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創縁祭２０１３ 

第１回模擬店・衛生説明会資料 
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１．開催概要１．開催概要１．開催概要１．開催概要    

 今年の創縁祭は、昨年と同様２日間開催致します。 

 

 模擬店開催日時      １１月２日（土）開催１日目  １０：００～１７：００ 

              １１月３日（日）開催２日目  １０：００～１４：００ 

 

模擬店参加団体活動時間  １１月１日（金）準備日     ９：００～１９：００ 

              １１月２日（土）開催１日目   ８：００～１９：００ 

              １１月３日（日）開催２日目   ８：００～１９：００ 

              ※模擬店参加団体は通常の団体活動時間とは異なります。 
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２．模擬店概要２．模擬店概要２．模擬店概要２．模擬店概要    

◆模擬店該当団体◆模擬店該当団体◆模擬店該当団体◆模擬店該当団体    

 ① 調理した食品を提供 

 ② 既製品を開封し有料で提供 

③ 既製品を開封し無料で提供      →  「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」のみ提出 

                       【参考：３．模擬店参加について（ｐ.４）】 

④ 既製品を未開封の状態で有料で提供  →  「「「「会計報告会計報告会計報告会計報告資料」資料」資料」資料」のみ提出 

                       【参考：７．会計報告について（ｐ.７）】 

 ⑤ 既製品を未開封の状態で無料で提供  →  特別な申請は必要ありません 

※③、④、⑤に該当する団体は、模擬店参加ではありません。また、④、⑤に該当する団体は、 

 第２回以降の模擬店・衛生説明会に参加する必要はありません。 

 

◆参加形態◆参加形態◆参加形態◆参加形態    

 模擬店には以下の参加形態があります。 

   ＜中庭模擬店＞ 

 ◇中庭にテントを設営し、飲食物を提供します。 

 ◇調理（切る、炒める、茹でる、揚げるなど）ができます。 

 ◇仮設調理場の利用ができます。 

 ◇酒類の販売ができます。 

 ◇中庭のスペースの都合上、中庭模擬店の参加団体中庭模擬店の参加団体中庭模擬店の参加団体中庭模擬店の参加団体数は１６団体数は１６団体数は１６団体数は１６団体までまでまでまでです。 

  そのうち、火を火を火を火を使用使用使用使用するするするする団体は１１団体団体は１１団体団体は１１団体団体は１１団体までまでまでまでです。申請数が多い場合は先着順となります。 

 

 

   ＜室内模擬店＞ 

 ◇教室で飲食物を提供します。 

 ◇室内模擬店の出店は１号館のみです。 

◇既製品を開封し、お皿やコップに移し提供できます。 

 ◇調理はできません。 

 ◇仮設調理場の利用ができません。 

 ◇酒類の販売はできません。 

 

 

 ■注意事項■ ・参加は１団体１店のみです。 

 ・２日間参加を申請した場合、必ず両日参加して下さい。 

 ・販売品の量は、両日営業することを考慮し決定して下さい。 

 

 

模擬店として参加 

◇中庭にテントを設営し、飲食物を提供することができます。 

◇調理（切る、炒める、茹でる、揚げるなど）ができます。 

◇仮設調理場を利用できます。 

◇酒類の販売ができます。 

◇中庭のスペースの都合上、中庭模擬店の参加団体中庭模擬店の参加団体中庭模擬店の参加団体中庭模擬店の参加団体数は１６団体数は１６団体数は１６団体数は１６団体までまでまでまでです。 

 そのうち、火気使用火気使用火気使用火気使用団体は１１団体団体は１１団体団体は１１団体団体は１１団体までまでまでまでです。申請数が多い場合は先着順先着順先着順先着順となります。 

◇教室で飲食物を提供することができます。 

◇室内模擬店は１号館のみで出店できます。室内模擬店は１号館のみで出店できます。室内模擬店は１号館のみで出店できます。室内模擬店は１号館のみで出店できます。 

◇既製品を開封し、お皿やコップに移し提供できます。 

◇調理・仮設調理場の利用・酒類の販売はできません。 

◇教室内は火気厳禁です。教室内は火気厳禁です。教室内は火気厳禁です。教室内は火気厳禁です。    

＜中庭模擬店＞＜中庭模擬店＞＜中庭模擬店＞＜中庭模擬店＞    

＜室内模擬店＞＜室内模擬店＞＜室内模擬店＞＜室内模擬店＞    

・参加は１団体１店のみ１団体１店のみ１団体１店のみ１団体１店のみです。 

・２日間参加を申請した場合、必ず両日参加して下さい。 

・販売品の量は、両日営業することを考慮し決定して下さい。 

・当日の食材の買い足しはしないで下さい。 

■■■■注 意 事注 意 事注 意 事注 意 事 項項項項■■■■    
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◆販売品について◆販売品について◆販売品について◆販売品について    

 １団体で販売できる食品は１品のみです。スープ類も１品と数えます。飲料は対象外となります。 

販売品を決定する際は、「模擬店開設時における諸注意」「模擬店開設時における諸注意」「模擬店開設時における諸注意」「模擬店開設時における諸注意」に必ず目を通して下さい。 

 

 ＜販売可能な組み合わせ＞          ＜販売不可能な組み合わせ＞ 

   ◇お好み焼きとソフトドリンク         ◇お好み焼きと焼きそば 

   ◇お好み焼きとお酒              ◇お好み焼きとスープ 

 

◆食材について◆食材について◆食材について◆食材について    

＜使用できる食品＞ 

◇調理過程が簡素なもの 

（例）レトルト食品・インスタント食品・缶詰など加熱調理するもの 

◇肉・魚介類は冷凍のもののみ 

 

 

 

＜使用できない食品＞ 

◇生もの 

（例）刺身・すしなど 

◇腐敗しやすいもの 

（例）ネギ・ニラ・卵・おにぎり・調理パン（サンドウィッチなど）・乳製品など 

◇調理過程が複雑なもの 

    

    

◆調理◆調理◆調理◆調理・提供・提供・提供・提供方法について方法について方法について方法について    

・調理・仕込みは全て仮設調理場で行います。使用時間に限りがあるため、複雑な調理が必要な食品は複雑な調理が必要な食品は複雑な調理が必要な食品は複雑な調理が必要な食品は    

避けて下さい。避けて下さい。避けて下さい。避けて下さい。 

・加熱調理する場合は、中心部まで十分に火が通るように（中心部を７５℃で１分以上加熱）して、 

不完全な調理食品を提供しないようにして下さい。 

・解凍した食品の再冷凍は禁止です。解凍した食品の再冷凍は禁止です。解凍した食品の再冷凍は禁止です。解凍した食品の再冷凍は禁止です。 

・一度触れた食材の翌日への持ち越しは禁止です。一度触れた食材の翌日への持ち越しは禁止です。一度触れた食材の翌日への持ち越しは禁止です。一度触れた食材の翌日への持ち越しは禁止です。 

・肉類と野菜類で調理器具（特に包丁やまな板）は別々のものを使用して下さい。 

・提供する際、食器類は使い捨てのものを使用して下さい。 

 

◆酒類の販売について◆酒類の販売について◆酒類の販売について◆酒類の販売について    

 酒類の販売を希望する団体は、別紙「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」に必要事項を記入し提出して下さい。酒類酒類酒類酒類

の販売の販売の販売の販売ができるのができるのができるのができるのは中庭模擬店のみです。は中庭模擬店のみです。は中庭模擬店のみです。は中庭模擬店のみです。酒類の販売は、保健所と大学の指導の下厳格に行います。問

題が起きた場合は、来年から酒類の販売が全面禁止になる場合もあります。 

◇お好み焼きとソフトドリンク 

◇お好み焼きとお酒    など 

◇お好み焼きと焼きそば 

◇お好み焼きとスープ   など 

＜販売できる組み合わせ＜販売できる組み合わせ＜販売できる組み合わせ＜販売できる組み合わせ例例例例＞＞＞＞    ＜販売できない組み合わせ＜販売できない組み合わせ＜販売できない組み合わせ＜販売できない組み合わせ例例例例＞＞＞＞    

◇調理の工程が簡単なもの 

（例）レトルト食品・インスタント食品・缶詰など 

◇加熱調理するもの 

◇生もの  

（例）生肉・生魚など 

 ※肉・魚介類は必ず冷凍のものを使用して下さい。※肉・魚介類は必ず冷凍のものを使用して下さい。※肉・魚介類は必ず冷凍のものを使用して下さい。※肉・魚介類は必ず冷凍のものを使用して下さい。    

◇腐敗しやすいもの 

（例）ネギ・ニラ・卵・おにぎり・調理パン（サンドウィッチなど）など 

◇乳製品 

（例）牛乳・チーズ・バターなど 

◇調理の工程が複雑なもの 

＜使用できる食品＞＜使用できる食品＞＜使用できる食品＞＜使用できる食品＞    

＜使用できない食品＞＜使用できない食品＞＜使用できない食品＞＜使用できない食品＞    
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  ■注意事項■ 

 ・「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」で申請した量以上は販売しないで下さい。 

 ・当日の買い足しはしないで下さい 

 ・必ず開封した状態で販売して下さい。 

 

 提出資料提出資料提出資料提出資料    「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」    

    提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

    提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

 

３．模擬店参加について３．模擬店参加について３．模擬店参加について３．模擬店参加について    

◆模擬店参加方法◆模擬店参加方法◆模擬店参加方法◆模擬店参加方法    

 模擬店を希望する場合は、別紙「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」と別紙「臨時出店願」「臨時出店願」「臨時出店願」「臨時出店願」を提出して下さい。資

料を受理した時点で模擬店参加が確定致します。資料に不備がある場合は、その場で資料をお返し致し

ます。その場合は、模擬店参加は確定致しません。 

 

 提出資料提出資料提出資料提出資料    「模擬店参加申込用紙」「臨時出店願」「模擬店参加申込用紙」「臨時出店願」「模擬店参加申込用紙」「臨時出店願」「模擬店参加申込用紙」「臨時出店願」    

    提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日まで）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日まで）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日まで）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日まで）    

    提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

 

◆模擬店参加費◆模擬店参加費◆模擬店参加費◆模擬店参加費    

 模擬店参加団体は創縁祭参加費に加え、参加形態に応じて別途で模擬店参加費を徴収致します。 

 

        創縁祭参加費           模擬店参加費 

 ２日間参加  １０００円        中庭模擬店参加 ５０００円 

  １日のみ参加  ５００円        室内模擬店参加 １０００円 

※参加費は、創縁祭２０１３第２回※参加費は、創縁祭２０１３第２回※参加費は、創縁祭２０１３第２回※参加費は、創縁祭２０１３第２回説明会説明会説明会説明会終了後に終了後に終了後に終了後に徴収致します。徴収致します。徴収致します。徴収致します。    

 

◆検便について◆検便について◆検便について◆検便について    

 模擬店参加団体は必ず検便を行います。また、既製品を開封し無料で提供する場合も、検便を行う必

要があります。該当する団体は、別紙「模擬店参加申込用紙「模擬店参加申込用紙「模擬店参加申込用紙「模擬店参加申込用紙」」」」に必要事項を記入して提出して下さい。

検便代の徴収は行いません。 

なお、模擬店参加団体においては、当日調理を行う方だけではなく、呼び込みや会計担当など、食品

に触れる可能性がある方全員が検便を行う必要があります。 

 検便を行わなかった方は、検便を行わなかった方は、検便を行わなかった方は、検便を行わなかった方は、各団体の各団体の各団体の各団体のテント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入りを禁テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入りを禁テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入りを禁テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入りを禁

止致します。止致します。止致します。止致します。検便容器の配布・回収に関する詳細は、第２回模擬店・衛生説明会にてお知らせ致します。 

 

    

・「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」「酒類販売申請用紙」で申請した量以上は販売しないで下さい。 

・当日の酒類の買い足しは禁止です。 

・必ず開封した状態で販売して下さい。 

■■■■注 意 事注 意 事注 意 事注 意 事 項項項項■■■■    

［創縁祭参加費］［創縁祭参加費］［創縁祭参加費］［創縁祭参加費］    

２日間参加 １０００円１０００円１０００円１０００円 

１日のみ参加 ５００円５００円５００円５００円 

［模擬店参加費］［模擬店参加費］［模擬店参加費］［模擬店参加費］    

中庭模擬店参加 ５０００円５０００円５０００円５０００円 

室内模擬店参加 １０００円１０００円１０００円１０００円 

＋＋＋＋    
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４．レンタル品について４．レンタル品について４．レンタル品について４．レンタル品について    

調理を行うために必要なレンタル品を、学園祭実行委員会で発注致します。レンタル品の使用を希望

する団体は、「レンタルカタログ」「レンタルカタログ」「レンタルカタログ」「レンタルカタログ」を参照し、別紙「レンタル品申請用紙」「レンタル品申請用紙」「レンタル品申請用紙」「レンタル品申請用紙」に必要事項を記入して提出し

て下さい。 

なお、アイスボックスはアイスボックスはアイスボックスはアイスボックスは全団体全団体全団体全団体必ずレンタルして下さい。必ずレンタルして下さい。必ずレンタルして下さい。必ずレンタルして下さい。中庭模擬店での参加を希望する団体は、長

方形テーブルとパイプイスの希望個数を必ず記入して下さい。 

 

＜「レンタル品申請用紙」記入例＞ 

 ◇希望レンタル品 

レンタル品名 個数 ページ数 備考 

アイスボックス １ ９ （1 個以上必ずレンタル） 

発電機１６００W １ １０  

 

 ■レンタル品申請について■ 

  のレンタル品にはスペースの関係上、申請数に制限があります。 

 ① アイスボックス 上限２個 

  ※食材は必ずアイスボックスで保管して下さい。 

 ② ガスコンロ   上限２個 

 ③ 発電機     上限 要相談 

  ※レンタル品のワット数を計算し、必要な発電機の個数を申請して下さい。 

 ④ その他器具   上限１個 

  ※２つ以上の申請を希望する場合はご相談下さい。 

 

 提出資料提出資料提出資料提出資料    「レンタル品申請用紙」「レンタル品申請用紙」「レンタル品申請用紙」「レンタル品申請用紙」    

    提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

    提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

    

 以下のレンタル品にはスペースの関係上、申請数に制限があります。 

① アイスボックス 上限２個 

 ※食材は必ずアイスボックスで保管して下さい。 

② ガスコンロ   上限２個 

③ 発電機     上限 要相談 

 ※レンタル品のワット数を計算し、必要な発電機の個数を申請して下さい。 

④ その他器具   上限１個 

 ※２つ以上の申請を希望する場合はご相談下さい。 

■レンタル品申請について■■レンタル品申請について■■レンタル品申請について■■レンタル品申請について■    

 既製品を未開封の状態で無料で提供する団体は、模擬店参加ではありませんが検便を行う必要があ

ります。別紙「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」の該当する項目に必要事項を記入し提出して下さい。 

 ［［［［模擬店参加申込用紙模擬店参加申込用紙模擬店参加申込用紙模擬店参加申込用紙のののの該当該当該当該当するするするする項目］項目］項目］項目］    

１．模擬店代表者連絡先：検便に関するご連絡を致します。 

  ２．参加形態：販売品の欄には提供するものを記入して下さい。 

  ３．ミネラルウォーター：検便のみ行う団体にもご用意致します。 

  ５．検便者一覧 

■■■■検便のみ行う団体■検便のみ行う団体■検便のみ行う団体■検便のみ行う団体■    
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５．調理器具について５．調理器具について５．調理器具について５．調理器具について    

◆各団体で用意する調理器具◆各団体で用意する調理器具◆各団体で用意する調理器具◆各団体で用意する調理器具    

 レンタル品以外の調理器具は、各団体で準備して下さい。まな板、包丁、トングなどが各団体で用意

する調理器具に該当します。なお、肉類と野菜類で調理器具（特にまな板や包丁）は別々のものを使用

して下さい。 

 

◆調理器具の殺菌について◆調理器具の殺菌について◆調理器具の殺菌について◆調理器具の殺菌について    

 調理器具からの食中毒を防ぐため、調理器具の殺菌を行います。調理器具の材質により、殺菌方法が

異なります。調理器具がどの殺菌方法に当てはまるか確認し、別紙「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」「模擬店参加申込用紙」に記入して

下さい。なお、レンタル品を殺菌する必要はありません。 

 

□煮沸殺菌□煮沸殺菌□煮沸殺菌□煮沸殺菌：８０℃以上に沸かしたお湯に入れて１５分以上煮沸する。 

 該当調理器具：金属製のもの（包丁やスプーンなど） 

 ＊仮設洗い場にて殺菌を行います。 

 

□□□□薬液殺菌薬液殺菌薬液殺菌薬液殺菌：薬液に浸して殺菌する。 

 該当調理器具：金属製以外のもの（プラスチック製・木製・ゴム製など） 

 ＊調理器具を回収し、保健室にて殺菌を行います。詳細は決まり次第お知らせ致します。 

 

※電気ポットについて 

 電気ポットを使用する場合は、各団体でポット用の洗浄剤を用意して下さい。 

 

６．仮設調理場・仮設洗い場６．仮設調理場・仮設洗い場６．仮設調理場・仮設洗い場６．仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂・地下食堂・地下食堂・地下食堂についてについてについてについて    

 中庭模擬店参加団体が作業を行う場所として、仮設調理場と仮設洗い場を設置致します。室内模擬店

は調理品の販売ができないため、仮設調理場と仮設洗い場の利用はできません。仮設調理場と仮設洗い

場の設置場所は、「＜参考資料＞平成２４年模擬店見取り図」「＜参考資料＞平成２４年模擬店見取り図」「＜参考資料＞平成２４年模擬店見取り図」「＜参考資料＞平成２４年模擬店見取り図」をご確認下さい。詳細は以下の通りです。 

 

◆仮設調理場◆仮設調理場◆仮設調理場◆仮設調理場    

・検便を行った方のみ使用できます。 

・調理や仕込みなどで使用できます。 

・仮設調理場の使用時間は２０～３０分程度です。 

時間に限りがありますので、調理の工程はなるべく簡単にして下さい。 

・食中毒には十分注意して調理などを行って下さい。 

 

 

 

・検便を行った方のみ使用できます。 

・調理や仕込みなどで使用できます。 

・仮設調理場の使用時間は２０～３０分程度です。仮設調理場の使用時間は２０～３０分程度です。仮設調理場の使用時間は２０～３０分程度です。仮設調理場の使用時間は２０～３０分程度です。 

時間に限りがありますので、調理の工程はなるべく簡単にして下さい。 

・食中毒には十分注意して調理などを行って下さい。 

＜仮設調理場＜仮設調理場＜仮設調理場＜仮設調理場＞＞＞＞    
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◆仮設洗い場◆仮設洗い場◆仮設洗い場◆仮設洗い場    

・検便を行った方のみ使用できます。・調理や仕込みはできません。 

・煮沸殺菌や手洗いなどを行います。 

    

◆地下食堂◆地下食堂◆地下食堂◆地下食堂 

・検便を行った方のみ使用できます。 

・冷蔵庫と冷凍庫を設置します。 

・食材の保管場所として使用できます。 

 

 

７．会計報告について７．会計報告について７．会計報告について７．会計報告について    

参加団体の食材の購入金額・量・店舗と当日の販売品の売り上げを調査するため、今年より会計報告

資料を提出して頂きます。なお、会計報告資料を作成する際に、模擬店に関する領収証またはレシート模擬店に関する領収証またはレシート模擬店に関する領収証またはレシート模擬店に関する領収証またはレシート

が必要となります。が必要となります。が必要となります。が必要となります。 

会計報告資料は第２回以降の模擬店・衛生説明会にて配布、また詳細をご説明致します。 

 

 ＜領収証について＞ 

◇模擬店に関するもの（食材や食器類、調理器具など）を購入した際には、必ず領収証 

を発行し大切に保管して下さい。 

◇宛先は団体名を記入して下さい。「上様」や個人名は認められません。 

◇購入した詳細を必ず記入して下さい。また、レシートがある場合は、領収証に 

レシートを添付して下さい。 

◇クラブ執行部や学生会執行委員会の会計報告の都合で、模擬店に関する領収証を提出 

できない場合は、コピーした領収証を提出して下さい。 

 

８．諸注意８．諸注意８．諸注意８．諸注意    

◇中庭模擬店の参加団体数は１６団体まで中庭模擬店の参加団体数は１６団体まで中庭模擬店の参加団体数は１６団体まで中庭模擬店の参加団体数は１６団体までです。そのうち、火気使用火気使用火気使用火気使用団体は１１団体まで団体は１１団体まで団体は１１団体まで団体は１１団体までです。 

 申請が多い場合は先着順先着順先着順先着順となります。 

◇火災報知機の関係上、火気使用団体は屋根のないスペースでの販売となります。 

 それに伴い、販売場所は学園祭実行委員会が決定致します。販売場所は学園祭実行委員会が決定致します。販売場所は学園祭実行委員会が決定致します。販売場所は学園祭実行委員会が決定致します。 

◇酒類の販売で問題が起きた場合、来年から酒類の販売が全面禁止になる場合があります。 

◇レンタル品返却の際に破損がみられた場合、弁償して頂く可能性があります。 

◇模擬店参加団体内でインフルエンザなどの発症が確認された場合、模擬店参加を遠慮して頂く場合が 

あります。 

・検便を行った方のみ使用できます。 

・調理や仕込みはできません。 

・煮沸殺菌や手洗いなどを行います。 

・検便を行った方のみ使用できます。 

・冷蔵庫と冷凍庫を設置致します。冷蔵庫と冷凍庫を設置致します。冷蔵庫と冷凍庫を設置致します。冷蔵庫と冷凍庫を設置致します。 

・食材の保管場所として使用できます。 

＜仮設洗い場＜仮設洗い場＜仮設洗い場＜仮設洗い場＞＞＞＞    

＜地下食堂＜地下食堂＜地下食堂＜地下食堂＞＞＞＞    

◇模擬店に関するもの（食材や食器類、調理器具など）を購入した際には、必ず領収証を発行し 

大切に保管して下さい。 

◇宛先は団体名を記入して下さい。「上様」や個人名は認められません。 

◇購入した詳細を必ず記入して下さい。また、レシートがある場合は、領収証にレシートを添付 

して下さい。 

◇クラブ執行部や学生会執行委員会の会計報告の都合で、模擬店に関する領収証を提出できない 

場合は、コピーした領収証を提出して下さい。 

＜領収証について＜領収証について＜領収証について＜領収証について＞＞＞＞    
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９．提出資料について９．提出資料について９．提出資料について９．提出資料について    

◆提出資料一覧◆提出資料一覧◆提出資料一覧◆提出資料一覧    

＜中庭模擬店参加団体＞＜中庭模擬店参加団体＞＜中庭模擬店参加団体＞＜中庭模擬店参加団体＞             ＜室内模擬店参加団体＞＜室内模擬店参加団体＞＜室内模擬店参加団体＞＜室内模擬店参加団体＞ 

 「模擬店参加申込用紙」             「模擬店参加申込用紙」 

 「臨時出店願」                 「臨時出店願」 

 「レンタル品申請用紙」             「レンタル品申請用紙」 

 「酒類販売申請用紙」（※希望団体のみ） 

 

＜検便のみ行う団体＞＜検便のみ行う団体＞＜検便のみ行う団体＞＜検便のみ行う団体＞    

「模擬店参加申込用紙」 

 

 ■注意事項■ 

 ・資料は全て黒ボールペンで記入して下さい。 

・提出期間を過ぎてからの資料提出は受け付けられません。 

 ・資料に不備がある場合、資料提出は受け付けられません。 

 ・資料が受け付けられなかった場合、模擬店参加は確定しません。 

 ・提出資料は各団体でコピーを取り保管して下さい。 

 ・不明点がある場合、また資料提出後に変更がある場合は、すぐに衛生連絡担当楠山までご連絡 

下さい。 

 

 提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

    提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会学園祭実行委員会学園祭実行委員会学園祭実行委員会    

    

◆模擬店に関する資料発送について◆模擬店に関する資料発送について◆模擬店に関する資料発送について◆模擬店に関する資料発送について    

 提出資料の内容を衛生担当で確認した後、保健所にて確認して頂きます。その結果をもとに「質問表」「質問表」「質問表」「質問表」

を作成し、模擬店代表者宛てに発送致します。また、内容によっては「臨時出店願」「臨時出店願」「臨時出店願」「臨時出店願」の再提出をお願い

することもあります。発送した資料は、再度提出して頂きます。 

 

 第２回資料提出について第２回資料提出について第２回資料提出について第２回資料提出について    

    提出期間提出期間提出期間提出期間    ８月２０日（火）～８月２７日（火８月２０日（火）～８月２７日（火８月２０日（火）～８月２７日（火８月２０日（火）～８月２７日（火））））１２：００～１７：００（平日のみ）１２：００～１７：００（平日のみ）１２：００～１７：００（平日のみ）１２：００～１７：００（平日のみ）    

 提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

 

 

 

 

 

 

・資料は全て黒ボールペンで記入して下さい。黒ボールペンで記入して下さい。黒ボールペンで記入して下さい。黒ボールペンで記入して下さい。 

・提出期間を過ぎてからの資料提出は受け付けられません。 

・資料に不備がある場合、資料提出は受け付けられません。資料に不備がある場合、資料提出は受け付けられません。資料に不備がある場合、資料提出は受け付けられません。資料に不備がある場合、資料提出は受け付けられません。    

資料が受け付けられなかった場合、模擬店参加は確定しません。資料が受け付けられなかった場合、模擬店参加は確定しません。資料が受け付けられなかった場合、模擬店参加は確定しません。資料が受け付けられなかった場合、模擬店参加は確定しません。    

・提出資料は各団体でコピーを取り保管して下さい。 

・不明点がある場合、また資料提出後に変更がある場合は、すぐに衛生連絡担当楠山までご連絡 

下さい。 

■■■■注 意 事注 意 事注 意 事注 意 事 項項項項■■■■    
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１０．今後の予定１０．今後の予定１０．今後の予定１０．今後の予定    

７月 ８日（月） 第１回資料提出期間開始 

 ７月１９日（金） 第１回資料提出期間締切 

 ８月 中旬    模擬店に関する資料発送 

 ８月２０日（火） 第２回資料提出期間開始 

 ８月２７日（火） 第２回資料提出期間締切 

 ９月 中旬    第２回模擬店・衛生説明会 

１０月 中旬    第３回模擬店・衛生説明会 

１１月 １日（金） 準備日・最終説明会 

１１月 ２日（土） 開催１日目 

１１月 ３日（日） 開催２日目・片付け日 

１１月 中旬    大反省会  

会計資料提出 


