企画実行の手引き for
屋外模擬店
模擬店のイメージ・必要な手続
［5］飲食物取扱申請

企画内容に応じて必要となる登録・申請・申込
を判別するための登録

取扱品目や使用食材、調理工程などを申請
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［1］屋外企画概要登録
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※企画によって必要になる登録・申請は異なります。詳しくは『Almighty vol.2』を確認してください。
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この資料では、標準的な模擬店を出展するための登録・申請の流れを説明します。

［6］商行為申請
販売する商品の値段などを申請

B

C
C

C

B

消火器
火気器具・電気機器
を取り扱う場合必須

A B

B
C
耐火シート
調理器具を使う
場合必須

C
吸油シート
フライヤー・焼き鳥機・
鉄板を使用する場合
必須

A［11］火気持込申請
自前で用意した火気器具を持ち込む場合に申請
（消火器、ガス類、遮熱板、発電機は不可）

B［12］レンタル申込
テント（横幕・テントウェイトも）・
調理器具（ガス・遮熱板も）・消火器・
机・椅子などをレンタル

遮熱板
火気を取り
扱う場合必須

B

C［13］食材・物品等購入申込
食材・氷・飲料・油・容器・耐火シート・
吸油シート・模擬店装飾の材料などを購入

その他に必要となる登録・申請
［15］広報用情報登録
［16］企画 PR 登録
［18］運営スタッフ派遣希望登録
［19］ごみ排出申請
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模擬店出展までの流れ
1. 必要な登録・申請を確認する
●［1］屋外企画概要登録から確認してください。
●

2. 提供する品目を決める
［5］飲食物取扱申請・
［6］商行為申請に記入
●● 五月祭で取り扱える食品の基準については『Almighty vol.2』の［5］飲食物取扱申請を参照して
ください。

●● 委員会のウェブサイトに掲載されている「過去の模擬店出展状況」も必要に応じて参照してください。
https://gogatsusai.jp/committee/exhibit.html から確認できます。

3. 調理工程を決める
［5］飲食物取扱申請に記入
●『Almighty
●
vol.2』の［5］飲食物取扱申請や別冊の『レシピ集』を参照しながら、調理工程を考え
てください。

例年多くの企画が提供する品目について、基準を満たす調理工程を『レシピ集』に掲載しています。ぜひ『レシピ集』
をご利用ください。

●● 大量の油（2 日間で 0.5L 以上）をごみとして排出する可能性がある場合、
［19］ごみ排出申請にそ
の旨を記載する必要があります。

4. 必要な物品をリストアップし、調達方法を決める
［11］火気持込申請・
［12］レンタル申込・
［13］食材・物品等購入申込に関連
●● 模擬店を出すために必要な物品の一例を次ページにまとめています。
●● 委員会を通じて調達できる食材・物品もあります。

5. 販売予定数を見積もり、販売価格を決める
［5］飲食物取扱申請・
［6］商行為申請に記入
●● 上述の「過去の模擬店出展状況」も参考にしてください。

6. その他に必要となる登録・申請を済ませる
『Almighty vol.2』を参照し、必要な登録・申請を済ませてください。以下の登録・申請は全企画登録
必須です。
●［15］広報用情報登録
●
●［16］企画
●
PR 登録
●［18］運営スタッフ派遣希望登録
●
●［19］ごみ排出申請
●

7. レンタル品や食材購入費など必要な費用を委員会に納入する
●● 納入期間が短い（4 月 23 日（月）～ 5 月 1 日（火）15 時）ため、企画構成員から集金するタイミ
ングには注意してください。
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（参考）模擬店出展に必要な物品一覧

販売品類

備考

委員会を通じて調達する場合

食材・飲料

［13］食材・物品等購入申込

容器
テントセット

テント・テントウェイト・横幕・屋根幕のセット

机

調理・受付用だけでなく、衛生面の観点から食材保管用にも必要。 ［12］レンタル申込
取扱品目にもよるが 3 台が目安。

耐火シート

テントの下に敷く（油汚れが地面に付着するのを防ぐため）
調理器具を使用する企画は購入必須
※調理は行わないが飲食物を取り扱う企画にも購入を推奨してい
ます。

吸油シート

耐火シートの上に敷き、火気器具から垂れる油を吸い取る
フライヤー・焼き鳥機・鉄板・お好み焼き機を使用する企画は購
入必須
※その他、油を使用する企画には購入を強く推奨します。

「LP 鉄板焼きセット」などの「火気器具セット」のレンタルを推奨。
委員会レンタル以外の火気器具を使用する場合は申請が必要
（→［11］火気持込申請）
火気器具を扱う場合レンタル必須（持込不可）
［12］レンタル申込
※「火気器具セット」をレンタルする場合は不要（セットに含ま
れています）。

遮熱板
調理器具
消火器
類

火気器具を扱う場合レンタル必須（持込不可）

チャッカマン

ガス器具に着火するために使用

クーラーボックス

解凍前の食材の保管などに使用
食中毒を防ぐため、企画場所で日をまたいで食材を保管すること ［12］レンタル申込
は不可

氷（保冷剤）

クーラーボックス内の温度を低温に保つために使用

ガス

一部の調理器具で火気器具を使用するために必要（持込不可）
※「火気器具セット」には必要量のガスが付属しています。

発電機
動力資材
ガソリン携行缶
類

自前で調達してください。

一部の調理器具に動力を供給するために使用（持込不可）

［12］レンタル申込

委員会経由で調達不可
（本郷付近のガソリンスタンドか
ら購入可）

発電機を稼働させるために使用

模擬店装飾セット

テントにつける模擬店の看板
ダンボールパネル 1 枚・透明テープ・ビニール紐・雨天対策用の
ビニール幕のセット

立看板セット

［13］食材・物品等購入申込

ガソリンを運ぶ容器（持込不可）

ガソリン

宣 伝・ 装
飾物
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調理器具

［13］食材・物品等購入申込
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資材類

名称など
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種類

［13］食材・物品等購入申込
垂木・ベニヤ板・必要数の釘のセット
企画場所のすぐそばではない屋外に置く場合、［17］屋外モニュメ
ント設置申請が必要
（自企画のテントの隣に置く場合は申請不要）

※その他当日必要となる物品（衛生関連用品・清掃用具など）については第 3 回企画代表者会議でお知らせします。

レンタル品・購入物品の例
※フランクフルトを販売する企画の場合の例

●［12］レンタル申込
●
•• テントセット（ テント・テントウェイト・
横幕・屋根幕のセット）× 1
•• 消火器 × 1

•• ベニヤテーブル 大 × 3
•• 丸椅子 × 1

●［13］食材・物品等購入申込
●
•• 串付きフランク（220 本）× 4（1 日目・2 日目各 2）
•• トマトケチャップ × 4（1 日目・2 日目各 2）

•• 粒入りブラウンマスタード × 2（1 日目・2 日目各 1）
•• かちわり氷 × 4（1 日目・2 日目各 2）

•• キャノーラ油 × 2（開封済みの油を夜の間企画場所に放
置することはできません）

•• LP 鉄板焼きセット（本体・油ヒキ・ヘ
ラ ×2 枚・ガス 10kg・遮熱板 ×2 枚）× 1

•• トレー（100 枚）× 9

•• アイスボックス（64L）× 1

•• 耐火シート × 1

•• 模擬店装飾セット × 1
•• 吸油シート × 1
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Q&A
Q1. 別冊の『レシピ集』に載っていない品目を取り扱いたいのですが、問題はないですか？
『レシピ集』に載っている品目はあくまで一例であり、ここに載っている品目以外を提供できないわけでは
ありません。しかし、五月祭では保健所の指導に従い食品の衛生基準を独自に定めている関係上、提供を許可
できない品目も多々ございます。詳細は『Almighty vol.2』の［5］飲食物取扱申請を確認してください。

Q2. 調理用の水やお湯はもらえますか？
調理用の水は各自で調達してください。水汲場の水は器具などの洗浄にのみ使用してください。調理用の水
として使用することはできません。当日はお湯を提供するための湯沸場が開設されますが、屋外企画は使用で
きませんのでご注意ください。

Q3. 販売価格と販売予定数は、どれくらいの数に設定するのが適切ですか？
委員会のウェブサイト（https://gogatsusai.jp/committee/exhibit.html）にて過去のデータを公開して
います。参考にしてください。

Q4.「前売券」って何ですか？

作った方がいいですか？

事前に「前売券」を販売し、五月祭当日は前売券の商品との引換を行うというもので、毎年一部の模擬店で
行われています。当日は必ず現金での販売も行ってください。
前売券を販売した場合材料などの調達費用を予め確保できますが、トラブルのもとになるため委員会では発
行しないことを推奨しています。詳細は『Almighty vol.2』の［6］商行為申請を参照してください。委員会
では前売券に関するトラブルの責任は負いません。十分に注意してください。

Q5. 模擬店を出すのに絶対に必要なレンタル品を教えてもらえますか？
「火気器具セット」を利用することを推奨します。 これにはプロパンガス・ガスホース・遮熱板・必要な火
気器具が含まれています。これに加え、「テントセット」「必要な数の机・椅子」「消火器」をレンタルすれば
必要な資材が揃います。なお、「火気器具セット」を使用せずに単品レンタルで必要なものを揃える場合、遮
熱板・プロパンガスを忘れないよう注意してください。
購入が必要な物品もあります。油汚れを防ぐため、調理を行う企画は耐火シートの購入が、加えて大量の油
を扱う火気器具（フライヤー・焼き鳥機・鉄板・お好み焼き機）を使用する企画は吸油シートの購入が、それ
ぞれ必須となります。なお、吸油シートに関しては、油を使用するすべての企画に購入を推奨しています。

Q6. 委員会を通じて容器を買うメリットは何ですか？ 必ず委員会を通じて買わないといけないですか？
委員会を通じて販売する容器には、「当日にキャンパス内で受け取ることができる」
「場合によっては余った
容器を返却できる」
「環境にやさしい」などの特長があります。委員会以外で容器を調達することも可能ですが、
衛生上の観点から必ず使い捨てのものを使用するようお願いします。

Q7. パンフレットやウェブサイトなど委員会の広報媒体には、模擬店はどのような形で掲載されますか？
パンフレットでは、巻末近くの地図付き索引に「企画場所」「企画名」「団体名」「提供品目」が一覧表の形
式で掲載される予定です。
ウェブサイトでは、企画検索のページから各企画のページに飛ぶと、
［15］広報用情報登録で登録した紹介
文やアイコン画像などが表示される仕様となる予定です。
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