
模擬店出店に関するスケジュール 

◆ 第 2回模擬店説明会 zoomにて開催予定 

 

◆模擬店屋台組立 ＠各出店場所 

出店場所によって参加すべき日程が異なりますのでご注意ください。 

 

◆レンタル用品貸出 10月 29日(金) 18:00~ ＠810教室横  

レンガ配布  @旧体育館裏 南倉庫前 

 

◆ 10月 30日(土) ~ 11月 1日(月) 銀杏祭当日 

【出店可能時間】 

10月 30日(土) 10:00 ~ 20:00 

10月 31日(日) 10:00 ~ 20:00 

11月 1日(月) 10:00 ~ 15:00 

 

◆11月 1日(月) 15:00~ 

レンタル用品およびレンガ等返却  ＠810教室横 

模擬枠解体 15:30~ ＠各出店場所 

 

◆保証金返却 ＠旧教養地区食堂 2階 共同談話室 

 

 

それぞれ詳細を該当のページでご確認ください。日程は大学祭実行委員会の Twitter

にてお伝えいたします。雨天などによる日程の変更なども大学祭実行委員会の Twitter

にてお伝えいたします。必ずご確認ください。 

 

 【変更】飲料物などの規制について  

 

第 71 回銀杏祭における、飲料物において、ペットボトルのソフトドリンクのみの持

込・販売とさせていただきます。アルコールはコロナ対策により全面禁止にいたします。 

飲料物は、ソフトドリンク、調味料の持込のみとさせていただきます。 

また、第 67 回銀杏祭より、安全性の観点から一切の瓶類の持ち込みを禁止いたしま

す。 

これらの行為が発見された場合、酒類の没収や保証金の減額、模擬店出店停止などの

対応をさせていただきます。なお、違反が重大であると判断した場合、第 17 回ふたば
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祭、第 72回銀杏祭での出店を認めない場合がございますのでご了承下さい。 

 

段ボールについて  

 

 第 14 回ふたば祭より、油汚れ防止用の段ボールを各団体で用意していただくようお

願いいたしております。 

 団体によって油を使う量の程度が異なるため、必要となる段ボールの枚数が異なり、

こちらで全団体に対処することが難しいと判断した為です。 

 段ボールを用意されない団体に対し、大学祭実行委員会の備品である段ボールを配布

することは可能ですが、保証金減額事項の対象となりますのでご了承ください。 

 

また、学祭期間中に大学祭実行委員が巡回した際、油を使用している団体で段ボール

を使用していない団体がございましたら、注意及び段ボールの配布を行い、同様に保証

金減額事項の対象とさせていただきます。また、地面に油汚れを残された場合も同様に

保証金減額事項の対象となります。 

地面に油汚れが残った状態で撤収されますと、翌週からの大学の講義に支障をきたす

ため、今後のふたば祭及び銀杏祭の運営が難しくなる可能性がございます。出店団体の

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 

油汚れを残された団体の方に、清掃をお願いしますのでご了承下さい。 

 

 

ガスボンベ固定紐について 

 

 第 68回銀杏祭において、消防署より、ガスボンベの転倒による事故を防止するため 

模擬店で使用するガスボンベとテーブルを固定するよう指導されました。 

 よって、第 14 回ふたば祭以降、ガスボンベとテーブルを固定する紐の配布を行いま

す。ガスボンベを使用される団体は紐を使用し、ガスボンベを固定するようお願い致し

ます。 

 

 

 カセットコンロの使用不可について  
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大学祭期間中の、カセットコンロ（家庭用ガスボンベを使用するもの）の使用を禁止

させていただきます。 

理由といたしましては、近年大学祭期間中の模擬店でのカセットコンロ使用を原因と

する火災が発生しており、その予防策が必要であることが挙げられます。 

つきましては、ガスコンロを使用する際は、必ずレンタル用品を使用していただくよ

うお願いいたします。また、ガスコンロを使う際はコンロを直接机に置かず、ブロック

を置く、耐熱シート（耐火性のあるもの、もしくはダンボールにアルミホイルを何重も

巻いたもの）を敷き、机との間を空けてご使用ください。レンタル用品以外のガスコン

ロの使用を発見した場合、撤去などの対応をさせていただきます。ご了承ください。 

模擬店出店団体のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解の上、ご協力い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 模擬店の出店受付について  

 

第 71回銀杏祭の模擬店の出店受付は以下の方法で受付いたします。 

受付期間：9月 8日(水) ～ 9月 15日(水)  

Google formにて出店の受付を行います。Twitterに URLを載せていますので、出店す

る団体は入力をお願いいたします。 

 

後日集金いたしますので Twitterを確認お願いいたします。また、お手数ですができる

限りつり銭のいらないようご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

※ 出店料にはゴミ処理代（3000円）を含めさせていただいております。ご了承くださ

い。 

※ 必要事項をもれなくご記入ください。該当しない書類は空欄のままで構いません。 

※ レンタル用品については 4，5ページをご覧ください。 

・ 必要書類(後日配布) 

・ 出店料（9000円）、保証金（5000円）の合計 14000円 

・ レンタル用品の料金（希望される団体のみ） 

 



3 

 

※ 保証金については 3，4ページをご覧ください。 

※ 大学祭実行委員会へ人材を派遣している、体育会および文化系サークル連合の団体

についてはゴミ処理代を除く、出店料（6000円）を免除いたします。 

 

申込期間以降の出店申し込みおよび、レンタル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、銀杏祭が開催された場合、出店

料はいかなる場合でも返金いたしません。 

 

 

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 円をお預かりさせていただき

ます。保証金とは、各出店団体の方が下記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。なお、保証金は保険金と

は異なりますので、5000 円を超える損害があった場合、その超過分は別途お支払いい

ただきます。あらかじめご了承ください。 

なお、保証金の返却は Twitterにて日程を連絡いたします。期限以降の返却は一切応

じかねますので必ず日程をご確認ください。 

 

 

【保証金減額事項】 

行為 減額量・負担額など 

実行委員会の指示に従わない 

1回の違反につき 1000円 

 

違反の程度によっては 

1000円を超える徴収や、 

出店をお断りする場合がございます。 

ダンボールの未使用 

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 

夜間のゴミ放置 

ブルーシートを返却しない 

他の出店者や来場者が不快に思う行為 

紙パックの販売 

その他マニュアル・説明会資料の記載事項の違反 

模擬店出店者が酩酊している 1回の違反につき 2000円 
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地面に油汚れを残す 

1回の違反につき 3000円 BOXや部室などのブレーカーを落とす 

学内のコンセントから電源を確保する 

瓶・酒類の販売および持ち込み 
5000円の減額および 

程度によっては出店の停止 

備品の紛失・破損・私物化 損害額相当の減額 

 

上記の保証金減額事項は、模擬店を出店するにあたっての最低限の規則です。これら

以外にも、大学祭実行委員会が保証金減額事項になりうると判断した場合は、保証金を

減額させていただきます。ご了承ください。模擬店出店者や来場者のみなさまが気持ち

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。 

 

 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とおりです。追加発注

や変更、返金はできませんのでご了承ください。日程は後日お知らせいたします。 

 

商品名 ガス使用量（目安） サイズ（w×d×h） 金額 備考 

たこ焼器（140個分） 0.91 kg/h 970×340×230 mm 7,600円 ※1 

たこ焼器（84個分） 0.63 kg/h 560×350×190 mm 5,700円 ※1 

台付鉄板焼器 0.68 kg/h 925×770×900 mm 13,900円 ※1 

焼鳥器（約 40本分） 1.14 kg/h 600×270×170 mm 5,700円 ※1 

ホットプレート 0.25 kg/h 550×350×130 mm 4,500円 ※1 

おでん鍋 0.26 kg/h 580×380×275 mm 6,300円 ※1 

フライヤー 0.42 kg/h 400×500×400 mm 12,000円 ※1 

大型ガス炊飯器 0.85 kg/h 524×481×420 mm 5,700円 ※1 

たい焼き器 0.74 kg/h 665×525×230 mm 11,100円 ※1 

クレープマシン 0.24 kg/h 295×430×80 mm 6,300円 ※1 

鉄板 －  1,500円 ※2 

寸胴鍋 － 45 L 4,200円 ※2 
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アルミ段付き鍋 － 35 L 3,300円 ※2 

ガスコンロ 0.95 kg/h 690×450×195 mm 4,300円 ※1 

ガスボンベ － 5 kg / 10 kg / 20 kg 2,500 / 3,500 / 7,000円 

クーラーボックス － 1000×620×820 mm 6,100円 150 L 

長方形テーブル －  1,600円  

パイプイス －  500円  

※1 ガスボンベが必要です。また、家庭用ガスボンベは接続できません。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。 

※2 ガスコンロと併せてご使用ください。 

○ 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。ボックスや部室での使用も禁止です。 

○ 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上でお申し込みください。 

  

【ガスボンベについて】 

4，5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。使

用の際には余分にガスが必要になる場合もございます。後日お知らせする日程以降およ

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、ご了承ください。なお、

出店団体同士でのガスボンベの売買はおやめください。 

また、ガスボンベを使用する際は必ず直射日光を避け、風通しの良い平らなところに

置き、熱が伝わらない場所まで調理機器から十分に離してご利用ください。 

 

 

 レンタル用品の貸出および返却について  

 

レンタル用品の貸出および返却は下記日程で行います。レンタル用品は管理上、一度

にすべてをお渡しいたします。重たいものが多くございますので、取り扱いにご注意く

ださい。なお、貸出以降、返却までの管理は各団体でお願いいたします。雨天などによ

る日程の変更は Twitter等にてお知らせいたします。 

 

 

【日時】 
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貸出：10月 29日(金) 18:00 ~ ＠旧教養地区 810教室横 

返却：11月 1日(月) 15:00 ~ ＠旧教養地区 810教室横 

 

上記以外の時間帯での貸出、返却は一切受け付けておりません。特に、時間外返却は

他の企画に支障をきたしますので、ご協力お願いいたします。 

また、ガスコンロ、焼鳥器等を使用される団体で、机と調理器具の間を空けるための

レンガの貸出を希望される団体の方は、レンタル用品貸出の際に第 1体育館裏、南倉庫

にて配布しておりますので、お受け取り下さい。貸し出したレンガは、レンタル用品返

却の際にブルーシートなどと併せてご返却ください。 

 

 

 

模擬店出店に際しての注意事項  

 

以下の注意事項に違反する行為は保証金減額の対象となります。ご注意ください。 

 

 

◆ 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

性を認識した上で、特に以下の点にご注意ください。 

 

・ 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。 

・ 屋台では材料を切るなどの下処理は行わず、最終調理のみを行ってください。 

・ 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。 

・ 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、特にしっかりと加熱してください。 

・ 複数の飲料を混ぜての販売は行わないでください。 

 

◎ 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。また、備品配布時にて調理用手袋も配布いたしますので、屋台内での

調理の際は必ず着用して調理してください。万一食中毒が発生した場合には、大

学側と協議の上、対応させていただきます。あらかじめご了承ください。なお、
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大学祭実行委員会では一切の責任を負いかねます。 

 

※ 提供禁止食品に関して 

原則として、提供の直前に加熱調理しない食品は提供できません。下記食品以

外に提供の可否が不明なものがございましたら大学祭実行委員会までお尋ねく

ださい。 

 

【提供できない食品の例】 

米飯類（冷凍のものを含む） 

タピオカ 

生クリームなどのクリーム類 

生フルーツ（缶詰も不可） 

生、半生のたまご 

そうめん、冷やしうどん 

生野菜（漬物も不可） 

アイスクリーム 

生菓子 

きなこもち、あんころもち 

◆ ゴミの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、少しでもゴミを減

らすような工夫・ご協力をお願いいたします。 

 

【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

会指定のゴミ袋を必ずご使用ください。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。ご協力をお願いいたします。 

 

【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。ご協力をお願いいたします。 

○ 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（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。 

○ はし・くしについて 

インフォメーションにて配布いたします、透明ポリ袋にまとめてください。 

○ 木材について 

ベニヤ板などの木材は 30センチ四方以内にし、一般ゴミとして捨ててください。 
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○ ダンボール・古紙について 

銀杏祭当日はお引き受けしかねます。後日大学の指定に従ってお出しください。 

○ 残飯について 

汁気を多く含むゴミは、会場内ゴミ箱付近の残飯捨てにお入れください。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 

凝固剤を配布いたしますので、固めてから一般ゴミとして捨ててください。 

注）絶対に流しや溝などに捨てないでください。万一そのような行為を発見した場

合は油の後処理にかかる費用の負担、場合によっては出店を中止していただくこ

ともございます。 

当日は大学祭実行委員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。また、会場に設置しておりますゴミ箱に

はゴミを捨てないでください。 

【夜間のゴミ放置について】 

夜間帯、屋台にゴミを放置されますと鴉や猫がゴミを散らかすことがございます

ので、ゴミの処理は毎日必ず行ってください。 

 

◆ ボックスでの調理に関する注意事項 

例年、火器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。これらの使用は火災の

原因にもなりますので絶対におやめください。 

なお、ボックス棟のブレーカーは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ござい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少なからず見受けられます。使用後の適切な処

理を学内ではできませんので、それらの使用は禁止いたします。 

 

◆ 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ような接客は絶対におやめください。苦

情が出た場合、接客方法を確認の上、対処させていただきますのでご了承ください。 

◆ 雨天時に関する注意事項 
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雨天時の対策として、ブルーシートを配布いたします。使用に際しては以下の点

にご注意ください。ブルーシートの配布、返却については Twitter のご確認をお願

いいたします。 

・ ブルーシートは雨天時に屋台の上部に張って使用してください。 

・ 屋台の倒壊を防ぐため、ブルーシート上の雨水は適宜取り除いてください。 

・ 夜間を含む模擬店出店時以外、および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でください。 

無人の状態にもかかわらずブルーシートが張られている場合は、倒壊を防ぐため

に実行委員会で取り外し、保証金減額の対象とさせていただきます。ご了承くださ

い。また、ブルーシートは使用・未使用を問わずレンタル用品返却の際に必ずご返

却いただきますようお願いしたします。 

 

 

◆ 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として、暖簾
の れ ん

布（20cm×100cm）の配

布を行います。暖簾布を希望される方は申込用紙の該当欄に記入の上、お申し込み

ください。この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、

その際は以下の点にご注意ください。暖簾布は長机にのみ装飾をお願いします。 

 

・ 屋台を傷つける方法では装飾しないでください。 

・ ガムテープやクラフトテープを使用されますと、テープあとは屋台に残りますの

で、必ず養生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 1 日(月)の 15:30 より屋台の解体を行いますので、それまでに装飾物

は取り外しておいてくださいますようお願いいたします。 

  

なお、銀杏祭 2 日目、10 月 31 日(日)の夜間帯に大学祭実行委員会で屋台の照用

コードを回収したします。その際、装飾物によってコードの取り外しが困難と判断

した場合、装飾物の一部を取り外させていただきます。あらかじめ、コードにテー

プを貼る、紐を巻き付けるといった方法での装飾物の固定はお避けいただきますよ

うお願いいたします。 
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◆コロナ対策 

マスク、手袋の着用の徹底をお願いします。金銭の受け渡しはトレイで行うよう

にしてください。アルコール消毒の徹底をお願いします。詳しくは別の資料につい

て確認をお願いいたします。 

 

 情報発信およびお問い合わせについて 

 

第 71 回銀杏祭では、出店団体のみなさまに HP および Twitter にて説明会の日程の

掲示や、雨天による予定の変更、当日の緊急連絡などを発信しております。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いたしますのでご確認

をお願いいたします。 

また、ご質問やご不明な点などがございましたら、下記連絡先までご連絡ください。 

模擬店出店に関する連絡先・担当者等は以下のとおりです。 

 

大学祭実行委員会連絡先 

本部：旧教養地区食堂 2階 共同談話室 

TEL・FAX：06 - 6605 - 3026 

E-mail：info@ginnansai.jp 

ホームページURL：http://ginnansai.jp 

Twitterアカウント：@ginnan_staff 

実行委員長：前川 

担当：世古、西川、蛭川、田村、齊藤 

 


