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配布
平成 30 年 7 月 10 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎

第 3 回調布祭実行委員会団体向け説明会説明書類
本日の流れ
1. 資材局
2. 編集局
3. その他連絡等
連絡先等
質問等ございましたら調布祭実行委員会室または該当局のメールア
ドレスにご連絡いただきますようお願い致します。
調布祭実行委員会
所在地
:課外活動施設(サークル棟)1 階最奥
電話番号
:042-498-1109
メールアドレス :info@chofusai.uec.ac.jp
開室時間
:平日 12:30~18:30
ホームページ
:http://www.chofusai.uec.ac.jp
Twitter
:@chofu_festival
各局メールアドレス
資材局
:shizai@chofusai.uec.ac.jp
ステージ局:stage@chofusai.uec.ac.jp
編集局
:web@chofusai.uec.ac.jp
本部企画局:honki@chofusai.uec.ac.jp
渉外局
:shougai@chofusai.uec.ac.jp
次回説明会 (予定)
日時:8 月 7 日(火) 17:30 開場 18:00 開始
場所:B 棟 202 教室
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委員長 足立 遼太郎
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模擬店配置希望場所調査書に関する書類
今年度の調布祭において、出店を希望する団体は、別紙「東地区及び西地区
の地図」を参考に、全 6 ヶ所の中から希望する場所を別紙「店舗配置希望場所
調査書」に第 5 希望まで記入してください。また、その場所を希望する理由も
あわせて記入の上、提出していただきますようお願い致します。なお、「東地
区及び西地区の地図」に記載されている場所は現段階での予定配置場所であ
り、すべての団体が希望する場所に出店できるわけではございませんので予め
ご了承ください。
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教室展示希望場所調査書に関する書類
今年度の調布祭において教室での展示を希望する団体は、以下の使用可能教室
一覧（予定）を参考にして希望する教室を第 3 希望まで選び、その教室を希望
する理由とあわせて別紙「教室展示希望場所調査書」に記入の上、提出していた
だきますようお願い致します。使用可能教室一覧(予定)に記載されている教室は、
調布祭期間中に使用可能であるかは現時点では確定しておりません。そのため、
希望の教室をご利用いただけなくなる場合がございます。

使用可能教室一覧(予定)
A101

A102

A201

A202

A301

A302

A303

A401

A402

A403

旧 C 棟ロビー

旧 C201

旧 C301

新 C103

新 C203

新 C303

新 C403

東 1-606

東 1-806

東 1-810

東 3-301

東 3-306

西 2-101

西 2-105

西 2-B101

西 8-131

西 8-132

サークル棟

サークル棟

サークル棟

サークル棟

大学会館

音楽練習室

音楽練習室

音楽練習室

集会室

4F

パート 1

パート 2

第二体育館

4

配布
平成 30 年 7 月 10 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
資材局長 金田 裕喜

東地区及び西地区の地図
別紙「模擬店配置希望場所調査書」に記入する希望場所は、以下の地図中の全
6 ヶ所からお選びください。
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模擬店出店届に関する書類
今年度の調布祭において模擬店で食品の提供を行う団体は、以下の模擬店出
店届の記入例及び注意事項を参考に、模擬店における取扱食品及びその取扱方
法について、別紙「模擬店出店届」に具体的に記入し、提出していただきます
ようお願い致します。なお、この書類を提出していただけない場合には、今年
度の調布祭への模擬店出店をすることはできません。

模擬店出店届の記入例
取扱食品

焼きそば

ソフトドリンク

焼きそば用麺、調味料類
材料

(調布市〇〇町□□商店)

コカコーラ、スプライト

(購入場所)

冷凍豚肉、キャベツ

(Amazon、○▽商店)

(三鷹市▽町◎スーパー)
冷蔵した材料を、鉄板を
調理方法

使用し炒め調理し、容器
に盛りつけ提供する。

注文を受けてからコップ
に注いで提供する。

注意事項
・材料の欄には必ずそれぞれの食材の購入場所を記入してください。
・通信販売にて購入する場合には、Web サイト名と販売元を記入してくださ
い。
・調味料はすべて同じ購入場所の場合「調味料類」と記入しても構いません。
・ソフトドリンク・酒類は商品名を記入してください。
・調理方法はできるだけ細かく記入してください。
・内容が曖昧な場合には、再提出していただきます。
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調布祭における酒類販売に関する書類
今年度の調布祭において、酒類を販売する団体には以下のような条件を設け
させていただきます。
1. 販売する酒類のアルコール度数が 5%以下であること
2. 販売する際には、購入者が酒類購入許可証を着用していることを確認し、
着用していないものへは販売しないこと
販売する酒類は、市販の缶類のもので未開栓もしくは当日開栓のものを販売
してください。また、アルコール度数が 5%以下であってもカクテルなど、団体
が酒類を調製するようなものは販売できません。
また、酒類の販売は調布祭実行委員会が成人の酒類購入希望者に配布する酒
類購入許可証(リストバンド)を着用している来場者にのみ可能ですので、販売の
際には必ず着用の確認をしてください。
以上の条件を守っていただけなかった場合には、出店停止になる場合もござ
いますのでご注意ください。
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電力使用量調査に関する書類
今年度の調布祭において、模擬店の出店または教室での展示を希望する団体
は、別紙「電力使用量調査書」に出店や教室展示における電力使用量及びその使
用目的を記入の上、提出していただきますようお願い致します。使用できる電力
の上限は模擬店で 1 店舗当たり 1000W、教室展示で 1 教室当たり 2000W とな
っております。上限を超えての電力の使用はできません。また、今回の電力使用
量の調査をもとに出店場所を指定させていただく場合があります。
なお、別紙「電力使用量調査書」には電力の使用目的をすべて記入してくだ
さい。例えば、携帯電話の充電器といった小物類も記入していただくようお願
い致します。
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火気使用に関するお知らせ
次回の第 4 回団体向け説明会後に、模擬店を出店する団体には「模擬店の見
取り図申請書」を、火気を使用する団体には「使用火気申請書」を提出してい
ただきます。
「使用火気申請書」とは、調布祭における安全確保のため、火気を使用する
団体に使用火気一覧を事前に提出してもらう書類です。対象となる火気は、電
気ストーブ、こたつ、コンロ、プロパンガス等火災の原因となり得る物、熱が
発生する物(山王スペース&レンタルの物も含む)すべてです。またこの書類に
は、模擬店内及び教室内で使用するすべての火気を書いてください。出店利用
とは別の使用火気も書いてください。なお、この書類を提出していただけない
場合には、火気の使用を一切認めることができませんのでご注意下さい。
「模擬店の見取り図申請書」とは、模擬店を出店する団体に提出してもらう
書類です。別紙「模擬店の見取り図の例」に記載されている例から希望する見
取り図をご検討ください。希望する見取り図が例に記載されていない場合に
は、模擬店の平面図に火気の位置・種類(特にボンベの位置)等を記入していた
だきます。
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模擬店の見取り図の例
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器具のレンタルに関する書類
今年度の調布祭における模擬店の出店などに必要な器具は、昨年と同様に山
王スペース&レンタル株式会社様より器具をお借り致します。
模擬店の出店などに器具が必要な団体は、昨年と同様に山王スペース&レンタ
ルの Web サイトを利用して注文していただきます。山王スペース&レンタルを
ご利用の際には、以下に記載しております QR コードか URL より、参加登録申
請を済ませてから注文していただきますようお願い致します。記載致しました
URL は第 68 回調布祭ホームページの第 3 回調布祭実行委員会団体向け説明会
資料にも掲載しておりますので、合わせてご利用ください。
参加登録申請の締切は 7 月 26 日(木)とさせていただきます。

QR コード

URL
https://www.ssr-rental.com/member/regist/86cb8334
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山王スペース&レンタルで
貸し出し可能な物品に関する書類
調布祭期間中に山王スペース&レンタル株式会社から各団体に貸し出し可能
な物品を以下の通り制限させていただきます。注文の申請の際は、以下のリスト
から選んでいただきますようお願い致します。電気を使用する物品に関しては
電力消費量を記載致しましたので、電力使用量の書類を書く際に参照してくだ
さい。
また、パンフレットに付属品が記載されている物品に関しては、付属品と共に
物品を貸し出し致します。物品の詳しい仕様等はパンフレット及び山王スペー
ス&レンタル株式会社の申し込みサイトをご確認ください。物品の注文の締切は、
8 月 23 日(木)とさせていただきます。
貸し出し可能な物品リスト
電気を使用しない物品
特別セット A セット
特別セット B セット
特別セット C セット
LP タコ焼機
LP 鉄板焼
LP クレープ焼機
LP 鯛焼機
LP 大判焼機
焼鳥機
LP 焼台四本パイプ LP 卓上フライヤー
おでん鍋(LP)
セイロセット
LP ガスコンロ
北京鍋 39cm
寸胴鍋
かき氷機(手動)
水槽
イベント用水槽
プロパンガス
アイスボックス やかん
鍋
射的銃
アクリル抽選箱 振り鈴
抽選機
抽選機用玉(超過分)
コルク玉(射的銃用)
水ヨーヨーセット
電気を使用する物品
電気ワッフル機 (500W)
缶ウォーマー (480W)
ホームフリーザー (88W)

おでん鍋 (1000W)
スチームマシン (950W)
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かき氷機 (210W)
保温機 (250W)
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「調布祭アプリ」掲載申し込みに関する書類
調布祭アプリ及び調布祭ホームページの制作にあたって、参加団体の皆様に
は「アイコン」と「紹介文」、また団体でホームページや Twitter アカウントを
お持ちの場合はホームページの URL 及び Twitter アカウント名と ID の提出を
していただきます。以下の注意事項をご確認の上、メールにて提出していただき
ますようお願い致します。
1.アイコン
JPEG 形式または PNG 形式で、一辺 400px の正方形の画像、ファイル名を
「サークル名(ローマ字、他のサークルと識別可能なら略称も可)_icon.(拡張子)」
とした上でメールに添付してください。有名人の画像など、著作権や肖像権を侵
害する可能性のある画像の使用はご遠慮ください。
2.紹介文
各企画の紹介文を最大 150 文字で書いてください。誹謗中傷など不適切な内
容を含む文章は控えてください。
3.Twitter アカウント名と ID 及び HP の URL
HP や Twitter アカウントを掲載したい場合は記入してください。
メインストリートへの出店、青空劇場及び C 棟前ステージでのパフォーマン
ス、講堂企画、教室展示や外部注文企画を希望するすべての団体が対象ですが、
これらのうちいずれか複数に参加予定の団体は、参加するすべての企画につい
て提出していただきますようお願い致します。
メールの件名を「アプリ、HP 掲載申し込み [団体名]」とし、本文に団体名、
企画名、代表者名を明記した上で 9 月 30 日(日) 18:30 までに配布資料 2 ページ
に記載しております編集局メールアドレス宛に提出していただきますようお願
い致します。
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パンフレット掲載に関する書類
例年通り、今年度の調布祭パンフレットに各参加団体の紹介を掲載致します。
教室、メインストリートでの出店を希望する団体だけでなく、青空劇場及び C
棟前ステージ、講堂で発表を希望する団体、外部注文企画を希望している団体に
も原稿を提出していただきます。
パンフレット掲載用原稿を第 68 回調布祭公式ホームページから印刷し、自由
に絵や文章等を書いていただいたものを提出していただきますようお願い致し
ます。なお教室使用希望団体は枠内に団体名を書くことを推奨します。
原稿には、白く凹凸のない無地の A4 用紙を使用し、鉛筆、シャーペン、ボー
ルペン等ではっきりと書いてください。ただ、鉛筆は質感があまり表現されない
可能性がございます。また、掲載時にはモノクロ印刷となりますのでご了承くだ
さい。
原稿は必ず紙媒体での提出をお願い致します。電子媒体での原稿提出はファ
イル形式やフォントの問題から、入稿に支障をきたす可能性があるため受け付
けておりませんので予めご了承ください。
原稿の提出期限は 8 月 9 日(木) 18:30 とさせていただきます。

補足
原稿はパソコン上でデザインして印刷して持ってきていただいても構いません。
また、団体名等の記入欄は手書きでお願いします。

第 68 回調布祭公式ホームページ
http://www.chofusai.uec.ac.jp/index.html
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学友会加入率の調査について
今年度の調布祭では、ステージ利用の希望時間帯や店舗配置の決定について、
学友会加入率の高い団体を優遇する措置を取らせていただきます。また、青空劇
場・C 棟前ステージ・講堂の各使用料と調布祭参加費について、学友会公認団体
に限り学友会加入率に応じて割引をさせていただくことに決定しております。
このため、学友会機関にて各団体の学友会加入率を調査し、利用致します。
学友会加入率の決定は、全団体 7 月 31 日(火)とさせていただきます。なお、学
友会加入率の確認に関しましては、構成員名簿に記載された電気通信大学の学
士課程の学生のみを調査の対象とさせていただきます。
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提出書類一覧
以下に第 3 回調布祭実行委員会団体向け説明会での提出書類をまとめまし
たので、各団体はご確認をお願い致します。また、提出書類の締切は厳守し
ていただきますようお願い致します。
模擬店の出店を希望する団体が提出する書類
・模擬店配置希望場所調査書
教室発表を希望する団体が提出する書類
・教室発表希望場所調査書
模擬店で食品の提供を行う団体が提出する書類
・模擬店出店届
模擬店で酒類の販売を希望する団体が提出する書類
・調布祭における酒類販売に関する誓約書
教室発表及び出店を希望する団体が提出する書類
・電力使用量調査書
第 68 回調布祭アプリに掲載を希望する団体が提出する書類
・調布祭アプリ掲載物 (締切 9 月 30 日(日) 18:30)
すべての団体が提出する書類
・パンフレット掲載原稿 (締切 8 月 9 日(木) 18:30)
以上の提出する書類の締切は、
「調布祭アプリ掲載物」及び「パンフレット掲載
原稿」を除き、統一で 7 月 26 日(木)18:30 とさせていただきます。また、器具
をレンタルされる団体は参加登録申請をお願い致します。提出先は課外活動施
設(サークル棟)1 階最奥の調布祭実行委員会室となっております。
記入の際には、
黒のボールペンを使用し丁寧な字での記入をお願い致します。
「調布祭アプリ掲
載物」はメールでの提出ですのでご注意ください。

16

