vol.2

Almighty

for 屋外企画・屋内企画
1. 今後のスケジュール
2. 企画実行に関する登録・申請
3. 各種物品の調達に関する申請・申込
4. 企画の広報・宣伝に関する登録・申請
5. その他の登録・申請
6. 酒類の取扱について
7. 施設利用・清掃チェック制度について
8. 各種資料

第 91期五月祭常任委員会

訂正のお知らせ
第 2 回企画代表者会議で配布した『Almighty vol.2』に誤りがありました。
下記の通り訂正します。
●［13］食材・物品等購入申込
●
「容器」
（→ p.31）
「割り箸」
（100 膳）の価格 （正）￥300- （誤）￥8502018 年 3 月 13 日
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今後のスケジュール

1. 五月祭後までの流れ

1
今後のスケジュール

本日 3 月 13 日（火）：第 2 回企画代表者会議
●● 各種登録・申請などの説明を行います。
●● 場所割・時間割の最終決定を行います。
•• 3 月 16 日（金）21 時：「控室希望登録」締切（→『Almighty vol.1』p.15）
•• 3 月 24 日（土）〈予定〉：控室割発表

3 月 26 日（月）21 時：各種登録・申請締切（→ p.4）
•• 4 月 1 日（日）～ 4 月 10 日（火）：ユーザー登録情報変更期間（→ p.5）
•• 4 月 18 日（水）21 時：企画中止期限（→ p.7）

4 月 22 日（日）～ 4 月 25 日（水）
：申請結果確認・異議申立期間（→ p.5）
●● 質問・異議などがある場合は異議を申し立ててください。

4 月 23 日（月）～ 5 月 1 日（火）15 時：納入期間（→ p.5）
●● 企画参加費・企画保証金・レンタル費用などを納入してください。

学生証確認期間

●● 各種申請の許可状況などを発表します。

4 月 11 日（水）～
4 月 30 日（月）

学籍確認のため、
正副責任者の学生証
を確認します。
（→ p.5）

•• 5 月 1 日（火）21 時：企画責任者交代期限（→ p.7）

5 月 8 日（火）
・9 日（水）
：第 3 回企画代表者会議（8 日 @ 本郷・9 日 @ 駒場〈予定〉）
●● 当日の注意事項を連絡し、必要な書類を配布します。
•• 5 月 18 日（金）午後：休講・五月祭準備日

5 月 19 日（土）
5 月 20 日（日）

9:00 ～ 18:00

第 91 回

五月祭

6 月上旬：第 4 回企画代表者会議
●● 企画保証金の返金などを行います。

1. 今後のスケジュール
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2. 申請一覧
締切

3 月 26 日（月）21 時

●● 以下の一覧を参考にして必要な申請を確認してください。
●● 赤字の申請は全企画必須です。
対象企画

参照
ページ

［1］屋外企画概要登録

屋外企画

p.9

［2］教室設備使用申請

屋内（控室を含む）を使用する企画

p.9

［3］ステージ企画詳細登録

ステージ企画

p.10

［4］安田講堂企画詳細登録

安田講堂を使用する屋内企画

p.10

飲食物を取り扱う企画

p.11

商行為を行う企画

p.15

募金行為またはカンパ行為を行う企画

p.16

登録・申請・申込名

企 画 実 行 に ［5］飲食物取扱申請
関する登録・
［6］商行為申請
申請
［7］募金・カンパ行為申請
［8］外部団体関連行為申請

※

「外部団体」 と企画実行において関わりを持つ企画

［9］個人情報収集行為申請

個人情報を収集する企画

p.18

［10］屋外パフォーマンス申請

企画場所以外で宣伝・パフォーマンスなどを行う企画

p.19

［11］火気持込申請
各種物品の
調 達 に 関 す ［12］レンタル申込
る 申 請・ 申
［13］食材・物品等購入申込
込

委員会仲介のレンタル品以外の火気器具・電気機器を使
p.21
用する企画
委員会を通じて器具・物品などをレンタルする企画

p.22

委員会を通じて食材・物品などを購入する企画

p.27

委員会による備品の貸し出しを希望する屋内企画

p.33

企画の広報・［15］広報用情報登録
全企画
宣伝に関す
［16］企画 PR 登録
全企画
る 登 録・ 申
請
［17］屋外モニュメント設置申請 屋外に立看板などのモニュメントを設置する企画

p.34

［14］備品貸出申請

p.35
p.35

［18］運営スタッフ派遣希望登録 全企画

p.36

［19］ごみ排出申請

p.37

そ の 他 の 登 ［20］車両入構申請
録・申請
［21］現金援助申請
［22］物品援助申請

全企画

五月祭準備日・当日に本郷・弥生キャンパスへの車両の
p.38
入構を希望する企画
企画実行に必要な費用の援助を希望する企画

Almighty vol.2 for 屋外企画・屋内企画

p.39

企画実行に必要なコピー用紙や筆記具の援助を希望する
p.40
企画

※「外部団体」とは、自団体以外のすべての個人・団体を指します（学内外を問いません）。

4

p.17

3. 学籍情報の変更と確認
ユーザー登録情報変更
変更期間：4 月 1 日（日）～ 4 月 10 日（火）
●● 新年度の開始に伴い学生証番号と所属が変わった方は、ウェブシステムに登録している学籍情報を
変更していただく必要があります。学部新 3 年生は特に注意してください。

●● ウェブシステムにログインし、メニュー画面の「ユーザー登録情報変更」から学生証番号・所属を
●● 学生証番号・所属はこの期間にしか変更することはできません。必ず期間内に変更を済ませてくだ
さい。

学生証確認

今後のスケジュール

新しいものに変更してください。

1

「ユーザー登録情報変更」を行ってからお越しください。
確認期間：4 月 11 日（水）～ 4 月 30 日（月）
対応時間（本郷・駒場共通）
：
［平日］12 時 20 分～ 12 時 50 分・18 時 40 分～ 19 時 30 分
［土・日・祝］13 時～ 19 時 30 分
●● 2018 年度の学籍情報を確認するため、正副責任者両名の学生証を確認します。お揃いでお越しい
ただかなくても構いません。

●● 正副責任者ご本人が学生証をお持ちになって本郷・駒場いずれかの委員会室にお越しください。
●● 第 3 回企画代表者会議までに正副責任者両名の学生証確認が済んでいない場合、五月祭当日の企画

実行に際し必要な書類をお渡しすることができない可能性があります。必ず期間内に確認を済ませ
てください。

4. 申請結果確認・異議申立期間
申請結果確認・異議申立期間：4 月 22 日（日）～ 4 月 25 日（水）
●● ウェブシステムの「申請結果確認」フォームより、申請の許可状況や登録・申込の内容を確認して
ください。

メニュー画面の「各種登録」から「申請結果確認」をクリックしてください。

●● 質問・異議・変更などがある場合は必ず期間内に「申請結果確認」フォームより異議を申し立てて
ください。

5. 納入
納入にあたって
●● 委員会への納入金の支払いは銀行振込で行ってください。現金での納入はできません。
●● 委員会への納入金には、企画参加費・企画保証金・ステージ分担金・食材や物品の購入費などが含
まれます。

●● 納入期間内に振り込まない場合、企画中止となる可能性があります。
1. 今後のスケジュール
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納入の方法
振込先
三菱東京 UFJ 銀行

本郷支店（店番：351）普通

五月祭常任委員会

池田

0014286

祐輝

（ゴガツサイジョウニンイインカイ

イケダ

ユウキ）

納入金額
●● 4 月 22 日（日）以降、ウェブシステムの「申請結果確認」より納入金額を確認することができます。
●● 登録・申請・申込の内容に異議のないことを確認した上で納入するようにしてください。
●● 異議を申し立てた場合、納入金額が変更される可能性があります。委員会から連絡があるまでは納
入を行わないでください。

納入期間
納入期間：4 月 23 日（月）～ 5 月 1 日（火）15 時
●● 納入期間外の振込は避けてください。入金を確認できない可能性があります。
期間内に納入できない事情がある場合には「問い合わせ」より事前にご相談ください。

●● 振込の際には各金融機関の営業日・営業時間に注意してください。
●● 納入の確認作業を円滑に行うため、登録・申請・申込内容の確認がお済みの方はできる限り 4 月 27
日（金）15 時までに納入するようお願いします。

キャンパス付近の ATM 設置場所
●● 本郷キャンパス
•• 三菱東京 UFJ 銀行（安田講堂南側横）営業時間：［平日］8 時 45 分～ 19 時
•• 三井住友銀行（安田講堂南側横）営業時間：［平日］8 時 45 分～ 19 時
•• みずほ銀行（安田講堂南側横）営業時間：［平日］8 時 45 分～ 19 時

•• 本郷郵便局 ATM 営業時間：［平日］7 時～ 23 時・［土］8 時～ 21 時・［日・祝］9 時～ 20 時

●● 駒場キャンパス
•• 三菱東京 UFJ 銀行（井の頭線 駒場東大前駅西口のマクドナルドに併設）営業時間：［平日］8 時～ 20 時
•• 三井住友銀行（正門横）営業時間：［平日］8 時～ 20 時

•• みずほ銀行（井の頭線 駒場東大前駅券売機隣）
営業時間：［平日］4 時 30 分～ 25 時・［土］4 時 30 分～ 22 時・［日］8 時～ 21 時
•• ゆうちょ銀行（正門横）営業時間：［平日］8 時～ 20 時

※ ATM の設置場所・営業時間は変更されている場合があります。詳細は各金融機関にお問い合わせください。

納入についての注意
●● 振込手数料は企画側で負担していただくようお願いします。
振込手数料は各金融機関にお問い合わせください。

●● 依頼人は、「企画 ID」+ 正副いずれかの「企画責任者氏名」としてください。
例：101 ナカムタハルミ
サークル名義の口座などは、多くが「トウキヨウダイガク ....」などとなっており、通帳に記載される依頼人の文字
数に制限があるため、納入した企画を委員会が特定できない場合があります。

●● 振込の際に発行される明細票を第 3 回企画代表者会議に必ずお持ちください。
納入が確認できない場合には、納入した証明として明細票の提示をお願いすることがあります。
明細票を提示できない場合、再納入をお願いすることがあります。
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●● インターネットバンキングを利用する場合は、明細票が発行されないため、振込完了後に金融機関
から送信される電子署名つきのメールなどを確認させていただくことがあります。

●● 口座番号や納入金額・依頼人の入力には細心の注意を払ってください。
名義や金額の間違いなどで委員会が納入を確認できない場合、再納入をお願いすることがあります。

納入確認方法
●● 委員会ウェブシステムの「申請結果確認」で納入が完了しているかどうかを確認できます。
反映されるまでには時間がかかります。

は、
「問い合わせ」よりご連絡ください。

6. 企画中止・企画名変更・責任者交代

1
今後のスケジュール

●● 期間内に振り込んだにもかかわらず振込から 3 日経過しても納入が完了した旨が表示されない場合

企画中止
企画中止期限：4 月 18 日（水）21 時
●● 委員会ウェブシステムの「問い合わせ」よりご連絡ください。
●● 一度中止した企画を再登録することはできません。
●● 期限以降に企画を中止した場合、企画参加費・ステージ分担金の納入や運営スタッフの派遣などの
義務は履行していただきます。

企画名変更
●「企画登録」で登録した企画名を変更する場合は、3
●
月 26 日（月）21 時までに［15］広報用情報
登録（→ p.34）で新しい企画名を登録してください。
反映まで時間がかかる場合があります。
3 月 26 日（月）21 時以降に企画名の変更を希望する場合は「問い合わせ」より連絡してください。
ただし、4 月 7 日（土）以降の変更はパンフレットに反映できません。

責任者交代
企画責任者交代期限：5 月 1 日（火）21 時
●● 責任者を交代するには、委員会室で手続きを行う必要があります。
●● 委員会ウェブシステムの「問い合わせ」より予め連絡してください。
来室希望日時・場所（本郷または駒場）もあわせてご連絡ください。事前にご連絡いただけなかった場合は担当者
の不在により対応できない場合があります。

●● 新しく責任者になる方は委員会室にお越しになる前にユーザー登録を済ませておいてください。
●● 委員会室には学生証をお持ちになって、新旧責任者お揃いでお越しください。
新旧責任者ともに学生証が必要です。
2018 年 3 月末をもって卒業する方が責任者を務めている場合は、学生証返還前に、4 月以降も学籍をお持ちの方に、
責任者を引き継いでください 。

1. 今後のスケジュール
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7. その他の連絡
投票結果
自主規律案
●● 有効投票数 355 票のうち、賛成 350 票、反対 5 票で可決されました。

第 90 回五月祭常任委員会 決算
●● 有効投票数 354 票のうち、賛成 349 票、反対 5 票で承認されました。

五月祭常任委員会規約改正
●● 有効投票数 341 票のうち、賛成 338 票、反対 3 票で可決されました。

登録した連絡先の確認
●● 登録したメールアドレスや電話番号を変更したい場合は、ウェブシステムのメニュー画面の「ユー
ザー登録情報変更」から速やかに訂正してください。

●● 全企画にメールを何度か一斉送信しましたが、届かない責任者の方がいらっしゃいます。登録した
メールアドレスや電話番号に誤りがないか、今一度確認してください。
連絡が取れない場合、委員会の判断により企画中止とする可能性があります。

パンフレット原稿の変更
●● 本日配布した印刷サンプルからパンフレット原稿を変更する場合は、
3 月 26 日（月）21 時までに「パ
ンフレット原稿登録」のフォームを更新・再送信してください。

3 月 27 日（火）以降も「問い合わせ」より変更内容を送っていただければ可能な限り反映しますが、制作スケジュー
ルの都合上、4 月 7 日（土）以降の変更はパンフレットに反映できません。

五月祭期間中の構内滞在可能時間
●● 準備日（5 月 18 日（金）
）の構内滞在可能時間は 20 時までです。
●● 1 日目（5 月 19 日（土）
）から 2 日目（5 月 20 日（日））までの構内滞在可能時間は 7 時～ 20 時です。
準備・片付けはすべてこの時間内で行ってください。上記時間以外は原則としてキャンパス内に滞在することはで
きません。
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2

企画実行に関する登録・
申請

［1］屋外企画概要登録
対象

屋外企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

●● 屋外企画の概要を登録することで、その他に必要となる登録・申請・申込を判別することができます。
●● 屋外企画の方は、まずこの登録を済ませてください。

2

対象

屋内（控室を含む）を使用する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

企画実行に関する登録・申請

［2］教室設備使用申請

主な申請内容
●● 電気機器の使用について
企画場所や控室で使用する電気機器・最大消費電力・個数を記入してください。

●● 教室設備の使用について
プロジェクター・スクリーンやマイクなどを使用する場合は選択してください。安田講堂を使用する場合、
［4］安
田講堂企画詳細登録（→ p.10）にて登録してください。
使用する教室に該当する設備が備え付けられているかを必ず確認してください。備え付けられていない場合は、
［14］
備品貸出申請（→ p.33）や［12］レンタル申込（→ p.22）を行ってください。

注意事項
●● 以下の電気機器は消費電力が大きいため原則として使用できません。
炊飯器・冷蔵庫・電気ストーブ・こたつ・電気ポット・アイロン・コーヒーメーカー・電熱器・オーブントースター・
電子レンジ・ホットプレート （電気ポットはお湯を沸かすためではなく溜めておくためであれば利用できます）

●● お湯を利用したい場合は、委員会が設置する湯沸場を使用してください。
湯沸場を利用できるのは屋内企画のみです。

●● 控室で使用する電気機器については、希望通りに控室が割り当てられた場合を想定して回答してく
ださい。

2. 企画実行に関する登録・申請
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［3］ステージ企画詳細登録
対象

ステージ企画

締切

  3 月 26 日（月）21 時

※ 4 月 13 日（金）21 時まで変更可能

●● 屋外企画・屋内企画は対象外です。
●● 登録・申請内容はウェブシステムのログイン前画面（https://gogatsusai.jp/91/system/）から
『Almighty vol.2 for ステージ企画』をご覧ください。

［4］安田講堂企画詳細登録
対象

安田講堂を使用する屋内企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な登録内容
●● 舞台上の配置
●● 使用する機材・備品
安田講堂の備品の一覧は以下の通りです。

備品

個数

備考

折りたたみ式長机

10

個数は目安になります

長机

5

個数は目安になります

椅子

17

個数は目安になります

木の椅子

25 ～ 30

個数は目安になります

マイクスタンド

4

電気ドラム

4

ドアストッパー

34

有線マイク

6

ハンド型

無線マイク

12

ハンド型

ピンマイク

4

Mac 用 VGA アダプタ

1

レーザーポインター

1

備え付けスクリーン

1

オペレーターによる操作が必要です

備え付けプロジェクター

1

オペレーターによる操作が必要です

●● 持ち込む楽器・機材・備品
特に大型打楽器・大型機材については必ず記入してください。

注意事項
●● すべての項目において、可能な限り詳細に記入してください。
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［5］飲食物取扱申請
対象

飲食物を取り扱う企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
登録された情報は、申請された飲食物が提供可能かどうかの判断および保健所への届出の際に用います。

主な申請内容
●● 取り扱う飲食物の詳細
取り扱う品目・使用する食材・入荷日・保存方法・当日の調理方法などをすべて詳細に記入してください。

●● 主品目の販売予定総数
●● ソフトドリンク・酒類取扱の有無
ソフトドリンクまたは酒類を取り扱う場合はその種類や提供方法を詳細に記入してください。

●● 食材仕入先

注意事項
●● ここで申請されていない飲食物は五月祭で取り扱うことができません。
●● 以下の事項に反する飲食物の提供はできません。別冊の『レシピ集』には以下の事項を満たしてい
るレシピが掲載されていますので、申請の際には参考にしてください。

●● 保健所との協議、保健所への申請は委員会が一括して行います。直接保健所へ連絡を取らないでく

2
企画実行に関する登録・申請

委員会を通さずに食材を購入する場合、仕入先の名称・住所・仕入れる材料・保存方法（購入後の運搬の際の保存
方法を含む）などを詳細に記入してください。

ださい。

●● 各企画からの申請内容をもとに委員会が保健所への申請を行います。
これに伴い、申請後に補足説明や申請内容の修正をお願いする場合があります。

●● 委員会から飲食物の取り扱いを認められるまでは仕入先への発注をしないでください。
委員会からの許可を待たずに発注したことによって企画に損害が生じた場合、委員会は責任を負いません。

飲食物取扱上の注意点
「主品目」と「副品目」に関して
五月祭で取り扱う食品は、以下の基準に基づき「主品目」と「副品目」に分類されます。
「主品目」: 調理工程を 1 つでも必要とする食品
「副品目」: 調理工程を必要とせず、そのまま提供できる食品
（原則として飲料やスナック菓子などの既製品）
•• ここでの「調理工程」とは、
「煮る」「焼く」「蒸す」「揚げる」「炒める」などの加熱工程や、「切る」
「混ぜる」
などの作業工程のことを指します。
•• 屋外企画がメインとして提供する品目は、多くの場合「主品目」に該当します。『レシピ集』に掲載されている
品目はすべて「主品目」ですので、そちらも参考にしてください。

●「主品目」と「副品目」の例
●
•• ［例 1］焼きそば→「主品目」

•• ［例 2］やかんで沸かした湯を用いて、紅茶をティーバッグでいれる
→「主品目」（湯を沸かす工程は加熱工程に該当します）

•• ［例 3］既製品のスナック菓子を皿に盛り付けて出す→「副品目」（盛り付けは調理工程には含みません）

2. 企画実行に関する登録・申請
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取扱品目数の制限
●「主品目」は
●
1 品目しか取り扱えません。
●「副品目」は複数品目取り扱うことができます。
●
●● また、
「主品目」と「副品目」を組み合わせて取り扱うこともできます。
•• ［例 1］焼きそば + ペットボトル飲料→可

•• ［例 2］牛串 + 既製品の菓子 + ペットボトル飲料→可

•• ［例 3］コーヒーメーカーを用いていれるコーヒー + チュロス→不可（「主品目」が複数になるため）

調理に関する注意
加熱工程は当日の企画場所でのみ行うことができ、1 工程に限ります。
●● 加熱処理を行って良いのは、当日の企画場所でのみです。仕込み段階での加熱処理は行わないでく
ださい。前日から煮込むなどの行為も禁止となります。

●● 調理工程は簡素にする必要があります。以下の例のような 2 工程以上の加熱工程がある食品は取り
扱うことができません。

［例］企画場所で玉ねぎを炒め、それとその他の具材を煮込んでスープを作る
→「炒める」と「煮込む」という 2 つの加熱工程が含まれるため、行うことができません。

食材の仕入れ・仕込みは必ず当日の朝に行ってください。
●● ここでの「仕込み」とは「事前に食材を切る行為」を指します。ただし、肉類はカット済みを仕入
れることとし、切ることはできません。

●● 仕込みは必ず企画場所以外の衛生的な場所で行ってください。
●● 委員会で販売する未開封の飲料・油を除き、開封済みの飲料・油を含むいかなる食品も、夜間にテ
ント内などキャンパス内に放置して帰ることは衛生上の観点から禁止します。発見した場合は委員
会で回収いたしますのでご注意ください。状況によっては返却しかねる場合がありますが、その場
合の金銭的損失について委員会では一切の責任を負いません。
●● 委員会で販売する飲料・油は 1 日目にしか配布されません。これらに関しては特例として、未開封
のものに限り 2 日目に持ち越すことが可能です。

食材は調理直前まで衛生的に保管してください。
●● 常温保存が可能なものを除き、食材は必ずクーラーボックスの中あるいは冷蔵庫内で保管してくだ
さい。クーラーボックスを使用する場合は食材を入れるのに十分な容量のものを持ち込むか、委員

会を通じてレンタルしてください。
●● 冷凍食品は調理直前まで解凍しないでください。また解凍の際は、クーラーボックスや冷蔵庫の中
でゆっくりと解凍してください。

●● 一度解凍した食品を再度冷凍して使用しないでください。
●● 食材が入っているクーラーボックスやダンボールは、常にふたを閉めた状態にしておいてください。
また、クーラーボックス内には常に十分な量の氷または保冷剤を入れておく必要があります。委員
会を通じて氷を購入できますので、必要に応じてご利用ください。
●● ちりやほこりの混入を防ぐため、食材やクーラーボックスは地面に直接置かず、机の上に置くなど
して地面から 60cm 以上離してください。

キャンパス内での多量の水を用いた洗浄を必要とする器具（包丁など）の使用は禁止です。
●● 包丁、ミキサー、フードプロセッサー、食材カット用のはさみなどは、五月祭の限られた洗浄設備
において衛生的な使用が困難なため、使用できません。
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●● 使い捨てのプラスチックナイフは使用することができます。こまめに捨てて新しいものに取り換え
てください。

●● 包丁が使用できないことから、肉類は必ずカット済みのものを購入・使用してください。またその
他の食材に関しても、できる限りカット済みのものを使用してください。

取り扱う食品は提供直前に必ず加熱処理を行ってください。
●● かき氷・ところてん・果実チョコ・飲料・開封してそのまま提供できる菓子などは加熱処理を行わ
ずに取り扱うことができます。

●● 野菜やパンなども必ず火を通してください。
●● 煮物・スープ類は提供直前まで加熱し続けてください。

作り置きはしないでください。
●● 衛生的に危険なため、どのような場合でも食品の作り置きはしないでください。
●● 特にお好み焼きやたこ焼き、パンケーキなどの生地の作り置きは大変危険です。作った生地は速や
かに使用してください。

●● 食品を試食として来場者に提供することは、作り置きに該当するため禁止とします。
●● 飲料など調理用の水は各自で調達してください。委員会を通じてペットボトルの水を購入できます
ので、必要に応じてそちらもご利用ください。

●● 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。

●● 当日はお湯を調達するための湯沸場が開設されますが、これは屋内企画のみ使用することができま

企画実行に関する登録・申請

調理に使用する水は、各企画で調達してください。

2

す。屋外企画は使用できませんのでご注意ください。

調理場所・調理器具は清潔に保ち、調理にふさわしい身だしなみで調理してください。
●● 飲食物を取り扱う屋外企画のテントでは、調理中必ず横幕で 3 方向を覆ってください。横幕は委員
会を通じてレンタルできます。また、横幕は隙間なく閉めるようにしてください。

●● 調理器具は使い捨てのものを使用することを推奨します。そうでない場合は、定期的に洗浄を行う
など、衛生管理には十分注意してください。

●● 調理の際はエプロン・三角巾を着用してください。また、マスクの着用も強く推奨します。
●● 提供の際は食品を素手で触らず、ビニール手袋を着用して扱ってください。

食材に関する注意
使用を禁止する食材
●● 生もの（刺身、生野菜、果物など）
加熱処理を行わない食品は、衛生上の観点から原則禁止とします。
かき氷・ところてん・果実チョコ・飲料・開封してそのまま提供できる菓子などは問題ありません。

●● クリーム類
既製品のケーキやシュークリームも生クリームが含まれているため取り扱えません。ご注意ください。
ただし、委員会を通じて購入できるロイヤルミルククリームと常温保存可能な植物性のクリームのみ使用すること
ができます。これら以外のクリームを使用したい場合は、委員会までご相談ください。

●● カレー類
十分な洗浄設備が整っていないため、禁止されています。

●● 大量の水を使用する麺類
2. 企画実行に関する登録・申請
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十分な洗浄設備が整っていないため、ゆでる必要のあるうどん、そばなどは禁止されています。
水さらしなどの工程がなく、鉄板で調理できる麺類（焼きそば、焼きビーフン、チャプチェなど）および即席カッ
プ麺のみ取り扱うことができます。

●● 米飯
ただし、無菌包装米は取り扱うことができます。

●● 牛乳
材料として使用することができますが、最終的には必ず加熱してください。この取り扱いについては、下記「使用
において特に注意を必要とする食材」における乳製品の項目に準じます。ただし、ポーションミルクのみ飲料に使
用することができます。

●● ホルモンなどの内臓類
生焼けになりやすく、衛生的に大変危険なため取り扱えません。

●● フグ・牡蠣
●● 乾燥タピオカ
長時間かけて水で戻す必要があり、作り置きが発生しやすくなるため使用できません。冷凍タピオカは使用できます。

使用において特に注意を必要とする食材
●● 牛肉・豚肉・鶏肉など
カット済みのものを購入してください。切る・漬けるなどの仕込みを行わないでください。
使用する直前までクーラーボックスなどで冷蔵保存し、調理の際はしっかりと中まで加熱してください。
鶏肉は生焼けになりやすく衛生的に危険なため、取り扱わないことを強く推奨します。加熱処理済みのものは、問
題ありません。
牛串・豚串・焼き鳥は串に刺さっている、加熱処理済みのものを購入・使用してください。

●● 卵
最終的にしっかりと加熱すること、割り置きをしないこと、調理器具を使用するたびに洗浄すること、以上の 3 点
を条件に使用できます。
半熟状態での提供はできません。また、卵液にくぐらせるなどの行為は卵の割り置きに相当するため禁止です。
生地に卵を使うことはできません。
使用する前の段階でひび割れしている卵の使用は避けてください。

●● アイスクリーム類
アイスクリームサーバー（アイスクリームをすくうための金属製のスプーン）を用いて販売することは、衛生上問
題があるためできません。
シューアイスやポーションアイスなど個別包装のものを使用するようにしてください。

●● 乳製品
使用する直前までクーラーボックスなどで冷蔵保存し、調理の際はしっかりと中まで加熱してください。

●● 饅頭・団子など
既製品または半既製品（仕込みがいらず、企画場所での加熱処理のみで提供できる製品）を使用し、仕込みを事前
に行わないでください。

●● かき氷
委員会を通じて氷を購入してください。

●● ドッグ類のパン
すでに切り込みが入っているものを購入・使用してください。

●● スープなどの煮込み
鍋の底で菌が繁殖する恐れがあるため、常に加熱し、かき混ぜて空気を入れてください。
2 時間程度ごとに中身をすべて交換してください。
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［6］商行為申請
対象

商行為を行う企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

商行為とは、財やサービスの対価として来場者から金銭を受け取る行為を指します。
模擬店・喫茶店などの企画も忘れずに申請してください。

主な申請内容
●● 企画内容との関連性
商行為の目的や企画内容との関連性について記入してください。

●● 商行為の内容
販売する財やサービスの内容と価格を記入してください。

商行為の満たすべき基準

2

●● 企画内容との関連が明確であること。
●● 上記に照らして、提供する財やサービスに見合う価格を設定すること。
●● 金銭の授受は、企画場所およびそれに準ずる場所でのみ行うこと。
●● 企画場所への入場料とみなされる形態をとっていないこと。

入場料とは、財やサービスの具体的な内容を把握していない来場者が、財やサービスの対価ではなく企画場所へ立ち入るために
支払う金銭のことです。財やサービスの購入を入場の条件として金銭を求める行為も入場料とみなされます。

注意事項

企画実行に関する登録・申請

●● 必要経費の回収以上の収入を得て利益を出すことを目的としないこと。

●● 商行為を行うには、上述の基準を満たしている必要があります。
●● 商行為・募金行為・カンパ行為のいずれにも該当しない金銭の授受は認められません。
●● 許可された価格より高い価格での販売は認められません。
●● 前売券の作成については、以下の点に注意してください。

前売券について
●● 前売券の作成・販売においては、これを行わないことを強く推奨する。
●● 前売券所持者に対して何らかの事情で商品などの提供が不可能になった場合、必ず返金を行う。
●● 商品などが提供できない場合には返金を行う旨を前売券に明記する。
●● 前売券に関連して発生したトラブルについて、委員会は一切責任を負わない。

前売券に記載しなければならない事項
●● 企画名
●● 団体名
●● 提供する財やサービスと価格
●● 企画場所
●（2
● 日間終日で企画を実行しない場合）実行する時間帯
●● 商品が何らかの事情で提供できない場合は必ず返金する旨
●（酒類を提供する場合）アルコールパスポートが必要である旨
●

2. 企画実行に関する登録・申請
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［7］募金・カンパ行為申請
対象

募金行為またはカンパ行為を行う企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
募金行為とは、外部団体に寄付するために、来場者から任意で金銭を募る行為を指します。
カンパ行為とは、企画の必要経費を賄うために、企画を行った後に来場者から任意で金銭を募る行為を指します。

主な申請内容
●● 企画内容との関連性
募金行為またはカンパ行為と企画内容との関連性について記入してください。

●● 募金の寄付先の団体（募金行為の場合）
寄付先の団体が公共性を有していると考えられる理由、企画内容との関連性、寄付先の団体を顕示する方法、寄付
したことを証明する方法を記入してください。

●● 収集方法
募金またはカンパを収集する方法を記入してください。
特に来場者の任意性をどのように確保するのか、募金またはカンパの存在をどのように来場者に告知するのか、企
画場所のうちどこで収集するのか、の 3 点について記入してください。

募金行為の満たすべき基準
●● 企画内容との関連が明確であること。
●● 募金の目的と寄付先に公共性があること。
●● 五月祭終了後、寄付が行われたことを委員会に証明すること。
●● 募金に応じるか否か、およびその額について来場者の任意性が担保されていること。
動線をふさぐ、任意であることを明らかにしないなど、募金を強いる行為は認められません。

●● 募金を行っている旨と寄付先を来場者に明らかにすること。
●● 企画場所でのみ行うこと。

カンパ行為の満たすべき基準
●● 企画内容との関連が明確であること。
●● カンパに応じるか否か、並びにその額について来場者の任意性が担保されていること。
動線をふさぐ、任意であることを明らかにしないなど、カンパを強いる行為は認められません。

●● 企画終了時、または来場者が企画場所を退出する際に行い、入場料とみなされる形態でないこと。
●● 企画場所でのみ行うこと。
●● 企画の必要経費回収のみを目的にしていること。

注意事項
●● 募金行為・カンパ行為を行うには、上述の基準を満たしている必要があります。
●● 募金行為の申請に際し、寄付先としての外部団体の顕示についての［8］外部団体関連行為申請

（→ p.17）は必要ありませんが、それ以外に企画実行において外部団体と関わりを持つ場合は、申
請が必要になります。詳細は［8］外部団体関連行為申請で確認してください。

●● 商行為・募金行為・カンパ行為のいずれにも該当しない金銭の授受は認められません。
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［8］外部団体関連行為申請
対象

企画実行において、自団体以外のすべての個人・団体※と関わりを持つ企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
具体的には、著名人を招聘する、物品などの援助を受ける、パンフレットに広告を掲載する、といった行為が該当
します。
※以降「外部団体」と表記します。また、学内外を問いません。

主な申請内容
●● 招聘者の情報
招聘者の情報や情報の取り扱いの希望について記入してください。
招聘者の当日の入退構やキャンパス内での移動経路など、警備計画について記入してください。

●● 援助の情報
企画内容との関連性や援助形態について記入してください。

●● 顕示の情報

2
企画実行に関する登録・申請

企画内容との関連性や顕示方法について記入してください。

外部団体関連行為の満たすべき基準
●● 企画実行において外部団体と関わりを持つ必要性が明確であること。
●● 外部団体が企画の主体性を侵害しないこと。
●● 宣伝が直接の目的となる行為を行わないこと。

配布物等に広告などを掲載する場合、その大きさが制限される可能性があります。

●● 外部団体の意思に基づいた営利活動や直接的な宣伝行為を行わないこと。
招聘者が講演中に自らの著書について購入を呼びかける行為等が該当します。

●● 政治団体・宗教団体の宣伝に該当する行為を行わないこと。
●「企画参加要件」
●
・「自主規律」に抵触していないこと。

注意事項
●● 外部団体関連行為を行うには、上述の基準を満たしている必要があります。
●「企画参加要件」と「自主規律」を改めて確認した上で申請してください。
●
これらは、ウェブシステムの［8］外部団体関連行為申請の画面から確認できます。

●● 当日、申請を行った企画の録音・録画をする場合があります。
申請をした時点でこの点について了承したものとみなします。
録音・録画したものを委員会外に提供することはありません。ただし、学部などから要請があった場合は除きます。

●● 外部団体の顕示が含まれる配布物や来場者の目に触れうるもの（スライド・映像・設置物などすべて）
は 4 月 20 日（金）までに提出してください。

「本郷または駒場の委員会室へ提出」「『問い合わせ』にデータを添付する」のいずれかの方法で提出してください。
「問い合わせ」に添付できるファイルのサイズは 10MB 程度が上限です。それを超える場合は、共有リンクを使用
するか、委員会室へ提出してください。

●● 台本の提出を求めることがあります。計画的な作成をお勧めします。
●● 招聘者の行動については、招聘した企画が責任をとることとします。
●● 許可していない外部団体関連行為が行われた場合、企画を停止させることがあります。
企画停止により招聘者への不利益等が発生した場合も委員会は責任を負いかねます。

●● 原則として、企画場所以外で外部団体の顕示を含む物品を配布・掲載することを禁止します。
●● 外部団体の顕示の対価として物品や金銭を受け取る場合、収支などについて開示を求める可能性が
2. 企画実行に関する登録・申請
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あります。
領収書など関連する書類を保存しておいてください。

［9］個人情報収集行為申請
対象

来場者の個人情報を個人が特定可能な形で集める企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
性別や年齢など、個人の特定に至らない情報のみを集める場合は申請する必要はありません。

主な申請内容
●● 企画内容との関連性
個人情報の使途および企画内容との関連性について記入してください。

●● 個人情報として収集する内容
●● 収集方法
個人情報を収集する方法を記入してください。
来場者の任意性をどのように確保するのか記入してください。

個人情報収集行為の満たすべき基準
●● 企画内容との関連が明確であること。
●● 個人情報を提供するか否かについて来場者の任意性が担保されていること。

動線をふさぐ、任意であることを明らかにしないなど、個人情報の提供を強いる行為は認められません。

●● 来場者に対し、収集した個人情報の利用目的を明示すること。
●● 明示した利用目的を逸脱して個人情報を利用しないこと。

注意事項
●● 個人情報収集行為を行うには、上述の基準を満たしている必要があります。
●● 企画を観覧する席を事前予約できる制度を設ける場合も申請が必要です。
相応の必要性が認められない限り、席の事前予約制度は許可できません。必要性を詳細に申請してください。
当日券も用意してください。

●● 収集の際に使用するアンケート用紙などは 4 月 20 日（金）までに提出してください。
「本郷または駒場の委員会室へ提出」「『問い合わせ』にデータを添付する」のいずれかの方法で提出してください。
アンケート用紙などには以下の情報を記載してください。

個人情報を収集する媒体に記載する事項
●● 個人情報の提供は来場者の任意であること
●● 収集した個人情報の使用目的
●● 収集した個人情報を提示されている目的以外で使用しないこと
●● 収集した個人情報の適切な管理方法
●● 収集を行う団体名

●● 記載内容に不備があると判断した場合、または収集用紙などの提出がなかった場合には個人情報の
収集を認めません。

●● 紙媒体以外での収集を検討している場合は、その旨を申請してください。
●● 個人情報の保護に関する法律や法令を遵守してください。
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●● 署名運動のための個人情報収集は、自主規律の「七

特定の政治・政治団体及び宗教・宗教団体の

宣伝を行わない。
」に抵触するため、認められません。

●● 個人情報の収集・利用・保管に関連して発生したトラブルについて、委員会は一切の責任を負いま
せん。

［10］屋外パフォーマンス申請
対象

企画場所以外で宣伝・パフォーマンスなどを行う企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● 屋外パフォーマンスの詳細
宣伝やパフォーマンスを行う日・時間帯や内容・場所・雨天時の対応などを記入してください。

2

●● 2 ～ 3 人で構内を歩きながら企画の宣伝を行うなど、通行の妨げにならない少人数での練り歩きを
する場合は、申請する必要はありません。

●● すでに屋外でパフォーマンスを行う旨を委員会に伝えている場合も、改めてこの申請を行ってくだ
さい。

●● 以下の場所では練り歩きやパフォーマンスを行うことはできません。
・屋内

企画実行に関する登録・申請

注意事項

・工事を行っている場所
・他企画の企画実行を妨げる場所
・周囲の人に危険が及ぶ可能性のある場所

●● 他企画との調整の結果、申請通りにパフォーマンスができない場合があります。

2. 企画実行に関する登録・申請
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3

各種物品の調達に関する
申請・申込

火気器具・電気機器取扱上の注意
ここでは屋外で火気器具を使用する場合・発電機から電気を取って電気機器を使用する場合について説
明します。
屋内で電気機器を使用する場合は［2］教室設備使用申請（→ p.9）から申請してください。

安全講習会
●● 火気器具・電気機器の安全な使用のために、五月祭前に委員会が安全講習会を開催します。
第 3 回企画代表者会議との同時開催を予定しています。

●● 火気器具・発電機を使用する屋外企画は必ず参加してください。
●● 安全講習会に参加せずに火気器具や電気機器を使用することは認められません。

火気器具・電気機器に共通する注意点
●● 火気器具または発電機を使用する場合、少なくとも 1 本の消火器をレンタルする必要があります。

火気器具に関する注意点
●● 火気器具を使用する企画は、原則として委員会が仲介するレンタル業者を利用してください。
●● 一部の火気器具に関しては、委員会が仲介しているレンタル業者を利用せずに個人の所有物を持ち
込むことができます。ただし、この場合には［11］火気持込申請（→ p.21）が必要となります。

●● 火気器具を机の上で使用する場合には、安全のために遮熱板のレンタルが必須です。
火気器具と机との接触部分を完全に覆うため、セット商品ではない火気器具を委員会を通じてレンタルする場合や、
火気器具を持ち込む場合は、十分な大きさ・枚数の遮熱板をレンタルしてください。遮熱板の大きさは［12］レン
タル申込（→ p.22）をご覧ください。

●● 火気器具に火をつけるための着火器具は各企画でご用意ください。なお、着火器具の持ち込みにつ
いては［11］火気持込申請は不要です。

電気機器に関する注意点
●● 屋外で電気機器を使用する場合は、発電機とガソリン携行缶が必要です。発電機とガソリン携行缶
は持ち込むことができません。必ず委員会が仲介するレンタルを利用してください。

●● ガソリン携行缶は発電機の燃料（レギュラーガソリン）を購入 • 運搬する際に使用します。ガソリ
ン携行缶は発電機の個数によらず 1 つで構いません。ガソリンはガソリンスタンドで購入してくだ
さい。
山王レンタルでは発電機に携行缶が付属していません。発電機をレンタルする場合には、別途ガソリン携行缶をレ
ンタルしてください。
生協レンタルでは発電機に携行缶が付属しています。
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●● ガソリンを購入して発電機に補充する度に、ガソリン携行缶を空にしてください。ガソリンが入っ
たままのガソリン携行缶を放置しないでください。

●● 電気機器を使用する際は、基本的には記載されている消費電力の 1.1 倍以上の発電量の発電機が必
要になります。発電量に余裕を持たせた発電機をレンタルしてください。

［12］レンタル申込（→ p.22）を利用する場合、発電機の用途（使用する電気機器とその消費電力）について詳
細に記入してください。発電機の容量が適切かどうかを予め確認し、当日発電機が故障するなどの事態を防ぎます。

●● 電気機器を机の上で使用する場合には、安全のために遮熱板のレンタルが必須です。
電気機器と机との接触部分を十分覆うことができる大きさを用意してください。遮熱板の大きさは［12］レンタル
申込（→ p.22）をご覧ください。

［11］火気持込申請
対象

委員会が仲介するレンタル品以外の火気器具・電気機器を使用する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● 持ち込む火気器具・電気機器名、個数、寸法、用途

火気器具に関する注意事項
●● 申請のない火気器具の持ち込みは認められません。
●● 消火器・プロパンガス・ガスホース・遮熱板・発電機・ガソリン携行缶の持ち込みはできません。
［12］レンタル申込（→ p.22）をご利用ください。
からレンタルしてください。

●● 机と接触させて使用する火気器具については、接触部分の大きさ・形がわかるように寸法を記入し
てください。

●● 屋内での火気使用は原則禁止します。
●● 着火器具の持ち込みに関しては申請は不要です。
●● 火気器具の取り扱いには厳重な注意を払ってください。

各種物品の調達に関する申請・申込

●● この申請をした場合は、必ず消火器、十分な枚数・大きさの遮熱板を［12］レンタル申込（→ p.22）

3

電気機器に関する注意事項
●● ここでは屋外で発電機から電気を取って電気機器を使用する場合を対象としています。屋内で電気
機器を使用する場合は［2］教室設備使用申請（→ p.9）から申請してください。

●● 机と接触させて使用する電気機器については、接触部分の大きさ・形がわかるように寸法を記入し
てください。

●● 電気機器の取り扱いには厳重な注意を払ってください。

3. 各種物品の調達に関する申請・申込
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［12］レンタル申込
対象

委員会を通じて器具や物品のレンタルを希望する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申込内容
委員会を通じて、企画実行に必要な器具や物品をレンタルすることができます。
山王レンタル・生協レンタルのうちいずれかのレンタル業者をご利用いただけます。山王レンタルを申
し込む場合は［12a］山王レンタル申込、生協レンタルを申し込む場合は［12b］生協レンタル申込か
らお申し込みください。
●● テント・テント関連商品
山王レンタル・生協レンタルのいずれを利用する場合も、テントおよびその関連商品（横幕・テントウェイト）に
ついては、共通してダスキンレントオールというレンタル業者を利用することになります。
テントとテント関連商品の個数を入力してください。

●● 消火器
火気器具や発電機を使う企画は、消火器を少なくとも 1 本以上レンタルする必要があります。
「火気器具・電気機器
取扱上の注意」（→ p.20）を参照してください。

●● 火気関連商品
火気器具セットや火気器具単体・プロパンガス・遮熱板の個数を入力してください。
遮熱板は火気器具と机の接触部分を完全に覆うのに十分な枚数を必ずレンタルしてください。

●● 電気機器・発電機
電力を使用する器具の個数を入力してください。発電機のワット数は必要合計電力の 1.1 倍以上になることが必要
です。発電機の注意点は「火気器具・電気機器取扱上の注意」（→ p.20）をご覧ください。

●● 設営関連商品
設営に関連する商品の個数を入力してください。

●● その他
リストにない器具は、カタログを参照の上、商品名・単価（カタログ記載の基本料金）
・個数を正確に記入してください。

注意事項
●● 3 月 26 日（月）21 時以降は、新しく発電機をレンタルすることは一切できません。
●● 消防の指導により、発電機を複数使用することが認められない場合があります。
●［12a］山王レンタル申込と［12b］生協レンタル申込の両方の登録はできません。
●
●● レンタルできる物品の種類は、山王レンタルカタログ・生協レンタルカタログを参照してください。
写真は各社のカタログをご覧ください。ただしカタログに記載のない商品もあります。

●● レンタル価格は、カタログのものではなく、原則下表に掲載のものが適用されます。
●● 消火器・プロパンガス・ガスホース・遮熱板・発電機・ガソリン携行缶の持ち込みはできません。
レンタルを利用してください。

●● 消火器の個数、遮熱板の枚数、ガスの量などをよく確認して申し込んでください。

［12a］山王レンタル申込
「テントセット」
（→ p.23）

「テント関連商品」（→ p.23）

「火気器具セット」
（→ p.23）
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「消火器」（→ p.23）

「火気器具・火気関連商品」（→ p.23）

「電気機器」
（→ p.24）
		

「発電機」
（→ p.24）

「設営関連商品」（→ p.24）

テントセット
品名

税込価格

テントセット

備考

¥12,199 2.4m×3.6m

テントウェイト、横幕、屋根幕が付属しています。

テント関連商品
品名

税込価格

備考

テントウェイト 4 個

¥1,944 4 個 1 セットとなっています。

横幕 4 方

¥4,082 2.7m×3.6m 用、四方分となっています。

消火器
品名

税込価格

消火器

備考

¥1,080 使用した場合（安全ピンが抜けただけの場合も含みます。）、別途￥3,240- 頂きます。

火気器具セット
品名

税込価格

備考

LP 鉄板焼きセット

¥12,690 本体・油ヒキ・ヘラ ×2 枚・ガス 10kg・遮熱板 ×2 枚

LP たこ焼き機セット

¥10,660 本体・油ヒキ・粉ツギ・千枚通し・ガス 5kg・遮熱板

LP 焼き鳥機セット

¥10,970 本体・タレ壷・ガス 10kg・遮熱板

LP 焼き台セット

¥19,030 本体・はけ・うちわ・ガス 20kg・遮熱板

LP クレープ焼き機セット

¥11,720 本体・油ヒキ・トンボ・スパチラ・ガス 10kg・遮熱板 ×2 枚

LP 卓上フライヤーセット

¥17,660 本体・かす取り網・油切・ガス 10kg・遮熱板 ×3 枚
¥9,800 本体・おたま・菜箸・ガス 5kg・遮熱板 ×2

LP たい焼き機セット

¥24,210 本体・油ヒキ・粉ツギ・あんサシ・ガス 20kg・遮熱板 ×3 枚

LP 大判焼き機セット

¥24,210 本体・油ヒキ・粉ツギ・あんサシ・ガス 20kg・遮熱板 ×3 枚

LP セイロセット

¥12,590 本体・ガス 10kg・遮熱板

LP ガスコンロ二重セット
LP ガスコンロ三重セット

¥9,350 本体・ガス 10kg・遮熱板
¥17,530 本体・ガス 20kg・遮熱板 ×2 枚

火気器具・火気関連商品
品名

税込価格

LP 鉄板焼き機

¥4,530 付）油ヒキ、ヘラ 2 枚

LP たこ焼き機

¥4,530 付）油ヒキ、粉ツギ、千枚通し

LP 焼き鳥機

¥3,240 付）タレ壷

炭用焼き鳥機

¥3,240 付）タレ壷、うちわ

LP 焼き台

¥4,100 付）はけ うちわ

LP クレープ焼き機

¥3,560 付）油ヒキ、トンボ、スパチラ

LP 卓上フライヤー

¥9,070 付）かす取り網 油切

LP おでん鍋

¥3,240 付）おたま、菜箸

LP たい焼き機

¥8,420 付）油ヒキ、粉ツギ、あんサシ

LP 大判焼き機

¥8,420 付）油ヒキ、粉ツギ、あんサシ

LP セイロ

¥4,860

LP ガスコンロ二重

¥1,620

LP ガスコンロ三重

¥2,370

プロパンガス 5kg1 口（ゴムホース 1 本つき）

¥5,700

プロパンガス 5kg2 口（ゴムホース 2 本つき）

¥6,000

3. 各種物品の調達に関する申請・申込

3
各種物品の調達に関する申請・申込

LP おでん鍋セット
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品名

税込価格

プロパンガス 10kg1 口（ゴムホース 1 本つき）

¥7,300

プロパンガス 10kg2 口（ゴムホース 2 本つき）

¥7,600

プロパンガス 20kg1 口（ゴムホース 1 本つき）

¥14,500

プロパンガス 20kg2 口（ゴムホース 2 本つき）

¥14,800

遮熱板 30cm×60cm

¥430

電気機器
品名

税込価格

備考

音響セット A

¥16,200

有線マイク 2 本・マイクコード 10m2 本・ミキサーアンプ 1 台・スピーカー（小）1 組・
スピーカーコード 10m2 本

音響セット B

¥22,680

有線マイク 2 本・マイクコード 10m2 本・ミキサーアンプ（パワードミキサー）1 台・
スピーカー（中）1 組・スピーカーコード 20m2 本

音響セット C

¥37,800

有線マイク 2 本・マイクコード 10m2 本・ミキサー 1 台・パワーアンプ 1 台・
スピーカー（大）1 組・スピーカーコード 20m2 本・キャノンコード短 2 本

ポップコーン機

¥12,090 1.2kW

電気綿菓子機

¥8,100 1.2kW

缶ウォーマー

¥2,370 480W

スチームマシーン

¥8,100 950W

電気ワッフル機

¥5,830 500W

有線マイク

¥970

マイクコード 10m

¥480

マイクスタンド 卓上

¥970

マイクスタンド ストレート
マイクスタンド ブーム
コードリール 30m

¥970
¥1,940
¥970 15A

発電機
品名

税込価格

発電機（900W）

¥5,180

発電機（2.8kW）

¥12,090

ガソリン携行缶

備考

¥6,430 18L

設営関連商品
品名

税込価格

ベニヤテーブル
ベニヤテーブル 大
会議机チーク

¥750 1800mm×450mm
¥750 1800mm×600mm
¥1,160 1800mm×600mm

パイプイス

¥270

丸椅子 緑

¥190

やかん（8L）

¥860

アルマイト鍋（直径 39cm）

¥1,080 付）おたま

寸胴鍋（46L）

¥2,160 付）おたま

寸胴鍋（86L）

¥3,880 付）おたま

北京鍋（直径 39cm）

¥1,080 付）中華おたま

台車（中）

¥1,940 600mm×900mm

台車（大）

¥3,880 790mm×1290mm

のぼり用水ウェイト
イベント用水槽
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備考
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¥540 18L
¥4,420

立看板 1 枚看あたり 3 つ必要です。

品名

税込価格

アイスボックス 45L

¥1,400

アイスボックス 64L

¥1,940

アイスボックス 90L

¥3,020

クーラージャグ 18L

¥1,290

備考

［12b］生協レンタル申込
「テントセット」
（→ p.25）

「テント関連商品」
（→ p.25）

「火気器具セット」
（→ p.25）
		
「電気機器」
（→ p.26）
		

「消火器」（→ p.25）

「火気器具・火気関連商品」（→ p.25）

「発電機」
（→ p.26）

「設営関連商品」（→ p.26）

テントセット
品名

税込価格

テントセット

備考

¥12,199 2.4m×3.6m

テントウェイト、横幕、屋根幕が付属しています。

テント関連商品
品名

税込価格

備考

テントウェイト 4 個

¥1,944 4 個１セットとなっています。

横幕 4 方

¥4,082 2.7m×3.6m 用、四方分となっています。

消火器
品名

税込価格

¥1,900 使用した場合（安全ピンが抜けただけの場合も含みます。）、別途￥3,000- 頂きます。

火気器具セット
品名

税込価格

備考
お好み焼き機、起し金 2 枚、ガス 10kg1 口、ガス 8kg1 口、遮熱板 60×90、法定検査（貸出
ゴム管付）

お好み焼き機セット

¥17,190

焼き鳥機セット

¥12,010 焼き鳥機（大）、たれつぼ、ガス 10kg1 口、遮熱板 60×90、法定検査（貸出ゴム管付）

たこ焼き機セット

¥12,550 たこ焼き機、きり、粉つぎ、油引き、ガス 10kg1 口、遮熱板 60×45、法定検査（貸出ゴム管付）

たい焼き機セット

¥22,590

たい焼き機、あんさし、粉つぎ、油引き、ガス 10kg1 口、ガス 8kg1 口、遮熱板 60×90、法
定検査（貸出ゴム管付）

今川焼き機セット

¥23,740

今川焼き機、あんさし、粉つぎ、ガス 10kg1 口（2 個）、遮熱板 60×120、法定検査（貸出ゴ
ム管付）

クレープ焼き機セット

¥12,010 クレープ焼き機、とんぼ、へら、ガス 10kg1 口、遮熱板 60×90、法定検査（貸出ゴム管付）

フライヤーセット

¥23,350 フライヤー（大）、ガス 10kg1 口、遮熱板 60×45、法定検査（貸出ゴム管付）

二重コンロセット

¥10,060 二重バーナーコンロ、ガス 10kg1 口、遮熱板 60×45×2 枚、法定検査（貸出ゴム管付）

おでん鍋セット

¥10,390 おでん鍋、ふた、おたま、ガス 10kg1 口、遮熱板 60×45、法定検査（貸出ゴム管付）

3
各種物品の調達に関する申請・申込

消火器

備考

火気器具・火気関連商品
品名

税込価格 備考

プロパンお好み焼き機

¥5,400 ガス使用量 0.7kg/h 幅 650mm× 奥 450mm 起こし金 2 枚付

プロパン焼き鳥機

¥4,320 ガス使用量 0.7kg/h 幅 600mm× 奥 160mm× 高 185mm たれつぼ付

プロパンたこ焼き機

¥5,400

ガス使用量 0.5kg/h 幅 520mm× 奥 250mm× 高 180mm たこ焼き直径 38mm 粉つぎ、キリ、
油引き付

プロパンたい焼き機

¥10,800 ガス使用量 0.8kg/h 幅 680mm× 奥 570mm× 高 320mm 粉つぎ、あんサシ、油引き付

プロパン今川焼き機

¥10,800 ガス使用量 1.3kg/h 幅 915mm× 奥 545mm× 高 260mm 粉つぎ、あんサシ、油引き付
3. 各種物品の調達に関する申請・申込
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品名
プロパンクレープ焼き機

税込価格 備考
¥4,320 ガス使用量 0.4kg/h 幅 550mm× 奥 420mm× 高 230mm へら、とんぼ付

プロパンフライヤー（大） ¥16,200 ガス使用量 0.7kg/h 幅 400mm× 奥 500mm× 高 440mm 総重量 33kg 容量 12-14L
プロパンフライヤー（小）

¥5,400 ガス使用量 0.5kg/h 幅 300mm× 奥 200mm× 高 360mm 容量 4L

プロパン二重コンロ

¥2,160 ガス使用量 0.6kg/h 直径 330mm 全長 505mm× 高 100mm

プロパンおでん鍋

¥3,240

プロパンガスコンロ 2 穴

¥4,320 ガス使用量 0.6kg/h 幅 500mm× 奥 330mm× 高 100mm

プロパンガス 8kg1 口

¥4,100 プロパンガス器具 1 個用

プロパンガス 8kg2 口

¥4,400 プロパンガス器具 2 個用

プロパンガス 10kg1 口

¥4,600 プロパンガス器具 1 個用

プロパンガス 10kg2 口

¥4,900 プロパンガス器具 2 個用

遮熱板 60×120

¥1,940 今川焼き機をレンタルされる場合ご使用ください。

遮熱板 60×90

¥1,290 お好み焼き機、焼き鳥機、たい焼き機、クレープ焼き機をレンタルされる場合ご使用ください。

遮熱板 60×45
法定検査・ゴム管

¥750

ガス使用量 0.3kg/h 幅 450mm× 奥 500mm× 高 440mm 内側に区切りはありません。ふた、
おたま付

たこ焼き機、フライヤー（大）
・
（小）、二重コンロ（2 枚）、おでん鍋、ガスコンロ 2 穴をレン
タルされる場合ご使用ください。

¥1,800 LP ガス用のガス器具 1 台につき、1 つ必要です。

電気機器
品名

税込価格

備考

綿菓子器

¥21,600 AC100V/1200W 総重量 14kg 1 分間に 5-6 本

ポップコーンマシーン

¥26,460 AC100V/1360W/15A 幅 460mm× 奥 700mm× 高 365mm 1 回につき 300g 作成

冷蔵庫 2 ドア 中

¥4,860 AC100V/90W 容量 80L-100L

冷蔵庫 大

¥16,200 AC100V/200W 容量 220L-300L

冷凍ストッカー

¥6,480 AC100V/80W 容量 60L

ホットプレート

¥1,620 AC100V/1300W 幅 455mm× 奥 415mm× 高 110mm

コードリール

¥2,160 許容電流 15A・100V 専用

電気湯沸ポット

¥1,080 2.2L

電子レンジ

¥6,480 1310W 幅 460mm× 奥 365mm× 高 275mm

IH 調理器 2 口

¥4,320 1400W

IH 調理器 1 口

¥3,240 1000W

電動氷かき機

¥8,640 310mm×745mm×402mm 重さ 29kg 消費電力 260W

発電機
品名

税込価格

備考

発電機（中）

¥12,960 2.2kW ガソリン携行缶（10L）が付属します。

発電機（大）

¥16,200 2.7kW ガソリン携行缶（10L）が付属します。

設営関連商品
品名

税込価格

会議テーブル中
会議テーブル大
丸テーブル
折畳み椅子
丸椅子
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備考

¥750 幅 1800mm× 高 700mm× 奥 450mm 天板はベニヤ板を使用しています。
¥860 幅 1800mm× 高 700mm× 奥 600mm 天板はベニヤ板を使用しています。
¥3,880 直径 900mm
¥290
¥100

手動氷かき機

¥4,860 重さ 14.5kg

寸胴鍋

¥2,160 直径 33cm 容量 18-24L

寸胴鍋大

¥3,780 直径 42cm 容量 46-57L

寸胴鍋特大

¥4,860 直径 54cm 容量 120L
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二重バーナーコンロとの併用を推奨
二重バーナーコンロとの併用を推奨
二重バーナーコンロとの併用を推奨

品名

税込価格

備考

大鍋

¥2,700 直径 45cm 容量 30L

二重バーナーコンロとの併用を推奨

特大鍋

¥3,780 直径 51cm 容量 42L

二重バーナーコンロとの併用を推奨

中華鍋

¥1,620 直径 39cm 中華おたま付

うどん揚

¥320 直径 1.37cm 高 1.65cm（柄を除く）

3 段セイロ

¥3,780 直径 30cm×2 段 蒸しネット 2 枚付

クーラーボックス大

¥2,160 容量 45L

クーラーボックス特大

¥2,910 容量 60L

投光器（レフライト）

¥2,160 300W-600W

抽選機（玉 1000 個付き）

¥5,180 白 10、紫 60、黄 100、緑 200、赤 630

当たり鐘

二重バーナーコンロとの併用を推奨

¥430

ワイヤレスアンプ

¥5,400 出力 15W 消費電力 44W

ワイヤレスマイク

¥2,160 電池別

ワイヤードマイク

¥1,620 電池別

手押し台車

¥3,240 幅 48cm× 奥 74cm× 高 84cm 荷重 150kg まで

トランジスタメガホン

¥1,940 電池別（単 3 電池 6 本使用）

手提げ金庫

¥2,160

はっぴ

¥2,160

ドリンクディスペンサー

¥2,700 18L

立看板用水ウェイト 10kg

マイク別

¥750 立看板 1 枚看あたり 5 個必要です。

［13］食材・物品等購入申込
委員会を通じて食材や物品の購入を希望する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

3

主な申込内容
●● 購入する食材・物品の種類と数量
食材・氷・飲料・酒類・油・容器・耐火シート・吸油シート・模擬店装飾セット・ダンボールパネル・木材のうち、
購入を希望するものの種類と数を詳細に記入してください。

注意事項

各種物品の調達に関する申請・申込

対象

●● 為替や物価の変動等で急な価格変更が生じる場合があります。
●［5］飲食物取扱申請（→
●
p.11）がされていない企画への、食材・氷・飲料・酒類・油の販売は一
切行いません。

●● 屋外で調理を行う企画は、耐火シートの購入が必須となります。また、調理を行わなくとも、飲食
物を取り扱う企画には購入を推奨します。
（→ p.32）

●● 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必須となります。
また、調理に油を使用する企画には、購入を強く推奨します。（→ p.32）

●● 耐火シート・吸油シートは引火を防止するものです。調理による汚れを防ぐ目的もあります。
●● 冷蔵食品・冷凍食品を購入、もしくはビールサーバーを使用する場合は、保冷用の氷または保冷剤
を必ず用意してください。

「食材」
（→ p.28） 「氷」
（→ p.30） 「飲料」
（→ p.30） 「酒類」（→ p.30）
「油」（→ p.31） 「容器」
（→ p.31） 「模擬店装飾セット・ダンボールパネル」（→ p.32）
3. 各種物品の調達に関する申請・申込
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「木材」
（→ p.32） 「耐火シート・吸油シート」（→ p.32）

食材
●● 五月祭当日の 1 日ごとに必要な購入数を入力してください。
●● 食材は、五月祭当日両日の朝に配布します。
●「要冷蔵」の欄に○がついているものの保管には、クーラーボックスと、氷や保冷剤（または冷蔵庫）
●
の準備が必要です。

●● 食材の詳細については、牛串以外については株式会社ミヤカワの公式サイト（http://miyakawa-

co.net/mogiten.htm）
、牛串については瀬戸内冷凍食品有限会社の公式サイト（http://setouchireitou.com/free_9_28.html）もご覧ください。
公式サイトと価格・表記が異なる場合は、『Almgihty』記載の価格・表記を優先します。

種別
たこ焼き
焼きそば

品目

販売単位

マルハニチロ

徳用たこ焼き

冷凍カットたこ
都一

4-6g（大粒）

蒸し焼きそば（蒸し麺）

お好み焼き 昭和お好み焼き粉

チュロス

牛串

1000 ｇ

◯

50 食

¥2,830

◯

1000g

¥560

1kg（50 個）
150g×5 食 ×10 袋
200g×5 袋

100 本

¥14,480

◯

40cm×100 本
（砂糖などが別途必要）

日清フーズ

冷凍チュロス・ミルク（40cm）

100 本

¥14,480

◯

40cm×100 本
（砂糖などが別途必要）

日清フーズ

冷凍チュロス・チョコレート（40cm）

100 本

¥15,230

◯

40cm×100 本
（砂糖などが別途必要）

牛カルビ串 100g

100 本

¥15,120

◯

100g×100 本

コスモフーズ

220 本

¥20,000

◯

90g×220 本

串付きフランクフルト

¥5,730

◯

80g×60 本

¥24,130

◯

60g×5×32×2

1kg

¥2,040

◯

1kg（27-29 本）

日本ハムたれ焼き上げ焼き鳥もも串⑨

200 本

¥6,180

◯

22g×200 本

日本ハムたれ焼き上げ焼き鳥ねぎま串⑩

200 本

¥6,180

◯

22g×200 本

日本ハムたれ焼き上げ焼き鳥かわ串⑪

200 本

¥6,180

◯

22g×200 本

日本ハム塩味焼き上げ焼き鳥もも串⑭

200 本

¥6,180

◯

22g×200 本

日本ハム焼き鳥もも串①

300 本

¥10,950

◯

30g×300 本

日本ハム鶏皮串③

300 本

¥11,580

◯

30g×300 本

日本ハムねぎ間串④

300 本

¥10,950

◯

30g×300 本
1kg×6 袋 ×2

鶏の唐揚げ

60 本
320 本

12kg

¥8,340

◯

味の素

ぎょうざ

400 個

¥6,180

◯

ヤヨイ

国産キャベツの肉餃子

640 個

¥8,480

◯

タコスの
皮（トル
フラワー（フラワー粉使用）トルティア
ティーヤ）

240 枚

¥8,420

◯

6.5 インチ

ピタパン

120 枚

¥9,270

◯

60g×60 枚パック ×2 ボール

10kg

¥4,560

◯

1kg×10 袋

日本マッケインフーズシューストリングポテト（断面
12kg
6.4mm）

¥3,890

◯

1kg×12

¥330

◯

JC ピタパン

じゃがいも ホクレン

フライド
ポテト

肉巻き
ドッグ
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◯

¥2,390

冷凍チュロス・シナモン（40cm）

鶏の唐揚げ VPS
餃子

¥970

1kg

日清フーズ

フランクフ 日本ハム 串付きフランクフルト
ルト・
ウインナー トルネードウインナー
あらびき 15cm ロングウィンナー

焼き鳥

50 個

税込価格 要冷蔵 備考

冷凍ボイルポテト（ハーフ）

日本マッケインフーズシューストリングポテト（断面
1kg
6.4mm）
ハリケーンポテト

60 個

¥5,620

◯

65g×60

肉巻きドッグ

ゴマ

72 個

¥14,910

◯

120g×72

肉巻きドッグ

チーズ

72 個

¥15,520

◯

120g×72

Almighty vol.2 for 屋外企画・屋内企画

240 枚入

種別

品目

販売単位

餃子ドッグ キムラ

餃子ドッグ

50 個

税込価格 要冷蔵 備考
¥7,560

◯

130g×50
60g×320

スパイラル
スパイラルドッグ
ドッグ

320 個

¥20,360

◯

アメリカン
ニッスイ
ドッグ

800 個

¥16,290

◯
◯

紅生姜

ミニアメリカンドッグ

1kg

¥430

青のり

せん切り

200g

¥540

削り節

80g

¥260

あげ玉

1kg

¥710

雪印

1kg

業務用ネオソフトマーガリン（パック入り）

¥820

◯

ブルドック

徳用焼きそばソース

1.8L

¥490

◯

ブルドック

徳用たこ焼きソース

1.8L

¥490

◯

徳用お好み焼きソース

1.8L

¥490

◯

調味料など ブルドック

エバラ業務用やきとりのたれ

1.65kg

¥1,020

◯

マヨネーズ

1kg

¥510

◯

カゴメ

1kg

¥380

◯

チヨダ粒入りブラウンマスタード

550g

¥570

◯

パウダーシュガー（粉糖）

1kg

¥500

シナモン＆シュガー

1080g

トマトケチャップ

セット

1kg チューブ

80g+1kg

バンホーテン純ココアパウダー

400g

¥1,550

たい焼き（小倉あん）

120 個

¥8,250

◯

90g×10 個 ×6 袋 ×2 合

たい焼き（カスタード）

120 個

¥8,250

◯

78g×10 個 ×6 袋 ×2 合

アンド栄光

業務用シューアイスバニラ

180 個

¥5,900

◯

アンド栄光

業務用シューアイスストロベリー

180 個

¥5,900

◯

アンド栄光

業務用シューアイスチョコ

180 個

¥5,900

◯

アンド栄光

業務用シューアイス抹茶

180 個

¥5,900

◯

スカー冷凍クレープシート（円形）直径 19cm

300 枚

¥11,110

◯

10 枚パック ×5 束 ×6

スカー冷凍クレープシート（円形）直径 19cm

10 枚

¥410

◯

10 枚パック

US ロイヤルミルククリーム（カスタード風クリーム） 6kg

¥3,830

◯

2kg×3

US ロイヤルチョコクリーム（チョコレートクリーム） 6kg

2kg×3

ブルーベリージャム

¥4,090

◯

590g

¥490

◯

845g

¥550

◯

GS フルーツソース

ストロベリー

500g

¥610

◯

GS フルーツソース

ブルーベリー

500g

¥750

◯

フルーツカクテル

2 号缶

3

800g

¥330

◯

スミダかき氷シロップかき氷イチゴ

1.8L

¥690

◯

スミダかき氷シロップかき氷メロン

1.8L

¥690

◯

ハーシーチョコレートシロップ

623g

¥590

◯

ハーシーキャラメルシロップ

425g

¥570

◯

チョコバナナ用コーティングチョコレート黒（KTB）

5kg

¥5,450

◯

カラースプレー（五色色付チョコレート大粒顆粒）

500g

¥810

◯

500g 袋

赤ザラメ（綿菓子材料）

1kg

¥310

マルイチャーミータピオカ①冷凍タピオカ
超短時間（1-2 分）解凍タイプ IQF

14kg

◯

1kg×14 袋

きな粉

1kg

¥15,720
¥440

奥本製粉十勝焼きミックス

20kg

¥7,200

SHOWA

600g

¥300

1L

¥710

カルピス

ホットケーキミックス

800g（シロップ込）

各種物品の調達に関する申請・申込

イチゴジャム

甘いもの

¥920

（13g×40）×10×2

1kg 袋
20kg
◯

3. 各種物品の調達に関する申請・申込
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氷
●● 五月祭当日の 1 日ごとに必要な数を記入してください。
●● 氷は随時受け取ることができます。また、氷については当日の追加販売も行います。
●● 角氷は食用です。かき氷などの食材として使用できます。
●● かちわり氷は冷却用です。食材としては使用しないでください。
品目

販売単位 税込価格

備考

角氷

1個

¥300 10cm×10cm×25cm

かちわり氷

4kg

¥600

飲料
●● 五月祭当日の 2 日間で必要な数を記入してください。
●● 飲料は、2 日分をまとめて五月祭 1 日目の朝に配布します。
●● 余った飲料は、注文数の 10％までであれば、箱が未開封の飲料ケースに限り五月祭最終日に返品す
ることができ、購入額の一部が返金されます。ただし、品目によっては返品できない場合があるの
でご注意ください。詳細は第 3 回企画代表者会議にてお知らせします。
品目

販売単位 税込価格

備考

午後の紅茶ストレートティー

8本

¥1,550 1.5L×8 本

午後の紅茶ミルクティー

8本

¥1,550 1.5L×8 本

午後の紅茶レモンティー

8本

¥1,550 1.5L×8 本

コカコーラ

8本

¥1,460 1.5L×8 本

ジンジャーエール

8本

¥1,460 1.5L×8 本

オレンジジュース

8本

¥1,460 1.5L×8 本

アップルジュース

8本

¥1,460 1.5L×8 本

COOP 緑茶

6本

¥910 2L×6 本

COOP ウーロン茶

6本

¥910 2L×6 本

森の水だより

6本

あなたのお茶

24 本

¥1,840 500mL×24 本

あなたのウーロン茶

24 本

¥1,840 500mL×24 本

¥600 2L×6 本

酒類
●● 五月祭当日の 2 日間で必要な数を記入してくたさい。
●［5］飲食物取扱申請（→
●
p.11）で「酒類を取り扱う」を選択していない企画には酒類の販売はで
きません。

●● 酒類は 2 日分をまとめて五月祭 1 日目の朝に配布します。

30

品目

販売単位

アサヒ生大樽 20L

1個

¥14,040

アサヒ生大樽用ガス 5kg

1個

¥4,320

ビールサーバー

1個

¥1,080

スーパードライ 500mL

24 本

¥7,008 6 缶パック ×4

スーパードライ 350mL

24 本

¥5,352 6 缶パック ×4

キリン氷結レモン

24 本

¥3,240 350mL×24 本

キリン氷結グレープフルーツ

24 本

¥3,240 350mL×24 本

Almighty vol.2 for 屋外企画・屋内企画

税込価格

備考

油
●● 五月祭当日の 2 日間で必要な数を記入してくたさい。
●● 油は 2 日分をまとめて五月祭 1 日目の朝に配布します。
品目

販売単位

COOP キャノーラ油 1300g

1300g

税込価格
¥420

容器
●● 五月祭当日の 2 日間で必要な数を記入してくたさい。
●● 容器は 2 日分をまとめて五月祭準備日に配布する予定です。また、在庫に余裕がある場合は、当日
販売価格での販売も行います。

●● 余った容器は、委員会販売のもので未開封分に限り回収します。ただし返金は行いません。
●● 注文数 1 単位あたりの数量が商品ごとに異なるので注意してください。
販売単位

お椀

50 枚

税込価格
¥550

備考

フードパック

100 枚

¥400

トレー

100 枚

¥350

紙コップ

80 個

¥200

耐油紙

100 枚

¥400

紙ナプキン

100 枚

¥50

チュロス袋

100 枚

¥350

タピオカストロー

250 本

¥700

割り箸

100 膳

第 2 回企画代表者会議で配布した『Almighty vol.2』
¥300
に掲載した価格に誤りがありました。
¥850
正しくは￥300- です。

クレープ袋

100 枚

¥850

ポテト袋

50 枚

¥450

容器写真

お椀

フードパック

3
各種物品の調達に関する申請・申込

品目

トレー

3. 各種物品の調達に関する申請・申込
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タピオカストロー

割り箸

ポテト袋

耐火シート・吸油シート
●● 五月祭準備日に生協第二購買部にて配布する予定です。
●● 調理を行う屋外企画は、耐火シートの購入が必須となります。また、調理を行わずとも飲食物を取
り扱う屋外企画には購入を推奨します。

●● 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必須となります。
また、調理に油を使用する屋外企画には購入を強く推奨します。

●● 消防上の観点から、火気器具を使用する場合には市販のブルーシートや新聞紙・ダンボールなどを
当日テントの下に敷くことは認められません。

品目

販売単位

税込価格

備考

耐火シート

1枚

¥3,470 3.6m×5.4m

吸油シート

1枚

¥2,052 0.9m×1m

模擬店装飾セット・ダンボールパネル
●● 模擬店装飾セットには、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
カバーが含まれます。模擬店装飾セットの中にダンボールパネルも含まれます。

●● 模擬店装飾セットを購入した場合、ダンボールパネル以外の物品は五月祭準備日に配布します。詳
細は第 3 回企画代表者会議にてお知らせします。

●● 注文したダンボールパネルは駒場・本郷のいずれの委員会室でも受け取ることができます。なお、
本郷キャンパスには事前作業のための場所がないので注意してください。

●● 駒場キャンパスで作成したダンボールパネルは、5 月 11 日（金）までに駒場の委員会室へ預けてく
ださい。

●● 模擬店装飾については『模擬店装飾の作り方』を参照してください。
『模擬店装飾の作り方』はウェブシステムのログイン前画面（https://gogatsusai.jp/91/system/）から後日ダウン
ロードできます。
品目

販売単位

税込価格

備考

模擬店装飾セット

1 セット

¥600

ダンボールパネル（単品）

1枚

¥210 1800mm×900mm×8mm

木材
●● 1 枚看セットにはベニヤ板 1 枚と垂木 5 本、2 枚看セットにはベニヤ板 2 枚と垂木 8 本が含まれて
います。

●● 駒場キャンパスで作成したベニヤ板は、5 月 11 日（金）までに駒場の委員会室へ預けてください。
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●● 立看板の作り方については、
『立看板の作り方』を参照してください。
『立看板の作り方』はウェブシステムのログイン前画面（https://gogatsusai.jp/91/system/）から後日ダウンロー
ドできます。
品目

販売単位

1 枚看セット

1 セット

税込価格

¥1,900 丸釘（25mm）32 本、丸釘（65mm）44 本付き

備考

2 枚看セット

1 セット

¥3,220 丸釘（25mm）50 本、丸釘（65mm）66 本付き

1 枚看セット（丸釘なし）

1 セット

¥1,700

2 枚看セット（丸釘なし）

1 セット

¥2,920

ベニヤ板

1枚

¥500 1820mm×910mm×2.3mm

垂木

1本

¥240 30mm×40mm×3650mm

［14］備品貸出申請
対象

企画実行に必要な備品の貸し出しを希望する屋内企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● 借用を希望する備品の個数と日時
長机・パイプ椅子・暗幕・マイク・プロジェクター・スクリーンの貸し出しを行っています。
希望する個数と日時を記入してください。

●● 使途

3

借用を希望する備品の使途を記入してください。

●● 援助の対象となるのは商行為を行わない屋内企画のみです。
●● 備品の個数には限りがあるため、希望に添えない可能性があります。
●● 借用を希望する時間が長いほど、割り振られにくくなります。
長机やパイプ椅子を終日使用したい場合は、レンタルすることを推奨します。

●● 教室備付のプロジェクター・スクリーン・マイクの使用を希望する場合は、［2］教室設備使用申請
（→ p.9）でその旨を登録してください。この申請は不要です。

各種物品の調達に関する申請・申込

注意事項

●● この申請でプロジェクターの使用を希望する場合は、
［2］教室設備使用申請（→ p.9）において
別途電力使用の申請を行う必要があります。

●● 貸し出した備品を五月祭期間中に紛失・汚損した場合、弁償していただく場合があります。

3. 各種物品の調達に関する申請・申込
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4

企画の広報・宣伝に関す
る登録・申請

［15］広報用情報登録
対象

全企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
委員会発行の各種広報媒体に掲載される情報を登録してください。

主な登録内容
●● 企画情報変更希望
•• 企画名

•• 企画カテゴリ

•• 「五月祭総選挙 -May Fes. Awards-」の部門

●● 掲載情報詳細
•• 各種広報媒体に掲載したい企画公開時間

•• 来場者への注意事項として掲載したい情報

●● ウェブ原稿・アイコン画像
•• 60 字程度の「簡潔な紹介文」（公式ウェブサイトにおける企画の検索結果画面に表示）

•• 字数制限なしの「詳細な紹介文」（公式ウェブサイトにおける企画の詳細ページに表示。企画と団体それぞれの
紹介文を登録）
•• キーワード

•• 企画のアイコン画像

注意事項
●● 各種広報媒体（公式パンフレット・公式ウェブサイトなど）に掲載する情報です。このフォームに
記入された内容が広く発信されることになるので、誤りのないように記入してください。
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［16］企画 PR 登録
対象

全企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
企画の内容や広報活動・取材への対応などについて登録してください。
委員会が行う各種広報活動の参考にします。

主な登録内容
●● 企画内容・対象層
●● 外部への広報
企画自身で行っている広報活動の内容（ウェブサイトや SNS アカウントなども含む）、取材依頼への対応方法を記
入してください。

●● 委員会の広報活動への協力
自団体のイベントなどで五月祭告知ビラをお配りいただけるか登録してください。
五月祭公式アプリなどでの委員会外への情報提供の可否を登録してください。

［17］屋外モニュメント設置申請
対象

屋外に立看板などのモニュメントを設置する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● モニュメントの大きさ・記載内容
●● 設置希望場所
赤門・正門・グランドフェスティバルステージ・図書館前広場ステージ・工学部前広場ステージ・医学部前広場ステー
ジの周辺および屋内に設置することはできません。
希望が重複した場合は、希望の場所に割り振れない可能性があります。

4

●● モニュメントの固定方法
山王レンタル「設営関連商品」（→ p.24）の「のぼり用水ウェイト」は 1 枚看あたり 3 個必要です。
生協レンタル「設営関連商品」（→ p.26）の「立看板用水ウェイト 10kg」は 1 枚看あたり 5 個必要です。

注意事項
●● 屋外企画が自企画のテントのすぐそばに設置する場合は申請不要です。
●● モニュメントには企画 ID および企画責任者の連絡先を記載してください。

4. 企画の広報・宣伝に関する登録・申請

企画の広報・宣伝に関する登録・申請

立看板 1 枚あたり 50kg 以上のおもりが必要です。
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5

その他の登録・申請

［18］運営スタッフ派遣希望登録
対象

全企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
運営スタッフ※を派遣する上での希望を登録してください。
※五月祭運営に必要な業務を行うにあたり、企画の皆さまに派遣していただく人員のことです。

主な登録内容
●● 運営スタッフの派遣が可能な時間帯、派遣が難しい時間帯
●● 運営スタッフとして派遣できる人の条件（性別・日本語によるコミュニケーションの可否）

注意事項
●● 原則として 1 企画につき 1 単位の業務が割り振られています。
「1 時間業務 ×2 回」または「2 時間業務 ×1 回」で 1 単位となります。

●● 屋外ブロック清掃責任企画※と安田講堂責任企画は免除されます。
※屋外ブロックを代表して委員会の清掃チェックを受ける企画です。
特殊ブロックの清掃責任企画は免除されません。

●● 単位数減免の結果として消化すべき単位数が 0 となる企画も必ず登録してください。
●● 必ずしも希望通りの派遣時間・業務形式になるとは限りません。
●● 一部の企画には、通常の業務の代わりに遊撃業務をお願いします。遊撃業務とは、ご連絡したとき

いつでも業務にあたれるよう 6 時間待機していただく業務です。連絡がないまま遊撃業務開始から
6 時間が経過した場合や、緊急で業務に入り 2 時間が経過した場合、緊急で業務に入っている途中
で遊撃業務開始から 6 時間が経過した場合、1 単位消化となります。

●● 運営スタッフの派遣を怠った場合、企画保証金没収などの重い罰則が科されます。
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［19］ごみ排出申請
対象

全企画

締切

3 月 26 日（月）21 時
以下の分別項目を参考にして、五月祭で排出するごみについて申請してください。

分別項目

備考

割り箸・串・つまようじ 竹串も含みます。
生ごみ
古紙・ビラ・冊子
その他可燃ごみ
ビニール・プラスチック 発泡スチロールも含みます。
ペットボトル
ビン・カン
その他不燃ごみ

保冷剤・アルミホイル・輪ゴムも含みます。

ダンボール

模擬店の看板に使うダンボールパネルも含みます。ごみ袋は不要です。

木材

ごみ袋は不要です。

食用油（要申請）

排出量が多い場合は油缶（容量 18L）を貸し出します。

サイズ・重量が大きい、量が多い、危険、処理方法が特殊であるといったごみが該
別 途 申 請 の 必 要 な ご み 当します。
（要申請）
※電池・サイリウム・ライター・家具・家電などは委員会では受け取れないため、
各企画で持ち帰ってください。

主な申請内容
●● 必要なごみ袋の枚数
ごみ袋の容量は 90L で、平たく広げると 90cm×100cm になります。（下記画像参照）

●● 食用油の排出量
●「別途申請の必要なごみ」の排出申請
●

5
その他の登録・申請

5. その他の登録・申請
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［20］車両入構申請
対象

五月祭準備日・当日に本郷・弥生キャンパスへの車両の入構を希望する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● 入構日・入構時刻・入構から出構までの時間
入構時刻は、18 日（金）は 12:00 ～ 19:00、19 日（土）・20 日（日）は 7:00 ～ 19:00 から選択してください。
入構から出構までの時間は「30 分以内」「31 分以上 1 時間以内」のいずれかから選択してください。

●● 使用するゲート・荷物の搬入先
「8. 各種資料」の「2. 屋外地図」（→ p.50）を参照してください。

●● 車両の種類・台数・乗員・積載物など

注意事項
●● 食材の搬入を目的とした車両の入構は認められません。
●● 企画実行に不可欠でない場合は認められません。
●● 原則として入構から１時間以内に退構を完了させてください。
講演会などのため長時間キャンパス内に駐車することは認められません。
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［21］現金援助申請
対象

企画実行に必要な費用の援助を希望する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● 企画の形態
募金・カンパを行う企画や、外部団体の宣伝を行う企画、外部団体から援助を受ける企画は当てはまるものを選択
してください。

●● 収支見積もり・援助金
収入・支出の項目と金額を詳細に記入してください。
援助を希望する項目と金額を記入してください。

現金援助の対象についての基準
●● 援助の対象項目は、五月祭の企画実行に必要なもの（各種レンタル費など）に限ります。
耐久財などの五月祭当日以外も使用できる物品の購入費は対象外です。
●● 援助の対象となるのは、2018 年 3 月 14 日（水）から五月祭当日までの支出に限ります。
●● ステージ設営費は、すでに委員会が一部を負担しているため対象外です。
●● 招聘者に対する講演料や謝礼は対象外です。
●● その他、援助に適さない支出であると委員会が判断した項目は援助の対象外となります。

注意事項
●● 申請にあたっては、上述の基準を満たしている必要があります。
●● 援助の対象となるのは商行為を行わない企画のみです。
募金・カンパを行う企画や、外部団体の宣伝を行う企画、外部団体から援助を受ける企画も援助の対象ではありま
すが、必ずその旨を申請してください。

●● 委員会の予算の都合上、申請した一部または全部の項目について援助を受けられない可能性があり
ます。

●● 収支報告書・領収書帳の提出が必要となります。
現金援助が認められた企画は、
5 月 31 日（木）21 時までに、①収支報告書をウェブシステムの「問い合わせ」にファ
イルを添付する形で提出してください。②領収書帳を本郷または駒場の委員会室に提出してください。その後援助
金額が正式に決定されます。
収支報告書と領収書帳の 2 点が期限までに提出されなかった場合、援助を受けることはできません。
作り方の詳細については、後日委員会ウェブシステムにて公開予定の「収支報告書・領収書帳の作り方」を参照し
てください。

5
その他の登録・申請

5. その他の登録・申請

39

［22］物品援助申請
対象

企画実行に必要なコピー用紙や筆記具の援助を希望する企画

締切

3 月 26 日（月）21 時

主な申請内容
●● 物品の希望
援助を希望するコピー用紙や筆記具の単位数を記入してください。

●● 物品の使途
援助を希望する物品の使途を記入してください。

注意事項
●● 援助の対象となるのは商行為を行わない企画のみです。
●● 各物品には単位ごとに点数が決まっており、援助の上限点数は 60 点です。合計が 60 点を超えない
ように申請してください。

●● 物品数には限りがあるため、希望した物品の援助を受けられない可能性があります。
●● インクジェットプリントが可能なのは「B4 コピー用紙（白）」のみなので注意してください。
●● 物品の受け渡しは 5 月 6 日（日）～ 5 月 16 日（水）までの期間に、委員会室にて行います。
原則として「企画登録」で選択した「書類・物品等受渡場所（4 月から）」のキャンパスでの受け渡しになります。
受取場所の変更を希望する場合は 4 月 29 日（日）までに「問い合わせ」よりご連絡ください。

●● 受け渡しの際には正責任者または副責任者の方が学生証をお持ちになってお越しください。
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5
その他の登録・申請

5. その他の登録・申請
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6

酒類の取扱について
今年の五月祭でも、昨年の五月祭と同様のアルコールパスポート制度を実施します。
お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる五月祭となるよう、ご理解とご協力をお願いします。

近年、飲酒事故に対する社会的関心の高まりなどを背景に、学園祭における酒類取扱をとりまく状況は厳し
いものになりつつあります。全面禁酒の方針をとる学園祭も少なくない他、酒類を取り扱う学園祭においても、
酒類取扱企画の企画場所の制限や酒類の度数制限など、企画の自由度や多様性を制限している例は珍しくあり
ません。
こうした中、委員会では 2013 年以降、五月祭における酒類取扱制度としてアルコールパスポート制度を採
用しています。企画や来場者の皆様のご協力の下で運用することで、企画の自由度や多様性を極力担保しつつ
飲酒事故の防止に取り組んでまいりました。
しかし、過去の五月祭では救急搬送が必要な泥酔者が複数名発生してしまうということもありました。こう
した事態が今後も続けば、さらに重大な飲酒事故が発生する可能性があり、ひいては五月祭における酒類取扱
の存続にも影響を及ぼしかねません。
アルコールパスポート制度により皆さまにはお手数をおかけいたしますが、飲酒事故防止のため、並びに五
月祭における酒類取扱の存続のためにも、何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

アルコールパスポート制度の概要は以下の通りです。 以下の概要は現時点での予定であり、今後変更
する場合があります。

1. 酒類を購入する場合
●● アルコールパスポート発行所にて顔写真付きの身分証明証を呈示し、発行されたアルコールパスポー
トを手首に巻きつけます。

●● 1 回に発行できるアルコールパスポートは 1 人につき 1 つです。
●● 酒類を 1 杯購入するたびに、アルコールパスポートの所定の箇所に 1 つチェックが付きます。
●● アルコールパスポートの所定の箇所のチェックが全て埋まった場合及び破損した場合にアルコール
パスポートは失効します。

●● 失効したアルコールパスポートと顔写真付きの身分証明証を呈示すれば、再発行は可能です。

2. 酒類を外部などから持ち込む場合
●● 酒類を外部から持ち込む際もアルコールパスポートが必要です。持ち込む酒類を持参した上で、ア
ルコールパスポート発行所にお越しください。

●● キャンパス内への無断での酒類の持ち込みは認められません。

3. 酒類を提供する場合
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五月祭以前
●［5］飲食物取扱申請（→
●
p.11）にて酒類を取り扱う旨を明記してください。 この申請に酒類取扱
の記載がない場合、酒類を取り扱うことはできません。

●● 第 3 回企画代表者会議にて、酒類提供者全員が署名した「酒類取扱誓約書（酒類提供者用）」及び正

副企画責任者が署名・捺印した「酒類取扱誓約書（企画責任者用）
」を提出してください。酒類取扱
誓約書に署名する前に、
必ず「第 91 回五月祭酒類取扱指針（抄）」及び誓約内容を確認してください。

●● 第 3 回企画代表者会議にて、五月祭当日に酒類を提供する際に必要である、「酒類提供者用アルコー

ルパスポート」と「酒類取扱許可証」及び案内掲出物をお渡しします。 申請内容や酒類取扱誓約書

五月祭当日
●● 企画場所のわかりやすい位置に「酒類取扱許可証」と案内掲出物を掲げ、酒類提供者は、
「酒類提供
者用アルコールパスポート」を手首に巻きつけてください。

酒類の取扱について

が不十分な場合は、不備が解消されるまでお渡しできませんのでご了承ください。

6

●● 必ず、1 杯提供するごとに来場者のアルコールパスポートにチェックを 1 つつけてください。
●● 泥酔状態の来場者には酒類の提供を控えてください。
●● 酒類の前売券には必ずアルコールパスポートが必要であることを明記してください。

酒類取扱誓約書について
酒類提供者用
●● 委員会ウェブシステムのログイン前画面（https://gogatsusai.jp/91/system/）にファイルがあり
ますので、ダウンロードした上で、A4 サイズの用紙に片面印刷してください。
1 枚につき 12 名分の署名欄がございます。足りない場合は必要分印刷してください。
第 91 回五月祭酒類取扱指針（抄）も誓約内容に含まれますので、必要に応じて印刷してください。

●● 誓約内容及び第 91 回五月祭酒類取扱指針（抄）の内容を必ずご確認の上、酒類提供者全員が署名
してください。

●「酒類提供者用アルコールパスポート」は、署名者分のみ発行します。必ず酒類提供者全員が署名し
●
てください。また、
「酒類提供者用アルコールパスポート」は再発行・追加発行はいたしません。大
切に保管してください。
●● 酒類提供者がまだ確定していない場合は、酒類を提供する可能性がある者が署名してください。
●● 企画責任者が酒類を提供することを予定している場合は、企画責任者も署名してください。
●● 酒類提供者本人以外による代筆は認められません。
●● 東京大学の学生は、所属欄に学部・学科・科類を記入してください。

企画責任者用
●● 委員会ウェブシステムのログイン前画面にファイルがありますので、ダウンロードした上で、A4 サ
イズの用紙に片面印刷してください。

●● 誓約内容及び第 91 回五月祭酒類取扱指針（抄）の内容を必ずご確認の上、企画責任者 2 名が署名
及び捺印してください。 企画責任者本人以外による代筆はできません。

提出について
第 3 回企画代表者会議にて両方の酒類取扱誓約書を提出してください。
6. 酒類の取扱について
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第 91 回五月祭酒類取扱指針（抄）
（目的）
第1条
本指針は、平成 30 年 5 月 19 日（土）
・20 日（日）に開催される第 91 回五月祭において、未成年
者による飲酒及び飲酒に伴う事故を防止することを目的とする。本指針は、企画構成員、来場者、五月
祭常任委員会（以下「委員会」という。
）
、及びその他五月祭の会場に出入りするすべての者が遵守しな
ければならない。
（新入生企画の除外）
第2条
2018 年度入学のクラスが出展する企画による酒類の取扱は、これを認めない。
（委員会の義務）
第3条
委員会は、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 酒類取扱企画の酒類取扱に関する情報を事前に収集すること
(2) 本指針に基づく酒類取扱制度を企画代表者会議・公式ウェブサイトなどを通じ、企画及び来場者に
広く周知すること
(3) 五月祭開催期間中に会場内で酒類を提供する業者に対して本指針を遵守するよう要求すること
(4) 本指針に基づく酒類取扱制度を適切に運用するために活動すること
（アルコールパスポート制度の運用）
第4条
委員会は、第 1 条に記載の目的を達成するため、アルコールパスポート（以下「アルパス」という。）
に関する以下の項目に基づく「アルコールパスポート制度」を運用する。
(1) 委員会は、
原則として会場内に設置する「アルコールパスポート発行所」にてアルパスを発行する。
(2) アルパスは、委員会が来場者から顔写真付き身分証明証の呈示を確認し、年齢確認をした上で、本
指針に来場者が同意したことを確認したのちに、来場者の手首に着用することで発行する。
(3) 来場者が顔写真付き身分証明証を所持していない場合は、生年月日が記載されている身分証明証を
2 点用意することで準用される。
(4) 委員会は、1 人の来場者につき、同時に 1 枚のみアルパスを発行する。
(5) 委員会は、来場者が泥酔しているなど、これ以上の飲酒が危険だと判断した場合、来場者のアルパ
スを没収することができる。
(6) アルパスは、破断した際、及び所定欄がチェックで満たされた際に失効する。
(7) アルパスが失効した際には、委員会は失効したアルパスと引き換えにアルパスを再発行することが
できる。再発行の際は本条 2 項と同様の手順をとる。ただし、来場者が泥酔しているなどこれ以上の飲
酒が危険だと委員会が判断した場合、再発行は認められない。
(8) 有効なアルパスを着用していない状況での酒類の購入及び飲酒は認められない。
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（酒類取扱企画の義務）
第5条
酒類取扱企画及びその企画構成員は、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 委員会に対し、委員会が定めた期限までに酒類取扱に関する詳細について申請すること
(2) 委員会に対し、本指針などに同意し遵守する旨を委員会が定めた期限までに誓約し、提供する構成
員全てが誓約書に署名すること
(3) 委員会が発行する「酒類取扱許可証」及び委員会が指定し、配布する案内掲出物を企画場所に掲出

6

すること
供者用アルパス」という。
）を常に着用すること
(5) 酒類を来場者に提供する際、来場者が委員会の発行する有効なアルパスを着用しているか確認し、
所定欄に提供する酒類の杯数と同じ数のチェックを入れること
(6) 前項において、来場者が有効なアルパスを着用していない場合や、アルパスの所定欄がチェックで

酒類の取扱について

(4) 酒類を来場者に提供する際、委員会が発行する「酒類提供者用アルコールパスポート」
（以下「提

満たされている場合、来場者が泥酔している場合、その他酒類の提供が不適当と判断した場合は、酒類
を来場者に提供しないこと
（酒類取扱企画への措置及び罰）
第6条
酒類取扱企画が第 5 条に規定された項目を遵守しない場合、委員会は当該企画の当該行為を措置及び
罰の対象とすることができる。
（会場内の酒類提供業者の義務）
第7条
省略
（来場者の義務）
第8条
本学学生を含むすべての成年の来場者は、五月祭で酒類の提供を受ける際、五月祭の会場内で飲酒す
る際、及び会場外から酒類を持ち込む際に、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 委員会からアルパスの発行を受ける際、顔写真付きの身分証明証を委員に呈示し年齢確認を受けた
上で、本指針に同意すること
(2) 委員会が発行する有効なアルパスを常に着用すること
(3) 委員会・酒類取扱企画ならびに会場内の酒類販売事業者の求めに応じて、アルパスを呈示し、提供
を受けた酒類の数と同じ数のチェックを受けること
(4) 他人にアルパスや酒類を譲渡しないこと
(5) 自ら及び同伴者の体調に常に気を配り、過度の飲酒をしないこと

6. 酒類の取扱について
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7

施設利用・清掃チェック
制度について

1. 施設利用
企画場所はすべて五月祭以前の状態に戻す必要があります。
来場者や他企画によるものであっても、企画場所のごみ・汚れは必ずすべて取り除いてください。

備品使用および施設利用の注意
●● 原則として、委員会の許可なく備品を使用することはできません。
●● 五月祭期間中に施設を破損した場合（経年劣化によるものも含む）
、弁償していただく場合がありま
す。保険に加入しておくことを推奨します。ただし、弁償金の支払いのために保険会社に連絡する
際は、事前に委員会にお知らせください。

椅子・机・教壇など
●● 可動のものは教室内で自由に移動させて構いません。ただし、使用後は必ず五月祭前の位置に戻し
てください。

●● 原則として、教室の外に持ち出さないでください。何らかの事情で教室の外に出したい場合は、予
め「問い合わせ」よりご連絡ください。

受付用の机は来場者の通行を妨げないように置く場合のみ、委員会へ連絡せずに教室外へ出すことができます。

マイクなどの音響機器・プロジェクター
●● 備え付けのものを使用する場合、
［2］教室設備使用申請（→ p.9）が必要です。
●● 使用しない備え付けの機材やその配線には触れないようにしてください。

電気機器
●● 企画場所・控室などで電気機器を使用する場合、
［2］教室設備使用申請（→ p.9）が必要です。

装飾
●● 屋内装飾などを行う上での注意事項
•• 来場者に迷惑をかける、あるいは危険を及ぼす可能性のある装飾をしないこと。

•• ガラス・黒板・トイレ・防災設備・階段の手すり・床・天井・屋外の壁への装飾をしないこと。
•• 五月祭終了後、五月祭以前と同じ状態に戻せる範囲で装飾をすること。

•• 壁紙がはがれるなどの事態が起こらないようにすること。セロハンテープやガムテープ、養生テープなど、粘
着性の強いテープ類は使用できません。

●● 特殊な装飾や大きな装飾を施したい場合は、できる限り早く「問い合わせ」よりご連絡ください。
●● 建物を管轄する学部により、注意事項の詳細は異なります。詳細は第 3 回企画代表者会議にてお知
らせします。

●● 委員会の判断で装飾を撤去する場合があります。
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2. 清掃チェック制度
清掃チェック制度とは、五月祭終了後に企画場所が五月祭前の状態に戻されているかを
委員会がチェックする制度のことです。

屋外企画の場合
●● 各ブロックに 1 つずつ、清掃責任企画を決めます。
清掃責任企画は各ブロックにおける清掃の責任者となって、ブロック内の他企画が清掃しているかをチェックしま
す。
清掃責任企画はブロック内の清掃がすべて完了したら委員会の清掃チェックを受けてください。
※清掃責任企画は運営スタッフの単位数が 1 単位減少します。また、ブロック内の企画場所を優先的に決めること
ができます。
清掃責任企画でない企画は清掃責任企画のチェックを受けてください。

●● 屋外の清掃には時間・人数を要するので、清掃チェックが終了するまで、企画構成員を解散させな
いでください。

●● 控室を使用する企画は清掃を行い、後続の企画あるいは委員会から清掃チェックを受けてください。

●● 清掃が終了したら、企画ごとに委員会の清掃チェックを受けてください。
相部屋の場合は清掃責任企画を決定してください。
この場合は運営スタッフの単位数は減少しません。

●● 終日企画を行わない企画は、後続の企画あるいは委員会から清掃チェックを受けてください。
控室についても同様です。

●● 詳細は第 3 回企画代表者会議にてお知らせします。

ステージ企画の場合

施設利用・清掃チェック制度について

屋内企画の場合

7

●● 詳細はウェブシステムのログイン前画面（https://gogatsusai.jp/91/system/）から『Almighty
vol.2 for ステージ企画』をご覧ください。

7. 施設利用・清掃チェック制度について
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各種資料

1. 五月祭公式画像データの利用について
五月祭公式画像データとは
●● 当委員会が作成した東京大学本郷・弥生キャンパスマップと公式マスコット「めい」のデータを指
します。

●● 今後、ウェブシステム（https://gogatsusai.jp/91/system/）で公開する予定ですので、企画の広
報や案内に活用してください。

五月祭公式画像データに関する規定および指針
●● 五月祭公式画像データを利用する場合、
以下の「五月祭公式画像データに関する利用規定」および「五
月祭公式画像データ利用の指針」を守ってください。

第 91 期五月祭常任委員会 五月祭公式画像データに関する利用規定
本規定は、第 91 期五月祭常任委員会（以下「当委員会」という）が制作・公開している、五月祭公
式マスコット「めい」ならびに東京大学本郷・弥生キャンパスマップ（以下「五月祭公式画像データ」
という）のデザインおよびそれに付随する設定の利用に係る規定です。
本規定は、五月祭公式画像データを入手、または利用するすべての方に適用されます。
1. 五月祭公式画像データに関する一切の著作権は、当委員会に帰属します。
2. 五月祭における活動のために利用する場合には、当委員会への届け出なく五月祭公式画像データの
デザインおよびそれに付随する設定を利用することができます。それ以外の用途で利用する場合に
は、当委員会へ届け出て承認を得る必要があります。
3. 五月祭公式画像データは、本規定とは別に定める「五月祭公式画像データ利用の指針」に則った利
用をしてください。
4. 本規定および「五月祭公式画像データ利用の指針」に反する不適切な利用であると当委員会が判断
した場合には、五月祭公式画像データの利用を認めず、削除を命じることがあります。
5. 五月祭公式画像データの入手または利用によって発生する如何なるトラブルに対しても、当委員会
は一切責任を負いません。
6. 当委員会は、利用者に対して事前の告知無しに本規定および五月祭公式画像データの内容を変更で
きるものとし、利用者は五月祭公式画像データを入手した時点で、最新の利用規定に同意したもの
とみなされます。
7. 本規定は、来期以降の五月祭常任委員会が五月祭公式画像データに関する利用規定またはそれに準
ずる規定を発表するまで有効です。
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第 91 期五月祭常任委員会 五月祭公式画像データ利用の指針
第 91 期五月祭常任委員会（以下「当委員会」という）が制作・公開している、五月祭公式マスコット「め
い」ならびに東京大学本郷・弥生キャンパスマップ（以下「五月祭公式画像データ」という）のデザイ
ンおよびそれに付随する設定を利用する際は、以下の点を厳守してください。
1. 非営利目的であること。
2. 五月祭公式画像データの二次創作作品を商品としないこと。
3. 五月祭公式画像データのイメージを大幅に改変しないこと。
4. 五月祭公式画像データが、特定の団体および活動のキャラクターやロゴとして認識されないこと。
5. 特定の団体および活動が、当委員会による公式のものであると誤認されないこと。
6. 五月祭公式画像データや当委員会の社会的な評価を損なうような利用をしないこと。

指針に反する行為の例
●● 五月祭公式画像データの色および縦横比を変更すること（トリミングは可能）
●● 公式マスコット「めい」のグッズや、東京大学本郷・弥生キャンパスマップを加工したものを販売
すること

●● キャンパスマップ内の建物名・エリア名を改称すること
●● 公式マスコット「めい」を企画広報用の SNS アイコンとして利用すること
●● 公式マスコット「めい」の設定の追加・改変を行うこと
判断がつかない場合は、ウェブシステムの「問い合わせ」にて連絡してください。

8
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広告

五月祭前日(金曜日)の午後

および

五月祭当日(土・日曜日)の朝８時頃

東京大学（本郷）構内まで商品をお届けいたします
配送料は原則無料

事前の各種相談やお見積り一切無料

模擬店用食材・資材総合卸 （台東区

かっぱ橋）

http://www1.to/mogiten
初心者でも調理容易な模擬店メニュー約４００種類の食材をご用意
創業

明治２５年

㈱ミヤカワ

☎ 03-3844-8115㈹

■広告：W150mm×H115mm
広告
↑

B6

（代表者会議時配布文書

掲載広告）

もし模擬店大全用の原稿としては大きすぎる場合は、縮小してください。
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1/1（A4)

五月祭総選挙 -May Fes. Awards- について
「五月祭総選挙 -May Fes. Awards-」では、五月祭で最も人気が高かった企画を来場者からの
投票で決定します。今年は以下の７つの部門を設ける予定です。
A「新入生模擬店部門」

C「文化・学術部門」

B「一般模擬店部門」

D「参加型企画部門」

F「音楽部門」

E「パフォーマンス部門」

G「装飾部門」
※対象は屋外模擬店のみ

各部門で 1 位となった企画には、フィナーレにおける表彰に加え、賞品が贈呈されます。
※各企画にふさわしい部門を当委員会で割り当てましたが、変更を希望される場合は［15］広報用情報登録
から変更できます。

１
３

２

優勝めざして頑張ってください！！
第 91 回

五月祭

第 91 期五月祭常任委員会
E-mail：contact@gogatsusai.jp
URL：https://gogatsusai.jp/committee/

本郷本部
〒 113-8654 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学構内 第二食堂 3 階 6 号室
TEL：03-5684-4594
FAX：050-3413-4505

駒場支部
〒 153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 東京大学構内 キャンパスプラザ A 棟 103 号室
TEL：03-5454-4349
FAX：03-3466-1865
2018 年 3 月 13 日（火）発行
2018 年 3 月 13 日（火）訂正
乱丁・落丁は交換いたします。

第 3 回企画代表者会議までの流れ
3 月 16 日（金）21 時
●● 「控室希望登録」締切（→『Almighty vol.1』p.15）

3 月 24 日（土）
●● 控室割発表（予定）

3 月 26 日（月）21 時
●● 各種登録・申請締切（→ p.4）

4 月 10 日（火）
●● ユーザー登録情報変更期限（→ p.5）
受付期間は 4 月 1 日（日）～ 4 月 10 日（火）

4 月 18 日（水）21 時
●● 企画中止期限（→ p.7）

4 月 25 日（水）
●● 申請結果確認・異議申立期限（→ p.5）
受付期間は 4 月 22 日（日）～ 4 月 25 日（水）

4 月 30 日（月）
●● 学生証確認期限（→ p.5）

受付期間は 4 月 11 日（水）～ 4 月 30 日（月）

5 月 1 日（火）15 時
●● 納入期限（→ p.5）

受付期間は 4 月 23 日（月）～ 5 月 1 日（火）

5 月 1 日（火）21 時
●● 企画責任者交代期限（→ p.7）

5 月 8 日（火）・9 日（水）
●● 第 3 回企画代表者会議（8 日 @ 本郷・9 日 @ 駒場〈予定〉
）

