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〒 599-8531 

大阪府堺市中区学園町 1-1 
大阪府立大学中百舌鳥キャンパス 

Ｂ12棟(学生会館)2階 b-209 友好祭実行委員会本部 

TEL：072-254-9987 

 

友好祭 HP (http://www.yuukousai.net/) 

 

 

 
友好祭 HP 

第 58 回友好祭実行委員会 

※機種により読み取れ 

ないこともございます 

 

●受付場所・時間 
中百舌鳥キャンパス 4月 8日(月)～4月 19日(金) 

B12棟(学生会館)2階 b-209 

友好祭実行委員会本部 

11:00～19:00 

(※土曜・日曜を除く)  

羽曳野キャンパス 4月 8日(月)～4月 12日(金) 

N棟(図書厚生棟)3階 505  

友好祭本部 

12:15～12:45 

●担当者連絡先 

模擬店受付担当：岡村
おかむら

 大毅
た い き

 

TEL：080-5348-3859 

           MAIL：yukosai.mogiten@gmail.com 

 

         
 



1 

 

-目次- 

１．  模擬店出店までの手続き   …P.2～6 

２．  友好祭当日について     …P.7 

３．  出店時における諸注意    …P.8～9 

４．  両替について        …P.9～10 

５．  購入先調査について     …P.11 

６．  アレルゲン材料調査について …P.11 

７．  レンタル会社の斡旋について …P.12 

８．  お問い合わせ        …P.13 

９．  中百舌鳥キャンパス地図   …P.14 

10． 模擬店物品レンタル表     …P.15～17 

11． 各種模擬店広告について   …P.18～20 

12． 環境部エコロ助より     …P.21～23 

13． チャリティー店舗募集要項  …P.24～25 

14． 提出書類一覧・記入例    …P.26～38 

模擬店出店に関する重要なお知らせ 

過去、友好祭において度々近隣店舗で両替を行うという問題が起こっています。このよう

な行為は近隣店舗にとって明らかな迷惑行為であり、業務妨害であるため、絶対に行わな

いでください。万一行われた際には出店停止措置をとらせていただくとともに、今後一切

の出店をお断りさせていただきます。釣銭につきましては全て当委員会で準備させていた

だきます。出店者及び出店団体自身での釣銭の準備は必要ございませんのでご注意くださ

い。 

また、友好祭当日の釣銭の不足につきましても模擬店待機所で釣銭の両替を常時受け付け

ております。詳しくは P.9～10の「４．両替について」をご参照ください。 

 

模擬店出店に関する重要なお知らせ 

過去、友好祭において度々近隣店舗で両替を行うという問題が起こっています。このよう

な行為は明らかな迷惑行為であり、業務妨害であるため、防止策として第 5６回友好祭友
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（b）                

書類の記入 

１．模擬店出店までの手続き 
模擬店を出店するに当たって、以下の手続きをしていただく必要がございます。模擬店の出店

を希望される方は本冊子をよくお読みの上で出店申込を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

① 申込受付 

 中百舌鳥キャンパス 4月 8日(月)～4月 19日(金) (※土曜・日曜を除く) 

 B12棟(学生会館)2階 b-209 友好祭実行委員会本部 

 11:00～19:00 

 羽曳野キャンパス 4月 8日(月)～4月 12日(金) 

 N棟(図書厚生棟)3階 505 友好祭本部 

 12:15～12:45 

※以下の申込方法をよく読んでください。 

申込方法は下記の（a）（b）の 2通りございますが、（a）のようにフォームにて申し込みしていただくと受付

を円滑に行うことができます。またご記入いただく書類の量が減り、出店者様のお手数を省くことができます。

さらに、4/8(月)までにフォームでお申込みいただき、4/8(月)～4/12(金)の間に友好祭本部まで提出書類及

び釣銭をお持ちいただいた出店者様から出店場所を決定いたします(白鷺通りの白鷺門側から奥に向かって

並べていく予定です)。基本的には（a）の方法で申込手続きを行っていただきますよう、ご協力お願いいたし

ます。 

 

        

 

                  

                   

 

                                       

(a) 

書類の提出 

以下のような手順でお申し込みください。 

書類の提出 

完了 

フォームで 

お申込み 

模 擬 店 出 店 ま で の 流 れ 

提
出
書
類
の
記
入 

申
込
フ
ォ
ー
ム
の
送
信 

書
類
の
提
出 

申
込
フ
ォ
ー
ム
の
送
信 

(

出
店
場
所
の
抽
選) 

片
付
け 

模
擬
店
出
店 

物
品
貸
出
・
出
店
準
備 

模
擬
店
出
店
説
明
会 

4 月 8日 19日 5月 16日 友好祭当日 

5月 25日～26日 

（a-1） 

(a-2) 

完了 

…(a-1)によって、手書きで

記入する分の大部分が完

了します。 

24日 

(b-2) 

(b-1) 

手
引
書
配
布 

3月中旬 
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（a）模擬店出店申込フォーム（インターネット）を利用しての申込方法 

（a-1）従来は全ての提出書類を紙媒体で扱っておりましたが、この方法では、「模擬店出店申込書」「購入

先調査表」「アレルゲン材料調査表」に記入していただいていた必須事項を模擬店出店申込フォームにて

記入していただきます。 

 

 

以下の URL または右の QR コードからアクセスしていただき、ご入力ください。         

https://docs.google.com/forms/d/149YLyLMqZgNZhPV3nL0jQNj7bpP0UYdx8XApGssFVqQ/edit 

                                         

※申込フォームへは友好祭 HP(http://www.yuukousai.net/)からもアクセスできます。 

                   

 

 

（a-2）下記の書類、原稿及び現金を友好祭本部にて直接提出していただきます。 

 

 

B.釣銭申請書（コピー 1枚） 

C.釣銭申請分の現金 

D.模擬店出店誓約書 

F.FMCM原稿 (コピー 3枚) 

模擬店番組出演提出用紙(p.19) 

G.エコパッケージ申請用紙 

H.エコ店舗申請用紙 

I.チャリティー店舗募集用紙 

提出必須 

希望者のみ 
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（b）全て紙媒体を使用しての申込方法 

必要事項を記入していただき、下記の全ての書類を直接友好祭本部にて提出していただきます。 

A.模擬店出店申込書 

   B.釣銭申請書（コピー 1枚） 

C.釣銭申請分の現金(紙幣) 

D.模擬店出店誓約書 

  E.購入先調査表、アレルゲン材料調査表 

 

F.FMCM原稿 (コピー 3枚) 

模擬店番組出演提出用紙(p.19) 

G.エコパッケージ申請用紙  

H.エコ店舗申請用紙 

I.チャリティー店舗募集用紙 

 

※レンタル物品申込書とレンタル料金は模擬店出店説明会（5月 16日）の際に提出していただきます。 

それまでレンタル物品申込書は大切に保管しておいてください。 

※締切（4 月 19 日）直前は非常に混雑しますので、なるべく早めの提出をお願いいたします。 

 

後夜祭模擬店募集 

後夜祭とは友好祭三大企画の一つで、友好祭を締めくくるべく最終日の夜に開催されるものです。例年行

われる様々な企画には、多くの来場者の方に参加していただいております。来場者の方により後夜祭を楽し

んでいただけるよう、友好祭中の日中に出店する一般模擬店から継続して後夜祭中に食べ物や飲み物を提供

していただける後夜祭模擬店の出店を募集いたします。後夜祭にて出店していただくと、人が多く集まるた

め、売上の向上が期待されます。 

出店を希望される場合は、(a)の方法ならば申込フォームの後夜祭模擬店欄にチェック、(b)の方法ならば

P.29模擬店出店申込書〈後夜祭模擬店〉の欄の「1.参加」を丸でお囲みください。 

 

 日 時： 5月 26日(日) 10:00～20:30 

 場 所： A2棟跡地ステージ『フルーツマウンテン』周辺 

  ( P.14「９．中百舌鳥キャンパス地図」を参照) 

※悪天候により後夜祭を屋内で行うことになった場合は、後夜祭模擬店は中止となります。 

※今年は後夜祭模擬店の募集を先着 12店舗とさせていただきます。 

※後夜祭模擬店の出店の募集は友好祭本部への書類及び釣銭申請分の現金の提出の先着順と

させていただきます。あらかじめご了承ください。 

※後夜祭模擬店のご出店を希望される場合は、一般模擬店から継続してのご出店となります。 

    ※友好祭 2日目の 16:45頃から担当者（宮本）（P.13にて連絡先記載）が後夜祭模擬店の認定証を配布

しに伺います。 

 

 

提出必須 

希望者のみ 
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② 模擬店出店説明会 

模擬店の出店時における注意事項の説明、出店場所の発表、レンタル料金の回収などを行

います。原則責任者が出席してください。本人確認のために身分証明書の提示をしていただ

きます。万一、責任者が出席できない場合は、副責任者の代理出席を認めます。それ以外の

方の出席はお断りいたします。 

 

日 時：5月 16日(木) 受付 18:00～ 開始 18:30～ (1時間程度を予定) 

場 所：大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス A5棟 大講義室(予定) 

持参物：筆記用具、身分証明書、模擬店出店申込手引書、レンタル物品申込書(希望者の

み)、レンタル料金(希望者のみ) 

  

 ※万が一、欠席される場合は早急に担当者（宮本）（P.13 にて連絡先記載）まで必ずご連絡ください。後

日日程を相談の上、友好祭本部までお越しいただきます。 

 ※模擬店出店説明会の場所は P.14 の「9．中百舌鳥キャンパス地図」を参照してください。 

  ※出店場所は当委員会による厳正なる抽選の上、決定したものを模擬店出店説明会にてお知らせいたしま

す。 

 ※レンタル料金は釣銭のないようにお願いいたします。 

  

③ 模擬店の準備 

以下の日程で模擬店の出店準備の際に必要なテントや机、椅子などの物品貸出を行います。模擬店出店

申込フォームあるいは模擬店出店申込書に選択欄がございますので、以下の注意事項をよくお読みの上で 

希望日をご指定ください。 

 

 

 

出店日 物品貸出日時 

両日または 土曜日のみ 

（1）5月 24日(金) 

  受付 18:30～20:00 

  貸出 18:30～20:30 

（2）5月 25日(土) 

受付 8:30～9:30 

貸出 8:30～10:00 

日曜日のみ 

（3）5月 26日(日) 

受付  8:30～9:30 

貸出  8:30～10:00 

 

※両日の出店、または土曜日のみの出店を希望される方は（1）の物品貸出日時にて物品貸出を行うように

ご協力お願いいたします。（1）の物品貸出日時にどうしても都合がつかない場合のみ（2）の物品貸出日

時で物品貸出を行います。 

※受付を済ませてから貸し出し場所にお越しいただくよう、よろしくお願いします。 
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物品貸出について 

模擬店を出店する際に必要な物品(長机、分離机、分離椅子など)の貸出を行います。 

 

・貸出を希望される場合は、模擬店出店申込フォームあるいは模擬店出店申込書の物品貸出の欄にご記入

ください。 

・物品の数には限りがございますので、長机は 1脚、分離机・分離椅子はそれぞれ一団体につき 2脚まで

の貸出となります。 

・物品を破損、紛失された場合は、当委員会は一切の責任を負いません。全額弁償していただきますので

十分にご注意ください。 

・当委員会の貸出物品以外の大学構内の備品(机、椅子、暗幕、ベンチなど)を無断で使用しないでくださ

い。 

無断で使用された場合は、出店を中止していただきます。 

 

物品返却について 

 物品返却日時 

土曜日のみの出店 
5月 25日(土) 

返却時間 18:00～19:00 

両日または日曜日 

のみの出店 

5月 26日(日) 

返却時間 17:00～18:30 

後夜祭模擬店への出店 
5月 26日(日) 

返却時間 20:30～21:30 

※上記の時間に必ず返却してください。 

※物品は丁寧に使用していただいた上で返却してください。 
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２．友好祭当日について 

①認定証の配布及び釣銭の返却 

以下の時間のとおり認定証の配布及び釣銭の返却をいたします。認定証が店頭のよく見える位

置に掲示されていない場合、出店を許可できません。また、認定証は必ず責任者または副責任

者の方が受け取りに来てください。 

 

配布日時： 5月 25日(土) 26日(日) 10:00～ 

配布場所： 模擬店待機所【A2棟跡地】 

 

※模擬店待機所の詳しい場所は、P.14の「９．中百舌鳥キャンパス地図」を参照してください。 

※釣銭返却時には現金を受け渡しますので管理には十分ご注意ください。 

②模擬店出店可能時間 

模擬店の出店可能時間は以下のとおりです。 

日時 模擬店の種類 時間帯 

5月 25日(土) 一般模擬店 認定証配布後～18:00 

 

5月 26日(日) 

 

一般模擬店 ※10:00～17:00 

後夜祭模擬店 10:00～20:30 

※2日目から出店される団体様は必ず認定証を受け取ってから出店してください。 

認定証は模擬店待機所にて配布しております。 

雨天・強風時について 

原則雨天決行といたしますが、雨天・強風の度合いによっては出店を一時中断していただく場合がござい

ます。雨が降っている中で出店をする場合、レンタル物品の貸し出し時にお渡しした黒ビニールシートで発

電機を除く電気系レンタル物品に被せていただくようお願いいたします。また、注意報や警報が出るなど、

当委員会が模擬店の出店が困難であると判断した場合は、出店中止とし、担当者（宮本）（P.13にて連絡

先掲載）から責任者の方にメールで連絡いたします。責任者の方は天候が悪化する際、担当者からのメール

にご注意ください。また出店団体からの問い合わせが殺到しますと連絡が機能しなくなる恐れがあるため、

雨天・強風時についてはこちらからの連絡をお待ちください。 

また同時に友好祭 HP（http://www.yuukousai.net/）に掲載いたしますのでご確認ください。 

 

③その他 

第 58回友好祭では、商品当日交換券はございません。歩き売りは禁止です。 

また、抽選券の配布を行っていただきます。詳しくは出店説明会にてご説明いたします。  
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３．出店時における諸注意 

①出店品目について 

模擬店出店申込フォームあるいは模擬店出店申込書の出店品目の欄は詳細にご記入ください。また、出店

品目や材料を当委員会に無断で変更することは認めておりません。提出された申込書に記載されていない出

店品目や材料を使っていた場合は、直ちにその使用を取りやめていただきます。また、申込締切を過ぎた後

の出店品目の変更はできません。販売を許可できない品目があった場合は、追って連絡いたしますので、当

委員会の指示に従って変更してください。 

また、原則として直前加熱の行われていない食品の販売は保健所の指導に基づく衛生上の理由から認めら

れておりません。加えて、加熱を行った物でも作り置きが必要になるもの（例えば米飯類など）も衛生上の

理由から販売が認められておりません。これらに違反していると当委員会で判断した場合は出店を中止して

いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。以下に主な例を挙げておりますのでご確認くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし原則と書いてありますように、当委員会が衛生上問題ないと判断した場合は当日の出店を認めるこ

ともございます。ですが、見回り時に問題があると判断した場合は出店を中止していただく場合もございま

す。あらかじめご了承ください。 

具体的には、アイスの場合 

・冷却にクーラーボックスや氷を使用せず、冷凍庫を使用すること。 

・皿等に盛り付ける場合は盛り付け用のスプーンをその都度洗浄、殺菌すること。新品のスプーンで盛

り付け、そのままスプーンをつけて販売することは可。 

分からないこと、ご相談したいことがある場合は担当者(岡村) (表紙または P.13にて連絡先掲載）までご

連絡ください。 

②アルコール(※ノンアルコールも含む)の禁止 

大阪府立大学では大学構内へのアルコール(※ノンアルコールも含む)の持ち込み、販売、提供は禁止して

おります。そのような行為が発覚した場合は直ちに出店を取りやめていただき、今後の出店もお断りさせて

いただきます。 

③ブルーシートの使用について 

模擬店を出店する団体は調理する際に必ず地面にブルーシートを敷いてください。ブルーシートは各自で

準備してください。ブルーシートを使用せずに調理しているのが発覚した場合は、出店場所の清掃を行った

後ブルーシートを敷いていただくまで一時的に出店を禁止いたします。あらかじめご了承ください。 

※食中毒の予防上、次の食品の販売はご遠慮ください。 

米飯類、サンドイッチ、弁当、生魚類、ところてん、アイス 

生菓子(わらび餅など)、サラダ類、タピオカ、牛乳、生クリームを使用したもの 

※かき氷は市販の氷を使用し、シロップやかき氷機を清潔に保つという条件で許可しています。 

※ジュースは市販のものに限ります。ミキサーでジュースを作ることも禁止です。 

※出店品目の欄に記入されてない食品は使用できません。ご注意ください。 

※食品は原則直前加熱をするようにしてください。 
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➃流し場について 

第 58回友好祭では、食器などを洗う際に使用できる流し場は食堂横流し場のみとなります。あらかじめご了

承ください。（P.14 「９．中百舌鳥キャンパス地図」をご覧ください) 

⑤車両入構について 

出店説明会、友好祭当日の模擬店出店者様の車での入構は一切認めておりません。また、大学前、大学

周辺での駐車もご遠慮ください。発覚した場合は模擬店の出店を取りやめていただきます。 

⑥その他 

・指定された出店場所以外での販売は一切禁止いたします。また、他の来場者、出店者、出展企画の妨げに

なるような販売行為があった場合は、直ちに出店を中止していただきます。 

・友好祭中のビラの配布はゴミの量の削減のため禁止させていただきます。 
 

4.両替について 
過去に友好祭実行委員会では、友好祭当日の模擬店出店者様による近隣の店舗での両替が問題になりまし

た。そこで今年度の友好祭では、出店者様から事前に申請していただいた分のお金(紙幣)をお預かりし、当

委員会が両替を行い、友好祭当日に硬貨で返金を行います。 

 そのため、受付の際に模擬店出店申込書の釣銭申請書の欄に必要事項を記入していただき、申請される

金額分の現金と一緒に提出していただくようよろしくお願いいたします。  

また、友好祭当日に釣銭がなくなってしまった時に備え、事前申請両替の返金後に模擬店待機所にて当日

両替も行います。万一、釣銭がなくなってしまった場合は必ずご利用ください。 

※用意できる小銭には限りがございます。模擬店での釣銭以外の目的での両替はお控えください。 

申請書に記入していただいた金額どおりに現金を提出していただくようよろしくお願いいたします。 

＜申請していただく金額について＞ 

申請していただく金額は最低で 15000円で、必要に応じて追加していただけます。 

硬貨の分配は以下の４種類から選んでいただきます。 

① 100 円玉を 100枚、50円玉を 100枚 

② 100 円玉を 100枚、50円玉を 100枚＋追加 

③ 100 円玉を 100枚、500円玉を 10枚 

④ 100 円玉を 100枚、500円玉を 10枚＋追加 

➁、➃の場合はそれぞれ➀，➂に加えて 10 円玉、50円玉、100円玉、500円玉を 50枚単位で申請してい

ただけます。 

  

（例）➁を選択して 100円玉を 100枚、50円玉を 100枚の 15000円に加え、10円玉を 50枚、50円玉を 50

枚、100円玉を 100枚、500円玉を 50枚選び、合計 53000円を申請する。 

 

※釣銭として使う硬貨は 1種類につき 100枚あれば十分かと思われます。➀か➂では足りないと感じる方のみ 

➁か➃をお選びください。 
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＜返金の方法について＞ 

返金は友好祭当日の朝、模擬店待機所で認定証配布と同時に行います。 

もし何らかの理由で、友好祭が中止になった場合、友好祭本部にて 5月 27日(月)～6月 7日(金)(※土

曜・日曜を除く)の間に返金を行います。詳しくは中止になった際にメールでお知らせいたします。中止に

なった際の返金は、硬貨または紙幣で選んでいただきます(※A.模擬店出店申込書に記入欄あり)。1日目

のみの出店、両日の出店の場合は 1日目に、2日目のみの出店の場合は 2日目に返金させていただきま

す。あらかじめご了承ください。 

また、何らかの理由で、両替申請後に出店を中止される出店者様は担当者（宮本）（P.13 にて連絡先掲

載）にご連絡ください。個別に対応させていただきます。 

～返金の流れ(中止の場合)～ 

 友好祭 1日目 

5月 25日(土) 

友好祭 2 日目 

5月 26日(日) 

5月 27 日(月)～ 

6月 7 日(金) 

1日目のみ中止  認定証配布と同時に 2日

目出店、両日出店の出店

者様に硬貨で返金 

返金できなかった出店者

様に、硬貨または紙幣で

返金 

2日目のみ中止 認定証配布と同時に 1日

目出店のみ、両日出店の

出店者様に硬貨で返金 

 返金できなかった出店者

様に、硬貨または紙幣で

返金 

両日中止   すべての出店者様に、硬

貨または紙幣で返金 

 

「4．両替について」でご不明な点やご相談などございましたら以下の連絡先にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模擬店財務担当者：中上
なかがみ

 惣
そ う

太郎
た ろ う

 

TEL：080-9476-1997 

MAIL：yukosai.mogiten@gmail.com 
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５．購入先調査について 

 

模擬店の出店を行うに当たって、保健所へ食材の購入先リストを提出いたします。そのため、購入先調査表

をご提出いただけないと模擬店を出店することができません。原則として調査表提出後に購入先の変更をす

ることはできません。やむを得ず購入先を変更する際は、必ず担当者(岡村) （表紙または P.13 にて連絡先

掲載）までご連絡ください。 

 

 

 

６．アレルゲン材料調査について 
 

アレルゲン(アレルギーを起こす可能性のある物質)が含まれる食品を販売する際は、その表示を法令で義務

付けられています。出店で用いる食品のアレルゲンの有無を必ず調査し、アレルゲン材料調査表に記入して

提出してください。また、出店中、その調査表を元にこちらで用意したアレルゲン材料表示を店頭の分かり

やすい位置に掲示することを義務付けます。 

 

 

  

⚫ アレルギーの原因となることが知られている食品のうち以下の 7品目は禁止です。患者数の多さや症

状の重さから原材料として使った場合だけでなく、原材料を作るときに使った場合も、これらが使われた

ことを必ず表示することが法令で義務付けられています。 

 

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに 

 

⚫ アレルギーの原因となることが知られている食品のうち以下の 20品目は、上記の 7品目と同様にこ

れらが使われたことがわかるよう表示することが法令で勧められています。 

 
 

あわび、いか、いくら、さけ、さば、 

オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、りんご、 

牛肉、鶏肉、豚肉、ゼラチン、くるみ、カシューナッツ、大豆、まつたけ、やまいも、ごま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

７．レンタル会社の斡旋について 
 

当委員会では模擬店で使用する物品に限りレンタル会社の斡旋を行います。レンタル会社の斡旋は貸出か

ら返却まで責任を持って管理できる団体に限らせていただきます。当委員会が行うのは斡旋であり、無料

貸出ではございません。レンタル物品を破損、紛失された場合は、当委員会は一切の責任を負いません。

全額弁償していただきます。取扱には十分ご注意ください。 

＜申込について＞ 

・大学構内の電源は一切使用できませんので、電源が必要な場合は、発電機をレンタルしてください。 

・レンタルを希望される団体は提出書類中のレンタル物品申込書に必要事項をご記入の上、料金とともに

模擬店出店説明会の際にご提出ください。また、料金は釣銭のないようにお願いいたします。 

・P.15～17の「10.模擬店物品レンタル表」に記載している料金は消費税込の値段です。 

・プロパンガスの使用量は器具によって異なりますので、P.15～17の「10．模擬店物品レンタル表」を参

照して必要量をお申し込みください。 

※一度お申し込みされたレンタル物品の料金は返金いたしかねます。雨天などにより全模擬店が出店中止

となっても料金は返金できません。 

※両日の使用であっても、一日のみの使用であっても、料金は表の通りになります。 

以下のレンタル物品は消費電力が高いため、使用される場合は 1台につき発電機 1 台をお申込みくださ

い。 

 番号 商品名 番号 商品名 

 15 ポップコーン機  23 ホットプレート 

 16 綿菓子機  36 電磁調理器 

 17 肉まん蒸し器  37 電子レンジ 

 19 
ウォータークーラー18L(温水使用

時) 

 38 オーブントースター 

 22 電気ポット 3L 

※上記の物品は消費電力の範囲内に収まっていても、安全のために 1台につき発電機 1台を使用してくだ

さい。 

※貸出時の発電機はガソリン満タンです。ガソリン満タンの状態で約 8時間使用できます。軽油は使用で

きませんのでご注意ください。 

※ガソリンがなくなった場合は、各自で補給してください。ガソリン用携行缶は当委員会が模擬店待機所

（P.14「9．中百舌鳥キャンパス地図」に記載）にて無料貸出いたしますが、数に限りがございます。 

※返却の際は必ずガソリンが満タンの状態で返却するようにしてください。 

 (ガソリンが入る量は、2.6kW発電機は 15L、2.3kW発電機は 9～13L、となっております。) 

＜斡旋するレンタル会社＞      

  ダイキチレントオール 泉北店   堺市中区深井中町 1385-1    

※レンタル会社について記載しておりますがレンタル物品に関するお問い合わせは模擬店受付担当者(岡

村) （表紙または P.13にて連絡先掲載）までご連絡ください。 

※その他調理器具、材料、容器など、P.15～17の「10．模擬店物品レンタル表」のレンタル表に記載して

いない物品に関してやレンタル物品についてご相談などがございましたら、担当者(岡村)までご連絡く

ださい。  
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8. お問い合わせ 
 

 

出店品目、レンタル物品等 

下記項目以外における連絡先 

模擬店受付担当者：岡村
おかむら

 大毅
た い き

 

TEL:080-5348-3859 

MAIL:yukosai.mogiten@gmail.com 

 

模擬店出店説明会 

友好祭当日（雨天・強風時等）における連絡先 

模擬店出店担当者：宮本
みやもと

 了
りょう

輔
すけ

 

TEL：090-6373-5483 

MAIL：同上 

 

両替に関する連絡先 

模擬店財務担当者：中上
なかがみ

 惣
そう

太郎
た ろ う

 

             TEL：080-9476-1997 

            MAIL：同上 

その他各種連絡先 各ページに記載のある各担当者の連絡先 

 

※授業などの都合で、電話に出られないこともございますが、その際は、折り返し連絡いたします。 

※担当者（岡村）以外からご連絡させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。 

 

友好祭本部 

〒599-8531 

大阪府堺市中区学園町 1-1 

大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス B12棟（学生会館）2階 b-209 友好祭実行委員会本部 

TEL 072-254-9987 

 

 

 

※都合により友好祭本部が開室していない場合や、お電話が通じない場合がございます。あらかじめご了承

の上改めてご連絡ください。 

※この手引書は、友好祭 HP（http://www.yuukousai.net/）からもダウンロードできます。 
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9.中百舌鳥キャンパス地図 

 

:模擬店配置場所(変更の可能性あり) 
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10.模擬店物品レンタル表 
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（模擬店物品レンタル表） 
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（模擬店物品レンタル表） 

 

  

模擬店物品レンタル表
番号 商品名 単価(税込) 摘要・小物 プロパンガス・電気使用目安

1 鉄板焼き器・小(76*46㎝) 6,000 コテ②付 約10時間 【5㎏使用時】

2 たこ焼き器　140個(W98*D35*H18㎝) 8,500 ｼﾞｮｳﾛ･ｿｰｽ入れ･ﾊｹ・のり入れ油受け・油引き棒・糸･針②付 約5時間  【5㎏使用時】

3 タイ焼き器　10個　　 11,000 あん入れ・へら・竹串・じょうろ付 約8時間  【5㎏使用時】

4 いか焼き器(W43*D41*H25㎝) 7,800 コテ①、油引き棒・カップ・糸付 約10時間 【5㎏使用時】

5 おでんセット(W54*D36*H18㎝) 7,000 仕切り・フタ付 約17時間 【5㎏使用時】

6 網焼き器(W70*D25*H20㎝) 9,000 山形の鉄カバー③・鉄網・カス受け付 約7時間  【5㎏使用時】

7 3連ガスコンロ 3,000 約10時間 【10㎏使用時】

8 2連ガスコンロ 2,000 約10時間 【5㎏使用時】

9 クレープマシン(鉄板φ40㎝) 6,000 トンボ・ヘラ・油引きセット付 約13時間 【5㎏使用時】

10 フライヤー8L(W36*D41*H36㎝) 8,000 サイドトレー・アミかご・底アミ付　廃油口ノズルあり 約8時間  【5㎏使用時】

11 フライヤー20L(W51*D60*H80㎝) 22,500 フタ、床アミ、サイドトレー、トレー用アミ、油捨て用バケツ、カス取りアミ、すくいアミ付 約6時間  【5kg使用時】

12 回転焼き器　14個(W62*D48.5*H20㎝) 11,000 ｼﾞｮｳﾛ･あん注し･針･あんへら･油ﾂﾎﾞ･油ひき付 約9時間  【5㎏使用時】

13 ベビーカステラ機(W83*D30*H40㎝) 39,800 チャッキリ・ｽｺｯﾌﾟ・針・油引き（糸付き）・油つぼ付 約11時間 【5㎏使用時】

14 焼き芋機(W58.5*D71*H92㎝) 20,250 屋根・ｺﾝﾛ・石（ﾊﾞｹﾂ付）・計量はかり・ｻﾞﾙ付 約10時間 【5㎏使用時】

15 ポップコーン機(W48*D38*H51㎝) 12,500 スコップ・計量カップ付 1100Ｗ(二又厳禁)

16 綿菓子機　 14,000 1200Ｗ(二又厳禁)

17 肉まん蒸し器(W38*D43*H68.7㎝) 15,000 トング①付 900W　(二又厳禁)

18 ウォータ―タンク30L 3,800 お茶・水専用、氷を入れて冷やす

19 ウォータ―クーラー18L 10,800 飲料水、麦茶等、果汁飲料、カルピス可 冷195W/温650W　(二又厳禁)

20 スタンド式アイスBOX(W100*D62*H82㎝) 7,500 スタンド①付

21-① やかん4L 800

21-② やかん6L 800

21-③ やかん9L 800

21-④ やかん10L 800

22 電気ポット3L　　 2,000 700Ｗ　(二又厳禁)

23 ホットプレート 2,300 プラスチックヘラ①付 1200Ｗ～1350Ｗ(二又厳禁)

24 ホットショーケース　 7,800 ｶﾞﾗｽ扉②・ﾚｰﾙ②・ｱﾐ棚②段・棚受⑧・底アミ②付 450Ｗ

25 ポリバケツ45L 600

26 金鍋　直径33㎝ 1,000

27 平鍋　直径45㎝ 2,300

28 平鍋　直径48㎝ 3,000

29 平鍋　直径51㎝ 3,900

30 ずんどう鍋　直径27㎝　深さ25㎝ 2,250

31 ずんどう鍋　直径30㎝　深さ28㎝ 2,500

32 ずんどう鍋　直径33㎝　深さ31㎝ 3,000

33 ずんどう鍋　直径36㎝　深さ34㎝ 3,500

34 ずんどう鍋　直径39㎝　深さ38㎝ 3,750

35 ずんどう鍋　直径45㎝　深さ44㎝ 4,300

36 電磁調理器　 7,800 IH鍋専用 1200W　(二又厳禁)

37 電子レンジ　 3,300 ※オーブン機能なし 100Ｖ900～1000Ｗ(二又厳禁)

38 オーブントースター　 1,500 トレー付 100Ｖ1000Ｗ(二又厳禁)

39 バーベキューセット・小(46*70㎝) 8,100 ハサミ、スコップ付　炭はお客様でご用意下さい。

40 バーベキューセット・大(60*90㎝) 12,600 ハサミ、スコップ付　炭はお客様でご用意下さい。

41 冷凍庫120L(外寸W78*D48*H94㎝) 12,500 115Ｗ

42 冷水ショーケース(外寸W79*D44*H65㎝) 11,250 175Ｗ

43 クーラーBOX100L 4,500

44 クーラーBOX40L 2,300

45 冷蔵ショーケース(W41.5*D46*H140㎝) 11,000 300Ｗ

46 プロパンガス　10kg 6,000 ホース付

47 プロパンガス　5kg 3,000 ホース付

48 発電機2.6Kw　防音 16,000 ガソリン満タン15Ｌ

49 発電機2.3Kw　 8,500 ガソリン満タン9～13Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立大学 友好祭2017年
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11.各種模擬店広告について 

Ⅰ.FMCM作成マニュアル 
友好祭では会場で FM ラジオの放送を行っています。そしてその FM ラジオの番組と番組の間に FMCM を流しています。

FMCMとは会場内で行われている企画や模擬店を宣伝する CMのことです。この FMCMの放送をご希望の方は、下記の手順

に従って原稿の作成等を行っていただきます。なおCM放送をご希望でない場合は提出の必要はございません。 

※雨天時など当委員会がFMラジオの放送を中止した際はFMCMも放送いたしません。ご了承ください。 

 

① FMCM原稿の作成と BGMの用意 

・添付しているFMCM原稿用紙をご使用ください。 

・CM収録参加の希望をお選びください。 

・団体名、模擬店名、責任者名、責任者の連絡先（電話番号、メールアドレス）をご記入ください。 

・CMの長さは15秒～45秒程度で作成お願いいたします。 

・セリフ、効果音（ジャン、ピンポンなど）、BGMをご記入ください。また、BGMは使用箇所もご記入ください。 

・場所は、決まり次第埋められるように、セリフ中に「場所は○○です」のようにご記入ください。 

・BGMをご使用の場合は、ご自身でご用意お願いいたします。その際はMP3またはWAV形式のものをご用意ください。 

・効果音はこちらで準備いたしますが、準備できないものにつきましては担当者から連絡の上、変更していただく場合が

ございます。ご了承ください。 

・効果音、BGMの指定がない場合は無音となります。 

・効果音やBGMはアピールポイントの強調（例：なんと一本（ジャン）○○円です！）や雰囲気作り（明るい、怖そうな

ど）に役立ちますのでご利用をお薦めいたします。 

・実際に放送されているラジオCMを参考に原稿を作成することをお薦めいたします。 

 

② FMCM原稿及び BGMの提出 

・原稿が完成しましたら3枚コピーを取り、全てご提出ください。各団体で控えとして原本を保管しておいてください。 

・下記のメールアドレスに、使用するBGMをお送りください。 

・FMCM原稿及びBGMの締め切り日等につきましては後日担当者から連絡いたします。 

・提出していただいた原稿はFMCM担当者がチェックいたします。チェックに通らなかった場合は担当者から連絡の上、後

日改めて提出していただきます。 

・主にチェックするポイントは、内容が充実しているか、模擬店を行う場所が明記されているかの２点です。 

 

    ③CMの収録 

チェックに通ると、CMの収録を行います。 

・CM収録は大阪府立大学中百舌鳥キャンパスにて行います。 

・CM収録参加を希望される場合は、担当者から連絡の上、収録日時等を相談させていただきます。当日は原稿の控え（原

本）をご持参ください。 

・CM収録参加を希望されない場合は、当委員会の者で収録を代行いたします。 

・CM作りは録音後の編集に時間がかかります。できるだけ早く録音できるようご協力よろしくお願いいたします。 
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Ⅱ.模擬店番組出演者募集 
友好祭実行委員会では友好祭の間、自分たちで作成した FM ラジオ番組を大学構内で放送しています。この

FMラジオ番組の中の 1つで、模擬店の出店者の方を招いて生放送に出演してもらい、模擬店の紹介・宣伝を

行う模擬店紹介番組を放送いたします。私たちは毎年、この模擬店紹介番組を行っており、「緊張したけど

楽しかった」「おかげで完売した」などの感想をいただいています。そこで、今年もこの模擬店紹介番組に

出演してくださる模擬店を募集いたします。 

～出演までの流れ～ 

1. 模擬店番組出演申込用紙に必要事項を記入して、4月 10 日(水)～4 月 24日(水)(※土曜・日曜を除く)に、

提出必須書類と共にキリトリ線以下を切り取って友好祭本部までご提出下さい。 

2. 模擬店番組担当者から、当日の段取りなどの詳細についてご連絡いたします。 

3. 友好祭当日に模擬店紹介番組に出演していただき、宣伝を行っていただきます。 

※詳しい受付場所、時間に関しては本手引書をご参照下さい。 

※なお、応募者多数の場合は、当委員会による厳正なる抽選の上で決定いたします。 

～番組について～ 

出演者：1 店舗につき 1名、模擬店番組担当者と一緒に出演していただきます。 

内 容：ご自身の模擬店について、模擬店番組担当者からいくつかの簡単な質問をするので、 

それに答えていただきます。 

日 時：5月 25日(土) 12:00～12:30 

※出演時間は 10分程度となる予定です。 

※時間は変動する可能性がございます。あらかじめご了承下さい。 

場 所：未定 

 

 

 

 

 

 

模擬店番組出演者提出用紙 

フリガナ    

店名  出店品目  

フリガナ  フリガナ  

責任者名  団体名  

MAIL(携帯)  TEL(携帯)  

※責任者は番組に出演していただく方でお願いいたします。 

※このページを直接切り取らず、コピーして切り取ってください。 

ご不明な点やご相談などございましたら、ご連絡下さい。 

FMCM,模擬店番組担当者: 中
なか

村
むら

 祐
ゆう

貴
き

 

 TEL: 090-7101-6582 

    MAIL: nakamura0623yuuki@gmail.com 

キリトリ 
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Ⅲ.模擬店グランプリ出場店舗募集 

 
                                                       

 

 

 

友好祭実行委員会です!友好祭で出店する模擬店 No.1を決める模擬店グラン

プリを企画しています。見事グランプリ、準グランプリに輝いた店舗には豪華

な賞品もご用意しております! 

･グランプリの決定方法 

(当日までの部) 

 SNSを使って競い合います。選考基準は昨年と同じく、フォトジェニック度です。そこで出店物の紹介宣伝文章･画

像(動画でも可)を作っていただき、当委員会の Twitterで宣伝することができます。(各団体 1ツイートまでとさせて

いただきます。その投稿の｢いいね!｣の数はグランプリを決める得点に加点されます。(5月 25日 18時時点の｢いい

ね!｣の数で判定します。) 

(当日の部)            応募方法は参加フォームにチェックするだけ! 

投票部門 

 来場者の方に｢おすすめ度｣としておすすめしたい店舗にシールを使って投票していただきます。この投票数に応じ

て得点が入ります。また、1日目の投票結果の上位 3位以内に入ると、2日目に｢1日目のおすすめランキング○位でし

た!｣のようなこちらが用意した用紙を模擬店に設置することができます。これでさらに売り上げが盛り上がること間

違いなし!? 

アピールタイム 

 数分のアピールタイムをもうけそこで各模擬店代表者は宣伝することができます。さらなる集客が見込めること間

違いなし!投票数と Twitterの｢いいね!｣の数の合計でグランプリを決定いたします。結果発表は後夜祭で行います。

参加する団体は 1名以上は参加してください。

 

模擬店グランプリに参加することで… 

                   ･模擬店の宣伝になり、売り上げが伸びる 

                   ･豪華賞品が手に入る…などいいことづくめ 

投票と｢いいね!｣でグランプリが決まる! 

ステージ企画について 

 友好祭実行委員会が模擬店グランプリ出場模擬店の出店物をテーマとしたミニステージ企画のことです!来場者の方

に、模擬店賞品をより知っていただくために、模擬店出店物に関係した内容のクイズやゲームを行います。宣伝効果

は抜群です。 

※ステージ企画の景品としてゲームの参加者には模擬店の無料券を配布させて頂きます。枚数は各模擬店 3枚以下ですが当委員会か

らはその分の代金は支払われません。また、ゲームに使用する商品を提供して頂きます。あらかじめご了承ください。このステージ

企画に参加していただけるのは 7団体までです。応募団体が多い場合は当委員会による現世員抽選の上決定させていただきます。ま

た、後夜祭中止時は Twitter で結果発表を行い、景品は後日お渡しします。         

 

         

 

 出場店舗大募集! 

模擬店グランプリ担当者: 伊藤
い と う

祐
ゆう

輔
すけ

 

TEL: 080-9743-3650 

  MAIL: mogigra.58@gmail.com 

 



21 

 

                                                     

12.環境部エコロ助より 
 

エコパッケージ利用のお願い 
 

■こんにちは、環境部エコロ助です！ 

私たち大阪府立大学 環境部エコロ助は、環境問題を身近に感じてもらえるよう、                

できること・気付いたことから、楽しくエコ活動しています。                                                  

学園祭での環境啓発活動、学外での環境教育活動、リリパック回収活動、ゴミ拾いなど、         

幅広い活動を行っています。 

 

■はじめに・・・ 

毎年１回の学園祭で 2500ｋｇ以上のごみ(一世帯 125 日分のごみ量)が出ています。         

エコパッケージを利用したエコ店舗で無駄な容器包装を減らし、環境に配慮した学園祭を実

現しましょう！ 

 

■エコパッケージとは 

先ほども述べたように、毎年１回の学園祭で 2500ｋｇ以上のごみ(一世帯 125 日分のごみ

量)が出ています。そのため、ごみの体積も大変大きくなってしまいます。 

そこで解決策として、出店している店舗が共通の規格のエコパッケージを使用することで、

ごみの集約をしやすくし、ごみの体積を減らす、ということが考えられます。 

そこで全ての店舗を対象とし、指定容器の利用を推奨したいと考えていま

す。 

今年度は以下の 6種類をエコパッケージとして販売いたします。 

・耐熱フードパック 大                

・竹串 18cm  

・舟皿 大 

・紙コップ 白 

・バーガー袋 無地 

・オープンパック 無地 

       

  金額やサイズなどは申込書(p.35)の方でご確認ください。 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%e7%92%b0%e5%a2%83%e9%83%a8%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%ad%e5%8a%a9&FORM=HDRSC2#view=detail&id=7EF62A97F1C64F87177E99764EE66E612CB1FC80&selectedIndex=4
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■エコパッケージのメリット 

① 容器を変更するだけなので手軽！  

② 容器代を削減できるから安い！ 

→エコロ助が一括で大量購入するのでお安く提供することができます！ 

③ 容器をわざわざ買いに行く必要がない！ 

→エコロ助が一括で購入しお渡しします！ 

④  ゴミの体積を減らすことができる！ 

☆今年度の友好祭も昨年に引き続き、エコパケ利用店舗を対象

としたエコ店舗エリアは実施いたしません。あらかじめご了承

ください。 

■エコパッケージに関する注意事項 

・お申し込みの際、容器は１００枚単位でお好きな枚数だけ注文することができます。 

（ただし、こちらの予想限度を大幅に超える場合はご相談させていただくことがあります。） 

・友好祭中に購入していただいた容器がなくなってしまった場合、エコロ助からの追加販売  

は致しません。 

・購入していただいた容器がなくなってしまった場合、各模擬店で追加の購入をお願い致し 

ます。       

＜申込方法＞ 

提出書類の中にある G.エコパッケージ申請用紙に 

ご希望の「エコパッケージ」・団体名等をご記入の上 

友好祭実行委員会本部に提出して下さい。 

・申請自体にお金は一切かかりません。  

・代金の集金は５月 16 日（木）の模擬店出店説明会で行います。 

 お手数ですがお釣りの出ないようにお願いします。 

・何か質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先までご連絡ください。(連絡先は次のページ

に記載) 
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わたしたち環境部
か ん き ょ う ぶ

エコロ助
す け

は、環境
か ん き ょ う

に配慮
は い り ょ

した友好祭をめざして、 

3R(リデュース[ごみの発生
は っ せ い

抑制
よ く せ い

]、リユース[再利用
さ い り よ う

]、リサイクル[再資源化
さ い し げ ん か

]) 

の中のリデュースの観点
か ん て ん

から、エコパッケージを利用したエコ店舗を推奨
す い し ょ う

して

います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

担当者：佐藤
さ と う

 真
ま

緒
お

 
MAIL :  ecoten2019@yahoo.co.jp 

TEL : 080-1421-527 
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13.チャリティー店舗募集要項 

第 58回友好祭実行委員会 

ボランティア・市民活動センターV-station 

 

★はじめに 

第 58回友好祭実行委員会と 

ボランティア・市民活動センターV-station は、 

多くの人が来場する学園祭を通じて 

社会に貢献するため、「CHARITY for...」という 

寄付キャンペーンに取り組みたいと考えています。 

 

出店団体の皆様には、チャリティー活動に 

身近に取り組むきっかけとして、 

「チャリティー店舗」協力のお願いをいたします。 

 

★「チャリティー店舗」とは？ 

「お客さんが商品を買った分だけ寄付につながる（社会に貢献できる）」という仕組みです。 

店舗は、出店品目の内いずれかの商品を『来場者が１つ購入するごとに 10 円が寄付につながる 

“チャリティーメニュー” 』に指定して販売します（＝売上の内 10円分を寄付金に充てます）。 

販売食数に応じて最終的な寄付金額が決定されます。「10円×販売食数＝寄付金額」 

▶全店舗一律の寄付金額を設定することで、キャンペーンとして統一性を生み出すと共に、 

お客さんの購入１回にあたりどれだけの額の寄付になるのかを明示して透明性を確保します。 

 

★寄付金総額の決定・発表 

友好祭終了後、“チャリティーメニュー”が全体で何食売れたのかという成果を集計します。 

すべての寄付金額を合算して、V-station が責任をもって寄付を申し込みます。 

結果は、V-stationのホームページにて６月中に発表予定です。 

URL：http://volunteer.ao.osakafu-u.ac.jp/ 

 

（参考）近年の学園祭における「CHARITY for...」の実績 

 

◎第 69 回白鷺祭 チャリティーメニュー 2611食（寄付先：大阪被害者支援アドボカシーセンター） 

◎第 57 回友好祭 チャリティーメニュー  908食（寄付先：大阪難病センター建設募金） 

◎第 70 回白鷺祭 チャリティーメニュー 1481食（寄付先：「平成 30 年 7月豪雨」災害支援） 
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◆今回の寄付先は・・・ 

日本赤十字社 大阪府支部 
毎年 5月は『赤十字運動月間』です（5月 8日は『世界赤十字デー』）。 

今回の募金は、赤十字の活動資金として大阪府支部に送金され、 

地域での赤十字活動をはじめ様々な人道的活動に役立てられます。 
 
 
 
 
 
 

●国内災害救護 

災害時に必要な救護を迅速に行なうため、訓練や物資の整備、 

人材育成など、常に災害に対応できる体制を作ります。 

災害時には救護班などを派遣し、救護活動を行ないます。 

 
 

●国際活動 

地震やサイクロンの被害を受けた国、 

紛争の影響が色濃く残る国などに職員を派遣し、 

緊急救援や復興支援、保健衛生環境の改善に取り組みます。 

 
 

●血液事業 

病気の治療などで輸血を必要とする人を支えるため、 

献血バス、献血ルーム、血液センターで献血を受け付け、 

安全な血液製剤を 24時間体制で医療機関へ届けます。 

 
 

●救急法等の講習 

とっさの手当てや日常生活における事故防止など、 

健康・安全に関する知識・技術の普及と啓発の活動を 

国内外の各地で行なっています。 

 

以下の４つに加え、地域医療の展開や医師・看護師の派遣を行なう「赤十字病院」、 

赤十字看護教育施設で年間約 1,400名の学生を育成する「看護師等の教育」 

児童福祉施設や高齢者福祉施設など全国 28施設の運営を行なう「社会福祉」 

防災教育や国際人道法の学習を学校教育の中で行なう「青少年赤十字」 

そして「赤十字ボランティア（赤十字奉仕団活動）」などの９つの事業を展開しています。 
 

※出典：日本赤十字社 HP（http://www.jrc.or.jp/activity/） 

連絡先 

大阪府立大学ボランティア・市民活動センターV-station 

                 TEL : 072-254-7484 

MAIL : volunteer_opu@yahoo.co.jp 
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14.提出書類一覧・記入例 
 

 

申込時 

(提出必須) 

(a)模擬店出店申込フォームを使用する場合 

□ 釣銭申請書（B.コピー1枚 + C.申請分の現金） 

□ D.模擬店出店誓約書（押印必須） 

 

(b)全て紙媒体を使用する場合 

□ A.模擬店出店申込書 

□ 釣銭申請書（B.コピー1枚 + C.申請分の現金） 

□ D.模擬店出店誓約書（押印必須） 

□ E.購入先調査表、アレルゲン材料調査表（購入先調査表の下） 

 

(希望者のみ) 

(a)(b)両方  

□ F.FMCM原稿（コピー３枚） 

      模擬店番組出演者提出用紙 

□ G.エコパッケージ申請用紙 

□ H.エコ店舗申込用紙 

□ I.チャリティー店舗募集用紙 

 

模擬店出店説明会時 

(希望者のみ) 

□ レンタル物品申込書（ + レンタル物品料金 ） 

 

・□にチェックを入れて、提出忘れが無いようにご注意ください。 

・提出書類はそれぞれコピーしていただき申し込みの際には原本を提出し、コピーしたものを控えとして大

切に保管しておいてください。ただし、FMCM 原稿はコピーしたものを３枚提出して下さい。模擬店出店申

込フォームをご利用された方はスクリーンショットの保存を行ってください。 

・模擬店で調理行為をする場合は、保健所への提出するメニューや食数、調理場所、調理方法、原材料の購

入先についての届け出が必要になります。当委員会で届け出をいたしますので記入ミス等十分にご注意く

ださい。また、担当者（岡村）に無断で出店品目、使用する食材、食材の購入先等を変更することを禁じ

ます。 

・はっきりと分かりやすくご記入ください。 
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記入不要 
A.模擬店出店申込書  受付日： 

                                                  受付者： 

※注意事項をよく読み、記入例を参照しながらご記入ください。 

ふりがな ゆうこうさいじっこういいんかい ふりがな ひみこもみとめるうまたいこく 

団体名 友好祭実行委員会 店名 卑弥呼も認めるｳﾏﾀｲ国 

責任者 

(学生のみ)   大阪府立  大学   工  学部・学域     1  回生 

ふりがな      ゆうさい   たろう 

TEL(携帯) ○○○―××××―△△△△ 

氏名     友祭太郎 

MAIL(携帯)    ○×△＠docomo.ne.jp 

連絡可能時間帯     18:00 ～ 21:00 

住所 〒 599-8531 

     大阪府堺市中区学園町１－１ 
 

(学生のみ)   大阪府立  大学   工  学部・学域    1  回生 

ふりがな      ゆうこう   はなこ 
TEL(携帯) △△△―××××―○○○○ 

氏名     友好花子 

MAIL (携帯)    △×○＠ezweb.ne.jp 

連絡可能時間帯     10:00 ～ 11:00 , 16:00 ～ 19:00 

住所 〒 583-8555 

     大阪府羽曳野市羽曳野３－７－１０ 

出店日時 
出店を希望する日を○で囲んでください。 

① 両日     ② 5月 25日(土)のみ      ③ 5 月 26日(日)のみ 

物品貸出 
必要なものには個数をご記入ください。※長机は 1脚、分離机・分離椅子はそれぞれ 2脚までです。  

長机(  1  )脚     分離机(  2  )脚  分離椅子(  2  )脚 

準備日 
希望する準備日を○で囲んでください。 

➀ 5月 24日(金)   ② 5月 25日(土)   ③ 5月 26(日) 

 

 

品目： タイ焼き             1日の取扱量(予定)：   500   食 

材料： 卵、砂糖、小麦粉、ベーキングパウダー、サラダ油、あんこ  

使用する調理器具： レンタル物品：3.タイ焼き器、46.プロパンガス 10kg 

レンタル物品以外： トング 

後夜祭模擬店 1、参加    2、不参加 模擬店グランプリ 1、参加       ２、不参加 

チャリティー店舗       1、参加    2、不参加 ステージ 1、参加       2、不参加 

エコ店舗    1、参加    2、不参加 中止の際の釣銭返却 1.紙幣       ２、硬貨 

※責任者と副責任者は必ずどちらもご記入ください。 

※店名は全角で最大 10 字(半角で最大 20字)までです。 

※団体名・店名については、全角・半角の指定がない場合は、こちらで決めさせていただきます。 

※申込書等の個人情報につきましては、当委員会で厳重に管理させていただきます。 

※レンタル物品を使用される出店者様はレンタル物品申込書もご記入ください。 

※エコパッケージ使用を希望される出店者様はエコパッケージ申請用紙もご記入ください 

模擬店グランプリ参加者はステージ企画への参加不参加もお選

びください。 

副責任者 

P.5の「③ 模擬店の準

備」を参照してください。 

連絡が取りやすいよう携帯の 

アドレスでお願いします 

出店品目 
p.15～17の模擬店物品レンタル

表を参照し、ご記入ください。 

記入例 
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受付日： 

                                               受付者： 

                                                                         

B.釣銭申込書 

Ⅰ. 団体名、店名、責任者名をお書きください。 

団体名（ 友好祭実行委員会 ） 店名（ 卑弥呼も認めるｳﾏﾀｲ国 ）  

責任者名（   友祭太郎   ） 

 

Ⅱ. どれか１つを選び、数字を丸で囲んでください。 

➀ 100円玉を 100枚、50円玉を 100枚 

➁ 100円玉を 100枚、50円玉を 100枚 ＋追加 

➂ 100円玉を 100枚、500円玉を 10枚 

➃ 100円玉を 100枚、500円玉を 10枚 ＋追加 

 

Ⅲ. ➁か➃を選んだ方は下の空欄にご希望の枚数と金額をご記入ください。 

 

10円玉 （  50×  1    ）枚 （    500   ）円分 

50円玉  （  50×  1    ）枚 （   2500   ）円分 

100円玉  （  50×  2    ）枚 （   10000  ）円分 

500円玉  （  50×  0    ）枚 （          ）円分 

  合計   （   50×   4   ）枚     （   13000  ）円 

 

Ⅳ. ⅡとⅢで選択していただいた金額の合計をご記入ください。 

           28000     円 

 

注意事項 

※Ⅱの項目はどれか 1つを必ずお選びください。 

※追加の両替は 50 枚単位になります。 

※受付の際に、提出していただくお金はⅣでご記入された金額通りにお願いします。 

※コピーしてからご提出ください。 

 

 

 

 

 

➀、➂を選んだ追加の両替

をご希望でない方はⅡの１５

０００円だけご記入下さい 

50枚を希望される場合は

1、100枚を希望される場合

は 2 というふうにご記入くださ

い 

記入不要 

記入例 
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F.FMCM 原稿 
 

記入例を参照しながらご記入ください。 

 

CM収録の参加 （ １．希望する ・  ２．希望しない ) 

 

時間 セリフ BGM 効果音など 

  「フライングゲット」  

5 秒 A「あんこたっぷりで！」 （AKB48）サビの部分  

 B「あんこたっぷりで？」   

10 秒 A「皮はもっちもちの！」   

 B「皮はもっちもちの？」   

15 秒 A「絶品たい焼きが   

 なななんと、たったの 100円！」  キラーン 

20 秒 B「ひゃ…100 円？！」   

 A「じゃあ、いつ買うか…？   

25 秒 …今でしょ！」 

 

 

 B「卑弥呼も認めるウマタイ国！   

30 秒 ○○で営業中！   

 是非お越しください！」   

35 秒 A「今でしょ！」   

 B「もうええから！」   

40 秒    

    

45 秒    

    

 

団 体 名
（ふりがな）

：友好祭実行委員会
ゆうこうさいじっこういいんかい

 

店 名
（ふりがな）

：卑弥呼
ひ み こ

も認
みと

めるウマタイ国
こく

 

責任者名
（ふりがな）

：友
ゆう

祭
さい

 太郎
た ろ う

 

連絡先（TEL）：090-○○○○-△△△△ 

連絡先（MAIL）：×××@docomo.ne.jp 

 

 

記入例 

どちらか希望する方に○をつけてください 

左の欄の秒数に合わせて、２行につき５秒で 

話せる文字数（最大３０文字程度）に収めてください 
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A.模擬店出店申込書 

※注意事項をお読みになり、記入例を参照しながらご記入ください。 

ふりがな  ふりがな  

団体名  店名  

責任者 

(学生のみ)           大学                 学部・学域           回生 

ふりがな  

TEL(携帯) 
氏名 

MAIL(携帯) 

連絡可能時間帯 

住所 〒 

 

(学生のみ)           大学                  学部・学域          回生 

ふりがな 

TEL(携帯) 
氏名 

MAIL(携帯) 

連絡可能時間帯 

住所 〒 

出店日時 
出店を希望する日を○で囲んでください。 

➀ 両日    ② 5月 25日(土)のみ   ③ 5 月 26 日(日)のみ 

物品貸出 
必要なものには個数をご記入ください。※長机は 1脚、分離机・分離椅子はそれぞれ 2脚までです。 

長机(     )脚     分離机(     )脚  分離椅子(     )脚 

準備日 
希望する準備日を○で囲んでください。 

➀ 5 月 24 日(金)   ② 5 月 25日(土)   ③ 5月 26日(日) 

 

 

品目：                                1日の取扱量(予定)：       食  

材料： 

使用する調理器具 レンタル物品： 

         レンタル物品以外: 

後夜祭模擬店 1、参加    2、不参加 模擬店グランプリ 1、参加    2、不参加 

チャリティー店舗     1、参加    2、不参加 ステージ 1、参加    2、不参加 

エコ店舗     1、参加    2、不参加 中止の際の釣銭返却 1、紙幣    ２、硬貨 

※責任者と副責任者は必ずどちらもご記入ください。 

※店名は全角で最大 10字(半角で最大 20字)までです。 

※団体名・店名については、全角・半角の指定がない場合は、こちらで決めさせていただきます。 

※申込書等の個人情報につきましては、当委員会で厳重に管理させていただきます。 

※レンタル物品を使用される出店者様はレンタル物品申込書もご記入ください。 

※エコパッケージ使用を希望される出店者様はエコパッケージ申請用紙もご記入ください。 

 

副責任者 

出店品目 

受付日： 

受付者： 
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       B.釣銭申請書          受付日： 

                             受付者： 

I.  団体名、店名、責任者名をお書きください。 

団体名（                ） 店名（              ）  

責任者名（             ） 

 

II.  どれか１つをご選択ください。 

➀ 100円玉を 100枚、50円玉を 100枚 

➁ 100円玉を 100枚、50円玉を 100枚＋追加 

➂ 100円玉を 100枚、500円玉を 10枚 

➃ 100円玉を 100枚、500円玉を 10枚＋追加 

 

III.  ➁か➃を選んだ方は下の空欄にご希望の枚数と金額をご記入ください。 

 

10円玉  （   50×      ）枚  （           ）円分 

50円玉  （   50×      ）枚  （           ）円分 

100円玉 （   50×      ）枚  （           ）円分 

500円玉 （   50×      ）枚  （           ）円分 

 合計 （   50× ）枚     （           ）円 

 

IV.  ⅡとⅢで選択していただいた金額の合計をご記入ください。 

 

                    円 

 

注意事項 

※Ⅱの項目はどれか 1つを必ずお選びください。 

※追加の両替は 50 枚単位になります。 

※受付の際に、提出していただくお金はⅣでご記入された金額通りにお願いします。 

※コピーしてからご提出ください。 
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第 58回友好祭実行委員会 宛                     

 

 

2019年  月  日 

D.模擬店出店誓約書 
 

 

模擬店の出店に当たり、以下のことを誓約します。 

 

 

一、第 58回友好祭実行委員会のいかなる指示にも必ず従います。 

一、使用した物品、備品の破損、紛失に関して全責任を負います。 

一、大学構内の物品、備品および電源を無断で使用しません。 

一、出店終了後は責任を持って、速やかに清掃、後片付けを行います。 

一、アルコール飲料(ノンアルコールも含む)の持ち込み、販売、提供はしません。 

一、食品の取り扱いには十分に注意します。 

一、事故・盗難等が起こった場合は、全責任を負います。 

一、友好祭の紹介に写真を利用する際、肖像権の利用を承諾します。 

一、模擬店の紹介に店舗名・出店団体名が使用されることを承諾します。 

一、近隣店舗での釣銭の両替は行いません。 

一、その他、配布資料内の禁止事項を遵守します。 

一、責任者は、団体に責任をもって以上の項目を遵守させます。 

 

 

 

以上の事項に反した場合は、第 58回友好祭実行委員会の定めるいかなる措置も受けることを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

受付日： 

受付者： 

団体名 

店名 

責任者名 ㊞ 
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E.購入先・アレルゲン材料調査表 
 

※使用する食品名とその食品の購入先をご記入ください。（P.11「5.購入先調査について」をご参照くださ

い） 

 

   

※使用する食品名とアレルゲン材料をご記入ください。（P.11「6.アレルゲン材料調査について」をご参照

ください） 

 

 

※万一変更がある場合は必ず担当者（岡村）までご連絡ください。 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

食品名 購入先 食品名 購入先 

(例)       卵 スーパー〇〇なかもず店   

    

    

    

    

    

    

食品名 アレルゲン材料 食品名 アレルゲン材料 

（例）  うどん 小麦   

    

    

    

    

    

団 体 名 

 

店 名  

 

責任者名 
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F.FMCM 原稿 
  

記入例を参照しながらご記入ください(コピーを３枚用意してください) 

 

CM収録の参加 （ １．希望する  ・  ２．希望しない ） 

 

時間 セリフ BGM 効果音など 

      

5 秒    

    

10 秒    

    

15 秒    

    

20 秒    

    

25 秒    

    

30 秒    

    

35 秒    

    

40 秒    

    

45 秒    

    

 

 

団 体 名
（ふりがな）

： 

店 名
（ふりがな）

： 

責任者名
（ふりがな）

： 

 

連絡先（TEL）： 

 

連絡先（MAIL）： 
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G.エコパッケージ申請用紙 
  ＊別紙のエコパッケージ募集要項をご覧の上ご記入ください。 

＊丁寧な字で、全ての欄に記入してください。 

■エコパッケージ一覧 

 

 
■エコパッケージの利用をご希望の模擬店の方は下の空欄へ記入、該当するものに○をお願いします。                                                

■提出後、出店説明会の日までに連絡いたします。何かご不明な点・相談等ございましたら、環

境部エコロ助までお気軽にご連絡ください。(連絡先は P.23 に記載) 
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H.エコ店舗申請用紙 
主催：環境部エコロ助  

＊別紙のエコ店舗募集要項(p.23)をご覧の上ご記入ください。  

＊丁寧な字で、全ての欄に記入してください。  

☆今年度は例年行っていたリユース食器は実施いたしません。あらかじめご了承ください。  

  

■エコ店舗認定ご希望の模擬店の方は下の空欄へ記入、該当するものに○をお願いします。  

・団体名      ［                             ］        

・代表者名     [                           ］ 

・携帯番号    ［                         ］       

・メールアドレス［                        ］（連絡がとれるアドレス）  

・模擬店名     [                            ]        

・出店日       ［  5/25(土) ・ 26(日) ］  

  

■エコパッケージ採用に当たって、販売する料理名とゴミ削減への工夫点をご記入ください。   

料理名            ［                            ］  

ゴミ削減への工夫点 

(                   ) 

                                       

（例） 料理名[チュロス]  

工夫(紙コップに入れて販売するのではなく紙に包んで販売することで容器包装ごみを 削

減している) 

料理名［たこせん］  

工夫点(たこ焼きを容器に入れるのではなく、えびせんに乗せることで、容器ゴミを減ら 

します。)  

  

※詳細はエコ店舗募集要項をご覧ください。 

 ※後日、個別に連絡して詳細を連絡させていただきますので、メールアドレスに間違いのないよ

うに、 見やすいご記入のほどよろしくお願いします。  

  

  

■提出後、エコ店舗に認定されたかどうかを、４月末までに連絡いたします。 何かご不明な

点・相談等ございましたら、環境部エコロ助までお気軽にご連絡ください。(連絡先は p.23 に記

載)  

  

  



37 

 

 

 

I.チャリティー店舗募集用紙 
 

団体名  

店名  

出店日 

（○をしてください） 
5/25（土） ・ 5/26（日） 

責任者名  

学域・学類・学年  

電話番号  

メールアドレス  

チャリティーメニュー 

に指定する商品 
 

団体名の掲載 
団体名を周知ポスターや HPの 

「協力団体一覧」に掲載してよろしいですか？  はい・いいえ 
 

 

 

★チャリティー店舗 申込方法 

希望する出店団体は、「チャリティー店舗 申込書（本紙）」に必要事項を記入して、 

模擬店出店申込時に 友好祭実行委員会本部に持参し提出してください。 

～その後の大まかな流れ～ 

① メール連絡にて、出店当日に関する案内を行います。 

② 出店初日の朝、店頭に掲示する「チャリティー店舗認定証」をお渡しします。 

③ 出店終了後、チャリティーメニューの販売食数をご報告ください。 

    ④ 寄付金(封筒)をご持参いただき、その際に認定証も返却してすべて終了です。 
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レンタル物品申込書(提出用) 

ふりがな 

団体名 

 ふりがな 

店名 

 

ふりがな 

責任者名      

 

レンタル物品名 
税込単価 

(円) 
個数 

税込単価×個数 

(円) 

 

    合計金額 

    
￥         

    

     

レンタル物品申込書(出店者様控え) 

ふりがな 

団体名 

 ふりがな 

店名 

 

ふりがな 

責任者名 

 

レンタル物品名 
税込単価 

(円) 
個数 

税込単価×個数 

(円) 

 

    合計金額 

    
￥         

    

     

※記入例を参照しながら、すべて記入して、5月 16日(木)の模擬店出店説明会の際にお持ちください。 

※料金はできるだけ釣銭のないようにお願いいたします。 

※この控えは大切に保管しておいてください。 

 

 

ふりがな 

団体名 

ゆうこうさいじっこういいんかい 

友好祭実行委員会  

ふりがな 

店名 

ひみこもみとめるうまたいこく 

卑 弥 呼 も 認 め る ｳﾏﾀ ｲ国 

ふりがな 

責任者名 

ゆうさい たろう 

友祭 太郎 

レンタル物品名 
税込単価 

(円) 
個数 

税込単価×個数 

(円) 

 

タイ焼き器 10 個 11,000 1 11,000 合計金額 

プロパンガス  10kg 6,000 1 6,000 
￥  17,000        

記入例 
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