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はじめに
　工大祭に参加してくださる団体の募集を開始します。工大祭 2018 に参加を希望される
方は、この冊子をお読みになった上で参加申請を行ってください。

　本年度のテーマは「Frontier」に決定いたしました。
　 「『Frontier』は『最先端・未開拓分野』といった意味を持ちます。学術分野では最先端
を行くものの一般の方への知名度はあまり高くない ...。そんな東工大の未開拓な魅力を
発信し、多くの方々に知っていただけるような学園祭となってほしい。」
 という原案者様の思いが込められています。
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工大祭参加説明会
１回目：5/16（水）W241  13:30 開始
２回目：5/18（金）W241  17:30 開始

参加申請期間（Webのみ）
5/16（水）～5/23（水） 18:00

参加申込金振込期間
6/13（水）～ 6/22（金） 

（一般金融機関にてお振込ください）
（詳しくは P.52 へ）

講義室企画・その他企画参加団体登録会
6/13（水）W521　15:30 開始

（詳しくは P.29（講義室企画）,P.35（その他企画）へ）

面接（一部団体）
実施の有無は 5/23（水）22:00 までに

ご連絡いたします。

  P.06 へ

○講義室・その他企画（→P.07） を希望の団体

1  参加申請の前に
1.1  年間スケジュール

○模擬店企画（→P.07） を希望の団体

工大祭参加説明会
１回目：5/16（水）W241  13:30 開始
２回目：5/18（金）W241  17:30 開始

参加申請期間（紙面のみ）

参加申込金振込期間
（有志団体枠以外）6/13（水）～ 6/22（金）
（有志団体枠）           6/16（土）～ 6/22（金）
（補欠当選）                6/23（土）～ 6/26（火）
      （一般金融機関にてお振込ください）

（詳しくは P.52 へ）

模擬店企画抽選会

当選の場合は 6/23（土）
にご連絡いたします。

申し訳ございませんが、
今年度はご参加いただけません。

模擬店企画有志団体面接
6/11（月）～ 6/15（金）
（詳しくは P.20 へ）

6/13（水）W621
（詳しくは P.20 へ）

有志団体枠以外

当選 補欠当選 落選

有志団体枠

第一回参加団体総会
6/27（水）　13:30 開始
（詳しくは P.56 へ）

6/13（水）にご連絡いたします。

5/16（水）～5/23（水）18:00
5/16（水）～5/21（月）　工大祭実行委員会室

5/22（火）W322 講義室　5/23（水）H135 講義室
（ただし、申請は平日のみ　詳しくは P.16 へ）

  P.06 へ
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1.2  企画区分
　参加団体の行う企画は形態によって「模擬店企画」「講義室企画」「その他企画」の３つ
に区分されます。それぞれの企画区分の違いは以下の通りです。

【模擬店企画】　 工大祭実行委員会が定めた企画実施場所に模擬店を設置し商品の販売等を
行う企画です。なお、ロータリー付近、および野外ステージ裏での企画の
実施はできませんのでご注意ください。模擬店を出店できる場所につきま
しては P.24 『2.2.11 模擬店配置図』をご覧ください。

【講義室企画】　 講義室において展示、演奏、販売等を行う企画です。使用可能な講義室に
つきましては P.32『2.3.7 講義室一覧』をご覧ください。

【その他企画】　 ウッドデッキや体育館等、「模擬店企画」「講義室企画」が使用する企画実
施場所以外で行う企画です。大学や工大祭実行委員会の意向により希望さ
れる場所での企画を行えない場合もございますのであらかじめご了承くだ
さい。なお、ロータリー付近、野外ステージ裏、本館中庭、東工大蔵前会
館、緑が丘１号館前広場、百年記念館での企画の実施はできませんのでご
注意ください。

　研究室公開に参加される研究室、野外ステージ企画への参加団体、美術作品展示企画へ
の参加者、フリーマーケットの出店者等の募集はこの参加団体募集とは別に行います。
　研究室公開に参加される場合は、工大祭実行委員会 研究室公開企画担当（laboratory@
koudaisai.jp）までご連絡ください。
　野外ステージ企画に参加される場合は、工大祭参加説明会にてお渡しした「工大祭
2018 野外ステージ使用団体募集要項」「工大祭 2018 野外ステージ使用規約」をご確認
ください。ご不明な点は工大祭実行委員会 野外ステージ担当（planning@koudaisai.jp）
までお問い合わせください。
　そのほかの募集につきましては、詳細が決まり次第、立て看板や工大祭 2018 公式サイ
ト（https://koudaisai.jp/）にてお知らせいたしますので、随時ご確認ください。

P.04,05 から

第二回参加団体総会
7/18（水）W241

第三回参加団体総会
9/25（火）W241

参加保証金返却期間
10/22（月）～10/26（金）

工大祭準備日
10/5（金）

工大祭片付日
10/8（月・祝）

工大祭 2018 「Frontier」
10/6（土）～ 10/7（日）

第一回参加団体総会
6/27（水）　W241 　13:30 開始

（詳しくは P.54 へ）

防災に関わる講習会
８月または９月（日程未定）

○模擬店、講義室、その他企画共通
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1.4  参加団体の義務
　参加団体には以下の義務を負っていただきます。
　1. 各団体の第一責任者は、原則全３回開かれる参加団体総会に出席してください。
　2. 各団体の責任者は、携帯電話の受信設定で @koudaisai.jp のドメインからのメール
を受信可能にしてください。なお、受信していただくメールアドレスのドメインは 　　
@○ .titech.ac.jp となります。受け取ったメールを自分の携帯電話のメールアドレス
に転送してください。また、メールアドレス等の連絡先が変更になった場合は、速や
かに工大祭実行委員会までお知らせください。

　3. 各種申請およびパンフレット原稿の提出を期日までに行ってください。
　4. 企画実施の際、有名人や東京工業大学に関わりのない外部の人物及び団体を招く場合、
企画申請の際にその旨を工大祭実行委員会に届け出て承認を得てください。

　5. 企業等からスポンサー行為を受ける場合、企画申請の際にその旨を工大祭実行委員
会に届け出て承認を得てください。

　6. 「工大祭 2018 参加団体規約」をよくお読みの上、工大祭実行委員会や大学の指示に
従ってください。

　以上のことに従わないことで生じた不都合に対しては、工大祭実行委員会は一切の責任
を負わないものとします。

1.3  参加資格
◇ 参加団体として申請するためには「東京工業大学の学生または教職員を計３名以上含む
団体」である必要があります。

◇ 参加団体の構成員から第一責任者、第二責任者、第三責任者を１人ずつ選出してくださ
い。なお、責任者は工大祭実行委員会が認めた場合を除き、工大祭終了後まで変更する
ことができませんのでご注意ください。

◇参加申請後に団体は新しく責任者を選出することはできません。
◇参加団体の全ての責任者が不在となった場合、企画を中止していただきます。
◇責任者は以下の条件を全て満たす必要があります。
　（a）東京工業大学の学生または教職員である者
　（b）団体の全ての活動に責任を負える者
　（c）工大祭実行委員会に属さない者
　（d）参加申請をしている他団体の責任者でない者
　 （e） 工大祭実行委員会からの通知を工大祭実行委員会に代わって団体の全ての構成員に

通知する義務を負える者
　（f）工大祭実行委員会に連絡先を伝える義務を負える者
　 （g） 各種申請、パンフレット原稿の提出を工大祭実行委員会が別途定める期間に行う

義務を負える者
　（h） 携帯電話を持っており、恒常的に連絡を取り合う義務を負える者
◇ 参加団体への登録手続き、および工大祭 2018 参加団体規約第十五条の定める参加団体
総会には、原則第一責任者が出席するものとします。

◇  学生支援課の開催する講習会には、原則第一責任者、第二責任者、第三責任者の三名が
出席するものとします。

◇ 責任者のいずれか１名は、企画実施中、企画実施場所に常駐し、企画が適切に実施され
ているか監督する義務を負います。義務を果たさなかった場合、工大祭 2018 参加団体
規約第十四条 4項に基づき保証金を一部返却しない等の罰則を科す場合があります。

※  8 月あるいは 9月 ( 日程未定 ) に大学主催の防災に関わる講習会が行われます。模擬店
企画参加団体の責任者は３名とも出席する必要がありますので注意してください。詳細
は P.55『4.2 防災に関わる講習会』をご確認ください。
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1.6  参加保証金
　参加保証金は参加団体登録時から参加保証金返却期間までの期間、工大祭実行委員会が
一時的にお預かりするものであり、工大祭終了後の参加保証金返却期間（10/22（月）～
10/26（金））にて全額返却いたします。ただし、「工大祭 2018 参加団体規約」に抵触し
た場合はその一部または全額を返却しない場合がございます。また、参加保証金返却期間
を過ぎての返却は行いません。ご注意ください。詳しくは「工大祭 2018 参加団体規約」
第十四条第４項をご覧ください。

　〇迷惑行為の注意を受けた場合について
　　・１回注意を受けた場合　参加保証金の没収なし
　　・２回注意を受けた場合　参加保証金 5,000 円の没収（講義室・その他企画の場合全額）
　　・３回以上注意を受けた場合　参加保証金全額の没収（模擬店企画のみ）
　※迷惑行為の内容によっては変わる場合があります。

　迷惑行為は発見次第、本部が参加保証金の没収にあたる迷惑行為か判断いたします。参
加保証金の没収にあたる迷惑行為だと判断された場合、担当者より厳正に注意いたします。

　迷惑行為以外での参加保証金の没収は、以下のようになります。
　〇参加保証金一部の没収にあたる事項
　　・食品の取り扱いに不備があった場合
　　・ 借用物品、レンタル物品を破損した場合（この場合、別途で弁償していただく場合

があります）
　　・ 建造物、備品等を破損した場合（この場合、別途で弁償していただく場合があります）
　　・ 工大祭 2018 参加団体規約第十七条（義務）を果たさなかったと工大祭実行委員会

が判断した場合
　　・そのほか、工大祭実行委員会が参加保証金を一部返却しないと判断した場合
　〇参加保証金全額の没収にあたる事項
　　・参加申請で虚偽の申請をした場合
　　・工大祭実行委員会の承認を得ることなく企画実施場所を変更した場合
　　・申請書類と異なる企画を実施していると工大祭実行委員会が判断した場合
　　・参加団体の都合により企画を中止した場合
　　・工大祭実行委員会の判断による企画停止の場合
　　・工大祭 2018 参加団体規約第十八条（禁止事項）に抵触した場合
　　・そのほか、工大祭実行委員会が参加保証金を返却しないと判断した場合

1.5  参加申込金
　参加団体登録の際に、参加申込金が必要になります。参加申込金は参加金と参加保証金
からなっています。参加金は工大祭の運営に必要な費用に充てさせていただきます。参加
保証金は、右頁に従い参加保証金返却期間に返却いたします。模擬店企画（クラス枠以外）、
模擬店企画（クラス枠）、講義室・その他企画で参加申込金が異なるのでご注意ください。

　

参加申込金

模擬店企画
クラス枠以外

5,000 円

5,000 円講義室・その他企画

クラス枠（→P.17）

5,000 円

参加金

5,000 円

10,000 円

25,000 円

参加保証金 参加申込金（合計）

30,000 円

15,000 円

10,000 円
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1.7  禁止事項
 1.   参加団体およびその構成員は以下の事項に従うものとします。
　（a）講義室内で火気を使用しないこと
　（b）焚火および花火、爆竹等の火薬類を使用しないこと
　（c）工大祭実行委員会に許可されていない場所を使用しないこと
　（d）企画実施場所の決定後に参加申請を取り下げないこと
　（e）工大祭実行委員会に虚偽の報告をしないこと
　（f）他団体や来場者にとって不愉快な、あるいは迷惑な行為をしないこと
　（g）工大祭終了後、許可なく構内に居続けないこと
　（h）借用物品、建造物、備品等を破損しないこと
　（i）公序良俗に反する行為をしないこと
　（j）東京工業大学が禁止する行為をしないこと
2. 参加団体は参加申請後、企画実施場所の使用権をあらゆる団体、個人へ譲渡、売買す
る等の行為はできないものとします。
3. 参加団体は参加申請後、工大祭実行委員会が認める場合を除き、企画実施場所の変更
はできないものとします。
4. 参加団体は、実施する企画に不適切等の理由から工大祭実行委員会及び東京工業大学
が禁止する、企業等からのスポンサー行為を受けることができないものとします。
5.工大祭開催期間中の、大学構内における団体の構成員による飲酒行為は禁止となります。
6. 構成員以外が企画の実施・運営をすることはできないものとします。
7. そのほか、工大祭実行委員会が不適切と判断する行為は禁止となります。

詳しくは、工大祭 2018 参加団体規約第十八条をご確認ください。

1.8  連絡について
　工大祭実行委員会からの連絡は、原則 [ sanka@koudaisai.jp ] からお送りいたします。
ただし、緊急で参加団体の方に工大祭実行委員個人の携帯電話等を使用して連絡する場合
があります。そのため、携帯電話に登録されていない電話番号からの電話にもお出になる
ようお願いいたします。また、連絡先が変更になった場合は速やかに工大祭実行委員会へ
ご連絡ください。

P.14 参加申請
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2.2 模擬店企画の参加手続
○模擬店企画の参加手続の流れ（P.04 と同様）

工大祭参加説明会
１回目：5/16（水）W241  13:30 開始
２回目：5/18（金）W241  17:30 開始

参加申請期間（紙面のみ）
5/16（水）～5/23（水）18:00

5/16（水）～5/21（月）　工大祭実行委員会室
5/22（火）W322 講義室　5/23（水）H135 講義室
（ただし、申請は平日のみ　詳しくは P.16 へ）

参加申込金振込期間
（有志団体枠以外）6/13（水）～ 6/22（金）
（有志団体枠）           6/16（土）～ 6/22（金）
（補欠当選）                6/23（土）～ 6/26（火）
      （一般金融機関にてお振込ください）

（詳しくは P.52 へ）

模擬店企画抽選会

当選の場合は 6/23（土）
にご連絡いたします。

申し訳ございませんが、
今年度はご参加いただけません。

模擬店企画有志団体面接
6/11（月）～ 6/15（金）
（詳しくは P.20 へ）

6/13（水）W621
（詳しくは P.20 へ）

有志団体枠以外

補欠当選 落選

有志団体枠

第一回参加団体総会
6/27（水）　W241　13:30 開始

（詳しくは P.54 へ）

当選
6/13（水）にご連絡いたします。

2  参加手続
2.1  参加申請

　模擬店企画は紙面申請のみ、講義室企画およびその他企画はWeb 申請のみになります
のでご注意ください。
　いずれの場合も、参加申請をされる際は参加団体から第一責任者、第二責任者および第
三責任者の３名を選出してください。ただし、責任者は工大祭実行委員会が承認した場合
を除き、変更することができませんのでご注意ください。
　各企画の参加手続につきましては
　　模擬店企画→ P.15
　　講義室企画→ P.26
　　その他企画→ P.34
をご覧ください。

　・模擬店企画について、複数の企画を申請することはできません。
　・講義室企画について、複数の企画を申請することはできません。
　・その他企画については、複数の企画を申請することができます。
　・ 異なる企画区分では、複数の企画を申請することができます。ただし、P.08『1.3 参

加資格』に示す通り、同一人物が複数の企画の責任者を兼任することはできません。
　・ 希望企画実施場所を確保できなかった際等の保険として、他の企画区分にも申請する

ことはご遠慮ください。

模擬店　‥P.15 模擬店企画の参加手続
講義室　‥P.26 講義室企画の参加手続
その他　‥P.34 その他企画の参加手続
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■    1. 大学公認サークル枠
  　 　この出店枠は大学公認サークルからの参加希望団体が対象となっております。大学
公認サークルは東京工業大学公式ホームページの公認サークル一覧に基づくものとしま
す。申請をできるのは１サークルにつき１団体までとなっております。
　　この出店枠で申請を行う条件は、以下の通りです。

　・ ３名の責任者のうち、最低１名はそのサークルの代表者もしくは会計担当者であり、
責任者および参加希望団体の構成員は全員そのサークルの構成員であること

　・参加申請書に顧問教員の署名・捺印を頂くこと
　・参加申請書に代表者の署名をすること

■ 2. 非公認サークル枠
　 　この出店枠は大学非公認サークルからの参加希望団体で、工大祭実行委員会が定める
非公認サークルリストに該当する団体が対象となっております。今年度の非公認サーク
ルリストについては、P.19『2.2.3 非公認サークルリスト』をご参照ください。非公認サー
クルリストに入っていないサークルは、有志団体枠での応募となります。申請ができる
のは１サークルにつき１団体までとなっております。

　　この出店枠で申請を行う条件は、以下の通りです。

　・ ３名の責任者のうち、最低１名はそのサークルの代表者もしくは会計担当者であり、
責任者および参加希望団体の構成員は全員そのサークルの構成員であること

    ・参加申請書に代表者の署名をすること

■ 3. クラス枠
　 　この出店枠は学士課程１年生のユニットクラス・類クラスからの参加希望団体が対象
となっております。申請ができるのは１クラスにつき１団体までとなっております。ユ
ニットクラスについては複数クラス合同での申請を推奨しております。
　　この出店枠で申請を行う条件は、以下の通りです。

　・参加申請する際に、企画に携わる予定の方の氏名と学籍番号を記入すること
　　（当日参加できなくても構いません）
　・責任者および参加希望団体の構成員は全員そのクラスの構成員であること

2.2.2 出店枠について
　模擬店企画の参加団体は必ず以下の６つの出店枠に分かれて申請を行っていただきます。
1. 大学公認サークル枠
2. 非公認サークル枠
3. クラス枠（ユニットクラス・類クラス）
4. 研究室・学科・系枠
5. 留学生団体枠
6. 有志団体枠

　工大祭実行委員会が定めた企画実施場所に模擬店を設置し、商品の販売等を行う企画で
す。なお、模擬店企画については抽選または面接を行いますのでご注意ください。
模擬店企画の申請を行う場合は参加申請書を提出していただきます。参加申請書は工大祭
参加説明会（5/16（水）、5/18（金））にて配布するほか、提出期限（5/23（水）18:00）
までの間、工大祭実行委員会室にて配布しております。工大祭実行委員会室の場所につき
ましては、裏表紙の地図をご覧ください。
　なお、記入例、記入上の注意も同時にお渡しいたしますので、よく読んだ上で必要事項
をご記入ください。
　模擬店企画の申請書は６種類ございます。申請する枠によって記入していただく申請書の
種類が異なります。　模擬店企画を申請される場合は、参加申請書に必要事項をご記入の
上、以下の通りに提出してください。

◇ 参加申請書を提出される際には、第一責任者の学生証を提示していただく必要がござい
ますので、第一責任者本人が参加申請書を提出されるようお願いいたします。また、そ
の際登録引換券をお渡しいたします。登録引換券は参加登録において必要となりますの
で、それまで大切に保管しておいてください。

参加申請書の提出（模擬店企画）
提出期間　　5/16（水）～ 5/23（水） （平日のみ）
提出時間  　 12:30 ～ 13:10, 16:50 ～ 18:00
提出場所　　5/16（水）～ 5/21（月） 工大祭実行委員会室
  　　5/22 （火） W332 講義室、5/23（水）  H135 講義室
必要なもの　参加申請書、学生証
　　　　　　参加計画書（有志団体枠のみ）
 　　３名の責任者の在留カード（留学生団体枠のみ）

2.2.1 模擬店企画の参加申請
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2.2.3 非公認サークルリスト
　非公認サークルリストは工大祭模擬店企画独自のものです。このリストは以下に記述す
る加入及び除名によって毎年変更されます。ただし、規約違反等が見られた団体はリスト
から除いております。ご了承ください。

　非公認サークルリストへの新規加入を希望する団体は、本年度の有志団体枠への申請の
際に、別途活動報告書の作成および工大祭実行委員会への提出が必要です。活動報告書に
つきましては、参加説明会にて希望団体に配布した「非公認リスト加入申請書記入例」を
ご覧ください。その上で、本年度は有志団体として書類・面接審査を受けていただきます。
そして、活動報告書と有志団体として行った面接審査の内容でリストへの加入の可否を判
断します。なお、有志団体枠に当選した場合でも、食品・借用物品の取り扱いに関する違
反以外の理由で参加保証金の没収があった団体は来年度の非公認サークルリストへの加入
を認めません。

　模擬店企画に申請がない状態が３年続いた団体は、次の年より非公認サークルリストか
ら自動的に除名されます。また、工大祭に参加した際に食品・借用物品の取り扱いに関す
る違反以外の理由で参加保証金の没収があった団体は、非公認サークルリストから除名さ
れます。そのほか、工大祭実行委員会が不適当と判断した場合も除名されます。
　本年度の模擬店企画の非公認サークルリストは以下の通りとなっております。

ABENTOS

O.T.C.

WAVE
Z'n

Platanus

A.T.C.
BEATECH

poketech

折紙同好会 FIT

オフキッカーズ

Poona

BelleBreeze
CARIB

PUNCS

クイズ研究会
東工大 TFT

SEVEN

Christy
COMPASS

SINNET

東工大VG
東工大

セパタクロークラブ

SOMINITY

CROSS BREEDS

E-staff

SOS団@東工大支部

東工大文学部
東工プロジェクト

T.O.S

Hooligans
KIWI

TFC

邦楽研究会

FC.Baccano

UNI

LANDFALL
MARCH

VAMOS

○リストへの加入

○リストからの除名

■4. 研究室・学科・系枠
　 　この出店枠は研究室・学科・系からの参加希望団体が対象となっております。申請が
できるのは学年別で１研究室・１学科・１系につき１団体までとなっております。複数
の研究室・学科・系の合同での申請も可能です。

　　この出店枠で申請を行う条件は、以下の通りです。

　・ 参加申請書に学科長、系主任もしくは研究室名となっている先生の署名・捺印を頂く
こと（複数の研究室・学科・系の合同での申請の場合は、参加申請書に全ての学科長
もしくは系主任もしくは研究室長の署名・捺印を頂くこと）

　・責任者および参加希望団体の構成員は全員その研究室・学科・系に所属していること

　※ 教育改革に伴う研究室・学科・系枠の変更点に関してご質問等がございましたら、工
大祭実行委員会（sanka@koudaisai.jp）までお問い合わせください。

■ 5. 留学生団体枠
　 　この出店枠は留学生団体からの参加希望団体が対象となっております。申請ができる
のは１つの国・地域につき１団体までとなっております。

　　この出店枠で申請を行う条件は、以下の通りです。

　 ・参加申請の際に３名の責任者の在留カードを提示すること
　・責任者および参加希望団体の構成員は全員その留学生団体の構成員であること
　・構成員に日本語で意思疎通できる人がいること

■ 6. 有志団体枠
　 　この出店枠は 1～ 5のどの出店枠にも属さない団体が対象となっております。編入
生団体、非公認サークルリストに属さない非公認サークル団体、サークルの OB・OG
団体もここに含まれます。

　
　※ 有志団体枠のみ書類・面接審査を行います。面接においては参加申請書、参加計画書、

工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書等を用いて「どのような団体か」「企画内容」等
を工大祭実行委員が質問いたします。確実かつ安全な模擬店の運営ができ、独創性溢
れる団体を募集いたします。
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2.2.8  日時
○有志団体枠以外
　模擬店企画抽選会と参加団体登録の日時、場所、および必要なものは以下の通りです。

模擬店企画抽選会（任意参加）
日付　　　　　6/13（水）
時間　　　　　13:20 開始
場所　　　　　W621 講義室
必要なもの　　なし

模擬店企画振込期間（有志団体枠を除く）
日付　　　　　　 6/13（水）～ 6/22（金） 
　　　　　　　　（補欠当選団体 : 6/23（土）～ 6/26（火））
参加申込金　　　クラス枠以外：30,000 円
　　　　　　　　クラス枠　　：15,000 円
注記 振込人名 : 「【仮番号】【第一責任者の学籍番号】【団体名】」
  　 （記入例：「101A19B99999 ﾏﾙﾏﾙｻｰｸﾙ」）
 　　　　　※仮番号と団体名は登録引換券に記載しております。
 電話番号 : 「振込む方の電話番号」

当選の連絡をご確認の後、お振込ください。　　　　
詳細につきましては P.52『3振込について』をご確認ください。

2.2.6 当落連絡

2.2.7  補欠

　当選された団体の方にはその旨と企画番号を、補欠となった団体の方にはその旨と補欠
順位を、落選された団体の方には落選のお知らせをメールで連絡いたします。参加申請を
したにもかかわらず以下の日時までにメールが届かなかった団体の方は、工大祭実行委員
会（sanka@koudaisai.jp）までご連絡ください。また、工大祭 2018 公式サイト上にも当
選団体を掲載いたしますのでそちらもご覧ください。

■有志団体枠
　有志団体枠で申請した団体には、6/15（金）に面接結果をメールにて連絡いたします。 

■有志団体枠以外
　 有志団体枠以外で申請した団体には抽選終了後、当日中に抽選結果をメールで連絡いた
します。

　手続きを行わず、その当選が無効になった団体がでた場合、その区画の枠について補欠
当選という形をとることになります。補欠は抽選会にて決定いたします。補欠当選となっ
た場合、6/23（土）に工大祭実行委員会から連絡いたします。

2.2.4  抽選

2.2.5  有志団体面接

　有志団体枠以外で申請した団体は抽選により参加団体を決定します。抽選は工大祭実行
委員会が行い、抽選結果はメールにてお知らせいたします。模擬店企画抽選会は任意参加
となっておりますので、抽選の様子をご覧になりたい団体の方のみご参加ください。また、
抽選会場での参加申込金の支払いはできませんのでご了承ください。
　※抽選会の欠席連絡は不要です。

　有志団体枠で申請した団体は面接により参加団体を決定します。面接は工大祭実行委員
会が行い、面接結果はメールにてお知らせいたします。面接は第一責任者が出席してくだ
さい。なお、書類審査のみで落選する場合もございます。
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2.2.9 模擬店企画についての注意事項

2.2.10  第一回参加団体総会

◇ 同一団体による模擬店企画への複数申請は禁止です。発覚した場合、全ての申請を無効
といたします。詳細は P.14『2.1 参加申請』をご確認ください。
◇ 模擬店を出店できる場所は P.24 『2.2.11 模擬店配置図』をご覧ください。なお、ロー
タリー付近、野外ステージ裏での企画の実施はできませんのでご注意ください。
◇ 模擬店企画の１区画の大きさは幅 5ｍ×奥行き 3ｍです。テントを使用する場合には
大きさに十分注意してください。
◇ 工大祭当日の悪天候等によって企画を行えなくなった場合（工大祭自体が中止となった
場合を含む）でも、参加金は返却いたしませんのでご了承ください。
◇ 本年度の模擬店企画への電力供給は南地区のみとなります。南地区の模擬店企画の団体
は、各団体１つのコンセント（供給可能電力は最大 300 Ｗ）を使用することができます。
ただし、工大祭当日の天候（雨天等）によっては送電を中止する場合がございます。南
地区以外の団体や、雨天時等でも電力を使用したい団体は、各団体で発電機を用意する
等の適切な対策を行ってください。なお、延長コードや発電機等の電源機器は、第二回
参加団体総会で紹介する山王スペース＆レンタルや生協レンタルから有料で借りること
ができます。無償での貸し出しは行っておりませんのでご注意ください。
◇ 保健所の指導により、取り扱うことのできない食品がございます。詳しくは P.40 『2.6 
食品』をご覧の上、工大祭実行委員会までご相談ください。
◇ 屋外で酒類を販売できるのは、「酒類販売可能地区」に当選した場合のみとなります。
詳しい場所につきましてはP.24 『2.2.11 模擬店配置図』をご覧ください。また、P.56『4.3 
酒類の販売について』も併せてご確認ください。

　振込が確認された団体には、第一回参加団体総会にて登録引換券と引き換えに参加団体
認定証を発行いたします。
　これをもって参加団体登録は完了となります。
　第一回参加団体総会の詳細につきましては P.54『4.1 参加団体総会』をご確認ください。

模擬店企画有志団体面接

模擬店企画有志団体枠振込期間

日付　　　　　　　6/11（月）～ 6/15（金）
時間　　　　　　　12:40 ～ 13:00, 17:00 ～ 17:20
場所　　　　　　　後日メールにてご連絡いたします。
必要なもの 　  第一責任者の学生証、登録引換券
　　　　　　　　　工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書
　　　　　　　　　工大祭 2018 飲食物アレルギー表示申請書
注記　　　　　　　 日付と時間に関しましては、メールにてお知らせいたします。

日付　　　　　　6/16（土）～ 6/22（金）
参加申込金　　　有志団体枠：30,000 円
注記　　　　　　振込人名 : 「【仮番号】【第一責任者の学籍番号】【団体名】」
  　（記入例：「101A19B99999 ﾏﾙﾏﾙｻｰｸﾙ」）
　　　　　　　　　※仮番号と団体名は登録引換券に記載しております。
　　　　　　　　電話番号 : 「振込む方の電話番号」

当選の連絡をご確認の後、お振込ください。
詳細につきましては P.52『3振込について』をご確認ください。

○有志団体枠
　 模擬店企画有志団体面接と参加団体登録の日時、場所、および必要なものは以下の通り
です。

◇ 「工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書」、「工大祭 2018 飲食物アレルギー表示申請書」
の提出については P.40『2.6.1 飲食物に関する申請』をご覧ください。
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2.2.11  模擬店配置図 
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南地区　　　　　　M-301 ～ M-320
酒類販売可能地区　M-401 ～ M-408

飲食物を取り扱う団体　　　‥P.40食品
飲食物を取り扱わない団体　‥P.52振込
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メモ2.3 講義室企画の参加手続
　講義室企画の企画実施場所の決定および参加団体登録手続を下記の通りに行います。詳
細は P.28『2.3.1 講義室企画の参加申請』から P.31『2.3.6 講義室企画についての注意事項』
に記載いたします。

工大祭参加説明会
１回目：5/16（水）W241  13:30 開始
２回目：5/18（金）W241  17:30 開始

参加申請期間（Webのみ）
5/16（水）～5/23（水） 18:00

参加申込金振込期間
6/13（水）～ 6/22（金） 

（一般金融機関にてお振込ください）
（詳しくは P.52 へ）

講義室企画・その他企画参加団体登録会
6/13（水）W521　15:30 開始
（詳しくは P.29 へ）

面接（一部団体）
実施の有無は 5/23（水）22:00 までに

ご連絡いたします。

第一回参加団体総会
6/27（水）W241　13:30 開始

（詳しくは P.54 へ）

○講義室企画の参加手続の流れ（P.05 と同様）
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2.3.3  講義室企画参加団体登録会

講義室企画参加団体登録会
日付　　　　6/13（水）
時間　　　   15:00 開場　15:30 開始
場所　　　　W521 講義室
必要なもの　学生証
内容　　　　企画実施場所の決定
　　　　　　 登録引換券（仮番号記載）、企画申請書、おすすめ企画応募用紙の配布

必ず責任者の方が1名以上ご参加ください。

　企画実施場所は、以下の方法で決定いたします。
◇ 希望する講義室が他の団体と重複しなかった場合、企画実施場所は希望した講義室とな
ります。
◇ 希望する講義室が他の団体と重複した場合、工大祭実行委員会の立ち会いの下、該当団
体同士の話し合いにて決めていただきます。
◇ 大学や工大祭実行委員会の意向により使用できない講義室がございます。
◇ 遅刻・欠席した団体は希望する講義室を使用することができなくなる場合がございます
のでご了承ください。

2.3.1  講義室企画の参加申請
　5/16（水）～ 5/23（水）18:00 の期間に、Web にて申請をしてください。
　詳細につきましては P.38『2.5 Web による参加申請』をご確認ください。
　また、注意事項につきましては P.31『2.3.6 講義室企画についての注意事項』をご確認
ください。

2.3.2  講義室企画面接
　講義室企画への参加を希望する団体には、企画内容の確認のため面接を行う場合がござ
います。

　◇面接は工大祭実行委員会が行います。責任者のいずれかの方がお越しください。
　◇ 面接にお越しいただけない場合、講義室企画を行うことができなくなる可能性がござ

いますのでご注意ください。
　◇ 面接実施の有無、および実施する場合の詳細につきましては 5/23（水）22:00 まで

にメールにてお知らせいたします。また、面接結果も後日メールにてお知らせいたし
ます。メールが届かなかった団体の方はお手数ですが工大祭実行委員会までご連絡く
ださい。
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◇ 同一団体による講義室企画への複数申請は禁止です。発覚した場合、全ての申請を無効
といたします。詳細は P.14『2.1 参加申請』をご確認ください。

◇ 一団体で複数の講義室の使用（控え室を除く）を希望される場合は、5/23（水）まで
に工大祭実行委員会までご相談ください。

◇ 大学や工大祭実行委員会の意向により、使用できない講義室がございます。使用可能な
講義室につきましては P.32『2.3.7 講義室一覧』をご覧ください。ただし、工事等の理
由により P.32 『2.3.7 講義室一覧』に記載されている講義室でも使用できなくなる場合
がございます。その場合は講義室や企画内容を調整していただく可能性がございますの
で、ご了承ください。

◇ 演奏系の企画等、大きな音を出す企画を行う場合、企画実施場所は西２・３号館（W371
を除く）、西講義棟１・２、南２号館および南講義棟（S011）に限らせていただきます。

◇  H111 講義室、W242 講義室、W322 講義室、W332 講義室、西９号館、S223 講義室、
S224 講義室は飲食禁止であり、飲食物を取り扱うことは原則できません。

◇講義室内は火気厳禁です。
◇ 講義室内の机等の設備は許可なく取り外すことができません。講義室の机を取り外して
企画を行いたい場合は、参加申請前に工大祭実行委員会までご相談ください。

◇ 講義室内の設備（可動式の机・椅子等）を講義室の外に出す行為はご遠慮ください。ま
た、控え室や他の講義室へ動かす行為もご遠慮ください。

◇ 控え室の決定は第二回参加団体総会にて行い、企画に使用されない講義室から選択して
いただきます。

◇ 控え室の使用に関して、第二回参加団体総会以前にご連絡していただく必要はございま
せん。やむを得ない事情により控え室として特定の講義室の使用を希望される場合は、
5/23（水）までに工大祭実行委員会までご相談ください。

◇ 保健所の指導により、取り扱うことのできない食品がございます。詳しくは P.40 『2.6
食品』をご覧の上、工大祭実行委員会までご相談ください。

◇ 各講義室で使用できる電力には上限がございます。詳しくは P.32『2.3.7 講義室一覧』
をご確認ください。なお、たこ足配線等の１つのコンセントから大量の電力を取る行為
は、火災の危険性があるためご遠慮ください。
◇ プロジェクター等、講義室内の備品には使用できないものがございます。詳しくは工大
祭実行委員会までお問い合わせください。
◇講義室天井への装飾を希望される場合は、工大祭実行委員会までご相談ください。

2.3.6  講義室企画についての注意事項2.3.4  講義室企画参加申込金振込期間

講義室企画参加申込金振込期間
日付　　　　6/13（水）～ 6/22（金） 
参加申込金　講義室企画：10,000 円
注記　　　　振込人名 : 「【仮番号】【第一責任者の学籍番号】【団体名】」
　　　　　　　　　　　（記入例：「301B19B99999 ﾏﾙﾏﾙｻｰｸﾙ」）
　　　　　　　　　　　※仮番号と団体名は登録引換券に記載しております。
　　　　　　電話番号 : 「振込む方の電話番号」

講義室企画参加団体登録会の後、お振込ください。
詳細につきましては P.52『3振込について』をご確認ください。

2.3.5 第一回参加団体総会
　振込が確認された団体には、第一回参加団体総会にて登録引換券と引き換えに参加団体
認定証を発行いたします。
　これをもって参加団体登録は完了となります。
　第一回参加団体総会の詳細につきましては P.54『4.1 参加団体総会』をご確認ください。
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2.3.7  講義室一覧
講義室名称 面積 収容人数 スクリーン 机、椅子 飲食物の取扱 大きな音を出す企画 電気容量

W931 74㎡ 55 3台 可動式 × × 6000W

W932 85㎡ 72 3台 可動式 × × 7000W

W933 204㎡ 153 2台 可動式 × × 15000W

W934 101㎡ 81 3台 可動式 × × 9000W

W936 74㎡ 55 3台 可動式 × × 6000W

S011 187㎡ 153 1台 固定式 ◯ ◯ 2000W

S221 187㎡ 173 2台 固定式 ◯ ◯ 5000W

S222 187㎡ 186 2台 固定式 ◯ ◯ 2000W

S223 107㎡ 66 2台 可動式 × ◯ 6000W

S224 109㎡ 66 4台 可動式 × ◯ 5000W

S421 132㎡ 102 2台 固定式 ◯ × 11200W

S422 136㎡ 72 1台 可動式 ◯ × 11200W

S423 144㎡ 72 1台 可動式 ◯ × 11200W

S512 52㎡ 30 1台 可動式 ◯ × 5000W

S513 78㎡ 57 1台 可動式 ◯ × 8000W

S514 78㎡ 57 1台 可動式 ◯ × 8000W

S515 78㎡ 57 1台 可動式 ◯ × 8000W

S516 78㎡ 57 1台 可動式 ◯ × 8000W

S611 69㎡ 64 2台 固定式 ◯ × 2000W

S621 92㎡ 109 1台 固定式 ◯ × 4000W

S622 92㎡ 109 1台 固定式 ◯ × 4000W

「半固定式」とはケーブルにより机が動かせない講義室です。

大岡山西9号館

大岡山南5号館

大岡山南講義棟

大岡山南2号館

大岡山南4号館

大岡山南6号館

W371講義室は企画の内容を制限させていただきます。

講義室名称 面積 収容人数 スクリーン 机、椅子 飲食物の取扱 大きな音を出す企画 電気容量

H101 192㎡ 200 2台 固定式 ◯ × 20000W

H102 90㎡ 48 1台 可動式 ◯ × 6000W

H111 144㎡ 112 3台 固定式 × × 1000W

H112 84㎡ 90 2台 可動式 ◯ × 6000W

H113 78㎡ 75 3台 可動式 ◯ × 6000W

H114 104㎡ 98 4台 可動式 ◯ × 8000W

H115 52㎡ 40 1台 可動式 ◯ × 5000W

H116 84㎡ 72 2台 可動式 ◯ × 6000W

H117 52㎡ 30 1台 可動式 ◯ × 4000W

H118 52㎡ 30 1台 可動式 ◯ × 4000W

　　 H119A 50㎡ 33 1台 可動式 ◯ × 4000W

　　 H119B 50㎡ 33 1台 可動式 ◯ × 4000W

H121 192㎡ 240 3台 固定式 ◯ × 1200W

W241 287㎡ 255 3台 固定式 ◯ ◯ 6000W

W242 142㎡ 108 2台 半固定式 × ◯ 15000W

W321 104㎡ 102 1台 固定式 ◯ ◯ 2500W

W322 50㎡ 41 2台 可動式 × ◯ 2500W

W323 104㎡ 101 1台 固定式 ◯ ◯ 2500W

W331 104㎡ 102 1台 固定式 ◯ ◯ 2000W

W332 50㎡ 41 1台 可動式 × ◯ 2000W

W351 104㎡ 102 1台 固定式 ◯ ◯ 2000W

W371 104㎡ 72 1台 可動式 ◯ × 2000W

W521 260㎡ 269 1台 固定式 ◯ ◯ 8000W

W541 260㎡ 269 1台 固定式 ◯ ◯ 8000W

W611 131㎡ 108 1台 固定式 ◯ ◯ 6000W

W621 131㎡ 142 1台 固定式 ◯ ◯ 6000W

W631 131㎡ 142 2台 固定式 ◯ ◯ 6000W

W641 131㎡ 142 1台 固定式 ◯ ◯ 6000W

本館

大岡山西2号館

大岡山西3号館

大岡山西講義棟1（旧西5号館）

大岡山西講義棟2（旧西6号館）

P.38 Web申請
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2.4.1  その他企画の参加申請
　5/16（水）～ 5/23（水）18:00 の期間に、Web にて申請をしてください。
　詳細につきましては P.38『2.5 Web による参加申請』をご確認ください。
　また、注意事項につきましては P.37『2.4.5 その他企画についての注意事項』をご確認
ください。

2.4.2  その他企画参加団体登録会

その他企画参加団体登録会
日付　　　　6/13（水）
時間　　　　15:00 開場　15:30 開始
場所　　　　W521 講義室
必要なもの　学生証
内容　　　　   企画実施場所の決定、
　　　　　　企画書記入例、登録引換券（仮番号記載）、おすすめ企画応募用紙の配布

必ず責任者の方が 1名以上ご参加ください。

◇ ロータリー付近、野外ステージ裏、本館中庭、東工大蔵前会館、緑が丘１号館前広場、
百年記念館での企画の実施はできませんのでご注意ください。また、体育館を希望する
場合はその他企画での申請となります。

　企画実施場所は、以下の方法で決定いたします。
◇ 希望する企画実施場所が他の団体と重複しなかった場合、企画実施場所は希望した場所
となります。  

◇ 希望する企画実施場所が他の団体と重複した場合、工大祭実行委員会の立ち会いの下、
該当団体同士の話し合いにて決めていただきます。

◇ 大学や工大祭実行委員会の意向により、希望する企画実施場所が使用できなくなる場合
や企画を行う日時を調整していただく場合がございますのでご了承ください。

◇企画実施場所が決定した団体には、登録引換券、企画書記入例を配布いたします。
◇ 遅刻・欠席した団体は希望する企画実施場所を使用することができなくなる場合がござ
いますのでご了承ください。

2.4  その他企画の参加手続
　その他企画の企画実施場所の決定および参加団体登録手続を下記の通りに行います。詳
細は P.35『2.4.1 その他企画の参加申請』から P.37『2.4.5 その他企画についての注意事項』
に記載いたします。

工大祭参加説明会
１回目：5/16（水）W241  13:30 開始
２回目：5/18（金）W241  17:30 開始

参加申請期間（Webのみ）
5/16（水）～5/23（水）18:00

参加申込金振込期間
6/13（水）～ 6/22（金） 

（一般金融機関にてお振込ください）
（詳しくは P.52 へ）

講義室企画・その他企画参加団体登録会
6/13（水）W 521　15:30 開始

（詳しくは P.35 へ）

第一回参加団体総会
6/27（水）　W241　13:30 開始

（詳しくは P.54 へ）

○その他企画の参加手続の流れ（P.05 と同様）
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◇ ロータリー付近、野外ステージ裏、本館中庭、東工大蔵前会館、緑が丘１号館前広場、
百年記念館での企画の実施はできませんのでご注意ください。

◇そのほか、大学や工大祭実行委員会の意向により使用できない場所がございます。
◇ 企画実施場所が決定した後でも、工事等の理由によりその場所が使用できなくなる場合
がございます。その場合は企画実施場所や企画内容を調整していただく可能性がござい
ますので、あらかじめご了承ください。

◇ 工大祭当日の天候等のやむを得ない理由により、工大祭実行委員会主催の企画を講堂に
て実施する場合がございます。このような場合、講堂を使用される団体には企画時間の
短縮をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。

◇ 悪天候等の場合における代替の企画実施場所についてもご検討いただきますようにお願
いいたします。なお、工大祭当日の悪天候等によって企画を行えなくなった場合 （工大
祭自体が中止となった場合を含む）でも、参加金は返却いたしませんので、ご了承くだ
さい。

◇ 控え室の決定は第二回参加団体総会にて行い、企画に使用されない講義室から選択して
いただきます。

　 控え室の使用に関して、第二回参加団体総会以前にご連絡していただく必要はございま
せん。やむを得ない事情により控え室として特定の講義室の使用を希望される場合は、
5/23（水）までに工大祭実行委員会までご相談ください。

◇ 保健所の指導により、取り扱うことのできない食品がございます。詳しくは P.40 『2.6 
食品』をご覧の上、工大祭実行委員会までご相談ください。

◇ その他企画では、屋外での酒類の販売はできませんのでご了承ください。詳しくは P.56 
『4.3 酒類の販売について』をご覧ください。
◇ その他企画参加団体の方に、工大祭当日に電力を供給いたします。なお、供給できる電
力には上限がございますので、詳しくは工大祭実行委員会（sanka@koudaisai.jp）まで
お問い合わせください。

2.4.5 その他企画についての注意事項2.4.3 その他企画参加申込金振込期間

その他企画参加申込金企画振込期間
日付　　　　6/13（水）～ 6/22（金） 
参加申込金　 その他企画：10,000 円
注記　　　　振込人名 : 「【仮番号】【第一責任者の学籍番号】【団体名】」
  　　　（記入例：「501C19B99999 ﾏﾙﾏﾙｻｰｸﾙ」）
 　　　　　　　※仮番号と団体名は登録引換券に記載しております。
　　　　　　電話番号 : 「振込む方の電話番号」

その他企画参加団体登録会の後、お振込ください。　
詳細につきましては P.52『3振込について』をご確認ください。

2.4.4 第一回参加団体総会
　振込が確認された団体には、第一回参加団体総会にて登録引換券と引き換えに参加団体
認定証を発行いたします。
　これをもって参加団体登録は完了となります。
　第一回参加団体総会の詳細につきましては P.54『4.1 参加団体総会』をご確認ください。

P.38 Web申請
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2.5.2  Web 申請の際の注意
講義室企画、その他企画に関する注意事項
◇ 責任者の電話番号やメールアドレスは、工大祭実行委員会から参加団体への連絡の際に
使用いたします。なお、受信していただくメールアドレスは @ ○ .titech.ac.jp となりま
す。受け取ったメールは普段使用しているメールアドレスに転送してください。また、
いずれのアドレスも受信設定で @koudaisai.jp ドメインからのメールを受信可能にして
ください。

◇ 飲食物を取り扱う場合は別途「工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書 （紙面のみ）」「工大
祭 2018 飲食物アレルギー表示申請書（紙面のみ）」を提出していただく必要がござい
ます。提出日は、おすすめ企画へ応募される場合は第一回参加団体総会（6/27（水））、
応募されない場合は第二回参加団体総会（7/18（水））となっております。
◇ 「企画内容」の欄には工大祭当日に行う企画をできるだけ詳しく入力してください。特
に飲食物を取り扱う場合は、どのような飲食物を取り扱うかを必ず入力してください。
◇ 「企画実施時間」の欄にはできるだけ詳しく時間を入力し、「終日」とは入力しないで
ください。なお、工大祭2018の開催時間は両日とも10:00～ 18:00となっております。

講義室企画に関する注意事項
◇ 「団体名」はパンフレットに掲載いたします。なお、「団体名」は後に決めていただく「企
画名」とは異なりますのでご注意ください。また、来場者から企画をサークル名で尋ね
られることが多々ございますので「団体名」がサークル名と異なる場合、団体説明の欄
に記入してください。

◇希望する講義室を１つずつ第二希望まで入力してください。
◇ ２つの講義室もしくはリフレッシュルームでの企画実施を希望される場合は 5/23（水）
までに工大祭実行委員会 （sanka@koudaisai.jp） までご相談ください。

その他企画に関する注意事項
◇ 雨天時に希望する企画実施場所・企画実施時間も入力してください。屋内で企画を行う
場合で、雨天時の企画実施場所・企画実施時間が晴天時と同じ場合でも、必ず入力して
ください。

2.5.1  手続きの方法
1. 工大祭 2018 公式サイト （https://koudaisai.jp/） にアクセスします。
2. ページ上部または「MENU」より「募集」をクリックし、「募集ページ」へ進みます。
3.「学内の方向け」内のご希望の企画区分の参加申請フォームへお進みください。
4. 参加申請フォームに必要事項を入力します。 各項目の注意事項に従い、正しく入力し
てください。
5. 工大祭 2018 参加団体規約をよく読み、「工大祭 2018 参加団体規約に同意する」チェッ
クボックスにチェックを入れ、「確認」ボタンをクリックして確認ページへお進みくだ
さい。内容が間違っている場合は「戻る」ボタンをクリックして入力ページに戻り、間
違っているところを修正してください。間違いの無い場合は「送信」ボタンをクリック
して次へお進みください。
6. 画面に申請完了と表示され、確認メールが送信されます。これで参加申請は完了とな
ります。

2.5  Web による参加申請
       （講義室企画・その他企画）

飲食物を取り扱う団体　　　‥P.40食品
飲食物を取り扱わない団体　‥P.52振込
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メモ2.6  食品

2.6.1  飲食物に関する申請
　飲食物を取り扱う全ての団体は「工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書」、「工大祭 2018
飲食物アレルギー表示申請書」の２つを提出してください。この申請書は保健所に提出い
たしますので、以下の注意事項をよくお読みの上、記入箇所には必ず黒または青のボール
ペンで記入してください。記入漏れがある場合や、第一責任者の捺印がない場合は受理で
きませんのでご注意ください。

　提出が遅れた場合、保健所からの許可が下りず、飲食物を取り扱えない場合がございま
す。また、保健所の許可を得ていない飲食物は取り扱うことができません。そのため、申
請書提出後に取り扱う飲食物を変更することは認められませんのでご注意ください。取り
扱う飲食物を決める際には、P.42『2.6.2 飲食物取り扱いについて』を参考にしてくださ
い。「工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書」、「工大祭 2018 飲食物アレルギー表示申請書」
は紙面のみでの受付となっております。ご注意ください。

　以下の分類に従い、期日までにご提出ください。
模擬店企画（有志団体枠） ：6/11（月）～ 6/15（金）　　有志団体面接
おすすめ企画応募団体　   ：6/27（水）　　第一回参加団体総会　受付
それ以外の団体　　　　   ：7/18（水）　　第二回参加団体総会　受付

　また、6/27（水）までに提出される場合、企画番号の欄は無記入のままで構いません。

　いずれも工大祭実行委員会室での提出ではございませんのでご注意ください。
記入漏れのないようにご注意ください。
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（以上目黒区【臨時出店の取扱食品（臨時営業者と同等の簡易な施設で取り扱う場合）】
　　　　  【大田区行事における臨時営業等の取扱要綱のあらまし】より抜粋、一部修正）

（２）食料品の販売について

　食料品の販売において取り扱うことができるものは以下の通りです。

（以上【大田区行事における臨時営業等の取扱要綱のあらまし】より抜粋、一部修正）

※ 扱える食品については、保健所からの指導により予告なく変更される場合がございます。
ご了承ください。

分類

団子菓子類

まんじゅう類

あめ菓子類

その他

簡単な調理・加工の範囲

・事前に団子に成形したものを、その場で焼くか蒸すかし、
それに事前に仕込みした具をからめたもの

・事前に仕込み（混合、成形等）したまんじゅうを、その場で
加熱したもの

・事前に仕込みした原料を用いて、その場で簡単な加工を
行って作るあめ菓子

・果実チョコ（果実にチョコレートをからめたもの）
・蒸しパン

例示

草団子、焼き団子

焼きまんじゅう
蒸しまんじゅう

べっこう飴
果実飴、カルメ焼

チョコバナナ、蒸しパン

食品衛生法の販売許可が不要な食品、及び食品等販売業の
許可対象食品で、法令等により保存基準が定められていな
い食品。ただし、容器包装に入れられたものに限る

煮豆、つくだ煮、漬物、魚介加工品、レトルト商品
缶詰、ビン詰め食品、菓子（和生菓子、洋生菓子を除く）

アイスクリーム

食料品の販売行為として取り扱うことのできる食品

例示分類

2.6.2 飲食物取り扱いについて
（１）飲食店・菓子製造行為について　　

　取り扱うことができる食品は、公共衛生上の観点から次の要件を全て満たす食品１品目
のみになります。ただし、喫茶類１品目（かき氷・タピオカを除く）と、他の１品目を合
わせて提供することができます。
（例： 「焼きとり（焼き物類）と清涼飲料水（喫茶類）」は可、「焼きとり（焼き物類）とお

でん（煮物類）」は不可）
　
取り扱うことのできる食品は以下の通りです。

分類

煮物類

焼き物類

お好み焼き類

茹物・蒸し物類

めん類
（焼きそば類等）

揚物類

喫茶類

ドッグ類

レトルト食品
無菌包装米飯

揚菓子類

焼菓子類

簡単な調理・加工の範囲

・事前に仕込み（細切、煮込み等）を行い、その場で煮込んだもの

・事前に仕込み（細切等）を行い冷蔵した具をその場で焼いたもの
・焼きとり（鶏肉以外を含む）、焼肉類にあっては、その場において
短時間で中心部まで加熱が十分にできる大きさ（一口サイズ）に
事前に加工したもの

・その場で水に溶いた小麦粉等と、事前に仕込み（細切等）した具
をその場で混ぜ合わせて焼いたもの
・ピザ類にあたっては、許可された施設で製造されたピザ生地に
事前に細切した具をのせて、その場で焼いたもの

・農産物や事前に仕込みした具をその場で茹でるか、蒸したもの

・焼きそば類似品にあっては、焼きそばと麺の種類が異なるだけで、
水さらしなどの工程がなく、焼きそばと調理工程が同等のもの
・即席カップ麺

・事前に仕込み（細切等）した具を、その場で調整した溶き粉、
パン粉につけて油で揚げたもの

・事前に調整した材料を用いて、その場で小分け、希釈、混合、調味
するもので、通常喫茶店営業にて提供される飲料、茶菓、甘味食品

・ソーセージ類をそのまま、もしくは衣を付けて焼くか油で揚げたもの
・ホットドッグ類
・ハンバーガー類（パンに、加熱調理した食肉ミンチ等をはさんだもの）

・その場で加熱し、又はそのままで盛り付けて提供するもの

・事前に仕込み（混合、成形等）した具を、その場で油で揚げたもの

・事前に仕込み（混合、成形等）した具を、その場で焼いたもの

例示

おでん、煮込み
豚汁、けんちん汁

焼きとり、焼き貝
いか焼き、焼きさつま揚
焼きぎょうざ、焼き魚

たこ焼き、お好み焼き
タコス、ピザ

じゃがバター、蒸しぎょうざ
蒸ししゅうまい

焼きそば、焼きビーフン
チャプチェ

串かつ、フライドチキン
フライドポテト

ところてん、かき氷
コーヒー、紅茶

清涼飲料水、甘酒、しるこ

フランクフルト
ホットドッグ
ハンバーガー

ドーナツ、大学芋

今川焼き、クレープ、焼餅
五平餅、ベビーカステラ

（以上目黒区【臨時出店の取扱食品（臨時営業者と同等の簡易な施設で取り扱う場合）】
より抜粋 、一部修正）
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（３）食品における注意事項

○ 当日の酒類の販売は屋内または酒類販売可能地区（模擬店）でのみ可能です。酒類販売
可能地区につきましては、P.24『2.2.11 模擬店配置図』をご確認ください。

○ 食品に記載されている保存方法に従って管理してください。要冷蔵品は、できるだけ冷
蔵庫で保管してください。冷蔵庫が使用できない場合は、クーラーボックス等を使用し
ても構いませんが、必ず保冷剤を使用の上、できるだけ少量の保管とし、頻繁に保管場
所まで取りに行くように心がけてください。また、生でない食材を代用することも積極
的にご検討ください。（例）牛乳を粉ミルクで代用。

○ 生もの（刺身、すし類、ユッケ、生野菜等）は取り扱うことができません。トッピング
であっても生野菜は使用できません。（例）生のきざみネギ、サラダ菜

○米類は、無菌包装米飯を除き取り扱うことができません。
○ その場での製造・加工・調理に多量の水を使用するものは取り扱うことができません。
（例）パスタ等の、調理に大量の水を使用するものは扱えないため、焼きそば等の焼き
麺で代用。

○ ところてん、かき氷、清涼飲料水を除き、客への提供直前に加熱処理が行われないもの
は取り扱うことができません。また十分に加熱するため、串物は、生肉を十分に加熱し
てから、たれをつけ再度加熱を行ってください。（例）半熟卵は使用不可。焼き麺類は
提供前に加熱済みの麺と具を最後にもう一度合わせて加熱。

○カスタードクリーム・生クリームは取り扱うことができません。
○餅はつかないでください。
○ かき氷を除く喫茶類並びに、開缶または開栓を行うだけの場合は複数品目を取り扱うこ
とができます。

○ 既製品であっても加熱処理が行われない食品（和生菓子、洋生菓子等）は原則として取
り扱うことができません。

○ 調理過程が複雑なもの（過去の例ではコロッケ、食パン、ナン、ぎょうざ、チャパティ等）
は取り扱えない場合がございます。原則として、既製品（冷凍品等）をご使用ください。

○ 原材料のカット等の下ごしらえは企画実施場所で行わないでください。また仕込みの必
要な原材料を使用する場合は、飲食物取り扱い申請にて申請した下ごしらえの場所で仕
込みを行い、必要に応じて使用する直前まで十分に冷蔵してください。（例）タピオカ
の仕込みを下ごしらえの場所で行う。

○ かき氷には飲料水を使用し、削氷を行う際は手指やほこり等で汚染されない構造の機械
を用い、盛り付けには衛生的な器具をご使用ください。

○ 既製品（冷凍品を除く）を提供する場合は、原則として包装の開封や盛り付け等を含む
加工や調理は一切行わず、そのまま提供してください。

○原則として、保健所の指示に従っていただきます。

　質問等がございましたら、保健所に直接聞くのではなく工大祭実行委員会室までお越し
いただくか、メールにて [sanka@koudaisai.jp] までご連絡ください。

※この情報は飲食物取り扱いに関する最新のもの（2018 年 5月 16 日現在）です。内容
は変更される場合がございます。
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工大祭 2018飲食物取り扱い申請書記入例   
工大祭実行委員会 

 

※下記の項目全てに、黒か青のボールペンで内容を詳しくご記入ください。 

 

企画番号          M ― ○○○                    

団体名          たこ焼き研究会                  

第一責任者名       石川 台介                ㊞   

住所           東京都 大田区 石川町 ○-○-○○          

電話番号         090-○○○○-○○○○                   

 

 

１．取り扱い食品名および原材料、調理・提供方法 

取り扱い食品名 原材料 調理・提供方法 

たこ焼き 

（お好み焼類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶飲料 

（喫茶類） 

たこ焼きの素 

たこ 

卵 

紅ショウガ  

サクラエビ 

ねぎ 

かつお節 

ソース 

マヨネーズ 

Volvic(商品名) 

 

 

 

生茶(商品名) 

 

(下ごしらえ) 

・ねぎ、たこを適当な大きさに切る。 

 

 

(当日調理) 

・たこ焼きの素を水で溶いて、卵、ねぎ、紅ショウガ、

サクラエビを入れてよく混ぜ合わせて生地を作る。 

・たこ焼き機に生地を流し込み、たこを入れ、串で丸

くしながら焼く。 

・出来上がったらトレーに乗せて、ソース、マヨネー

ズで味をつけ、かつお節をかけて提供。 

 

 

缶のまま提供。 

２．使用する加熱器具   

z ガスを使用して加熱する器具（     たこ焼き器      ）   

z 電気を使用して加熱する器具（       保温器      ） 

z その他           （ 

３．おおよその販売予定数（２日間） 

   500    食 

  

４．下ごしらえの場所 

( 大岡山子の家の台所（目黒区 大岡山 ○-○-○○、電話番号 03-○○○○-△△△△） 

石川台介の家の台所 第一責任者の住所、電話番号と同じ ) 
 

５．使用する手洗い場 

( 仮設水道 ) 
 

６．食品（材料等）の保管方法 

前日まで 当日 

石川台介、大岡山子の家の冷蔵庫に保管する。 

 

住所・電話番号 

 石川台介 

  第一責任者の住所、電話番号と同じ 

  

 大岡山子 

  目黒区 大岡山 ○-○-○○ 

電話番号 03-○○○○-△△△△ 

クーラーボックスを用いて保管。 

 

材料が足りなくなったら 

大岡山子の家から持ってくる。 

 

７．取り扱い食品・原材料の仕入先 

食品・原材料名 仕入先（業者名または店舗名・住所・電話番号） 

たこ 

卵 

サクラエビ 

ねぎ 

 

たこやきの素 

紅ショウガ 

かつお節 

ソース 

マヨネーズ  

Volvic(商品名) 

生茶(商品名)  

 

肉のハナマサ 都立大店 

  (目黒区中根 1-3-10 

    電話番号  03-5731-2941) 

 

 

東急ストア 大岡山店 

  (目黒区大岡山 2-10-1 

    電話番号 03-3720-0109)  

 

工大祭 2018 参加

団 体 募 集 要 項

「2.6.2 飲食物取

り扱いについて」

に記載されている

食品の分類もあわ

せて記入してくだ

さい。 

参加団体認定証に書かれている企画番号、団体

名、第一責任者の氏名、住所、電話番号を記入し、

第一責任者の欄に捺印をしてください。 

 

石
川 

原材料は調味料を含めて 

すべて記入してください。 
下ごしらえと当日調理を 

別にして記入してください。 

使用する加熱器具をすべて 

記入してください。 

具体的な数値を記入してください。 

特別な理由がない場合は 

「仮設水道」と記入してください。 

住所・電話番号は一人ずつ 

別にして記入してください。 

住所・電話番号は一人ずつ 

別にして記入してください。 

仕入先の店舗名・住所・電話番号をお

調べの上、記入してください。 

取り扱うすべての食品・原材料 

について記入してください。 

模擬店企画はM-○○○、講義室企画はK-○○○、

その他企画は S-○○○となる企画番号を記入し

てください。 

2.6.3 飲食物取り扱い申請書
工大祭 2018飲食物取り扱い申請書記入例   

工大祭実行委員会 

 

※下記の項目全てに、黒か青のボールペンで内容を詳しくご記入ください。 

 

企画番号          M ― ○○○                    

団体名          たこ焼き研究会                  

第一責任者名       石川 台介                ㊞   

住所           東京都 大田区 石川町 ○-○-○○          

電話番号         090-○○○○-○○○○                   

 

 

１．取り扱い食品名および原材料、調理・提供方法 

取り扱い食品名 原材料 調理・提供方法 

たこ焼き 

（お好み焼類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶飲料 

（喫茶類） 

たこ焼きの素 

たこ 

卵 

紅ショウガ  

サクラエビ 

ねぎ 

かつお節 

ソース 

マヨネーズ 

Volvic(商品名) 

 

 

 

生茶(商品名) 

 

(下ごしらえ) 

・ねぎ、たこを適当な大きさに切る。 

 

 

(当日調理) 

・たこ焼きの素を水で溶いて、卵、ねぎ、紅ショウガ、

サクラエビを入れてよく混ぜ合わせて生地を作る。 

・たこ焼き機に生地を流し込み、たこを入れ、串で丸

くしながら焼く。 

・出来上がったらトレーに乗せて、ソース、マヨネー

ズで味をつけ、かつお節をかけて提供。 

 

 

缶のまま提供。 

２．使用する加熱器具   

z ガスを使用して加熱する器具（     たこ焼き器      ）   

z 電気を使用して加熱する器具（       保温器      ） 

z その他           （ 

３．おおよその販売予定数（２日間） 

   500    食 

  

４．下ごしらえの場所 

( 大岡山子の家の台所（目黒区 大岡山 ○-○-○○、電話番号 03-○○○○-△△△△） 

石川台介の家の台所 第一責任者の住所、電話番号と同じ ) 
 

５．使用する手洗い場 

( 仮設水道 ) 
 

６．食品（材料等）の保管方法 

前日まで 当日 

石川台介、大岡山子の家の冷蔵庫に保管する。 

 

住所・電話番号 

 石川台介 

  第一責任者の住所、電話番号と同じ 

  

 大岡山子 

  目黒区 大岡山 ○-○-○○ 

電話番号 03-○○○○-△△△△ 

クーラーボックスを用いて保管。 

 

材料が足りなくなったら 

大岡山子の家から持ってくる。 

 

７．取り扱い食品・原材料の仕入先 

食品・原材料名 仕入先（業者名または店舗名・住所・電話番号） 

たこ 

卵 

サクラエビ 

ねぎ 

 

たこやきの素 

紅ショウガ 

かつお節 

ソース 

マヨネーズ  

Volvic(商品名) 

生茶(商品名)  

 

肉のハナマサ 都立大店 

  (目黒区中根 1-3-10 

    電話番号  03-5731-2941) 

 

 

東急ストア 大岡山店 

  (目黒区大岡山 2-10-1 

    電話番号 03-3720-0109)  

 

工大祭 2018 参加

団 体 募 集 要 項

「2.6.2 飲食物取

り扱いについて」

に記載されている

食品の分類もあわ

せて記入してくだ

さい。 

参加団体認定証に書かれている企画番号、団体

名、第一責任者の氏名、住所、電話番号を記入し、

第一責任者の欄に捺印をしてください。 

 

石
川 

原材料は調味料を含めて 

すべて記入してください。 
下ごしらえと当日調理を 

別にして記入してください。 

使用する加熱器具をすべて 

記入してください。 

具体的な数値を記入してください。 

特別な理由がない場合は 

「仮設水道」と記入してください。 

住所・電話番号は一人ずつ 

別にして記入してください。 

住所・電話番号は一人ずつ 

別にして記入してください。 

仕入先の店舗名・住所・電話番号をお

調べの上、記入してください。 

取り扱うすべての食品・原材料 

について記入してください。 

模擬店企画はM-○○○、講義室企画はK-○○○、

その他企画は S-○○○となる企画番号を記入し

てください。 
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■使用する手洗い場
　　 調理者の手洗いを目的とした水道の場所を記入してください。当日、工大祭実行委員

会が仮設水道を設置いたしますので、特に理由がない場合は “ 仮設水道 ” と記入して
ください。そのほかの場所（台所等）でもかまいませんが、トイレの水道等、衛生上
問題がある場所はご利用できません。

　　 なお、衛生上の理由から仮設水道は食品の下ごしらえや調理器具の洗浄等には絶対に
使用しないでください。

■食品（材料等）の保管方法
　○前日まで
　　 当日使用する食材の保管場所（団体の構成員の家の冷蔵庫等）について、下ごしらえ

と同様の形式で記入してください。食材等を当日購入する場合は、申請書の「前日ま
で」の欄に “ 当日購入 ” と記入してください。また、前日までの保管が不要な食品が
ある場合は、申請書にその理由を記入してください。

　○当日
　　 食品に記載されている保存方法に従って管理してください。常温で保存できない食品

はクーラーボックスを必ずご記入の上ご使用ください。また、冷蔵庫を併用する方法
も電力を考慮した上で積極的にご検討ください。

■取り扱い食品・原材料の仕入先
　　 例年記入漏れが非常に多い箇所ですのでご注意ください。
　　 店名だけでは特定ができない場合がございますので、店舗名（大岡山店等）・電話番号・

住所を調べて必ず記入してください。

■注意事項
　　 準備日に準備が終わった後および 1日目の企画が終わった後、必ず全ての食材を持

ち帰ってください。調味料・小麦粉・清涼飲料水等の腐りにくい食材も必ず持ち帰っ
てください。残っている食材は工大祭実行委員会で処分させていただく場合がござい
ますのでご注意ください。また、食材が残っていた場合、参加保証金の一部を返却し
ない可能性がございますのでご注意ください。

■第一責任者の情報
　　 電話番号は第一責任者の携帯電話の番号を記入してください。また、印鑑の押し忘れ

にご注意ください。

■取り扱い食品名および原材料、調理・提供方法
　　 調理方法は箇条書きで記入してください。飲料を提供する場合は、「コカ・コーラ」

等の商品名まで詳しく記入してください。
　　 なお、この欄に記入されていない食品や食材等は当日取り扱うことができません（例

えば、お好み焼きを取り扱う場合はトッピングに使用する食材も全て記入する必要が
ございます）。

　　 申請していない食品を取り扱った場合、工大祭実行委員会が確認次第、飲食物の取り
扱いを中止していただきます。また、このような場合には原則として参加保証金の一
部を返却いたしませんので、食品・食材等の記入漏れには十分ご注意ください。

■使用する加熱器具
　　 ガスを使用して加熱する器具、電気を使用して加熱する器具に分けて全て記入してく

ださい。加熱器具は保温器等、熱を発するもの全てを含みます。なお、講義室内は火
気厳禁となっておりますのでご注意ください。

■販売予定数
　　 工大祭開催期間 （２日間）に提供するおおよその販売予定数をご記入ください。

■下ごしらえの場所
　　 下ごしらえを行う場所は、大学から徒歩 10分以内で、衛生管理の行き届いた台所等

をご利用ください。部室、サークル棟内や研究室等の流し台は使用できません。また、
この申請書は保健所に提出いたしますので、“ ○○の家 ” といった当事者にしかわか
らないような記入はせずに、必ず “○○ （フルネーム） の家の台所、住所、電話番号 ”
の形式で記入してください。申請書の記入については P.46『2.6.3 飲食物取り扱い申
請書』をご覧ください。ただし、第一責任者の家で下ごしらえを行う場合は “第一責
任者の家の台所 ”のみでかまいません。例年、住所・電話番号の記入漏れが多いので
ご注意ください。

　　なお、下ごしらえの必要がない場合は “必要なし ” と記入してください。

○記入上の注意
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メモ2.6.4 アレルギー表示申請書
　工大祭 2018 では、アレルギー疾患を持つ方や宗教上の配慮が必要な方のために、以下
に示す９種目を表示品目と定めています。参加団体であることを示すプレート（参加団体
プレート）に、これらの使用を示すアイコンが明記されます。飲食物を取り扱う全ての団
体は、下部の記入箇所に黒または青のボールペンで記入し、提出してください。
　表示品目は以下の通り、表示原材料７品目と宗教的観点から２品目、合計９品目です。「工
大祭 2018 飲食物取り扱い申請書」に記入した原材料に含まれる表示品目をチェックして
ください。

　　　　　　　　卵、えび、かに、小麦、そば、落花生、乳、牛肉、豚肉

　「工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書」と同じく、以下の日程でご提出ください。
模擬店企画（有志団体枠のみ） ：6/11（月）～ 6/15（金）　　有志団体面接
おすすめ企画応募団体　　　   ：6/27（水）　　第一回参加団体総会　受付
それ以外の団体　　　　　　   ：7/18（水）　　第二回参加団体総会　受付

　また、6/27（水）までに提出される場合、企画番号の欄は無記入のままで構いません。

　いずれも工大祭実行委員会室での提出ではございませんのでご注意ください。
記入漏れのないようにご注意ください。

P.52 振込
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3. 振込先について
　　以下の口座にお振込ください。
　 　振込先を間違えて振り込んだ場合、工大祭実行委員会は返還いたしません。確認画面
等をよくご確認の上、お振込をお願いいたします。

　　　【三菱UFJ 銀行】
　　　　支店名　：自由が丘支店
　　　　科目　　：普通
　　　　口座名　：工大祭実行委員会
　　　　店番号　：794
　　　　口座番号：0233922

４. 振込手数料について
　 　 　振込手数料は、参加団体の方にご負担いただきます。三菱 UFJ 銀行の口座に振込

を行う場合、銀行・信用金庫・信用組合のキャッシュカードを利用して自由が丘支店
の ATMにて振込を行うことで振込手数料がかかりません。

　　 　窓口や現金等上記の方法以外による振込を行う際、振込手数料がかかる場合がござ
います。また、ATMにて振込を行う際、別途 ATMの時間外利用手数料がかかる場合
がございます。あらかじめご了承ください。

　　詳細は、三菱UFJ 銀行のウェブサイトをご確認ください。

５. 振込の際の振込人名について
　　多くの参加団体が参加申込金を同一口座に振り込みます。
　　そのため、振込人名を以下のように登録してください。

　　　【仮番号】【第一責任者の学籍番号】【団体名】
　　　　（例：901X15B99999 ﾏﾙﾏﾙｻｰｸﾙ）

　 　スペースを入れずに入力してください。団体名が入力枠に入らない場合は、入力可能
なところまで入力をお願いいたします。

６. 領収書、受領書の取り扱いについて
　 　振込完了後、領収書（場合によっては受領書）が発行されます。第一回参加団体総会
の際に確認する場合がございますので、こちらを必ず保管しご持参ください。
　　なお、紛失した際は工大祭実行委員会までご連絡ください。

3 振込について
　工大祭参加団体の参加申込金の適切な管理・保管のため、参加申込金の支払いは一般金
融機関を用いた振込にて行います。注意事項等を以下に記しますので、よくお読みになっ
た上でお振込ください。

1. 振込金額（参加申込金額）
　　模擬店企画
　　　・クラス枠 ……… 15,000 円
　　　・クラス枠以外 … 30,000 円
　　講義室企画 ………… 10,000 円
　　その他企画 ………… 10,000 円

2. 振込期間
　　以下の期間内にお振込ください。
　 　期間内に振込の確認が取れない場合は、参加申請を取り消させていただく場合がござ
います。

　　模擬店企画（当選の連絡をご確認の後、お振込ください。）
　　　・当選参加団体 … 6/13（水）～ 6/22（金）
　　　・有志団体 ……… 6/16（土）～ 6/22（金）
　　　・補欠当選団体 … 6/23（土）～ 6/26（火）
　　講義室企画・その他企画（参加団体登録会の後、お振込ください。）
　　　　　　　　　　　  6/13（水）～ 6/22（金）

P.54 付録
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4 付録
4.1  参加団体総会

　参加団体総会とは、全参加団体が出席する総会で、工大祭実行委員会からの重要な連絡
事項に対する参加団体の承認、各種書類の配布・回収を行う場です。参加団体の第一責任
者となった方には、原則全３回開かれる参加団体総会全てに必ず出席していただきます（総
会日程につきましては P.04 『1.1 年間スケジュール』をご覧ください）。
　本総会は、工大祭を円滑に行う上で非常に大切なものです。くれぐれも欠席されないよ
うご注意ください。

第一回参加団体総会
日付　　　　6/27（水）
時間　　　　13:00 開場　13:30 総会開始
場所　　　　W241 講義室
必要なもの　筆記用具、学生証、登録引換券、領収書（受領書）
　　　　　　 企画申請書（講義室企画団体のみ）
　　　　　　おすすめ企画応募用紙（希望団体のみ）
　　　　　　工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書（おすすめ企画応募団体は必須）
　　　　　　工大祭2018飲食物アレルギー表示申請書（おすすめ企画応募団体は必須）
内容　　　　参加団体認定証配布、年間スケジュールの確認
　　　　　　パンフレット原稿について

◇ 飲食物の取り扱いを希望される団体の方は、「工大祭 2018 飲食物取り扱い申請書」、「工
大祭 2018 飲食物アレルギー表示申請書」をご提出ください。

　 おすすめ企画へ応募されない団体の方は、第二回参加団体総会（7/18（水））までにご
提出ください。

　本年度より大学主催の、防災に関わる講習会が行われます。詳細は、随時今後の参加団
体総会などでお知らせしていきますが、現時点で決まっていることは以下の通りです。

　

　
　参加する必要のある団体は、第一責任者・第二責任者・第三責任者の 3名全員が出席
する必要があります。責任者選考時にご注意ください。

4.2  防災に関わる講習会

日付　　　8月または 9月 ( 日程未定 )
内容　　　防災に関わること ( 予定 )
参加団体　全ての模擬店企画参加団体 
　　　　　他未定
   

防災に関わる講習会
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4.4.3  借用物品
　工大祭 2018 では、参加団体の方に机・椅子の貸し出しを行います。 
ただし、机の貸し出しは、加熱・保温機器・そのほか発熱する機器を使用しない講義室・
その他企画団体のみとなります。 
　なお、テントやガスボンベ等の貸し出しは行っておりません。 これらの物品に関しま
しては、山王スペース＆レンタルや生協レンタル（ともに有料）をご利用ください。 
　詳しくは第二回参加団体総会にてご説明いたします。

4.4.4  エコピックアップ
　環境への負荷が少ないエコ容器を安価で購入することができます。エコ容器を購入され
た団体は、エコ団体として工大祭実行委員会から様々な支援を受けることができます。詳
細（形状等）につきましては第二回参加団体総会にてご説明いたします。

4.3  酒類の販売について
　工大祭 2018 では、屋外での酒類の販売に制限がかかります。屋外で酒類を販売するこ
とができるのは、模擬店抽選会で「酒類販売可能地区」に当選した模擬店企画のみとなり
ます。それ以外の団体は屋外で酒類を販売することはできませんのでご注意ください。「酒
類販売可能地区」の詳しい場所につきましては P.24 『2.2.11 模擬店配置図』をご覧くだ
さい。屋内につきましては、特に販売の制限はございません。
　なお、酒類販売可能地区の団体を含め、全ての参加団体の構成員の飲酒は禁じられてい
ます。ご注意ください。

4.4  特典

4.4.1  パンフレット等への掲載
　参加団体の方の企画名や企画概要等の情報は、工大祭 2018 公式サイトや、工大祭当日
に来場者の方々に配布するパンフレットに掲載いたします。講義室・その他企画の団体の
方には掲載用の原稿を提出していただきますので、企画の宣伝にご利用ください。

4.4.2  現物支給
　参加団体の方に、模造紙・B4上質紙・角材・ベニヤ板を支給いたします。 角材とベニ
ヤ板のサイズは、それぞれ（30mm× 40mm× 4000mm）と（920mm× 1830mm）です。
ビラや看板の作成にご利用ください。
　詳しくは第二回参加団体総会にて説明いたします。
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メモ

みんなの参加、待ってるよ♪

テックちゃん
　　© 工大祭実行委員会 /ヒダ




