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模擬店のご案内 
校友会支部、各稲門会、協力団体などによる出店でにぎわっています。
地域の物産や名店の味、オリジナルグッズの販売などをお楽しみください。

場所  大隈庭園・早稲田キャンパス内
時間  10:00～16:00　※開店時間は店舗により異なります。
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物販・紹介ゾーン

 ●１号館
　　　　記念写真の撮影・販売／社学稲門会
　　　　早稲田カード入会キャンペーン／大学校友課・カード各社
　　　　早稲田グッズ販売／早稲田大学生活協同組合

 ●２号館
　　　　現役学生ガイドによるキャンパスツアー／大学広報室広報課
　　　　早稲田チャリティバザー／WAVOC
　　　　早稲田佐賀学園と唐津市の紹介／大隈記念早稲田佐賀学園・唐津市　
　　　　「早稲田祭2013」広報／「早稲田祭2013」運営スタッフ
　　　　校友版オリジナルがんばっぺしバッグ／
　　　　京都府支部御車会×南三陸ミシン工房×イナホ678party
　　　　誕生日天気図販売／稲門予報士会

　　　　応援グッズ販売／応援部稲門会
　　　　WASEDAスポーツ・ブース／稲門体育会

 ●７号館
　　　　大学オフィシャルグッズ／Uni.Shop125
　　　　切手販売／郵便局

 ●８号館
　　　　記念グッズ販売／NPO法人ワセダクラブ
　　　　角帽・ペナント・マスコット帽子各記念品／
　　　　記念ペナント　オギワラ
　　　　Tシャツ等の物品販売／1974年次稲門会
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相談ゾーン

 ●２号館
　　　　司法書士無料法律相談／司法書士稲門会
　　　　税務無料相談会／税理士稲門会
　　　　遺言相続離婚等、事業許認可入管等無料相談／行政書士稲門会
　　　　無料経営相談／中小企業診断士稲門会
　　　　年金・労務の無料相談／社会保険労務士稲門会
　　　　不動産よろず相談／不動産稲門会
　　　　無料法律相談／稲門法曹会
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地方物産ゾーン

 ●７号館

　　　　「本庄早稲田の杜」農業プロジェクト
　　　　東北支援アクセサリー、缶詰の物販／2003年次稲門会

 ●８号館
　　　　佐賀市の観光PR・特産品の販売／佐賀市観光振興課
　　　　熊本県産品の販売及びPR／熊本県支部及び熊本県出身学生
　　　　和歌山県特産品販売／和歌山県支部
　　　　高知県宿毛市の特産品販売／すくすく宿毛プロジェクト
　　　　特産品販売／山の辺の道地域づくり協議会
　　　　村の特産品／長野県木島平村
　　　　農産物販売・木綿づくり実演販売／益子町環境ボランティア学校
　　　　野菜特産販売／新潟県十日町市松代早稲田交流会
　　　　福島支援プログラム（物産販売等）／DO55PROJECT

 ●10号館
　　　　甲州ワイン・甲斐絹ネクタイ／山梨県支部
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 10号館
　　　　日本一のお土産 信玄餅・甲州ワイン販売／
　　　　山梨学生稲門会 
　　　　北陸のおいしいもの／北陸学生稲門会 
　　　　三陸支援プログラム（物産販売等）／
　　　　大学社会連携推進室・WAVOC（共催） 
　　　うまさぎっしり　若栃の食／わかとち未来会議 
　　　山形いも煮・玉こんにゃく・農産物販売／葉山村塾 
　　　千葉の名産・特産物販売／千葉学生稲門会 

●11号館
　　　　樽酒・地ビール、焼き餅等の販売／1972年次稲門会 
　　　　お酒・みそかつ・串カツ販売／北海道・愛知・関西学生稲門会 
　　　　東北の地酒・名産品と広島のお好み焼き／東北・広島学生稲門会 
　　　焼きそば・ジュース販売／岡山学生稲門会 
　　　　高知料理・酒他／高知学生稲門会 
　　　世界のビール販売／学生留学アドバイザー稲門会 
　　　早稲田かつお祭り気仙沼物産展／早稲田大学周辺商店連合会 
　　　フクちゃん復活（チョコトン、チーメン）／1985年次稲門会

　　　　地ビール早稲田他オリジナル酒類販売／㈲野田屋酒店 
　　　　トルコ本場ケバブの販売／トルコ料理ケバブの会 
　　　　Okaneyaパン・ケーキの缶詰販売／㈱岡根谷
　　　　地ビール早稲田・焼酎・お茶販売／㈱もちだ酒店
　　　　ケバブ／ファティさんのケバブ

●７号館
　　　　東北牡鹿半島直送！鹿肉鉄板焼き・酒各種／2008年次稲門会
　　　　焼きそば・ワイン販売／焼きそばGORO（1981年次稲門会）
　　　　カウンターバー1984／1984年次稲門会
　　　　鳥唐専門店「とり多津六本木店」公認店！／
　　　　1996年次稲門会（W92会) 
　　　コーヒーショップ／1997年次稲門会
　　　　ワイン販売／白井稲門会
　　　　飲茶セット・ビール販売／
　　　　朝霞・志木・新座・富士見・和光５市稲門会
　　　　チヂミ販売／田無学生寮
　　　　たこ焼き・コロッケ販売／早稲田大学国際学生友好会

稲門祭記念品販売所・福引券投票箱
　　9:00～12:00　記念会堂前
　　10:00～14:00　大隈講堂前／南門前／８号館前／11号館前

早稲田キャンパス
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大隈会館
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大隈記念講堂大隈庭園
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大　隈　庭　園

稲門祭記念品販売所・福引券投票箱
　　　　9:00～12:00　記念会堂前
　　　　10:00～14:00　大隈講堂前／南門前／８号館前／11号館前

キャンパス内ではゴミを7分別（❶生ゴミ❷可燃ゴ
ミ❸不燃ゴミ❹カン、ビン❺ペットボトル❻ペット
ボトルキャップ❼紙リサイクル）しています。エコ
ステーションでは、早稲田大学学生環境NPO「環境
ロドリゲス」の祭担当「えこのわぐま」と稲門祭ス
タッフが待機していますので、ゴミ分別にご協力を
お願いします。

学生団体「環境ロドリゲス」がゴミ分別に協力しています

模擬店リスト
（団体名50音順）

7M

庭A

数字は近くの号館数
ピンクは「飲食ゾーン」
オレンジは「地方物産ゾーン」

緑は「物販・紹介ゾーン」
青は「相談ゾーン」
前ページをご覧ください。

「庭」は大隈庭園
左をご覧ください。

アイコンの見方

校友会支部・稲門会
朝霞・志木・新座・富士見・和光５市稲門会 飲茶セット・ビール販売 7M
応援部稲門会 応援グッズ販売 2H
大田稲門会 蒲田名物の羽根つき餃子 庭D
学生留学アドバイザー稲門会 世界のビール販売 11F
神奈川県支部 蒲鉾・日本酒・海軍カレー販売 庭P
行政書士稲門会 遺言相続離婚等、事業許認可入管等無料相談 2L

京都府支部御車会×
南三陸ミシン工房×イナホ678party 校友版オリジナルがんばっぺしバッグ 2F

熊本県支部及び熊本県出身学生 熊本県産品の販売及びPR 8E
江東稲門会 連句会（笠置俳諧） 庭K
品川稲門会 焼きそば・ドリンク類販売 庭F
渋谷稲門会 アルコール飲料（カクテル）の販売 庭H
司法書士稲門会 司法書士無料法律相談 2J
社学稲門会 記念写真の撮影・販売 1A
社会保険労務士稲門会 年金・労務の無料相談 2N
白井稲門会 ワイン販売 7L
杉並稲門会 寿司販売 庭B
税理士稲門会 税務無料相談会 2K
世田谷稲門会 やきとり・ビール・ウーロン茶販売 庭G
食べ物屋稲門会 やきとり・お弁当販売 庭S
中央稲門会・中野稲門会 江戸小物・その他グッズ販売 庭
中小企業診断士稲門会 無料経営相談 2M
東京都23区支部 23区の案内及び入会受付 庭A
東京都23区支部 全国銘酒試飲会 庭C
東京三多摩支部（サロン・ド・三多摩） 三多摩名産品（樽酒等） 庭R
稲門女性ネットワーク（TWN） ワイン・コーヒー・紅茶・お茶販売 庭O
稲門体育会 WASEDAスポーツ・ブース 2
稲門法曹会 無料法律相談 2P
稲門予報士会 誕生日天気図販売 2G
豊島稲門会 似顔絵コーナー 庭J
練馬稲門会 お餅・練馬大根酵母の手造りパン販売 庭E
不動産稲門会 不動産よろず相談 2O
山梨県支部 甲州ワイン・甲斐絹ネクタイ 10A
和歌山県支部 和歌山県特産品販売 8F

年次稲門会
1972年次稲門会 樽酒・地ビール、焼き餅等の販売 11A

1974年次稲門会 Ｔシャツ等の物品販売 8C
1981年次稲門会／焼きそばGORO 焼きそば・ワイン販売 7H
1984年次稲門会 カウンターバー1984 7
1985年次稲門会 フクちゃん復活（チョコトン、チーメン） 11
1996年次稲門会（W92会) 鳥唐専門店「とり多津六本木店」公認店！ 7J
1997年次稲門会 コーヒーショップ 7K
2003年次稲門会 東北支援アクセサリー、缶詰の物販 7F
2008年次稲門会 東北牡鹿半島直送！鹿肉鉄板焼き・酒各種 7G

学　生　団　体
岡山学生稲門会 焼きそば・ジュース販売 11D
高知学生稲門会 高知料理・酒他 11E
田無学生寮 チヂミ販売 7N
千葉学生稲門会 千葉の名産・特産物販売 10G
東北・広島学生稲門会 東北の地酒・名産品と広島のお好み焼き 11C
北陸学生稲門会 北陸のおいしいもの 10C
北海道・愛知・関西学生稲門会 お酒・みそかつ・串カツ販売 11B
山梨学生稲門会 日本一のお土産 信玄餅・甲州ワイン販売 10B
「早稲田祭2013」運営スタッフ 「早稲田祭2013」の広報 2E
早稲田大学国際学生友好会 たこ焼き・コロッケ販売 7O ～ 7R

早稲田大学茶道研究会 茶席（抹茶無料サービス） 庭Z

そ　の　他
大隈記念早稲田佐賀学園、唐津市 早稲田佐賀学園と唐津市の紹介 2D
岡根谷 Okaneyaパン・ケーキの缶詰販売 11L
記念ペナント オギワラ 角帽・ペナント・マスコット帽子各記念品 8B
佐賀市観光振興課 佐賀市の観光ＰＲ・特産品の販売 8D
すくすく宿毛プロジェクト 高知県宿毛市の特産品販売 8G
DO55 PROJECT 福島支援プログラム（物産販売等） 8L
トルコ料理ケバブの会 トルコ本場ケバブの販売 11K
長野県木島平村 村の特産品 8
新潟県十日町市松代早稲田交流会 野菜特産販売 8K
野田屋酒店 地ビール早稲田他オリジナル酒類販売 11J
葉山村塾 山形いも煮・玉こんにゃく・農産物販売 10F
ファティさんのケバブ ケバブ 11N
「本庄早稲田の杜」農業プロジェクト 7D  7E

益子町環境ボランティア学校 農産物販売・木綿づくり実演販売 8J
もちだ酒店 地ビール早稲田・焼酎・お茶販売 11M
山の辺の道地域づくり協議会 特産品販売 8H
郵便局 切手販売 7C
Uni.Shop125 大学オフィシャルグッズ 7A  7B

リーガロイヤルホテル東京 生ビール・おつまみ各種販売 庭Q
わかとち未来会議 うまさぎっしり　若栃の食 10E
ワセダクラブ 記念グッズ販売 8A
早稲田大学広報室広報課 現役学生ガイドによるキャンパスツアー 2A
早稲田大学校友課・カード各社 早稲田カード入会キャンペーン 1B  1C

早稲田大学社会連携推進室・WAVOC（共催） 三陸支援プログラム（物産販売等） 10D
早稲田大学周辺商店連合会 早稲田かつお祭り気仙沼物産展 11G  11H

早稲田大学生活協同組合 早稲田グッズ販売 1E  1F

WAVOC 早稲田チャリティバザー 2B  2C

庭A 23区の案内及び入会受付／東京都23区支部（入会案内）
庭B 寿司販売／杉並稲門会
庭C 全国銘酒試飲会／東京都23区支部（全国銘酒試飲会）
庭D 蒲田名物の羽根つき餃子／大田稲門会
庭E お餅・練馬大根酵母の手造りパン販売／練馬稲門会
庭F 焼きそば・ドリンク類販売／品川稲門会
庭G やきとり・ビール・ウーロン茶販売／世田谷稲門会
庭H アルコール飲料（カクテル）の販売／渋谷稲門会
庭 江戸小物・その他グッズ販売／中央稲門会・中野稲門会

庭J 似顔絵コーナー／豊島稲門会
庭K 連句会（笠置俳諧）／江東稲門会
庭O ワイン・コーヒー・紅茶・お茶販売／ TWN稲門女性ネットワーク
庭P 蒲鉾・日本酒・海運カレー販売／神奈川県支部
庭Q 生ビール・おつまみ各種販売／リーガロイヤルホテル東京
庭R 三多摩名産品（樽酒等）／東京三多摩支部（サロン・ド・三多摩）
庭S やきとり・お弁当販売／食べ物屋稲門会
庭Z 茶席（抹茶無料サービス）／

早稲田大学茶道研究会（協賛 京懐石柿傳、御菓子処さゝま）


