
日時 ：2015年３月28日 (土 )・29日 (日 )　
   11時～16時〈予定〉
場所 ：幕張メッセ 国際展示場
参加費 ：￥5,000
募集数 ：各日1,000サークル〈予定〉
公式サイト ：http://cmksp.jp/cs6/

　2015 年、コミックマーケットは 40 周年を迎えます。ファンが集
まって好きな作品や自分の創作物を同人誌にしたり語り合ったりする
という目的で始まり、いつの間にか大きなお祭りになりました。時代
の流れを経てマンガ・アニメ・ゲーム・コスプレなど、いわゆる
「OTAKU」文化は世界に広がり、今では世界中で日本のアニメやマン
ガが楽しまれています。各国で「OTAKU」に関連するファンイベン
トもたくさん開かれるようになりました。とても嬉しいことだと思い
ます。
　今回のコミケットスペシャル６は、世界に散らばったマンガ、アニ
メなどのファン、ファンイベントのご協力をいただいて、世界中の
「OTAKU」を繋ぐお祭りにしたいと思っています。今までのコミケッ
トにはなかった新しい試みを沢山盛り込んで、日本のコンテンツを
ファンの立場で応援出来るような「場」を作りたいと考えています。
　世界中の同好の士にあなたの同人誌を見てもらい「OTAKU」の輪
を広げませんか？　コミケットは「日本代表」である、あなたの参加
をお待ちしています。

■オンライン申込について…circle.msからのオンライン申込が可能で
す。詳しくは、コミケットスペシャル６公式Webサイトをご覧下さい。

■日本国内から郵送申込を行う方は、以降の記載に従ってお申し込み下さい。

★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。

★サークル参加申込書、サークル参加案内、コミケットマニュアル
（http://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIs.html）は、参加者全員
が熟読して下さい。これらの配布物に記載されている内容を理解し、
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
トスペシャル６当日も持参して下さい。

★各ジャンルの抽選・配置日はコミケットに一任していただきますが、
28日は男性向け、29日は女性向けジャンルを中心に配置する予定で
す。もし、参加できない日がある場合は申込書⑤のチェックボックス
に記入して下さい。申込ジャンルが参加できない日になった場合、抽
選洩れとします。何も記入しない場合はどちらの日程の配置でもよい
とさせていただきます。

★やむなく中止にいたった場合は、申込責任者に連絡の上、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。したがって、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。

★申込書等の投函後にキャンセル、配置辞退はできません。

★千葉県の条例を踏まえ、会場との調整によ
り、各サークルが男性向け、女性向けにかか
わらず成人向け頒布物を扱うためには、成人
向けとそれ以外を区別するために机上に右図
のような簡易な衝立（ついたて）の設置が必
要となります。詳細は、サークル参加案内で
ご連絡いたします。

共同代表あいさつ

成人向成人向 成人向成人向

衝立イメージ



Ⅰ　コミケットスペシャル6の郵送申込に必要な物
　・サークル参加申込書（右ページ）
　・封筒（厚めの長３型（定型）封筒を用意する）
　・サークル参加費：普通為替（￥5,000）
申込書はB5版原寸コピー利用可。コミケットスペシャル６公式Webサイ
ト内からサークル参加申込書のデータをダウンロードし、印刷した物での
申込も可能です。

Ⅱ　申込の手順
・書類記入は全て黒一色のペンなどを使い、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、色の付いたペン、消せる
ボールペンなどの使用は禁止です。
・複数申込を行う場合は【Ⅲ 複数申込の手順】も参照して下さい。

ａ）コミケットスペシャル６サークル参加申込書に必要項目を記入。
　※サークルカットを描く際、特に以下に注意して下さい。
　・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。
　・カタログ掲載時に66.7%縮小されます。
　・スミ一色（ボールペン、鉛筆は禁止）で書いて下さい。
　・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、左上の部分を区切っている枠を消さないで下さい。

　・サークル名をカット内のどこかに書いて下さい。
　・頒布物概要に沿った内容で書いて下さい。

ｂ）１コマコーナーは、以下のいずれかのテーマにて自由にお描き下さい。
　①人生を変えた作品「あなたの人生を変えたと思う作品を教えて下さ
い。」②民族衣装「あなたが"民族衣装"と聞いて、思いつく衣装を教え
て下さい。」

ｃ）Ⅰで用意した長３型封筒に以下の内容を書いて下さい。
　表面：〒155-0032　東京都世田谷区代沢５-30-４ 世田谷代沢郵便局留
　　　　　コミックマーケット準備会CS6　申込係
　　　　　（通常のサークル参加申込とは宛先が異なるのでご注意下さい）

　裏面：①サークル名、③住所、②氏名、④ジャンルコード
　※ジャンルコードは封筒裏面の一番下に赤で大きく（太字のサインペンで１文字
　２cm四方目安に）書いて下さい。

ｄ）郵便局で普通為替（発行後1カ月以内で何も記入しない）を購入して
　下さい。現金の同封、現金書留は禁止です。
ｅ）複数申込の場合、これ以降は【Ⅲ複数申込の手順】を参照して下さい。
ｆ）複数申込で無い場合は封筒に
　　・サークル参加申込書（コピー可）
　　・普通為替（￥5,000）
　　を入れて封緘し、必要額の切手を貼って下さい。
ｇ）申込期日内に投函して下さい。

Ⅲ　複数申込の手順
　同じジャンルで同じ傾向の２スペース以上の複数スペースの合体申込が可
能です。郵送申込とオンライン申込サークルの合体申込はできません。
　申込書のサークルカットは、単独でサークルカットとして成立している
場合、複数サークルで連続したカットを認めます。別紙を添付する事は
認めません。
　ｃ）の封筒へは、全サークル分の申込書・普通為替を入れて下さい。裏
面に記載の差出人等は代表サークル１つ分のみ記載して下さい。
　抽選漏れの場合は各サークル宛に返金します。なお、封入されている為
替の金額に関する不備があった場合、受付番号を発行せず、代表する
サークルに申込封筒を返却します。

●申込資格
・申込責任者は申し込み時点で義務教育を修了していること。
・電話連絡が可能なこと。問い合わせは、申込責任者からのみ受け付けま
す。申込責任者の変更は、やむを得ないと認められる理由がある場合を
除いてできません。
・日本語または英語を理解し、日本の法律や条令、コミケットのルールと
マナーを守り、守らせることが出来ること。

●１スペースの内容
１スペースは机半分（約90cm×45cm）、椅子１脚と、通行証（入場券）
２枚です。※会場にて追加椅子の貸し出しを有償で行う予定です。

●その他
・見本誌として全ての新刊を１部ずつ提出していただきます。この見本誌
は、将来、コミケットが自ら作る同人誌図書館、あるいは、米沢嘉博記
念図書館のようなコミケットが協力する施設・催事において、閲覧に供
することになります。
・申込書類は返却しません。また、「サークルカット」「サークル名」
「執筆者名」などのデータ使用に関しては、（有）コミケットに一任し
ていただくことになります。なお、プライバシーポリシーについてはコ
ミケット公式Webサイト内（http://www.comiket.co.jp/info-c/PIP/
　PrivacyPolicy.html）をご覧下さい。
・今回のコミケットスペシャル6では、同一申込責任者が複数サークルス
ペースの申込を行うことが可能です。
・印刷会社からの搬入申請を受け付けます。また、宅配による搬入も行え
る予定です。詳細はサークル参加案内にてご確認下さい。
・下記ジャンルコードはコミックマーケット87と同じです。補足説明に
ついてはコミックマーケット87のサークル参加申込書セット８～９頁
か、コミケット公式Webサイト（http://www.comiket.co.jp/info-c/
　C87/C87genre.html）を参照して下さい。
・電源の利用は通常のサークルスペースではできません。
・本紙に記載されていない事項については、基本的に通常のコミケットと
同様です。不明な場合は下記住所までお問い合わせ下さい。
・不着問い合わせ、住所変更、サークル名訂正の書式は、コミケットスペ
シャル６公式Webサイトよりダウンロードして使って下さい。
・企画参加については、コミケットスペシャル６公式Webサイト内企画
ページ（http://cmksp.jp/cs6/kikaku/entry/）を参照の上、下記住所
にK係と記載し、お問い合わせ下さい。

★コミケットスペシャル６についての各種お問い合わせ先
〒155-0032　東京都世田谷区代沢５-30-４　世田谷代沢郵便局留
コミックマーケット準備会CS6　Q係

申込のスケジュールは以下の通りになります。
★申込期間
　一次申込　2014年８月12日～10月31日
　二次申込　2014年11月１日～12月５日
  （期間内消印有効）
　※オンラインに関する申込期間は、公式webサイト内の参加申込を参照して下さい

★返送時期
　①受付確認葉書　　　　2015年１月中旬〈投函予定・郵送申込のみ〉
　②サークル参加案内　　2015年２月中旬〈投函予定〉
　③返金（抽選漏れ）　　2015年２月末頃〈発送予定〉
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ジャンルコード一覧
（http://www.comiket.co.jp/info-c/C87/C87genre.htmlも参照下さい）

※コミケットスペシャル６では、併設企画として黒子のバスケオンリー同人誌即売会『くろケット』を開催します。
　黒子のバスケをメインジャンルとして参加予定の方は、そちらでの参加もご検討下さい。



線に沿って、切り取って送って下さい。

線に沿って、切り取って送って下さい。

線
に
沿
っ
て
、切
り
取
っ
て
送
っ
て
下
さ
い
。

線
に
沿
っ
て
、切
り
取
っ
て
送
っ
て
下
さ
い
。

コミケットスペシャル6 “OTAKUサミット2015”配置用データ

コミケットスペシャル6 “OTAKUサミット2015”サークル参加申込書

左上の小さな四角部分には何も記入しないで下さい

■カットは切り取らないで下さい。
■カットは折らないで下さい。

（　　　　様方）

＊カタログ掲載用執筆者名（PN可、1名） ＊カタログ掲載用発行誌名（1冊）

28 ・ 29

※は記入しないで下さい

＊

＊

複数申込相手サークル名

サイズ・ページ

□28日（土）　　　　　　　　　　　□29日（日）

（サークルカットには参加者に対するアピールを書き、ここには頒布物の概要、傾向を書いて下さい）

＊の項目に書かれた情報はカタログ、Webカタログにて
　公開されます

執筆者名（PN可、何人でも）

※

は参加できない は参加できない



■アンケート

１. コミケットスペシャル7を海外で開催するとしたら、どこがいいですか？（国・地域含む）

2. コミケットスペシャル６の当日、会場にて追加椅子など備品の貸し出しを有償で行う予定ですが、
 あったら利用しようと思うものはありますか？ （複数回答可）

　a.　追加椅子

　b.　POPスタンド

　c.　必要ない

3. 設問２以外で当日レンタルできると便利だと思う備品があったら教えて下さい。

4. 千葉県の条例を踏まえ、会場との調整により、各サークルが男性向け、女性向けに関わらず成人向け頒布物を扱うためには、
 成人向けとそれ以外を区別するために机上に簡易な衝立の設置が必要となります。
 これを準備会が用意した場合、利用しますか？（その場合、数百円程度の実費負担をお願いする予定です）

　 a.　利用する

　 b.　自分で用意する

　 c.　成人向の頒布物はないので利用しない

1コマコーナー

□ テーマ１：人生を変えた作品
□ テーマ２：民族衣装

※描いていただいたテーマにチェックを付けて下さい。
※コミケットスペシャル６カタログ内のコーナーにて掲載予定ですが、
　紙面の都合により掲載できない場合があることをご了承下さい。


