●快適だけど、快調じゃない。
炎天下での待機に比べれば屋内は非常に快適と思えるかもしれない。実際会場である東京ビッグサイト
の建物内に入ればそれなりに冷房が効き、直射日光からも解放され、ほっと一息つける心地になる。そし
ていよいよ会場入りの興奮で疲れも吹き飛んで意気揚々と足取りも軽く（いくら軽くなっても絶対に会場
内では走ってはいけないが）目当てのサークルや企業に向かうだろう。この時点では何の問題もないよう
に感じられる。
しかし、勢いに乗ってサークル巡りを続けたり、大手サークルや企業の待機列に並んでいるうちに、体
調に妙な違和感を覚えることがある。

コマンド
・たいして暑くはないはずなのにやたらと汗をかく。
・階段の昇降や立ち上がる際などにふらつく感覚がある。
個がんばる きのせい
＞やすむ どうぐ
・しっかり水分を摂っているのに飲んでも飲んでも喉が渇く。
・呼吸が苦しく、深呼吸を繰り返す。
・身体に力が入らず、荷物がとても重く感じられる。
・めまいがする、視界が狭く（暗く）なる、頭痛がする。 個たいちょうふりょうが あらわれた！
・ももやふくらはぎの筋肉がピクピクと痙攣する。
・むかむかした感じや、吐き気がする。
これらの異常が感じられた場合は、たとえ入場直後でまだ１サークルも回っていなかったとしても、な
るべく早くベンチなどの腰掛けられる場所を探してしばらく休憩しよう。これらの突然の小さな不調は屋
外から少しでも快適な屋内に入って環境が変わったことで、屋外ではまだ自覚症状が出るに至っていなか
った潜在的な体調不良が現れてきたサインなのだ。中には軽度の熱中症が疑われるサインも含まれている
ので、無視して動いていると遠からず倒れかねない。残念だが一刻も早く体を休ませなくてはならない。
もしこの時点で周囲から体調は大丈夫かと声をかけられたなら、アナタは自分で思っているよりもずっ
と具合いが悪そうに見えるということだ。まだ動けるうちに休憩できる場所を探す（コミケットの会場内
では単に休む場所を確保するだけでもなかなか難しいので、少しでも早く行動する必要がある）か、まっ
すぐ救護室に行くべきだ。休息時間のタイムロスは惜しいかもしれないが、倒れて１日を棒に振らないよ
う勇気ある決断をしよう。
※待機列での救護詰所はやぐら橋のたもとと東待機場（共に待機列が無くなるまで）に、ホール内の救護
室は西地区はレセプションホール１F、東地区は東１ホールガレリア側にあるので、もしもに備えて配
置図上で確認しておこう。会場内で場所が分からなければ手近なスタッフに訊けばよい。

●本当は怖くない救護室
コミケットの会場内救護室といえば、次々と運ばれてくる倒れた参加者がたいした手当
ても受けられないまま枕を並べてぐったりと横たわるという野戦病院のようなネガティブ
なイメージがあるかもしれない。
確かに救護室は病院ではないので治療や専門的な薬剤の処方を受けることはできない。
しかし、医師が常駐しているので、アナタの体調不良の原因が何で、必要な措置は何であ
るのか（ことによっては今すぐ帰宅したり、病院に行くべきなのかも）を正しく診断して
もらうことはできる。もちろん体調管理をしっかりするのがベストではあるし、鎮痛剤や
胃腸薬、絆創膏などの一般的な常備薬類は全員が持参すべきだが、それでももし体調を崩
してしまったり、自分の手にあまるケガをしてしまったなら素直に救護室にお世話になる
のは賢明な判断だろう。もしそれが本当に重いものであった場合、救急車を会場に呼べる
のもまた救護室に限られるからだ。そういったときのためにも、健康保険証と持病やアレ
ルギーの有無、血液型、連絡先などを記したメディカルカードは携帯しておこう。
そして大切なことだが、もし救護室で休息しても体調が回復せず、『即帰宅すべき』と
告げられたなら素直に帰宅しよう。体調不良をかかえて帰宅するまでだって十分大変なの
だから、無理をしてその分の体力までも会場で使い尽くすようでは参加者失格だ。
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■屋内でも『隠れ熱中症』にご注意!!■
直射日光を浴び続けていなくても、それどころかそれほど暑さを感じない屋内に居てさえも、熱中症に
なってしまう場合がある。コミケットの会場内では、主に天候が雨などの時や、ホール内が非常に混雑し
ている場合にはそのリスクが高まる。つまり原因は湿度だ。熱中症とは体温調節がうまくいかなくなって
発生するさまざまな身体トラブルの総称であり、つまりは暑いと感じる程度に気温が高く、体温の調節が
うまくいかなければ昼夜場所を問わずどこでも起こりうるものだということはまず知っておくべきだ。

●屋内での熱中症予防術は『こ・ま・つ・な』!!

こ

こまめに体を拭く

ま

まとめて飲むより少しづつ飲む

屋内では湿度が高いと気温が高くても汗が蒸散しにくいため、
汗と皮脂や汚れが混ざってぬるぬるになったもので肌が覆われて
しまう。この状態は自分も周囲にも不快なだけでなく、汗が蒸散すること
で体温を下げる機能が働きづらくなっていることも意味する。放置すると
体温調節がうまくいかなくなってしまうため、流れてくるほどの汗をかいた
らこまめにぬぐい、時々ボディペーパー（肌質に合うものを事前に探してお
こう）などで腕や首まわり、できれば体の皮脂汚れも拭くようにしよう。
汗を拭くタオルは複数用意して常に乾いた清潔なものを使うようにしたい。

夏コミでは水分補給は不可欠だが、その際ぬるい、ただの水やミ
ネラル（電解質）分が補給できない飲み物をガブ飲みするのは悪手だ。
体温を下げる効果があまり期待できない上に、一気に体内の水分量が増えることでミネラルバランスが狂
い、急激に体調が悪化する危険性もある。ミネラルが補給できる飲み物でも、一度に多量に飲めばトイレ
に行きたくなる（トイレに自由に行ける状況なら飲んで出すのは悪いことではないが、コミケットの会場
では難しい場合が多い）。水分補給はできるだけこまめにほんの少しづつ、を心がけよう。

つ 疲れたら休む

コミケットの会期時間中は一刻も惜しいが、それでも
あえて休憩時間を設けるべきだ。休憩は体調を整えたり
体温を落ちつかせる時間でもあり、思っている以上に体調維持
に重要な意味を持っているのだ。大体活動時間60～90分に対し
５～15分ほどの休憩を取り、体調をチェックし、汗を拭き、
行動食やおやつを食べてエネルギーや塩分／ミネラルを補おう。

な

なるべく乾いた服を着る

汗や雨で湿った着衣は肌に張り付き、体温で生地自
体が乾くまで身体の体温調整機能の正常な働きをさま
たげてしてしまう。周囲の気温が低ければ体温を奪われて体調
を崩すし、逆に高温多湿だと生地が乾かないまま更にどんどん
汗をかいて脱水症やミネラル欠乏を起こしかねない。着衣も体調管理の一環ととらえ、風通しが良く乾き
やすい服を用意し、あまりにも汗をかいたら肌着を替えるなどして乾いた状態の維持を心がけよう。

●どこでどうやって着替えるの？
会場内の更衣室は、コスプレ用の更衣室と兼用になったものしかなく、時間によっては
長蛇の列となるため、単に濡れた服を着替えるだけに利用するのはややハードルが高いか
もしれないが、肌着下着まで濡れてしまったような場合は、濡れたままでいると身体トラ
ブルを引き起こすので思い切ってきちんと着替えよう。更衣室はコスプレ目的の着替えで
なければ無料で使用することができる。
突発的な雨が常に予想される夏コミでは、雨対策や、速乾性の服、防水の靴など、まず
は濡らさない、着替えなくてもすむ装備を選択しておくことが非常に大切なのだ。
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■降りだす前が、勝負です■
夏に降る雨は降り始めたらいきなり激しくなる。だから降り始めてから雨具を着たり荷物の雨覆いをし
ようとしても往々にして手遅れで、自分か荷物か、あるいはその両方をずぶ濡れにしてしまうことになり
かねない。とは言え、いくら急に降るとはいっても何の予兆もなくいきなり降り出すことはありえない。
屋外にいる時は常に空模様や気象状況の変化に注意し、危ないと思ったら早々に対策を始めよう。

●知っておきたい雨の予兆
・風上の方向に暗雲が見える。
・晴れていた空が急に雲に覆われ薄暗くなる。
・遠くからゴロゴロという遠雷が聞こえる。
・急にひんやりとした涼しい風が吹いてくる。
・空気がもわっと湿気たように感じられる。
・気圧に敏感な人は怠さや頭痛などの不調を感じる。

あ…
あああ
あ
ああ
あ
ざ

これらの雨の予兆が観測されたら、何をさて置いてもスマホのア
プリやネット上の気象情報を立ち上げ、付近で雨が降っていないか、
雨雲がこちらに向かっていないかを確認しよう。
もし直近に降雨が予想されるなら、まずは荷物や戦利品の雨対策
を行い、次に自分の雨具をすぐに取り出せる位置にスタンバイしておこう。
会場で雨に見舞われるケースを想定し、ポンチョ、バッグをまるごと覆える大
きさのビニール袋、念のため本を入れておくポリ袋やプラケースなどはあらか
じめ用意しておこう。戦利品を台無しにしてから後悔しても、遅すぎるのだ。

■リアルタイム降雨情報 気象庁 レーダー・ナウキャスト
https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
●君足痛メル事ナカレ
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ヤバタニエン …

コミケットの会場で何がツラい、困るかと言えば、足を痛め
てしまった時だ。コミケットではひたすら歩き回ることでしか
目的を果たすことはできないので、せっかく参加しても途中で
足を痛めてしまえば、それ以降は機動力が激減、今までに購入
した本や荷物が一転移動の障害と化し、帰宅するのさえも苦労
することになる。
会場で足を襲うトラブルには、マメ、靴ズレ、ねんざ、爪が
割れる、足を踏まれる、日焼けするなど、実に数多い上にいず
れもその後のダメージが大きい。その上、靴が壊れた（靴底が
はがれた、ストラップが切れたなど）のトラブルも起こりうる
ので、コミケットで最も頼られ、かつ酷使されるアナタの足に
対して、もっと気を使うべきだ。
具体的には、サンダルなどの靴ズレを起こしやすく、踏まれ
たときにダメージの大きなものを避け、軽くて丈夫で足をしっ
かりホールドしてくれる靴を履いて行く・日焼けしないようス
トッキングやソックスを履く・靴ズレ対策に絆創膏などを用意
しておく、足をドライに保てる化繊の靴下を履く、といったよ
うなことだ。そして帰宅後にも、しっかりフットケアを！

■■コミケット情報という迷路■■
コミケットに完全な形で参加するにはいくつもの情報が必要だ。開催情報と自分の目当てのサークル情
報を筆頭に、交通情報、あるいは宿泊に関する情報、この記事のような持ち物や会場での過ごし方につい
ての情報、あるいはコミケット前後の観光や打ち上げについての情報、同行者の連絡先や自分の健康情報
といったものまで、数えあげたらきりがない。
そしてこれらの情報は今や無数に存在している。その中から必要な情報を的確に収集し、活用すること
がコミケットに参加するにあたって実際に有利に働くこともまた間違いない。昔も今も、勝利のためには
情報が必要なのだ。

■アナタの情報、どこから？■
多くの参加者は自分の目当てのサークルや企業の参加情報チェックは当然しているだろうが、アナタは
コミケットに参加する前にどの程度情報を集めているだろうか？
かつては冊子版のカタログしかなかったものがROM版ができ、ネット上でWebカタログが基本無料で利
用できるようになり、サークルや企業側も紙の告知ペーパーからWebサイト、SNSとよりリアルタイムに
詳細に告知を行えるようになり……と急激に変化をとげ、現在では参加者が得ることのできる情報は格段
に多くなった。PCやスマホなどのネット端末があれば、ほんの少し検索するだけで無数の参加アドバイス
を読むこともできる。 その分、かつてはカタログ1冊をすみずみまで読めば済んだものが、現在ではさま
ざまなメディアやネットに情報が分散していて、さらにその精度がまちまち（ときに誤っていることも）
なので、過去でも現在でも必要なのは、自分から検索する、調べて確認する、というアクションであるこ
とに変わりはない。

●情報にも『鮮度』があります。
数ある情報にアクセスする際、その情報の掲載日時は必ず確認しなくてはならない。特にコミケットの
ルールやアクセス情報などは時折変更されるため、過去のある回では禁止されていたことが解禁されてい
るケースや、新たなルールが設けられたり、情報が追加されているケースがありうる。
したがって常に最新の情報でなければならない。ベテランさんやブランクがある参加者ほど過去の情報を
更新しなければならないので注意しよう。

●スキ好んで誤りたい人なんていますか？
情報の出処（発信者）は誰だろう？ たとえ『コミケ』という言葉が
付いていても、それは必ずしもコミケットについて正確な情報を発信して
いるとは限らない場合もある。主にtwitterにおいて、『コミケスタッフ』
や『コミケ関係者』を名乗るアカウントからコミケットの裏話的な情報
や同人活動などに関するコメントが発信されることがあり、
いわゆる『中の人』のコメントとして広く流布されているこ
とが珍しくない。しかしコミケットでは、公式及び公式に承
認されたいくつかのアカウント以外の情報は発信しておらず、
カタログに記載されているルールが全てだ。
それらの発信者が語っていることは、あくまでその個人の
意見や見解でしかないということは理解しておかねばならない。
善意のつもりで誤った情報や、本来存在しないコミケットの
『常識』や『マイルール』を拡散してしまうなどの行為に加担させられないよう、発信者やその情報につ
いて他の意見が無いか、などを確認する習慣をつけよう。思い込みでの行動は、暴走と変わらない。

●あなたはまだコミケを知らない
新刊や新作頒布物の情報は参加者にとって当然最も気になるところだ。特に人気の大手サークルや企業
の限定品ともなれば、その情報が回る順番を検討する際の重要な要素になることもあるかもしれない。
ただし大手や企業でも最近は事前に新作の再販やコミケット以外での販路について予告することも多く、
それを精査すると、実はコミケットの会場で入手しなくても後日揃えることができる場合も往々にしてあ
る。そこから考えれば、そのために早朝から来場しなくてもよいかもしれないし、そこに並ぶ時間の分、
会場以外では入手できないサークルの頒布物を探すことができるかもしれない。情報によってコミケット
への参加のしかたや会場内での行動や時間の使い方も変わってくる。
そして、アナタの嗜好によりマッチした作品を見つけることができたなら、アナタだけのお気に入りサ
ークルリストというその『情報』こそがコミケットに参加する本当の意味になるかもしれない。
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■ソースはやっぱり…！■
『ソース』とは、情報源という意味で使われるタームだが、コミケットのビギナーであれば最低限押さ
えておきたいコミケットの情報発信源というものはある。まずは正しい基本情報を取得することを心がけ
よう。とくに現在はTwitterでコミケット直前や会期中でも最新情報が発信されている。リアルタイムで
きめ細かい情報は価値が高く、コミケットに参加するならすでに必須の情報ツールといえるだろう。

●コミックマーケット準備会 関連
・コミケット公式

Twitter> comiketofficial

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

言わずと知れたコミケット公式。twitterでは開催や運営に関する最新情報が発信されて
いるので、基本の基本としてフォローしておこう。

・コミケット設営部

URL> http://www.tsp.ne.jp/~setuei/

Twitter> setueibu

コミケットの会場設営／撤収作業は参加者参加のボランティアによって行われている。
その作業を統括するのが設営部だ。コミケットの会場を自分の手で作り上げてみたい参加
者はフォローを。

Twitter> comiket_cosplay

・Comiket Cosplay

会場でのコスプレ関連情報や、先行入場の申し込みに関するアナウンスなどを行ってい
る。コスプレイヤーはフォローしておくべきだろう。

●サークル ドット エムエス 関連
・コミケWebカタログ

URL> https://webcatalog.circle.ms/

基本無料で参加サークルを検索できるカタログを使用できる。１月単位で課金すること
で完全な機能が活用可能なので、コミケット開催月はそちらの方がオススメ。

・Circle.ms

URL> https://portal.circle.ms/Inquiry/ Twitter> circlems

サークル情報を登録することでコミケットをはじめとする同人関連イベントにオンライ
ンで申し込むことができるサークル向けサービス。刊行物などのサークル情報も掲載可能。

・コミケコスプレコミュニティ URL> https://comicos.circle.ms/
登録することで自分のコスプレ写真を掲載したり、参加するイベントの情報やイベント
内での滞在場所などまで公知することができる。コミケットのコスプレイヤー先行入場に
申し込むためにはこのサービスへの登録が必須。

そして、結局のところ最高の参加情報源は、現在でも1,500ページ以上の全ページにコミケットについ
ての情報がぎっしり詰め込まれている冊子版コミケカタログなのだ。ビギナーもベテランも、この機会
に今一度すみずみまでじっくり読んでみよう。きっと多くの発見があるはずだ。

●元気のモトは『酸味一杯』!!
夏コミの暑さは、日頃冷房の恩恵にどっぷりと浸かっている参加者には非常に厳しい。
開催日のしばらく前から、意図的に暑さに体を慣らす暑熱順化を心がけて少しでも日頃の
環境との差から受けるショックを小さくするよう務めるべきだが、それでも暑さと疲労は
どんどん体力を奪っていく。そんな時、アナタの体を支
えてくれるのがクエン酸だ。これはレモンや梅干し
などに含まれる酸っぱさの素になる成分で疲労回復
効果に優れ、糖分や塩分との相性も良い。
コミケットでも、レモン（無農薬のものでなけれ
ば皮を剥いて）をスライスして蜂蜜に漬け、粗塩１
つまみを加えた塩蜂蜜レモンや梅干しを持って行く
のがオススメだ。クエン酸、アミノ酸が配合されたゼリー
飲料なども積極的に活用して、会期中でも疲れを吹き飛ばそう！
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■『モジュール化版』持物リストVer.２《夏》■
バックパック

貴重品ポーチ
全員必携

全員必携
□ サイフ①：購入資金のみ
□ サイフ②：交通費・予備費・交通カードなど

□ 飲物と行動食
500ml最低１本（待機時間によって２本以上）
水分は多
エネルギーバーなど最低１個
こまめに めに持参し
□ 救急用品
補給！
メディカルカード（自作する）
絆創膏／常備薬／カゼ薬・胃腸薬・鎮痛剤

□
□
□
□
□

購入資
金
試合終 が切れたら
了
□ スマホ・携帯電話
使い込 ！
みはダ
メ
□ 免許証、保健証などの身分証明書

普段使ってる財布

□ 緊急連絡先（保護者・家族など）カード
□ 予備バッテリー２

男性参
予備バッテリー1
加
止めは 者も日焼け
必携！
帽子・日焼け止め
布バッグ等の折りたためるサブバッグ
コンビニ袋等ビニール袋数枚
ポケットティッシュ・ウェットティッシュ

購入品バッグ
□ 配置図／WebカタログやカタROMをイン
ストールした携帯端末
□ 筆記用具

■待機用品（夏）
□ 凍らせた水のペットボトル（タオルで包む）
□ 一食分の軽食（基本行動食に追加）

■暑さ・日射し対策装備

菓子パン／ゼリー飲料／羊羹やナッツ類など。
おにぎりやサンドイッチなど生ものは避ける。

□ 予備バッテリー3
待機する場合
はバッテ
□ 折り畳みイス・敷物 多めに持っていこう。リーは
□ 暇潰し用本／携帯ゲーム機など

■雨対策装備
□
□
□
□

雨かもしれな
い
靴も防水機能 時は
のある物を！

ポンチョ／レインウェア／45㍑ゴミ袋数枚
追加フェイスタオル１枚
Tシャツ／肌着＆下着／靴下の着替え
傘は会
折りたたみ傘
場まで

■女性用装備

□ 大判タオル／日除けストール／サングラス
□ 団扇／扇子／携帯扇風機など
□ タオル・手ぬぐい・汗拭きボディペーパー
□ クールタオル、冷えピタ、冷感スプレーなど
の体温上昇予防グッズ
大量に
□ 塩分補給用アメ類
汗をか

■オプション
□
□
□
□
□

では使
用
用しな ！ 待機列な
いこと
ど
。

日傘は
待
ではＮ 機列など
Ｇ！

周期外
でも

にのみ
い
摂るこ た場合
と。

自分の名札＆名刺（サークルとの交流用）
A４／B5プラケース（購入物保護用）
ポスター用筒
スケッチブック（必ず自分の連絡先を記入）
サークルへのお手紙やプレゼントなど
必ず自分の連絡先（メアドなど）を書き、生もの、
嗜好性の強いもの、包装されていないもの、持ち帰
りずらい物などは避ける。

念の為
□ 生理用品・鎮痛剤
用意し
ておこ
う。
□ メイク用品・メイク落とし

サークル参加者必携品

コスプレ参加者必携品

□ サークル通行証（１人１枚）
□ 新刊／在庫／頒布物各種
□ 釣銭／売上・釣銭入れの袋や箱
□ 値札／看板や卓上ポップ／テーブルクロス
□ 参加登録カード／見本誌票シール
（申込書セットに付属）
□ 筆記用具／売上記録用ノート
□ 細マジック・カッターナイフやハサミ
□ ガムテープ・両面テープ・セロテープなど
□ ゴミ袋

□
□
□
□
□
□
□
□
□

完成したコスチューム／ウィッグなど
小道具類（運搬時の破損と周囲の安全注意）
着替え入れサブバッグと荷物の開封防止用の鍵
メイク道具／ハンディミラー
コス着用時に小間物を入れるポシェットやミ
ニバッグ
（あれば）コスプレイヤー名刺
冷たい飲物入り魔法瓶・緊急用アイスパック
ソーイングキット／補修道具／両面テープ
先行入場申込みに当選した人は送付された通
行証

※基本的に各カテゴリーのリスト上部のものほど必要度が高くなっています。ただし、これらの装備は全て持っ
て行く必要はありません。自分の参加スタイルに合わせて取捨選択して下さい。
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■Ready Participant One■
コミケットにはルールがあるが、それは参加者とコミケットそのものを守るためにどうしても
必要なものとして定められており、参加者は必ずルールを守らねばならない。その代わりとして
コミケットは参加者に可能な限りの自由を確保する努力をしている。つまり『最小限の規律で最
大限の自由を』ということであり、ルールを守っている限り、参加者はあらゆる自由な表現を楽
しむことができる。
コミケットに参加するにあたって必要なことは、一般・サークル・コスプレを問わず、ルール
を正しく理解し、その中で自分が望むものをより多く勝ち得るための『準備』なのだ。それは最
新のルールについての正確な知識と、よりクオリティの高い自分の作品や効果的なディスプレイ
であり、過酷な環境を快適に過ごすテクニックや装備であり、頒布物についての情報でもある。
だから、コミケットという場所はそこを訪れる人々全てに『準備』を要求する。サークル参加
やコスプレイヤーは自分の作品を用意しなければならないのはもちろん、一般参加者も何の予備
知識も準備もなく来場することは推奨されない。だが、それはコミケットが正しい知識を基に周
到な準備をすればするほど深く楽しめる、自分の望むものを手に入れることができる場所だから
こそのことなのだ。
ゲームはルールをより深く、正しく理解しているプレイヤーほど高度な戦略や戦術を駆使する
ことができ、勝者に近づくことができる。何をしてはならないのか、なぜそう決まっているのか、
そして、どうすればそのルールの中で少しでも自分の望みや理想に近づくことができるのか？
プレイヤー
それを知り、考え続けることが優秀な参加者の条件だ。そこから、コミケットは始まっている。

本記事の内容はコミケット準備会のチェックを受けた上で掲載されているものですが、紹介している
アイテム類や行為はコミケット当日の天候や状況によって使用できなくなるものや、禁止となる場合も
発生しえます。最終的には現場のスタッフの判断・指示に従ってください。
『臨機応変』もコミケット参加者に求められる大切な認識です。
本コーナーに掲載している健康面についての情報は必ずしも専門医学的考証に基づいたものではあり
ません。また、取りあげられている各種事例や方法については個人差があり、期待される効果をもたら
さない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
本コーナーではコミケットビギナーの為に、参加に際して有用と思われる情報や知っておいて欲しい
ことを繰り返し、様々な切り口から論じています。過去の記事も併せて読むことで得られる情報の密度
が向上しますので、是非下記サイトから過去記事もご活用下さい。

twitter : @Comi_Navi
過去のカタログ掲載Ｃｏｍｉ－Ｎａｖｉ記事のバックナンバーや
コミケットQ&Aなどを掲載しています。参加前にぜひ一読を！
コミケットをもっと良い場所にしたいというコミケット参加者のための交流サイトです。
ビギナーもベテランも、安心してコミケットやイベントの情報交換や質問、
ノウハウの伝達ができる場所をめざして活動しています。

◆カタログ掲載記事まとめ本（夏）（冬）作りました！

約10年分の記事をまとめました。ある意味最強の快適参加マニュアルです。

◆コミケットサポートマガジン 『コミケPlus』もよろしく！

で
ココ布中！
頒

コミケPlus誌の製作に全面協力しています。継続のため是非ご購入下さい！

◆コミケット会場でも参加者をサポート！
全会期中東１ホール救護室そばの物販ブースにお助けShopを出展しています。
サークルさん、一般参加者さん問わず、会場内で何か困った時にはぜひお立ち寄り下さい。
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