
 
 

 
 
 

出店説明会  
 

7 月 3 日(月), 7 月 7 日(金)実施 

同志社クローバー祭 出店班 
 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AncrSflZ&id=5E94DF1DAC5B031CF2A0201C7738CDAEA1FDF69A&thid=OIP.AncrSflZzxLELTCP7L76GQETEs&q=%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc&simid=608003285670954822&selectedIndex=6


2 
 

 

目次 

同志社クローバー祭って？  -WHAT IS CLOVER FES?- ......................... p3 

クローバー祭開催日時  -WHEN IS CLOVER FES?- .............................. p3 

出店される方の当日スケジュール-THE DAY’S SCHEDULE- .................... p4 

出店することができる方-WHO CAN ENTRY- ...................................... p4 

出店形態について-WHAT DO YOU SELL- .......................................... p5 

出店企画参加団体募集中！！！-LET’S JOIN US!!!- .............................. p6 

出店料金-HOW MUCH MONEY NEED IT- ......................................... p8 

保菌検査のお願い-MUST TO DO- .................................................. p10 

出店に関する情報-INFORMATION- ................................................ p11 

出店申請方法-HOW TO ENTRY- .................................................... p14 

出店に関する Q&A ..................................................................... p15 

 

 



3 
 

同志社クローバー祭って？  -WHAT IS CLOVER FES?- 

同志社クローバー祭は、毎年京田辺キャンパスで行われる学園祭で、学生

主体、地域交流、福島親交の 3 本柱を軸に、運営されています。京田辺キャ

ンパスと今までキャンパスを支えてくださった方々への感謝の気持ちを込め

て今年も皆様と一緒に祭りを盛り上げていきます！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クローバー祭開催日時  -WHEN IS CLOVER FES?- 

場所 同志社大学京田辺キャンパス 

日時 2017 年 11 月 4 日（土）  12:30〜19:00 

       11 月 5 日（日）    9:00〜17:00 
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出店される方の当日スケジュール-THE DAY’S SCHEDULE- 

! CAUTION ! 教室出店の団体は時間が異なります！ 
11 月 4 日(土)      11 月 5 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目の教室出店は 12:30 準備開始、13:30 販売開始です。 

上記の時間外に開店受付等を行いたい方は、登録フォーム・申請用紙の備考

欄またはメールにてスタッフまでお知らせください 

 

出店することができる方-WHO CAN ENTRY- 

出店者の半数以上が下記の 3 種類の出店区分に属する方。 

① 学  生 
同志社大学•同志社女子大学の学生である団体。 

② 他大学生 
同志社大学•同志社女子大学以外の学生である団体。 

③ 一  般 
大学生ではない団体。 

ただし、出店業・飲食業を営んでいらっしゃる方の出店は共同出店も含め、お

断りしております。 

同志社クローバー祭ではルールをきちんと守ってくださる方、信頼できる方

を優先的に出店させていただいております。上記の条件を満たすことのできな

い方の出店はお断りしております。 

10:00 開店受付開始 

11:30 調理開始 

12:00 販売開始 

18:30 調理終了 

19:00 販売終了 

閉店受付開始 

7:00 開店受付開始 

8:30 調理開始 

9:00 販売開始 

16:30 調理終了 

17:00 販売終了 

閉店受付開始 
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出店形態について-WHAT DO YOU SELL- 

同志社クローバー祭では 3 種類の出店形態で出店していただけます。 

① 模擬店 
食べ物・飲み物を売るお店です。屋外でのテントなどでの出店となります。 
例)焼きおにぎり・唐揚げ・たこ焼きなど 
 

② マーケット 

食べ物・飲み物以外を売るお店です。企画参加の場合は知真 2 号館での出

店、不参加の場合は屋外でのテントなどでの出店となります。 
例)ブレスレット・ポストカードなど 
 

③ 教 室 出 店(教室販売,教室喫茶,教室展示) 
知真館 1 号館の 1 階,2 階の教室での出店になります。 
喫茶：飲食物の販売 
展示：各団体の用意した物を展示 
販売：食べ物以外の販売 

教室出店に関する注意点 

・教室出店は同志社大学生・同志社女子大学生のみ出店できます。 

・喫茶での出店の場合のみ飲食物の提供を許可しております。 

・教室での調理活動は禁止しておりますが、お茶を入れる等の目的でお湯を沸

かすことや、事前に調理したものを販売することは可能です。 

・模擬店、教室出店（喫茶）で出店する場合は、保菌検査が必要です。（詳細

は P.10 参照） 

不明な点がございましたらお気軽にスタッフにお尋ねください。 
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出店企画参加団体募集中！！！-LET’S JOIN US!!!- 

★ストリート企画 

「今日、田辺変わります！」 
交隣館前にイベント専用のブースを設置し、ブース内の出店団体でコンテス

トを行います。結果発表は祭り当日に行われ、コンテスト優勝団体には

Amazon ギフト券 10000 円分を贈呈します!（2 位、3 位入賞団体にも景品

があります！） 

また、エリアの関係上、出店団体の上限を“12 団体まで”とさせていただ

きます。応募数が 12 団体を超えた場合、公平かつ厳正なる抽選の下で出店団

体を決定いたします。 

 

<参加条件> 
下記の参加条件をすべて満たすことが条件となります。 

料理 

来場者が SNS に写真を投稿したくなり、それを見た人がいいね！を押した

くなるような料理を作ってください。 

仮装 

各店舗、最低 1 名の売り子が仮装することが必要です。来場者の目を引くよ

うな派手でカラフルな仮装をお願いします。調理される方が仮装をされる場合

には衛生面には必ず注意して仮装してください。 

装飾 

出店団体ごとに、テントに装飾を施してください。特に規制はありませんが、

風で飛ばされたり壊れたりするようなものや、テントを汚すような装飾、過度

な装飾はやめてください 
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★マーケット企画 

 おいでよ！みつばとの森 

～あなたの欲しいがきっと見つかる～ 

マーケットで出店を希望する全ての団体がマーケット企画に参加できます。 

一つの大教室にマーケット企画参加団体にまとまって出店していただき、来

場者向けにスタンプラリーを行い、スタンプの数や購入金額に応じて抽選企画

に参加できるという企画です。 

  

この企画に参加するメリット 

・大教室の出店なので来場者が集まりやすい。 

・屋内で出店できるので雨風を気にせず出店できる。 

・普段使用できない教室で出店できる。 

・スタンプラリー企画があるので売上 UP が見込める。 

・教室出店料金でマーケットとして出店できるため、出店料金が安くなる

（P.8,9 参照） 

 

また、参加する場合は企画運営のため、スタンプを押すことと購入金額を台紙

に書くことにご協力をお願いします。 
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出店料金-HOW MUCH MONEY NEED IT- 

• 模擬店 

 学生 他大学生 一般 

基本料金 2,500円×ブース数 3,500円×ブース数 5,000円×ブース数 

保菌検査代 200円×人数 

電気代 1,500円×コンセント数 

ガスコンロ代 (4,600×コンロ数)円 (5,600×コンロ数)円 

保証金 5,000円 

 

※色つきの欄の料金は必須です！ 

※1日だけの出店でも 2日間の出店でも料金は変わりません！ 

※ブースの広さはテント半分の広さ(間口 1.8 M×奥行 2.7 M)です。 

 テント 1つでブース 2つ分となります。 

※個人で所有しているテント・発電機・ガスボンベの持ち込みはやめて

ください。 

• マーケット 

 学生 他大学生 一般 

基本料金 1,000円 1,500円 2,000円 

テント代 2,000円×ブース数 

電気代 1,000円×コンセント数 

保証金 5,000円 

※色つきの欄の料金は必須です。 

※テント(間口 2.0 M×奥行 2.5 M)は各自持ち込み可能です。 
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• 教室出店 

 販売 展示 喫茶 

基本料金 1,000円 無料 1,000円 

保菌検査代   200円×人数分 

電気代 無料 

保証金 5,000円 

※色つきの欄の料金は必須です！ 

電気ワット数について 

模擬店、マーケットは 2,800Wまで、教室出店は 1,800Wまで利用できます。

同志社クローバー祭では外部業者の方によってテント・発電機の設営を行って

おります。申請量以上の電気を使用されると発電機トラブルにより電気が使用

できなくなってしまう場合があり、他団体・来場者に迷惑・危険が及ぶ可能性

があります。絶対に申請量以上の電気を使用しないでください。 

 

テントの大きさについて  

<模擬店>      <マーケット> 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥行 2.7M 

間口 1.8M 

奥行 2.5M 

間口 2.0M 
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保証金制度について 

同志社クローバー祭では祭りの円滑な運営のために事前に保証金(5,000 円)
をお預かりしております。祭り期間中、ルールを遵守していただいた団体には

全額返金させていただきますが、スタッフが違反行動を見つけた場合は規定の

金額を保証金から引かせていただきます。 

保証金の振り込みは出店料金とまとめてお支払いしていただきます。 

保証金の返金は、クローバー祭終了後に同志社大学京田辺キャンパスにて行

います。振り込みでの返金を希望される方はスタッフまでご連絡ください。学

生団体の方への振り込みでの返金は行っておりません。 

詳細の説明は 10 月頃に開催する出店直前説明会にて行います。 

 

保菌検査のお願い-MUST TO DO- 

クローバー祭では食べ物・飲み物を調理・販売する方全員に必ず保菌検査

(検便)を行っていただいております。これは労働安全衛生法により定められて

おり、保菌検査を行わない方の出店は許可することができません。 

保菌検査に合格された方のみに食品を取り扱っていただきます。また、その

証明として写真付きの食品取扱者証を祭り当日に配布いたします。祭り当日に

は必ず見えるところに身に着けておいてください。 

食中毒などが発生した場合、すべて出店者の責任となります。食中毒等の予

防のために手洗いなどを必ず行ってください。 

検便キットは 10 月頃に開催する出店直前説明会にて配布いたします。団体

の人数が多い方や今出川校地のメンバーがいる団体には事前配布をお勧めして

おります。事前配布を希望される団体はスタッフまでお知らせください。 
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出店に関する情報-INFORMATION- 

① 荷物預かり所 
出店時間外に出店位置に机・椅子以外の荷物を放置することは防犯・衛

生上、禁止しております。 
荷物預かり所では、夜間の食品・貴重品以外のお荷物をお預かりしてお

ります。 
詳細説明は 10 月頃に出店直前説明会にて行います。 
 

 
② 車両入構許可証 

出店者の方に限り荷物搬入目的での大学への車両入構を認めております。

その際は『車両入構許可証』が必要となります。必要な方は登録フォー

ム・申請用紙にてスタッフまでおしらせください。 
荷物を運ぶ目的以外で、車両を大学内に入れることはできません。 
詳細説明は 10 月頃に出店直前説明会にて行います。 
 
 

③ 宅配サービス 
出店に必要な荷物をクローバー祭前日の 11 月 3 日(金)着に郵送していた

だき、11 月 4 日(土)の開店受付時にお渡しすることができます。 

ご利用の方は登録フォーム・申請用紙の備考欄にてスタッフまでおしら

せください。 
詳細説明は 10 月頃に出店直前説明会にて行います。 
 

 
④ ポスター掲示 

同志社大学の京田辺キャンパス・今出川キャンパスに 1 団体につき 10 枚

までポスターを掲示することができます。 
サイズ等の詳細説明は 10 月頃に出店直前説明会にて行います。 
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⑤ 貸し出し備品 
・耐熱ボード 
  耐熱効果のある白い板です。 

コンロを使用する団体はコンロ 1 つあた

り 1 枚を必ず貸し出します。 
 ※破損・落書きなどがありましたら弁償して

いただきます。 
 
・机椅子 
 貸し出し個数に関わらず一律 500 円です。 
 長机 (縦 40cm×横 180cm) 

 長椅子(縦 30cm×横 170cm) 
※特に個数の指定がなければ机 1 台、椅子 2

脚を貸し出しいたします。 
個数を変更される場合は登録フォーム・申請用紙の備考欄にてスタッフ

までおしらせください。 
※貸出し場所からの運搬は基本的に出店者各自で行っていただきます。 

※破損・落書きなどがありましたら弁償していただきます。 
貸し出し場所等詳細説明は 10 月頃の出店直前説明会にて行います。 
 

・ガスコンロ 
右図と同じものを貸し出しいたします。

貸し出し可能なものはコンロのみですので、

鉄板などの調理器具は各自でご用意くださ

い。 
※設置・片付けは業者が行います。 

※持参はお断りしております。 
※破損等がありましたら弁償していただきます。 
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・電気 
使用ワット数・使用器具を正確に申請してください。申請していない

器具の使用があった場合罰則を与える場合があります。 
同志社クローバー祭では外部業者の方によってテント・発電機の設営

を行っております。申請量以上の電気を使用されると発電機トラブルに

より電気が使用できなくなってしまう場合があり、他団体・来場者に迷

惑・危険が及ぶ可能性があります。絶対に申請量以上の電気を使用しな

いでください。 
※申請可能なワット数は P.8 を参照してください。 

※私物の発電機の持参は禁止しております。 
※暖房器具や携帯の充電などの使用は禁止しております。 
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出店申請方法-HOW TO ENTRY- 

出店申請書類最終締め切り 8 月 21 日(月)17 時まで！！ 
 

 

① 出店申込み 
・下記のいずれかで申し込みしてください。 
【A】 Web 登録フォーム 

1. 同志社クローバー祭の HP の”登録フォーム”に入力し送信。 
団体名・店舗名・出店内容はパンフレットに記載されます。 

2. 自動送信メールが送信されます。登録内容に誤りがあったり、自動

送信メールが届かない場合は次ページのお問合せにご連絡ください。 

【B】FAX での申し込み 

   HP からダウンロードした書類または、出店説明会で配布した書類に

必要事項を記入の上 FAX で送信してください 

② 出店料金振り込み 

出店仮確定メールが届いてから振り込み期日までに出店料金を指定の口

座に振り込んでください。出店料金のご入金が確認でき次第、受付完了で

す。 
※期日までに入金が確認できない場合は出店取り消しとさせていただきま

す。 

振り込み期日は 9 月 6 日(水)です。 
 

③ 出店直前説明会への出席 
10 月頃に出店直前説明会を開催いたします。説明会では出店位置の通知、

出店マニュアルおよび車両入構許可証・保菌検査キットを配布いたします。

必ずご参加くださいますようお願いいたします。日程等のご案内はご登録

いただいたメールアドレスにさせていただきます。 

出店申込み
出店料金

振り込み

出店直前

説明会
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出店に関する Q＆A 

 

〈出店申し込み〉 

Q1 出店審査はありますか？  

  あります。エントリー内容が出店規約に違反していないか、また前回出店時やエ

ントリーの際にルール違反があったかなどを審査させていただきます。 

  

Q2 写真の使用目的はどういったものですか？写真が無いと応募できませんか？ 

  写真は各種広報物（チラシ、ポスターなど）に使用させていただくため、出店内

容がわかりやすい写真・画像を提出してください。保存形式は、JPEG(10MB以内)で

お願い致します。なお、 写真が無くても応募することはできます。 

 

Q3 共同で出店することは可能ですか？ 

はい、できます。共同で出店される方は、エントリーフォームの備考欄に共同出

店者名、共同出店者の販売詳細内容をご記載ください。なお、共同出店される場合

も出店名は一つとさせていただき、出店マニュアルなどの配布も代表者のみに限ら

せていただきます。共同出店においても、出店業を正業としている方の受付はいた

しかねますので予めご了承下さい。 

 

Q4 1日だけ申し込むことはできますか？ 

  原則として、出店料金は 2日間分お支払いいただきます。ただし、販売時間につ

いては各団体に委ねられます。片付け等の問題もありますので、通常の営業時間と

は異なる形態で出店する場合は、エントリーフォームの備考欄へのご記入をお願い

します。 
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〈出店全般について〉 

Q6 ブースって何ですか？ 

ブースとは出店スペースのことです。 

販売品・備品を定められた区画内に収めてください。またブース区画を超えての

営業活動などはご遠慮ください。 

 

Q7 出店する場所の指定はできませんか？ 

   出店場所についての要望はお受けできませんので、ご了承下さい。当事者間で同

意が得られた場合でも、出店場所の無断交代および変更は禁止します。 

 

Q8 模擬店は屋外ですか？ 

   屋外と屋内(教室出店)がありますが、屋内は同志社大生、同志社女子大生のみ出

店可能となりますので、ご了承ください。 

 

Q9 出店名はどこに表示されますか？ 

   祭り当日に出店番号、団体名、店舗名を印字し、ラミネートしたものをお配りい

たします。テントの外から見える位置に貼ってください。それ以外でものをご用意

いただくことも可能です。その際は貸し出しテントを破損しないようにしてくださ

い。 

なお、申請していただいた出店名はパンフレットおよび公式 HP に記載されます。

申請申込締め切り後に店舗名、団体名を変更することはできませんので、ご了承く

ださい。 

 

Q10 備品は借りられますか？ 

  はい。詳細については、本資料の出店に関する情報(p10)をご確認ください。 
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Q11 備品の持ち込みに制約はありますか？ 

    特に制約はありませんが、ガスボンベ・発電機の持参はできません。また、駐

車場から出店場所までは距離があります（徒歩 5分程度、高低差あり）のでお気

をつけください。なお、車両によるブース近辺への運搬はできません。数量限定

での台車の貸し出しを行っております。 

 

Q12 出店者専用駐車場はありますか？ 

クローバー祭開催期間中（11/4～11/5）大学構内に、出店者専用駐車場を設け

ます。駐車場のご利用を希望される方は、エントリーフォームで「駐車場を利用

する」を選択してください。1店舗あたり 1台限りとさせていただきます。出店

直前説明会以降の申し込みは受付け致しかねますので、ご了承ください。  

 

Q13 会場内でチラシの配布はできますか？ 

    チラシ配布などの宣伝活動は、必ずブース内で行ってください。ブース外での

チラシ・食料品の配布は禁止しています。手持ち看板での宣伝活動ならばブース

外でも可能ですが、必ず来場者の迷惑にならないようにお願いいたします。 

 

Q14 ブース内で音楽を流すことは可能ですか？ 

両隣の出店団体に了承を得た上で、音楽を流すことはできます。祭り当日にス

タッフが見回りを行いますので、音量については指示に従うようお願いします。

電気を使用する場合は電気使用申請が必要ですので、ご注意ください。 

 

Q15 1 日目と 2 日目の間に荷物を預けられますか？ 

はい。荷物預り所で保管を致します。(食品・貴重品の保管は不可) 
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Q16 荷物預かり所に食品を置くことはできますか？ 

できません。食品（調味料・粉類を含む）が発見された場合は、直ちにスタッ

フが処分しますので、ご了承ください。 

 

Q17 販売するものに規定はありますか？ 

基本的に模擬店では飲食物、マーケットでは雑貨販売やサービス提供など、飲

食物以外のものを販売していただきます。お酒の販売は禁止です。料理酒の使用

はかまいませんが、チョコレートボンボンなどアルコール分の含まれるものの販

売は禁止とします。ご相談等ありましたらお気軽にお問合わせください。 

 

Q18 事前の広報で、自分たちでビラ配りをすることはできますか？ 

ビラ配りはできませんが、開催 2週間前から大学構内でスタッフの検印を受け

たポスターを貼ることができます。 

 

Q19 調理に関わらない人も保菌検査をしなければなりませんか？ 

はい、しなければなりません。出店に参加する方全員が保菌検査を行わなけれ

ばなりません。 

 

〈その他〉 

Q20 ペット同伴はできますか？ 

   できません。 

 

Q21 総合案内所や出店窓口での両替はできますか？ 

   できません。釣銭は各自でご用意ください。 
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【お問い合わせ】 

同志社クローバー祭 2017 実行スタッフ事務室 出店担当 

責任者 小林 加奈（こばやし かな） 

TEL, FAX 0774-65-7832  

Mail  cloverfes-store2017@mail.doshisha.ac.jp 

URL  http://do-clover.net          

   

住所  〒610-0394 

  京都府京田辺市多々羅都谷 1-3 京田辺別館 327 号室 

 

同志社クローバー祭  

Twitter                    @cloverfes2017 

LINE@                     @aik8047y    

      

 

ぜひフォローしてください ♪ 

何かご質問があればお気軽に上記のお問い合わせ先までご連絡ください！ 

 

 



20 
 

同志社の個人情報保護の基本方針 

2005 年 4 月 1 日 

同志社は、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報保護の基本方針を以下のように定

め、その周知徹底を図り、個人情報保護に努める。 

 

1. 個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の保護に努める。 
2. 個人情報の収集、利用及び提供を行う場合には、法令等に基づき、安全かつ厳正な管理

に努める。 
3. 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの予防並びに是

正に努める。 
4. 収集した個人情報は、あらかじめ定める利用目的の範囲内でのみ利用する。 
5. 個人情報保護の取組みは、継続的に見直しを行い、改善を図る。 

以上 

(同志社大学 HP より抜粋)  

＊個人情報の取り扱いについて＊ 

同志社クローバー祭では、個人情報について、学校法人同志社の 『個人情報

保護の基本方針』 等に基づいて適正な管理を行うとともに、個人情報の保護

に努めます。 

1. 利用目的 
    同志社クローバー祭では、各種個人情報を同志社クローバー祭の運営に関

してのみ利用します。 

2. 個人情報の取り扱いに関する問い合わせについて 
  個人情報の取り扱いに関する問い合わせについては下記連絡先までご連絡

ください。 
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