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 模擬店の出店受付について  

第６３回銀杏祭模擬店の出店受付は、以下のような２つの方法で受け付けております。 

受付期間は １０月１日(火) ～ １０月７日(月)１８時まで です。※５，６日は除く。 

 

①．昼休み食堂前受付 

  １０月１日(火) ～ １０月７日(月) までの期間、昼休みに旧教養地区食堂前付近に

て出店の受付を行います。ただし土日祝を除きます。受付の際は下欄の『お申し込み

の際に必要なもの』を必ずお持ちください。 

なお、申込期限の迫った７日は混雑が予想されますので、なるべくお早めにお申し込

みくださいますよう、ご協力お願いいたします。 

 

②．共同談話室でのお申し込み 

 大学祭実行委員会本部、共同談話室 ( 旧教養地区食堂２階 ) にて受付しております。 

 受付期間は１０月１日(火)～７日(月)までの１０時～１２時、１３時～１８時 ( 平

日の昼休みは食堂前にて受付を行っております ) となっております。ただし土日祝は

除きます。受付時間内に下欄の『お申し込みの際に必要なもの』をご持参ください。 

 

 ☆☆☆ いずれの方法でも、お申し込みの際は以下のものをご用意ください ☆☆☆ 

 

■ お申し込みの際に必要なもの 

・ ５枚綴じ申込用紙冊子（冊子は綴じを外さず、表紙も含め必要です） 

・ 出店料(６０００円)と、保証金(５０００円)の、合計１１０００円 

・ レンタル用品・模擬店用品の料金（希望される団体のみ） 

 

 ※ お申し込みの際に申込用紙と出店料、レンタル用品料など必要なお金を一緒に持参

していただかないと、 受付受理できません のでご注意ください。また、出来る

だけ釣り銭のいらないようご用意願います。 

※ 申込用紙冊子は 綴じてあるものを外さない でください。該当しない書類は空欄

のままで構いませんので、綴じてある書類全てを受付の際に提出してください。 

※ 保証金については６ページをご覧ください。 

※ レンタル・模擬店用品については１１ページをご覧ください。 

 

申込期間は １０月１日(火) ～ １０月７日(月)１８時まで です。それ以降の出店申し

込み、レンタル用品・模擬店用品の申し込みには対応できませんので、期間内のお申し

込みをお願いいたします。なお、出店料はいかなる場合でも返金しません。 
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 模擬店出店までのスケジュール  

◆１０月１日(火) ～ １０月７日(月) 

模擬店昼休み出店受付【詳細：２ページをご覧ください】 

 模擬店出店に関する書類は １０月７日(月)１８時 で締め切らせていただきます。 

 

◆１０月９(水)・１０日(木)・１１日(金) 

 第１回模擬店説明会 (１８：００～ ＠８１０教室) 

優先順位によって説明会の日程が異なります【詳細：４ページをご覧ください】 

１８：００より受付を開始し、１８：１５より説明会を開始いたします。 

◆１０月１５日(火) 

 第２回模擬店説明会 (１８：００～ ＠８１０教室)【詳細：４ページをご覧ください】 

１８：００より受付を開始し、１８：１５より説明会を開始いたします。 

◆１０月２９日(火)・３０日(水) 

 模擬店屋台組み立て (１６：３０～ ＠各出店場所) 

 組み立て日程は出店ブロックによって異なります【詳細：５ページをご覧ください】 

 

◆１０月３１日(木) 

 レンタル用品配布 (１６：３０～ ＠第２体育館前) 

 ガスボンベ配布（１６：３０～＠大音楽練習場前） 

【レンタル用品・模擬店用品に関する詳細は１１ページ～１２ページをご覧ください】 

 

◆１１月１日(金)～１１月４日(月) ★ 銀杏祭当日 ★ 

《 出店可能時間 》 

 １１月１日(金) １０：００ ～ ２０：００ 

 １１月２日(土) １０：００ ～ ２０：００ 

 １１月３日(日) １０：００ ～ １９：００【門限は２０時です.ご注意ください】 

 １１月４日(月) １０：００ ～ １５：００【門限は２０時です.ご注意ください】 

 

◆１１月４日(月) 

 レンタル用品返却 (１５：００～ ＠第２体育館前) 

模擬店屋台解体 (１５：３０～ ＠各出店場所) 

 

◆１１月１３日(水)～１１月１５日（金） 

 保証金返却 (１６：３０～１８：００ ＠旧教養地区食堂２階共同談話室) 

 保証金保管期限は１１月１５日(金)１８時まで【詳細：６ページをご覧ください】 

☆ 雨天などによる日程の変更は模擬店情報発信ブログ、大学祭実行委員会のツイッタ

ーにてお伝えしますので、必ずご確認ください(模擬店情報発信ブログに関する詳
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細は５ページをご覧ください)。 

 模擬店出店場所優先順位について  

第６３回銀杏祭における出店場所を決定する優先順位については以下の通りとします。 

 

優先順位１位：第８回ふたば祭模擬店出店かつ仮装パレードに参加の団体  

優先順位２位：第８回ふたば祭模擬店出店団体 

優先順位３位：仮装パレードに参加の団体 

優先順位４位：上記以外の団体 

☆ 仮装パレード参加による優先権を得るためには １０月７日(月)１８時まで に仮装

パレード参加申込書も提出してください。 

 模擬店説明会について  

☆☆☆ 第１回模擬店説明会 ☆☆☆ 

この説明会は全団体を対象に、３日間に分けて行います。出店場所の抽選・決定を行い

ますので、各団体の該当する日程で必ずご出席ください。出席いただけない場合は出店

辞退とみなし、出店取り消しとなりますのでご注意ください。 

第１回説明会の日程は以下の通りです。【優先順位の詳細は上欄をご覧ください】 

 

優先順位１，２ 位の団体  １０月９日(水)  １８：００～ ＠８１０教室 

優先順位  ３  位の団体  １０月１０日(木) １８：００～ ＠８１０教室 

優先順位  ４   位の団体  １０月１１日(金) １８：００～ ＠８１０教室 

☆☆☆ 第２回模擬店説明会 ☆☆☆ 

模擬店を出店される全団体を対象に一斉に行います。雨天時用ブルーシート、調理用手

袋、のれんの配布などを行いますので、必ずご出席ください。日程は以下の通りです。 

 全ての出店団体  １０月１５日(火) １８：００～ ＠８１０教室  

 

※ いずれの説明会も１８：００より受付を開始し、１８：１５より説明会を開始いた

します。多くの出店団体の方が来られ受付に時間がかかりますので、早めにお越し

になり、１８：１０までに受付を済ませていただきますようご協力お願いいたしま

す。 

 

 模擬店屋台の組立・解体について  

 

銀杏祭では模擬店で用いる屋台の組立・解体を出店団体の皆様にお願いしております。
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ブロックごとに一斉に行いますので、組立・解体には各団体２名以上来ていただくよう

ご協力お願いいたします。なお、組立時間となりましたら点呼をとらせていただきます。

その際おられない団体は無断欠席とみなし、保証金の減額対象となりますので必ず時間

に遅れないようお越しください（ 組立方法の都合上、遅刻されてしまうと隣接する団体

さんの店舗を組み立てられません )。組立・解体の方法に関しましては当日、指導いた

します。 

 

屋台組立 １０月２９日(火) １６：３０～【  青 色  】 １７：３０～【黄色・茶色】 

１０月３０日(水) １６：３０～【緑色・橙色】 １７：３０～【桃色・水色】 

屋台解体 １１月 ４日(月) １５：３０～【全ブロック】                     

 

☆ なお、屋台組立・解体は小雨決行の予定です。各自で雨具をご用意ください。 

☆ 雨天による延期や時間の変更は情報発信ブログ (下欄参照) でお知らせします。 

 

 

 模擬店出店者への模擬店情報発信ブログについて  

 

第６３回銀杏祭では出店団体の皆様に、団体別説明会日程の掲示や、雨天による予定の

変更、銀杏祭当日の緊急連絡などを発信する「模擬店情報発信ブログ」をウェブ上に設

置します。銀杏祭当日の雨天時ブルーシートの使用可否や、悪天候による出店中止の判

断など実行委員会からの大切なお知らせを発信しますので、いつでも確認できるよう出

店団体の皆様にブログＵＲＬの周知をお願いいたします。なお、ブログに掲載された情

報や指示を守っていただけなかった場合保証金減額事項になりますのでご注意ください。 

 

また、説明会の日程や屋台組立の日程変更など、当日までに関する情報はＨＰに掲載す

る場合もございますので、そちらも必ずご確認ください。 

 

【ブログＵＲＬ】          【第６３回銀杏祭ＨＰ】 

http://mogiten.jugem.jp/      http://ginnansai.jp（銀杏祭で検索可） 

 

 

 保証金について  

模擬店の出店受付の際に、出店料とともに保証金５０００円をお預かりしています。保

証金とは各出店団体の方が以下の保証金減額事項に抵触された場合に備えて、大学祭実

行委員会があらかじめお預かりするお金のことです。保証金は保険金とは違いますので、

もし５０００円を超える損害があった場合には、その超過分は別途お支払いいただきま
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すので、あらかじめご了承ください。 

実行委員会が定めております保証金減額事項は、模擬店を出店するにあたっての最低限

のルールです。模擬店出店者や来場者の皆様が気持ちよく模擬店を出店・利用できます

よう、ご協力お願いいたします。 

 

なお、保証金の返却は１１月１３日(水)～１１月１５日（金）１６：３０～１８：００ 

に旧教養地区食堂２階共同談話室にて行います。なお、 保証金の返却期限は１１月１

５日(金)１８時まで とさせていただきます。無連絡の場合、返却期限以降の返却には

一切応じられません。ご注意ください。 

 

【保証金減額事項】 

 

行 為 減額料・負担額など 

７～１０ページ記載の注意事項を守らない 

１回の違反につき１０００円 

 

違反の程度によっては 

１０００円を超えること、 

出店をお断りすることもあります 

実行委員会の指示に従わない 

書類申請などの期日を守らない 

説明会や屋台組立・解体の無断欠席 

情報発信ブログの掲載内容を守らない 

マニュアル・説明会資料の記載事項を守らない 

出店者・来場者が不快になる行為 

他の模擬店の妨害など 

ＢＯＸや部室などのブレーカーを落とす １回の違反につき３０００円 

学内のコンセントから電源を確保する行為 １回の違反につき３０００円 

備品の紛失・破損・私物化 
保証金相応額の減額 

それを超える物品に対する損害額 

 

☆ ７ページ～１０ページの『模擬店出店に際しての注意事項』もよくご覧ください。 

 

上記以外にも、実行委員会が保証金減額事項になりうると判断した行為を行った場合、

保証金を減額することがありますのでご了承ください。 

 

 模擬店出店に際しての注意事項  

以下の注意事項に反した行為は 保証金の減額対象 になりますのでご注意ください。 

◆ ゴミ処理に関する注意事項 

 年々模擬店から排出されるゴミの量が増えています。 各団体とも少しでもゴミを出

さないような工夫・ご協力をお願いいたします。 
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【 指定ゴミ袋について 】 

 銀杏祭当日は正門前インフォメーションにて配布いたします、 大学祭実行委員会指

定ゴミ袋を使用 していただきます。この指定ゴミ袋を使用していないゴミは、当日

ゴミ捨て場で引き受けかねますので、必ず指定ゴミ袋を使用していただきますようご

協力お願いいたします。 

 

【 ゴミの分別・回収について 】 

 銀杏祭ではゴミの分別回収を行います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

◇ 一般ゴミ（燃えるゴミ）について 

 インフォメーションにて配布いたします、 透明ゴミ袋 にまとめてください。 

 資源ゴミと混同しないよう注意してください。 

◇ 資源ゴミ（カン・ビン・ペットボトル）について 

 インフォメーションにて配布いたします、 白色透明ゴミ袋 にまとめてください。 

◇ プラスチックゴミ(発泡スチロール、汚れのない食品トレイなど)について      

☆ 資源ゴミと混同しないようご注意ください 

 インフォメーションにて配布いたします、 白色透明ゴミ袋 にまとめてください。 

◇ ダンボールについて 

 同じ大きさのものを、ひもなどでくくって崩れないようにまとめてください。 

 ダンボールなどに付着したテープ、紙類は取り外してください。 

 ◇古紙(新聞、チラシ、紙パック、その他の紙)について 

 汚れのない古紙は一般ごみとは別に紐などでまとめてください。絶対に一般ごみ 

とは一緒に捨てないでください。 

◇ 木材について 

 ベニヤ板などの木材は３０センチ四方以内に崩し、一般ゴミとして処理します。 

◇ 残飯について 

   汁気を多く含んだゴミは会場内ゴミ箱付近の残飯捨て場で液体と固体に分け、固体

は一般ゴミ扱いです。 絶対に流しや溝に捨てることのないよう お願いいたします。 

◇ 油の処理について           （回収は１１月４日１６：３０まで） 

 第６３回銀杏祭では油の回収を行います。液体のままお持ちください。 

いずれのゴミも、処理は全て２号館裏のゴミ捨て場で行います。 会場各所に設置し

ておりますゴミ箱には模擬店で出たゴミは絶対に捨てない でください。 

当日は実行委員会の者がゴミ捨て場で分別チェックを行っております。 必ずチェッ

クを受けてからゴミを捨ててください。 

 

【 ゴミの放置について 】 

 夜間帯、屋台にゴミを放置されますとカラスや猫がゴミを散らかすことがありますの

で、 ゴミの処理は毎日必ず 行ってください。 
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◆ 雨天時に関する注意事項 

 雨天時の対策として、各団体にブルーシートを配布いたします。 

模擬店屋台組立の際に配布予定ですが、使用に際して以下の点にご注意ください。 

 

・ブルーシートは雨天時に屋台の上部に張ること以外、使用しないでください 

・実行委員会の許可なくブルーシートを開封・使用しないでください 

・夜間を含む模擬店出店時以外、雨天時以外には取り外してください 

・ブルーシートを固定する際は屋台を傷つけない方法でお願いいたします 

（紙製ガムテープは絶対に使用せず、布製ガムテープを使用してください） 

 

雨天時以外はブルーシートの使用は認めておりませんので、銀杏祭期間中、好天に恵

まれた場合、 ブルーシートは未開封の状態で返却 していただくことになります。当

日のブルーシート使用の可否は模擬店情報発信ブログ（http://mogiten.jugem.jp/）

に掲載いたしますので、ブルーシート使用の際は必ずご確認ください。 

なお、雨天時は屋台の倒壊を防ぐため、ブルーシート上にたまった雨水は適宜取り除

いていただき、夜間(２０時～翌朝１０時)を含む、出店していない時間帯は必ずブル

ーシートを取り外してください。屋台が無人の状態にも関わらずブルーシートが張ら

れている場合、雨水の重みや強風により屋台が倒壊する危険性がありますので、実行

委員会で外させていただきます。ご了承ください。また、大雨・強風時には漏電を防

ぐため、夜間照明となる電球を消灯・回収させていただく場合もあります。 

なお、ブルーシートは使用した場合でも未使用の場合でもレンタル用品返却の際に必

ず実行委員会まで返却してくださいますようお願いいたします。 

 

◆ 衛生管理に関する注意事項 

 模擬店で食品を扱われる場合には食中毒を防ぐため、食品を提供することの危険性を

認識したうえで、以下の点に特にご注意ください。 

 

・調理前には必ず手や指の洗浄・消毒をしっかりと行ってください 

・材料を包丁で切るなどの仕込みは屋台では行わないでください 

・材料はクーラーボックスなどに入れて適正に保管してください 

・屋台内では最終調理のみ行うようにしてください 

・調理したものは必ず、その日のうちに処分してください 

・肉や魚などを調理される場合には、しっかりと加熱してください 

 

☆ 食中毒は衛生的な環境で調理し、材料をしっかりと加熱調理すれば防ぐことができ

ます。万一、食中毒が発生した場合には、大学側と協議のうえ、対処させていただ

きますので、あらかじめご了承ください。なお、大学祭実行委員会では一切の責任

を負いかねます。 
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◆ 接客方法に関する注意事項 

強引な販売や、来場者に不快感を与えることが明確な接客は絶対におやめください。 

来場者から苦情が出た場合は、接客方法を確認させていただいたうえで対処させて

いただきますのでご了承ください。 

 

◆ 酒類の販売に関する注意事項 

酒類を販売される団体は以下の点を必ず守っていただけるよう、ご協力お願いいた

します。なお、以下の点が遵守されていないとこちらが判断した場合には、模擬店

の出店を停止させていただく可能性もございますのでご了承ください。 

 

・酒類を販売される方は、模擬店マニュアル同封の『酒類販売に関する誓約書』に

同意の上、１０月７日(月)１８時まで に提出してください。 

・実行委員会が配布いたします、未成年者や車での来場者には酒類の販売をしない

ことを明記したパネルをよく見える位置に掲示し、未成年者や車での来場者には

絶対に酒類を販売しないでください。 

・過度の飲酒や飲酒の強要には十分注意していただき、泥酔者を発生させないよう 

にしてください。 

 

☆ 万一、泥酔者が発生し救急車を呼ぶなどした場合には、速やかに大学祭実行委員会

( 06-6605-3026 ) までご報告ください。 

 

◆ 屋台装飾に関する注意事項 

 大学祭実行委員会では模擬店屋台の装飾用に暖簾（のれん）の配布を行います。暖

簾やその他の装飾物で、屋台を装飾していただいて構いませんが、以下の点にご注

意ください。 

 

・屋台を傷つける方法では装飾しないでください 

・紙製のガムテープやクラフトテープを使用されますと、テープあとが屋台に残り

ますので、 必ず布製のガムテープを使用 してください 

・火災の原因になりますので、電球やそのコードには装飾物を貼らないでください 

・最終日１１月４日(月)は１５：３０より模擬店屋台の解体を行いますので、それ

までに装飾物は撤去してくださいますようお願いいたします。 

 

  なお、銀杏祭３日目、１１月３日(日)の夜間帯に大学祭実行委員会で屋台の照明コ

ードを回収します。その際、装飾物によって照明コードの取り外しが困難と判断し

た場合、装飾物の一部を切除させていただきますので、コードが取り外しにくくな

るような装飾物は撤去しておいていただきますようお願いいたします。 
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◆ 仮装パレード参加団体への注意事項 

 仮装パレード参加団体は出店場所の優先権を得ることができますが、仮装パレード

参加申請書類を提出し、出店場所の優先権を得ておきながら、当日パレードに参加

しない団体も毎年少なからず見受けられます。こうした行為は円滑な企画運営に支

障をきたしますので、絶対におやめください。  

また仮装パレード当日は出席点呼をとりますので、仮装パレードに参加する団体は 

１１月１日(金)１０：３０まで に仮装状態で芝生ステージまでお越しください。 

なお、仮装パレード参加による出店場所の優先権を得るためには、模擬店マニュア

ル同封の『仮装パレード参加申請書類』を１０月７日(月)１８時まで に提出して

いただかないと受理できませんのでご注意ください。 

 

◆ 出店許可証掲示に関する注意事項 

  屋台の組立日より銀杏祭当日までに、大学祭実行委員会スタッフで各店舗に出店許

可証を屋台に取りつけさせていただきます。以下の点にご注意ください。 

 

・許可証の掲示がされていない店舗は屋台の営業を認めません 

・許可証に記入されている内容に間違いがあればご連絡ください 

・許可証は取り外したり、装飾物で隠れたりしないようお願いいたします 

 

なお、許可証を紛失した場合はすぐに大学祭実行委員会までご連絡ください。 

 

◆ ボックスでの調理に関する注意事項 

例年、火気の使用が認められていないボックス内で、ホットプレートやガスコンロ

を使用して調理を行う団体が少なからず見受けられます。これらの使用は火事の原

因にもなりますので絶対におやめください。特に、以下の点にご注意ください。 

 

・ホットプレートや多量のポットの使用はボックス棟のブレーカーを落とす原因

にもなりますので、使用しないでください 

・ボックスは火気厳禁です。ボックス内でのガスコンロなどの使用も禁止です 

 

なお、ボックス棟のブレーカーは複雑な設備になっているので、大学祭実行委員会

では対応できません。復旧に半日程度かかる場合もありますのでご注意ください。 

 

◆ 炭火使用に関する注意事項 

例年、炭火や薪を使用する店舗が見受けられますが、学内での火気の使用は認めら

れておりません。処理も学内ではできませんので、それらの使用は禁止します。 
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 レンタル用品について  

大学祭実行委員会では、模擬店出店にあたって必要となる大型調理器具やガスボンベな

どのレンタルを行っております。レンタルできるものは以下の通りです。レンタルを希

望される方は、マニュアル同封の別紙『レンタル用品申込書』に必要事項を記入のうえ、

１０月７日(月)１８時までの、模擬店出店申込時にお申し込みください。お申し込みの

際は レンタル用品の代金もあわせてお持ちください ますようお願いいたします。 

レンタル用品の申し込み締め切りは １０月７日(月)１８時 です。それ以降のお申し込

み、追加発注や交換、返金は一切できませんのでご了承ください。 

 

商品名 ガス使用量(目安) サイズ(ｗ×ｄ×ｈ) 備 考 

たこ焼き器(140個分) 0.91kg/h 970×340×230mm 要ガスボンベ 

たこ焼き器(84個分) 0.63kg/h 560×350×190mm 要ガスボンベ 

台付鉄板焼器 0.68kg/h 925×770×900mm 要ガスボンベ 

焼鳥器(約 40本分) 1.14kg/h 600×270×170mm 要ガスボンベ 

ホットプレート 0.25kg/h 550×350×130mm 要ガスボンベ 

おでん鍋 0.26kg/h 580×380×275mm 要ガスボンベ 

フライヤーセット 0.42kg/h 400×500×400mm 要ガスボンベ 

大型ガス炊飯器 0.85kg/h 524×481×420mm 要ガスボンベ 

たい焼き器 0.74kg/h 665×525×230mm 要ガスボンベ 

クレープマシーン 0.24kg/h 295×430×80mm 要ガスボンベ 

鉄 板 －  ガスコンロと使用 

寸胴鍋 － 45リットル ガスコンロと使用 

アルミ段付鍋 － 35リットル ガスコンロと使用 

ガスコンロ 0.95kg/h 690×450×195mm 要ガスボンベ 

クーラーボックス － 1000×620×820mm 150リットル 

長方形テーブル －   

パイプイス －   

ガスボンベ － 5kg / 10kg / 20kg  

 

☆ 模擬店屋台にコンセントはありません ので、家庭用ホットプレートなどの使用はで

きません。レンタル用品をご利用ください。ＢＯＸや部室での使用も禁止です。 

☆ 要ガスボンベの記載があるレンタル用品は、家庭用ガスボンベとは接続できません。

レンタル用品のガスボンベとともにお申し込みください。 

☆ ガスボンベは残量に関係なく返金・返品できません。当日の追加注文も請け負いかね

ますので、ガス使用量を計算したうえでお申し込みください。 

☆ レンタル用品は業者からお借りしますので、破損・紛失のないようお願いいたします。 



 12 

 ガスボンベについて  

前ページのレンタル用品一覧表におけるガス燃料使用量はあくまでも目安です。加熱調

理される際は余分にガス燃料が必要になる場合もあります。１０月１２日(火)１８時以

降および銀杏祭当日の ガスボンベの追加注文は請け負いかねます ので、あらかじめご

了承ください。なお、団体同士でのガスボンベの売買はおやめください。 

 

ガスボンベを使用する際は、必ず直射日光を避け、風通しのよい平らなところに

配置していただき、熱の伝わりにくい場所まで十分に離してご利用ください。 

 

 

 レンタル用品の受け渡しについて  

レンタル用品の受け渡しは １０月３１日(木)１６：３０より第２体育館前、ガスボン

ベの受け渡しは同時刻に大音楽練習場前 にて行います。レンタル用品・模擬店用品は管

理上、一度に全てをお渡しいたします。特にレンタル用品は重いものが多くありますの

で、できるだけ大人数で受け渡しに来ていただくようお願いいたします。なお、受け渡

し後の管理は各団体でお願いいたします。雨天時などによる日程の変更は模擬店情報発

信ブログにてお伝えいたします。 

  

 連絡先・担当者一覧  

 

第６３回銀杏祭模擬店出店に関する連絡先・担当者は以下の通りです。 

 

大学祭実行委員会連絡先 

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０６－６６０５－３０２６ 

Ｅ－ｍａｉｌ：info@ginnansai.jp 

ホームページＵＲＬ：http://ginnansai.jp 

 

模擬店全般に関するお問い合わせ  →  模擬店担当：松田・志方・藤田・吉崎 

レンタル用品に関するお問い合わせ → 模擬店担当：松田・志方・藤田・吉崎 

仮装パレードに関するお問い合わせ → 仮装パレード担当：森川  

  

以上、担当者までお願いいたします。 


