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１．同志社クローバー祭とは？ 

運営理念 

 同志社クローバー祭は「学生」・「教職員」・「市民」がともに楽しみ、ふれあい、交流する

場であり続けます。  

同志社クローバー祭 2019 運営目標 

 〇参加の幅を広げ、より多くの人と一緒に祭を作る 

 〇学内・学外問わず、さまざまな団体と連携して運営を行う  

〇常に新しいことに積極的にチャレンジする 

 

 

 

 

・クローバー祭開催日時 

場所：同志社大学京田辺キャンパス 

日時：2019 年  11 月 2 日(土)  12:30～19:00 

               11 月 3 日(日)  9:00～17:00 
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２．出店することができる団体 

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り、信頼できる団体のみ出店して

いただいております。つきましては、下記の条件を満たす団体のみ、出店することが可能と

なっております。 

 

〇出店業や飲食業を営んでいない団体であること。 

※出店業や飲食業を営んでいる団体の出店は、他団体との共同出店も含めお断りしてい

ます。 

 

また、出店される団体は以下の区分で分類されます。 

 

【A】 同志社系列の大学や高校の学生又はそこに勤める教職員 

 

【B】 【A】以外の団体 

※同志社系列の OB や OG、学生の保護者は【B】に属します。 

 

また、出店者が【A】、【B】で混合する場合、人数が多い方の区分で分けられます。 

 

例）5 人で出店予定 

 同志社大学生 3 人、一般 2 人→ 【A】 

 

3．出店形態について 

同志社クローバー祭では 3種類の出店形態で出店することができます。 

 

・模擬店 

飲食物を売るお店です!(※お酒の販売は禁止) 

屋外テントでの出店となります。 

既製品の販売はもちろんその場で調理をして提供することも可能です。 

※その場で調理をしてその場で提供することができるのは模擬店のみです。 

※模擬店出店の団員は、全員保菌検査を受けることが必須です。(p6 を参照) 

Ex) 焼きそばやカレーの販売など 
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・屋外物販 

屋外で飲食物以外を売るお店です。 

雑貨等のフリーマーケット、小物の制作体験、ゲーム体験など幅広い内容の出店

が可能です。 

屋外テントでの出店となります。 

Ex)占いやアクセサリー販売など 

 

・教室出店 

大学校舎内での出店となります。出店の内容により、以下の 3 区分に分かれます。 

 

 

① 屋内物販: 飲食物以外の販売・入場料を徴収する出店 

例) 小物の製作体験など 

 

② 喫茶: 飲食物の販売（お酒の販売は禁止）           

例) 喫茶店など 

※喫茶では既製品の販売のみ可能です。 

火を使った調理はできません。 

 

③ 展示・パフォーマンス：パフォーマンスや展示物の披露     

例) バンドのミニコンサートや生け花の展示など 

 

 

※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が可能です。 

・喫茶での出店の場合のみ飲食物の提供を許可しています。    

・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。 

・喫茶として出店する場合は、模擬店同様、全員保菌検査を受けることが必須

です。(p6 を参照) 
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※保菌検査のお願い 

 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

い方の出店を許可することができません。 

※調理を実際にしなくても、テント内に入る場合保菌検査は必要です！ 

 

保菌検査を合格された方のみに食品を取り扱っていただくことができます。また、その証明

として写真付きの食品取扱者証を配布いたします。祭り当日には必ず胸に着けてください。 

※食品取扱者証を着けていない人がテント内で発見された場合、そのテントの出店団体が

保証金より減額対象となります 

 

食中毒などが発生した場合、原因である料理を提供した出店団体の責任となります。食中毒

等の予防のために手洗いなどを徹底して行ってください。 

 

模擬店または教室出店（喫茶）で出店される団体様は、出店応募フォーム内の保菌名簿フォ

ーマットに名簿をご記入の上、応募していただくようお願いいたします。 

名簿の回収が遅れますと、出店直前説明会にて検便キットがお渡しできないまたは、祭り当

日までに検査結果が出ないなどの事態にもなりかねないので、ご協力よろしくお願いいた

します。 

 

検便キットは出店直前説明会にて配布いたします。人数が多い団体や今出川校地の方がい

る団体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ｐ18 のお問い合わ

せより E-mail にてスタッフまでお知らせください。 
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４．出店料金・関連項目について 

模擬店 

 学生 一般 

基本料金 3,000 円×ブース数 5,000 円×ブース数 

保菌検査代 200 円×人数 

電気代 2,000 円×コンセント数 

ガスコンロ代 5,000 円×コンロ数 6,000 円×コンロ数 

保証金 5,000 円 

 

◼ 色付き欄の料金は必須です！ 

◼ 1 日のみの出店でも、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大きさ（間口 1.8M×奥行 2.7M）です。 

テント１つでブース２つ分です（P8 参照） 

◼ 個人で所有しているテント・発電機・ガスボンベ・その他危険物の持ち込みは禁

止です。 

◼ ※持ち込みたいものがある場合持ち込み可能かをメールにてスタッフまでお問

い合わせください。（メールアドレスはｐ18 を参照ください） 

 

屋外物販 

 学生 一般 

基本料金 2,000 円 3,000 円 

テント代 2,500 円×ブース数 

電気代 1,500 円×コンセント数 

保証金 5,000 円 

 

◼ 色付きの料金欄は必須です！ 

◼ テント(間口 2.0M×奥行 2.5M)は各自持ち込み可能です。（P8 参照） 
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教室出店 

 屋内物販 喫茶 展示・パフォーマンス 

基本料金 1,500 円 1,500 円 無料 

保菌検査代  200 円×人数分  

電気代 無料 

保証金 5,000 円 

 

◼ 色付き欄の料金は必須です！ 

 

◆ テントの大きさ 

<模擬店>      <屋外物販> 

 

 

 

 

 

両テント共、間口の幅は貸し出し備品の長机(p10 記載)が一つ入る長さとなっています。 

 

◆ 電気ワット数について 

 模擬店・屋外物販は 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、外部業者によってテント・発電機の設営を行っております。 

申請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。 

絶対に申請以上の電気を使用しないでください！ 

奥行 2.5M 

間口 2.0M 

奥行 2.7M 

間口 1.8M 
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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として、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には規定の金額を保証金から引か

せていただきます。ルールに関しましては出店直前説明会にて説明させていただきます。 

 

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。 

また、保証金の返金は、祭終了後に同志社大学京田辺キャンパスにて行います。 

出店区分【B】の団体で、振り込みで返金を希望される方はスタッフまでご連絡くださ

い。 

ただし、出店区分【A】の団体への振り込みでの返金は行っておりませんのでご了承くだ

さい。 

 

詳細の説明は出店直前説明会で行います。 

 

５．利用できるサービスに関して 

※本項目の詳細は、出店直前説明会で説明いたします。 

①荷物預かり所 

出店時間外において出店位置に机・椅子以外の荷物を放置することや出店時間内外問

わずテント内以外への荷物の放置は防犯・衛生面から禁止しております。 

※近くのベンチや芝生に荷物を置くことも禁止しております。 

上記のことを防ぐため荷物預り所では出店団体の荷物預かりを行っております。 

ただし、食品・貴重品はお預かりできません。 

 

 

②車両入構許可証 

出店者の方々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。 

(1 店舗 1 台) 

その際に「車両入構許可証」が必要となります。必要な方は出店応募フォームにて申請

してください。 
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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 1 日（金）17:00 までに到着するよう郵

送していただき、祭当日の開店受付時にお渡しすることができます。 

 

④ポスター掲示 

同志社大学の京田辺キャンパスに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。クローバー祭実行スタッフの確認後、掲示可能となります。 

掲示期間など詳しくは出店直前説明会にてお知らせします。 

 

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） 

※貸し出しの個数は出店応募フォームにて申請をお願いいたします。 

※運搬は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。 

 

・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 

コンロのみとなりますので、鉄板などの調理器具は各自でご用意くだ

さい。 

※設置・片づけは業者が行います。 

※持参はお断りしております。 

※破損などがありましたら弁償していただきます。 
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⑥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は罰則を与える場合があります。 

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 8 ページ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。 

※暖房器具や携帯電話の充電などの使用は盗電扱いとなり禁止しております。 

※電気使用ワット数の申請は、出店応募フォームにてご記入をお願いします。 

電気に関しましては出店応募内容変更締め切りの８月 19 日（月）以降の変更は受け付

けておりませんのでご了承ください。 

 

また、これら以外でも可能であれば貸し出せるものもございますので、応募の際備考欄

にご記入ください。検討させていただきます。 

 

6．出店応募方法 

出店応募最終締め切り 8月 12日(月)17：00 までとなっております。 

 

【今後の大まかな流れ】 

① 出店応募     8月 12日(月)17:00 まで 

② 出店応募内容変更 8月 19日(月)17:00 まで 

③ 出店料金振り込み 8月 21 日(水)17:00 まで 

④ 出店直前説明会への出席   

 

今年は、出店応募していただいた後、出店応募締め切り日の 8 月 12 日(月)17:00以

降に出店内容と出店料金を記載した仮確定メールを送らせていただきます。 

      1 週間後の 8 月 19 日（月）になりましても、メールが送られてこない場合はご連絡

ください。 

 

また、出店情報の変更は 8 月 19 日(月)17：00 までとさせていただきます。応募内

容に変更がある場合メールにてスタッフまでお知らせください。（メールアドレスは

ｐ18 を参照ください） 

それ以降につきましては次項の場合の変更以外は対応できませんのであらかじめご

了承ください。 
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  【8 月 19 日以降も変更可能な項目】 

・出店人数を減らす       

  ・机・椅子の個数の変更   

  ・車両入構の有無       

  ・宅配サービスの利用の有無   

 

上記の項目の変更は、は、10月 30日(水)17：00 までとさせていただきます。 

変更は、メールにてスタッフまでお知らせください 

   

また、出店料金振り込み後出店内容の変更又はキャンセルされた場合、保証金のみの

返金となりますことをご了承ください。 

 

① 出店応募 

【出店応募方法】 

１．同志社クローバー祭の HP の“出店応募フォーム”に入力し送信。 

団体名・店舗名・出店内容、添付していただいた写真はパンフレットに記載します。送

信後、自動送信メールが送信されます。登録内容に誤りがある場合、自動送信メールが

届かない場合にはｐ18 に記載のお問い合わせにてメールでご連絡ください。 

 

② 出店料金振り込み 

出店応募締め切り日 8 月 12 日(月)17:00 以降に、出店仮確定メールをご登録いただい

たメールアドレスに配信いたします。そのメールに出店料金と振込口座を記載しており

ます。出店内容に誤りがないかをご確認の上、振り込み期日 8月 21日(水)17：00 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

付完了となります。 

受付完了の団体には、8 月 21 日以降出店確定メールを送信致します。 

8 月 28 日(水)までに出店確定メールが送られてこない場合は、お手数ですがご連絡く

ださい。 

※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 8 月 21日(水)17：00 です！ 

 

③ 出店直前説明会への出席 

秋に出店直前説明会を行います。説明会では、出店位置の通知、出店マニュアル及び車

両入構許可証、保菌キットを配布いたしますので、必ずご参加ください。 

日程等のご案内はご登録いただいたメールアドレスにお送りいたします 
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７．出店に関する Q&A 

≪出店申し込みに関して≫ 

Ｑ：出店審査はありますか？ 

A：あります。エントリー内容が出店規約（p４を参照）に違反していないか、また前回

出店やエントリーの際にルール違反がなかったかなどを審査いたします。 

 

  Q：写真の使用目的は？写真がないと応募できませんか？ 

  A：写真は各種広報物（チラシ・ポスターなど）に使用いたします。 

出店内容が分かりやすい写真・画像を提出してください。保存形式は、JPEG(１０MB

以内)でお願いします。なお、写真がなくても応募は可能です。 

 

  Q：複数団体共同で出店することは可能ですか？ 

  A：可能です。 

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、共同出店する場合も出店名は一つ、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。 

他団体との共同出店においても、販売業を正業としている方の受付は致しません。 

 

  Q：1 日だけ申し込むことはできますか？ 

  A：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ゆだねています。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、応募フォームの備考欄への

ご記入をお願いします。 

 

≪出店全般について≫ 

  Q：ブースとは何ですか？ 

  A：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

ビラ配りなどの営業活動は罰則の対象となります。※ビラ配りや売り子などは禁止

しております 

   

Q：出店場所の指定はできますか？ 

A：出店場所についての要望はお受けできません。 

  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。 
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Q：出店名はどこに表示されますか？ 

A：出店番号・団体名・店舗名を印字し、ラミネートしたものをスタッフがテントに貼

りますが、それ以外のものを各自でご用意していただくことも可能です。 

  ただしテントへ直接貼り付ける等の装飾は禁止しております。 

  なお、申請した出店名はパンフレット及びクローバー祭 HP に記載いたします。申

請締め切り後に店舗名・団体名の変更はできませんのでご了承ください。 

 

Q：備品の持ち込みに制約はありますか？ 

A：ガスボンベ・発電機などの持ち込みはできません。 

  また、模擬店では、テントの持ち込みも禁止です。 

  なお、駐車場から出店場所まで距離があります（徒歩 5 分程度・高低差あり）ので

お気を付けください。 

 

Q：出店者専用駐車場はありますか？ 

A：クローバー祭開催期間中（11 月 2 日(土)～11 月 3 日(日)）は、大学構内に出店者専

用駐車場を設けております。駐車場のご利用をご希望される方は、出店応募フォー

ムにてお知らせください。また、駐車場の利用は 1 店舗当たり 1 台限りとさせてい

ただきます。 

 

Q：ブース内で音楽を流すことは可能ですか？ 

A：両隣の出店団体に了承を得たうえで、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ってくださ

い。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。 

 

Q：会場内でのビラやチラシの配布はできますか？ 

A：ビラやチラシなどの配布による宣伝活動は、必ずブース内で行ってください。 

  ブース外での呼び込み・接客は原則禁止です。 

 

Q：販売するものに規定はありますか？ 

A：基本的に模擬店では飲食物、屋外物販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けます。お酒の販売は禁止で、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も販売禁止とします。ただし、料理酒の使用は可能

です。 
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Q：事前の広報で、自分たちでビラ配りすることはできますか？ 

A：ビラ配りはできませんが、祭り開催 2 週間前から大学構内でスタッフの検印を受け

たポスターを掲示することができます。 

 

Q：調理に関わらない人も保菌検査が必要ですか？ 

A：必要となります。 

  模擬店・教室出店（喫茶）での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≫ 

Q：ペット同伴はできますか？ 

A：できません。 

 

Q：総合案内所で両替はできますか？ 

A：できません。釣銭は各自でご用意ください。 
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＊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。 

 

同志社クローバー祭実行スタッフ事務室 出店担当 

責任者 宇野 颯馬（うの そうま） 

E-mail    store-clover@mail.doshisha.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

同志社の個人情報保護の基本方針 

2017 年 5 月 30 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)  

mailto:store-clover@mail.doshisha.ac.jp
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出店応募に関するチェックリスト 

 

 

 出店形態に間違いはないか 

 

 備品・車両の申請はしたか（必要な場合） 

 

 保菌名簿に記入漏れがないか (模擬店・教室出店(喫茶)で出店の場合) 

 

 応募申請は済んだか  <8 月 12 日（月） 17:00 まで> 

 

 備品の個数や、使用電力など応募に変更はないか  <8 月 21 日（水）17：00 まで> 

 

 出店料金は振り込んだか   <8 月 21 日（水）17：00 まで> 

 

 スタッフに事前に伝えることはないか 
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【お問い合わせ】 

同志社クローバー祭実行スタッフ事務室 出店担当 

責任者 宇野 颯馬（うの そうま） 

TEL, FAX 0774-65-7832  

E-mail     store-clover@mail.doshisha.ac.jp 

URL  https://cloverfes.com/         

   

住所  〒610-0394 

  京都府京田辺市多々羅都谷 1-3 同志社大学京田辺キャンパス 別館 BOX327 号室 

 

同志社クローバー祭  

Twitter                     @cloverfes                   

LINE@                     @ivq2429g    

      

                     twitter              LINE 

ぜひフォローしてください ♪ 

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！ 

 

 


