では、その回のコミケットに関する話や現在の
同人誌を取り巻く情勢を聞くことができます。
興味のある方はぜひ参加して下さい。

・出展サークル専用通行証
出展サークル専用通行証（以下、通行証）

はサークル参加のためのものです。スペース
の譲渡や売買、通行証の売買・交換（金品を
代価とする譲渡）、オークションへの出品は
禁止です。確認された場合、参加をお断りす
る場合があります。

5．各種申請
・搬入申請、大量委託申請について

頒布物の搬入は、サークル自身による手持
ち搬入、宅配便による搬入、印刷会社による
搬入が可能です。

また、前日搬入を行う場合、大量搬入を計
画している場合、大量委託を行う場合につい
ては申請が必要です。

詳細はアピールの記載を確認して下さい。
搬入物の管理はサークルの自己責任で行って
下さい。

・駐車券申請について
車での来場を予定している場合、アピール

の記載に従って事前に駐車券を申し込んで下
さい（当選サークルのみ）。駐車場は複数箇
所あります。割り振りは準備会に一任して頂
きます。

・チラシ配布申請について
チラシ配布ができない可能性があります。

アピールの記載を確認して下さい。

　［発送物］
　〈当選サークルのみ〉
　　・コミケットアピール（以下、アピール）

　　・会場・付近案内図

　　・参加登録カード

　　・出展サークル専用通行証（2 枚）

　〈抽選洩れ、配置辞退サークルのみ〉
　　・抽選洩れ・配置辞退について
　　・コミケットアピール概略版
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6．設営日／コミケット当日
・設営日について

コミケット開催日の前日に会場設営を行い
ます。当日使う机等を並べる作業です。ぜひ
ご協力をお願いします。設営日のスケジュー
ルについては、アピールに記載されているの
で確認して下さい。

また、午後にはカタログや申込書セットを
販売しています。

・コミケット当日について
コミケット当日の行動は、全てサークルの

責任において行うこととなります。個々のトラ
ブルもできるだけサークルで解決して下さい。

また、コミケット当日のタイムテーブルは
下の通りです。
※�下表のタイムテーブルは予定です。当日変更される

可能性があります。変更は放送にてお知らせします。

「一斉点検」について
�以前よりコミケットは手紙・電話・Web等に
よって脅迫行為を受けています。実際に1998
年には発火物が仕掛けられ、その後犯人が
逮捕されるという事件が起こっています。
これを受けてコミケットでは1日3回（9:45・
12:30・15:45を予定）、会場内の不審物一斉
点検を行います。サークルもコミケットの参
加者である自覚を持って、当日安全に開催で
きるよう、自分のスペースを守り、周囲に注
意を払うようお願いします。

コミケット当日のタイムテーブル　
※以下の時間は過去実績の目安です。変更の可能性がありますので必ずコミケットアピールを確認して下さい。

時　　刻 内　　　　　容

7:30
サークル入場開始� 宅配便搬入の引き渡し開始
更衣室（サークル向け）開始� 準備会販売物の販売開始

7:30 ～ 9:30 サークル受付（参加登録カード・見本誌提出）

9:00
サークル入場終了� 宅配便搬入の引き渡し休止
更衣室（サークル向け）終了

9:30 各地区の出入口閉鎖（各地区の出入りができなくなります）

9:45 一斉点検①

10:00
開会
更衣室（全体向け）開始

10:30 頃 宅配便搬入の引き渡し再開

12:30 一斉点検②

昼頃 宅配便による発送の受付開始

15:30 更衣室新規登録終了 ( 最終日は 14:30）

15:45 一斉点検③

16:00
閉会（企業ブース含む）
準備会販売物の販売終了

17:00
更衣室終了　( 最終日は 15:30）
搬入開始
落し物一斉返却開始（最終日は 16:00）

18:00 落し物一斉返却終了（最終日は 17:00）

19:00 搬入終了
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【7:30 ～ 10:00】　サークル入場�～�開会
・�自分のスペースについたら、サークル受

付、頒布の準備をお願いします。

・�開会前の頒布は禁止です。また、コミケッ
トに参加するすべてのサークルは「サー
クル受付」を行う必要があり、受付完了
するまでは一切の頒布を行うことができ
ません。「サークル受付」の方法は従来と
変わる可能性がありますので、アピール
を参照して下さい。搬入トラブルなどに
より、未着の見本誌がある場合はスタッ
フに相談して下さい。

・�サークル参加者がコスプレをする場合、
開会前に更衣室を利用することができる
予定です。更衣室で着替えを行って下さ
い。予定時間はアピールを参照して下さ
い。

「サークル受付」について
・�サークル受付の方法は従来と変わる可能

性がありますので、アピールを参照して
下さい。

・��見本誌として新刊（発行された日を問わ
ず、過去のコミケットで頒布していない
全ての本・電子メディアなど）を 1 部ず
つ提出して下さい。カレンダーやカード
ゲームについては、イラスト集と同様の
扱いとして提出して下さい。グッズ類に
ついては基本的に提出不要ですが、提出
をお願いする場合もあります。また、提
出不要の頒布物であっても「頒布物不適
当」となった場合には、提出をお願いし
ます。

・�合同誌等複数のサークルで同じものを頒
布する場合、どこか 1 サークルが代表し
て提出して下さい。

・�頒布物の内容確認や防災上の指示のた
め、「販売停止カード（黄）」「販売停止カー
ド（赤）」が発行されることがあります。
その際は、スタッフの指示に従って下さ
い。

【10:00 ～ 16:00】　開会中
・�開会の予定は 10:00 です。開会宣言は全

館放送で行います。一部の地区で他の地
区より開会が遅れる可能性があります。
会場内外の状況によっては、一般参加者
の入場が開会宣言から遅れることもあり
ます。

【16:00�前後】　閉会前後
・�スペースの周囲のゴミを所定のゴミ置場

に持って行き、翌日きれいに使える状態
にしておいて下さい。最終日の場合は、
これに加えて、机に貼ってあるサークル
名が記載されたシールを剥がし、閉会後
に机・イスをスタッフの指示する場所に
積み上げて下さい。

・�事情があり閉会前に撤収する場合、必ず
隣のサークルに挨拶してから帰るように
して下さい。

・�帰る際には荷物を片付け、ゴミは清掃員
の指示に従って分別して捨てて下さい。
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サークル参加申込に際し、あらかじめ知っ
ておく必要があるルールを以下に抜粋して掲
載します。詳細はアピールで確認して下さ
い。これらのルールが変更される場合、カタ
ログ、公式サイト等でも告知します。

頒布・提供禁止物
・�法令に触れる物。ワイセツ図画および児

童ポルノ、著しく知的財産権（著作権、
商標権等）を侵害する物。医薬品医療機
器等法・食品衛生法に抵触する物（ただ
し、食品業者が衛生的な環境で製造・包
装、密封した、アルコール類以外の物は
頒布可能です）。

※�こうした法令を把握し、注意をして下さ
い。また、抵触していなくても製造物責
任法や民法に基づき、損害賠償責任を負
う場合があります。

・�コミケットの趣旨に反する物。法人が発
行、制作した物、法人主催イベントの入
場券。古物。

・�燃料を充てんした、すぐに発火できる状
態の器具。ただし、ロウソクについては
密封されている状態、ライターもオイル
が入っていない状態であれば頒布可能で
す。

・�持込禁止物�（次項参照）。

持込禁止物
・�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の高いもの。銃
刀法で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）、消防法で危険物とされるもの（燃
料・発火物等）、刑法 175 条・児童ポル
ノ法に触れるもの。

・�動物（介助犬等を除く）。

・�携帯電話・ノートパソコン等の小型機器
用を除くバッテリー（自動車用等の大型
バッテリーは転倒時に液漏れした場合危

険なため）。

・�ヘリウム等を充てんした浮き上がる風船
類。

・�その他スタッフが危険と判断した物。

禁止行為
参加者、近隣に迷惑をかける行為

・深夜来場、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。

・ローラースケート等の使用

・著しい騒音を出すこと。

・�被写体に無許可で個人が特定できる撮影
をすること。

・コスプレのままでの来場および帰宅。

・�更衣室以外で着替えること。

・�周囲に迷惑をかける形での時差頒布・サ
イン会等を行うこと。

・飲酒、等。

法令に違反する行為

・盗電。

・違法駐車、等。

�防災上危険な行為

・指定場所以外での喫煙。

・火気の使用、等。

スタッフ、警備員の指示に従わない行為

・継続的に他人に迷惑をかけること。

・開催を妨害する意図を持った行為。

・運営に支障を与えること、等。

コミックマーケットのルール
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コミックマーケット準備会の役割

準備会の構成
準備会は、コミケットを開催するための事

前準備及び当日の運営を行う任意団体です。
準備会では現在、当日の運営で約3,000人の
スタッフが動いています。これらのスタッ
フは原則的に全員ボランティアです。この
「場」を問題なく開催運営し続けること、�そ
して、その成果として、同人誌の世界や様々
な表現が発展していくことに貢献すること
が、コミックマーケット準備会の目的です。�
この目的に対して同じ意志を持つ方であれ
ば、誰でもスタッフとして迎え入れる用意が
あります。�とはいえ、スタッフ個人にも、あ
る程度の責任が生まれて来ることから、いく
つかの条件を設けさせて頂いています。

・義務教育を修了していること
・�未成年の場合、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」等「ス

タッフ参加」以外の形での参加経験があ
ること�

・�１回のコミケットにつき行われる拡大準
備集会に既定の回数参加できること

・�開催日に２日間以上準備会スタッフとし
て活動できること（設営日及び開催日３
日間の通日を基本とします）�。

※上記の通り開催日は3日間を基本として
　いますが、今後も会場や周辺状況の変化
　によって開催日は変わることがあります。
・�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�。

当日の運営体制は上記の通りとなります。
また上記の組織にて、当日の運用について、
事前から準備をしています。

準備会の事前準備について
準備会がコミケットの事前業務として行ってい

るのは主に以下の業務です。

・開催日の決定と会場側との打ち合わせ

・申込書セット等の作成・販売

・申込書の受付と整理

・サークル配置の決定

・アピール、通行証等の作成と送付

・カタログの作成、販売

・問い合わせに対する回答

・防災警備計画の作成

・消防、警察への届出

・拡大準備集会、スタッフ集会の運営

・警備会社と当日警備案の作成

・机・イスなどのレンタル備品の手配

・企業関連の対応

コミックマーケットの運営体制

総本部
渉外対応、防災・防火対策、
会計等

館内担当
会場作り、サークル窓口、
会場内の整理・運営

受付販売担当
問い合わせ対応、遺失物
取扱、準備会発行物・カ
タログの販売

入口担当 場外の整理

場外救護担当 場外での傷病者の対応

企業対応部
企業ブースの運営、
宅配便対応、企業対応

場外販売担当 場外でのカタログ等販売

搬入部 印刷会社の対応

公共地区担当 共用スペースの整理

更衣室担当 更衣室の運営

救護室担当 保健室程度の応急手当

記録班 公式記録の撮影

国際部 海外からの参加者対応

取材マスコミ対応 取材の窓口、対応
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・搬入等のスケジュール決定

・各マスコミへの宣伝文送付

・取材マスコミの対応

準備会に一任をして頂いている点
コミケットにおける参加者は対等な立場で

すが、コミケットを行う上で、以下の点につ
いては準備会に一任し�て頂いています。
・�会場や期日の決定と予算案

・�スペース数決定と配置、およびお断りの
有無（抽選制を取っています）

・運営面に関する細かい点での変更関係

・当日の頒布物が特殊な場合の判断

・当日イベントや企画に関する判断

・�当日における禁止行為や違反行為に対す
る判断

・防災・防火対策、事故の対策や指示

有限会社コミケットについて
前述の通り、準備会に対して必要なサポー

トを行うのが有限会社コミケット（以下、
(有)コミケット）です。個人情報の取扱主体
も(有)コミケットが行っています。(有)コミ
ケットでは、カタログの発行などの営業のほ
か、事務所の維持、倉庫の管理、図書販売な
どを行っています。こうした活動を通じて、
コミケットが同人文化の発展、新たな可能性
を模索する為に、法人として必要な活動を
行っています。

また、作品集や同人誌に関わる内容の本で
ある「コミケット叢書(そうしょ)」の出版な
ども行っています。

経費について
コミケットは、イベントにかかる費用を試

算し、予算をたて、それを総スペース数で割
り、きりのいい形で参加費を決定するという
形を取り続けてきました。

しかし、大きくなったイベントを継続して
いくため、必要となる経費は増えています。
一方で、安全な運営を続けていくためには、
通路幅を広くとったり、設営で会場を借りた
りする必要もあります。

また、過去の脅迫状や発火事件等を受けて
警備費の増加が著しいこともあり、イベント
の費用を参加者の参加費だけでまかなうこと
は出来なくなっています。

なお、主にかかっている経費の内容は以下
の通りです。
・会場費

・電気、水道費

・机・イス他レンタル費

・清掃費

・施工費

・警備員費

・当日備品代（薬、消耗品等）

・スタッフ弁当代、合宿費補助

・通信費

・�保険代（コミケットはイベント保険、ス
タッフ保険に加入し、事故に備えていま
す）

・拡大準備集会、他会議費

・コンピュータ入力外注費

・印刷費（アピール他）

・申込書セット印刷費

・受付確認通知、当落通知の印刷費

・返金手数料

・作業集会費用

・見本誌倉庫管理費用

・その他、日々の事務関係など
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よくあるコミックマーケット Q&A

「自分で作ったもの」であれば、基本的に何でも頒布できます。
ただし、頒布禁止物の頒布はできません。詳しくは本マニュア
ルの十ページを参照して下さい。

できます。サークル参加者は開会前に更衣室が利用できます。
詳細は後日発送されるアピールを参照して下さい。

会場内に設置される救護室に医師がいますが、学校の保健室程
度の対処しかできません。無理のない参加をお願いします。新
型コロナウィルス感染症の予防・対策による変更がありますの
で、諸注意ページを必ず参照して下さい。

申込書セット内の「予定表」を参照して、不着だと思われる際
は各係宛に問い合せて下さい。�また、準備会公式 Twitter アカ
ウント（@comiketofficial）で最新の情報をお知らせしています。

撮影いただいて大丈夫です。詳細は後日発送されるアピールを
参照して下さい。

公共交通機関の利用を推奨します。事前申込制の駐車場もありますが
台数に限りがあり、申込多数の場合は抽選となります。開催当日の会
場付近は非常に混雑しますので、時間に余裕をもって行動して下さい。

サークルでは、自分のものは何でも売っ
てかまいませんか？

サークルをしながらコスプレもしたい
んですが？

当日具合が悪くなったらどうすればい
いの？ 

郵便物が届きません

友達や自分のサークルスペースで撮影
してもいいですか ?

当日、どうやって会場まで行けばいい
のですか？ 

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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コミケット年表

1988 会場を一度晴海に戻す（C34）

1989 参加サークル数が10,000 を超え、一般参
加者も10 万人を超える（C36）
会場を幕張メッセ※４に移動する（C37）

1990 一般参加者が 25 万人を超える（C39）

第 3期�晴海�　91年 -�96 年
C40�–�C49

1991 「有害コミック」問題の影響を受けて幕張
メッセから貸出を拒否されたため、会場を
急遽晴海へ戻す。また対策のため、この
回より頒布物の確認を行う（C40）

1992 参加サークル数が15,000 を超える（C43）

1994 コミケットプレス創刊（C47）

1995 初の3日間開催を試みる。参加サークル
数が 20,000 を超える（C48）

1996 第 2 回コミケットスペシャル開催「さよなら
晴海 !!コミケットスペシャル」
資料集「コミケット20’s」発行

有明　96 年�–�
C50�–

1996 会場を東京ビッグサイト※５へ移動する
（C50）
企業ブースが設置される（C51）

1997 一部サークルに税務調査が行われる。
一般参加者が 40 万人を超える（C52）

1998 前日設営時に何者かによって発火物がし
かけられ、当日は厳戒態勢での開催となる

（C54）

初期のコミケット75 年�-�81年
C1�-�C18

1975 この夏、既成の「マンガ大会」への不満か
ら、批評集団「迷宮�'75」により、同人誌即
売会「コミックマーケット」が立案され、企
画が進められる。この時の中心スタッフは
４名、初代代表には原田央男が就任。第1
回コミケット（C1※１）は虎ノ門日本消防会
館会議室�で開催した。サークル数は32sp、
一般参加者は約700人。参加者の90％が、
少女マンガファンの女子中・高校生。以後
しばらくはこの状態が続く。

この時期は、開催ごとに会場を転々とする。

●主な会場
　大田区産業会館（C5�-�C13）
　川崎市民プラザ（C14�-�C17）

1977 初の2日間開催を試みる（C6）

1978 第 1回コミケットスペシャル開催

1979 米沢嘉博が代表に就任（C13）

第 1期�晴海�　81年�-�86 年
C19�–�C30

1981 会場を晴海※２へ移動する（C19）

1982 一般参加者が10,000人を超える。
カタログが発行される（C21）
参加サークル数が1,000 サークルを超える

（C22）

1984 これまで年 3 回開催されていたが、この年
より春の開催が中止となり、夏・冬の年 2
回体制となる。

1985 参加サークル数が 3,000 サークルを超える
（C28）

TRC、第 2期�晴海、幕張　�86 年�–�90 年
C31�–�C39

1986 会場をTRC※３へ移動する。ジャンルコード
が設定される（C31）

1987 一般参加者が 50,000人を超える（C32）

コミックマーケット年表（抜粋版）

※１　以下 C+ 開催回数と表記
※２　�東京国際見本市会場（晴海）＝�東京国際見本市協会（Ａ

館＋Ｂ館＋Ｃ館）＋東京国際貿易センター（東館＋南館
＋西館＋新館）

※３　東京流通センター（TRC）
※４　日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
※５　東京国際展示場（ビッグサイト）
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2018 初の西４階と東7ホールへの企業ブース配置
（C94）

2019 西・南・青海展示場を利用した4日間開催。
一般参加者が 73万人（C96）
西・南・青海展示場・TFT を利用した開催。
一般参加者が 75万人（C97）

2020 新型コロナウィルスの影響で開催を中止
（C98）

より詳細な年表は、Web 版を参照して下さい。
　(https://www.comiket.co.jp/archives/)

1999 「ポケモン同人誌」事件発生。
参加サークル数が 35,000 に達する（C56）
CD-ROM 版カタログが発売される (C56)
初の冬コミ3日間開催 (C57)

2000 第 3 回コミケットスペシャル開催
�「リゾコミin 沖縄コミケットスペシャル３」

2004 一般参加者が 50 万人を超える（C66）

2005 第 4 回コミケットスペシャル開催
「30 周年記念 24 耐 (!?)コミケットスペシャ
ル 4」
資料集「コミケット30’sファイル」発行

2006 オンライン申込受け付け開始（C70）
長年代表を務めた米沢嘉博が退任。安田
かほる・筆谷芳行・市川孝一が共同代表に
就任（C71）
10月1日、米沢嘉博死去。

2010 第 5 回コミケットスペシャル開催
「コみケッとスペシャル５�in�水戸」

2011 CD-ROM版カタログがDVD-ROMになる（C81）

2012 脅迫状が届き、警察・会場からの強い要請
を受け、一部のサークルの参加見合わせと
頒布自粛をお願いし、厳戒態勢での開催
となる（C83）

2013 WEBカタログが運用開始
全ての日が猛暑日という有明会場過去最高
の暑さとなり、館内で「コミケ雲」が発生
した。来場者は 59 万人でこちらも過去最
高となった (C84)

2015 第 6 回コミケットスペシャル開催
「コミケットスペシャル 6�
�-OTAKU�SUMMIT�2015-」
コミケット初のオンリーイベント開催
黒子のバスケオンリー即売会「くろケット」
資料集「コミックマーケット40 周年史」発行

（C88）

2016 初の西 3・4ホールへのサークル配置
企業ブース 2日間開催（C90）
東 7・8 ホールを使用して過去最大規模の開
催（C91） 表紙イラスト：珠月まや

本文イラスト：�あきづきりょう、イヌサキ、呉マサヒロ、

高橋真弥、とんぷ、ハナイチコ、濱元

隆輔、MATSUDA98（敬称略）
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コミケットマニュアル　新 C99 サークル参加申込書セット版
2021 年 08 月 10 日発行

発行： コミックマーケット準備会
協力：PICO（プリンティングイン株式会社）

サークル参加申込書セット表紙イラスト：なつめえり（いちごさいず）

公式サイト
https://www.comiket.co.jp/

問い合わせ先
〒 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
（返信用封筒同封でお問い合わせ下さい）
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【重要】コミックマーケット９９のサークル申込の変更事項等

コミックマーケット99の開催に当たり、コミック
マーケット98の中止に伴う対応と新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）予防対策につき、サークル申
込の変更事項を以下に記します。なお、全般的な注
意事項につきましては、公式Webサイトも必ずご参
照下さい→https://www.comiket.co.jp/info-a/C9
9/C99info.html

新型コロナウイルス感染症予防対策については、
現時点の状況を反映したものであり、開催までに政
府・東京都・会場によるイベントの開催に関する規
制の変更があった場合等、これを受けて対応を行う
場合があります。詳細については、公式Webサイト、
公式Twitterにて順次ご案内します。

なお、サークルの応募状況によっては、開催形態
を変更することもありますので、ご承知おき下さい。

【主な変更事項（サークル向け）】

オンライン申込にあたり、PDFのみで冊子の送付
を行わないサークル参加申込書セットを購入して
の申込が可能となります（冊子版のサークル参加
申込書セットを使ってのオンライン申込も従来通
り可能です）。

郵送申込サークルも電子メールでの連絡が取れる
こと、公式Webサイトを閲覧できることを必須と
します。申込責任者の電子メールアドレス登録方
法は、受付確認通知にて告知します。

 1スペースは、机半分、イス1脚、サークル通行証
の枚数を2枚とします。追加イスの販売は行いま
せん。イスの持込もご遠慮下さい。

開催時間を変更する可能性があります（ただし、
開会時間をこれまでの10:00より早めることはあ
りません）。アピールを参照下さい。

サークル参加者は、事前に連絡先の登録をお願い
します。登録方法については、後日お知らせしま
すが、オンラインによる登録のみになる可能性が
あります。

登録された情報は、開催後1ヶ月をめどに破棄し
ます。感染が疑われる方が出た場合、保健所等の
公的機関に対しての必要な情報提供として、連絡
先を開示する場合があります。

サークルスペース内の滞在人数は、交代時や混雑
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。

机の間隔を確保したり、サークル内のバックヤー
ドの余裕を確保したりするため、スペース数は、
前回より減少します。

緊急事態宣言の発令、政府・東京都・会場からの
自粛の要請、その他感染防止に際し緊急の事態が
生じた場合など、開催を中止する場合があります。
その他、やむなく中止にいたった場合は、申込責
任者に原則電子メールで連絡の上、それまでの諸
費用を差し引き、返金について出来る限り努力し
ます。ただし、会場を含む各種取引先との契約の
多くには、天災等に関する相手方の免責事項等が
存在します。また、開催中での中止の場合は、既
に多額の諸費用が発生しています。これらの事情
により、特に会場費支払後の返金については、非
常に困難であることをご承知おき下さい。

冊子版のコミックマーケット99サークル参加申込
書セットは、コミックマーケット100においても、
利用可能とします。その際の使用方法・コミック
マーケット99からの変更事項、コミックマーケッ
ト100ジャンルコード等については、公式Webサイ
トの告知のみとします。

【繰越クーポンの利用方法】
コミックマーケット98のサー

クル参加費を繰越したサークル
は、お手元のクーポンを利用
し、残りのサークル参加費2000
円を負担して下さい。郵送申込
の場合は、右図のように金額の
訂正・押印をした上で、郵便振
替の手続きを行い、お手元の繰
越クーポンを配置用データの所
定欄にのり付けして下さい。オ
ンライン申込の場合は、画面の
指示に従って手続きをお願いします。郵送申込の繰越クーポンは郵送申込のみに、オンライン申込の繰越クー
ポンはオンライン申込のみに使用可能です。使用に当たっては、送付クーポン付属の説明をご参照下さい。

【オンライン申込について】
○オンライン申込サポートページ → https://www.comiket.co.jp/info-c/e_application/
○詳しい申込手順 → https://docs.circle.ms/howto/10.html

【コミックマーケット準備会】

 




