2019年6月現在【価格税込】

※表示の料金は消費税10％が含まれております。

※表示のサイズ・ガス消費量・消費電力は目安です。

G001 ＬＰお好み焼き器

G002 LP焼き鳥器

G004 ＬＰたこ焼き器

G005 ＬＰたい焼き器

G006 ＬＰ今川焼き器

¥7,260

¥5,830

¥7,920

¥14,520

¥14,520

【起こし金2枚付】

G007 LPクレープ焼き器 G008 ＬＰフライヤー（大）

45個焼き
12～13本焼き
40個焼き
10個焼き
【たれつぼ付】
【油引き・きり・粉つぎ付】 【油引き・あんさし・粉つぎ付】 【油引き・あんさし・粉つぎ付】

G009 ＬＰフライヤー（小）

G010 ＬＰ二重バーナーコンロ

G011 ＬＰおでん鍋

¥5,830

¥23,650

¥8,250

¥3,410

¥4,620

【とんぼ・へら付】

容量：12～14ℓクラス

容量：４ℓクラス

サイズ：W500×D460×H200㎜

ガス消費量：0.7kg/h

ガス消費量：0.7kg/h

ガス消費量：0.5kg/h

ガス消費量：0.8kg/h

G013 遮熱板（石膏ボード）（４５０×６００）

D101 保温器

¥1,320

¥4,180

ガス消費量：0.8kg/h
ガス消費量：0.4kg/h
D104 電気炊飯器（1ℓ）5.5合 D105 冷蔵庫2ドア（中）

¥2,530

¥7,260

【付属：ふた】※仕切り無

ガス消費量：0.7kg/h

ガス消費量：0.5ｋｇ/h

サイズ：330φ×H100㎜
ガス消費量：0.6kg/h

D106 冷凍ストッカー

D113 電動かき氷機

D114 電子レンジ

D116 IH調理器2口

¥9,240

¥12,100

¥7,150

¥4,950

サイズ：W600×D450×H200㎜ サイズ：W600×D160×H185㎜ サイズ：W520×D250×H180㎜ サイズ：W680×D570×H320㎜ サイズ：W915×D545×H260㎜ サイズ：鉄板420φ×H230㎜ サイズ：W400×D500×H440㎜ サイズ：W300×D200×H360mm

ガス消費量：0.3kg/h

※遮熱板ご利用について
テーブルに直接ガス器具を置いて使用すると、火力により
テーブルが燃える可能性がございます。事故防止の為、遮
熱板のご使用をお勧めします。
【注意】器具により必要枚数が異なります。
【商品別必要枚数】
１枚：たこ焼き器、フライヤー（大）（小）、二重バーナーコン
ロ、ガスコンロ２穴
110～160ℓ
２枚：お好み焼き器、焼き鳥器、たい焼き器、クレープ焼き器
サイズ：W450×D340×H520㎜ サイズ：W250×D300×H250㎜ サイズ：W440×D500×H960㎜
３枚：今川焼き器

消費電力：250W

C202 中華なべ

C204 寸胴鍋（小）

C205 寸胴鍋（大）

C207 大鍋

¥1,650

¥2,200

¥3,850

¥2,750

直径390mm

消費電力：800W

C208 特大鍋

消費電力：130W

60ℓクラス
消費電力：80W

消費電力：1310W

消費電力：約1400W

C216 消火器

S702 投光器（レフライト）

¥2,200

¥3,300

¥3,850

¥1,650

48ℓクラス

65～76ℓクラス

直径360mm
【蒸ネット２枚付】
※裏面③に注意事項有

※使用時は中身詰め替え費用

直径420mm×H420mm

直径450mm×H180mm

直径510mm×H210mm

1
46～57ℓクラス
【付属：ふた】
※裏面③に注意事項有

28ℓクラス
【付属：ふた】
※裏面③に注意事項有

42ℓクラス
【付属：ふた】
※裏面③に注意事項有

サイズ：約W640×D335×H360mm サイズ:約W800×D400×H450㎜

T401 テント（中）

T402 テント（大）

T403 ビニール製三方幕

Ｔ410 テントウエイト

Ｔ411 テントウエイト

T405 会議テーブル(中） T406 会議テーブル（大）

¥10,230

¥13,200

¥3,850

¥5,830

【付属：中華おたま】
※裏面③に注意事項有

消費電力：260W

C214 ３段セイロ

¥2,530

1
18～24ℓクラス
【付属：ふた】
※裏面③に注意事項有

直径330mm×H320mm

12～140ℓ

製氷皿はお客様にてご用意ください サイズ：W460×D365×H275mm サイズ：約W560×D400×H60㎜

C210 アイスボックス（中） C211アイスボックス（大）

¥3,850

※チラシ掲載の鍋はご使用
になれません。鍋はIH用を
ご自身で用意ください。
12～140ℓ

¥1,430

10号
消費電力：500W

として別途1,980円申し受けます。

¥1,980
下記QRコードまたはURLで
使用マニュアルや取扱説明書が
確認できます！

三方幕部分
テーブルの脚は必ず最後まで伸ばしきった状態でご使用ください

サイズ：2.7×3.6m、4本脚

サイズ：3.6×5.4m、6本脚

T403中サイズ：¥3,630
180
60
T404大サイズ：¥4,950

T407 丸テーブル

T408 折畳み椅子

T409 丸椅子

¥4,400

¥440

¥220

テント（中）用

テント（大）用

W1800×D450×H700㎜

W1800×D600×H700㎜

鉄 20kg 4個セット

鉄 20kg 6個セット

※裏面②に注意事項有

※裏面②に注意事項有

H601 発電機 中 2.2ｋｗ程度 H602 発電機 大 2.7ｋｗ程度 H604 ガソリン携行缶（１０L)

¥13,200

¥16,500

※発電機セット商品

S701 コードリール

¥2,200

https://teachme.jp/30228/f/roommcowT3ai

【商品に関するお問合せ】
直径900mm×H700

タンク容量１２ℓ
燃料使用料1.2ℓ/ｈ
※裏面④に注意事項有

タンク容量１４ℓ
燃料使用料1.4ℓ/ｈ
※裏面④に注意事項有

TEL：03-6893-1873

1
※無人のガソリンスタンドでは

利用時はコードを全て伸ばしきった

学園祭チームへ

ガソリンの給油はできません。

状態でご利用ください

（営業時間：平日９：００～１８：００)

30ｍ、500～1500Ｗ対応

休業日：土日祝

※商品の色・デザイン等は写真と異なる場合がございます。
※記載の料金は、学園祭期間中ご利用の特別料金です。
※各調理器具・発電機の使用にあたりましては、裏面の注意事項をよく読んでご注文ください。

※必ず熟読の上お申し込みください。

2019年6月現在【価格税込】

① その他学園祭備品レンタル料金表【価格税込】

※サイズ・仕様につきましては参考となっております。

D102

綿菓子機

消費電力：1200W 約：直径500×H620㎜

¥24,200

D103

ポップコーンマシーン

消費電力：1360W 約：W450×D350×H650mm

¥29,700
¥1,430

D107

ホットプレート

消費電力：1300W

Ｄ108

電気湯沸しポット

消費電力：湯沸800W 保温40W

D109

電気炊飯器（大）

消費電力：900Ｗ

2.7ℓクラス（15合炊き）

¥4,950

D110

冷蔵庫（大）

消費電力：500W

220ℓ～300ℓクラス

¥18,150

D115

オーブントースター

消費電力：1200W

D117

IH調理器 1口 ※必ずIH用鍋をご使用ください

消費電力：約1000W

G012

LPガスコンロ2穴

サイズ：W500×D330×H100㎜ ガス消費量：0.6kg/h

¥5,830

C201

手動かき氷器

サイズ：約339×D272×H612㎜ 製氷皿はお客様にてご用意ください

¥5,280

C206

寸胴鍋 特大

直径540mm×H540mm

¥4,950

C215

うどん揚げ

P501

ワイヤレスアンプ

消費電力：44W 出力：15W

P502

ワイヤレスマイク

※電池は付属しません 単３×１本必要

¥2,200

P503

ワイヤードマイク

接続したアンプから電力供給

¥1,650

I301

抽選機

玉1000個付（白10紫60黄100緑200赤630）

¥5,500

I302

抽選機鐘

Ｓ505

対流式石油ストーブ

サイズ：W460×D460×H590㎜ タンク容量４ℓ

¥2,530

Ｓ506

反射式石油ストーブ

サイズ：W400×D230×H500㎜ タンク容量４ℓ

¥2,530

S703

手押し台車

として別途1,980円申し受けます。
W900×D600×H1060㎜

¥3,300

S709

手提げ金庫

120ℓクラス

約：W455×D415mm
容量2.2ℓ

サイズ：W390×D230×H225mm
サイズ：約W225×D280×H60㎜

１．ご案内料金の基準となるレンタル期間は、学園祭開催期間です。（準備日含む）

¥1,430

¥1,980
¥3,630

¥330
マイクは別注文となります。

レンタルご利用に当たっての確認事項
２．レンタル期間中、中途解約の場合があっても、料金のご返金はいたしません。
３．レンタル期間延長ご希望の場合はご連絡ください。
当社の承諾後、当社規定の延長料金をいただきます。
４．当社の承諾なしにレンタル商品に他の物件を附着させたり、改造することは出来ません。
５．レンタル商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入、担保権の設定をすることは出来ません。

¥5,500

¥550

¥2,200

★上記以外の商品も多数取り扱っております。生協プレイガイドまたは下記までお問合せくださいませ。

６．商品について第三者が、差押、仮差押又は権利主張をした場合は、
直ちに当社にその旨を通知してください。
７．当社は何時でもお客様の占有する場所に立ち入って物件の現状、
保管状況を検査できるものとします。
８．返却までに生じた商品の減失、毀損については次のいずれかで負担していただきます。
費用は下部⑥をご参照ください。但し、通常の消耗、損耗はこの限りではございません。
・商品を完全な状態に復元または修理する費用
・同等商品との取替えに要する費用

② 調理器具ご利用時のテーブル適合サイズ表
適合調理器具

テーブル種類

T405 会議テーブル（中） G002 LP焼き鳥器（大）、G004 LPたこ焼き器、G007 LPクレープ焼き器、
W1800×D450×H700

G009 LPフライヤー（小）、G010 LP二重バーナーコンロ

T406 会議テーブル（大） G001 LPお好み焼き器、G005 LPたい焼き器、G006 LP今川焼き器、G008 LPフライヤー（大）
W1800×D600×H700

９．レンタル商品の受取り時は当社からの説明を受けた上、取扱説明書等を熟読し、
当日中に動作確認をお願いいたします。商品が使用できない場合やご使用中に不備が
発生した場合はご連絡ください。商品の代替品をご用意いたします。
但し、対応までの間に発生した損失に対してのご返金、補償はできません。

G011 LPおでん鍋

※会議テーブル（中）の適合商品につきましては、会議テーブル（大）でもご利用いただけます。
※会議テーブル（大）の適合商品を会議テーブル（中）でご利用になると、不安定な状態となり非常に危険です。必ず大サイズをご注文ください。

③ 鍋類をご利用時の注意事項
■寸胴鍋・大鍋・中華鍋・3段セイロをご利用時は必ず２重バーナーコンロをご注文ください。
LPガスコンロをご利用された場合、鍋とガス機器の間にガスが充満し、爆発する恐れ があります。
特にカセットコンロは、ボンベカバーを覆ってしまうと、 ボンベが破裂する恐れ があり大変危険です。
絶対に利用しないでください。

④ 発電機ご注文時の注意事項
■発電機の利用をご希望のお客様は、必ず【発電機使用内容確認書】をご記入いただき、ご発注前にご提出ください。
※発注期限内にご提出の無い場合はお貸出できない場合がございますのでご注意ください。
■機材によっては起動時等に、表示電力以上の電力を必要とするものがございますので、表示電力よりゆとりを
持ってご計画ください（安全のため、こちらから容量の大きな発電機をご案内する場合がございます。ご了承ください。）
■燃料はお客様にてレギュラーガソリンをご用意ください。なお、余った燃料の回収は一切お断りしております。
■ご利用に際し、必ず当社から取扱方法の説明を受けた上、取扱説明書等を熟読してください。

⑤ ご返却時の注意事項
■LPガス機器の本体は水洗いせず、清潔な布やキッチンペーパーで汚れを拭き取ってください。
■鉄板・鍋・アイスボックス等は洗浄の上、返却をお願いします。

１０．お客様がレンタル商品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害または第三者に与えた
損害においては、当社は一切責任を負いません。
１１．お客様が上記各項の約束を破られた場合、当社は特別の通知、催告なしで商品の引き上げ
または返還の請求をし、レンタル契約の解除と損害賠償を請求いたします。
⑥ レンタル商品及び付属品の紛失・破損した場合の滅失料金

【価格税込】

会議用テーブル（中）

¥7,480

保温器部材（網・ステンレス）

とんぼ

¥1,320

会議用テーブル（大）

¥11,880

保温器部材（電球）

¥1,980

へら

¥1,100

クーラーボックス（大）

¥7,040

あんさし

丸いす
折りたたみイス
二重バーナーコンロ
保温器

¥660

¥660

¥2,420

起し金（1枚）

¥6,820

たれつぼ

¥22,000

きり

¥220

※その他の滅失料金についてはお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
エイトレント株式会社
事業推進課 学園祭チーム
（営業時間：平日９：００～１８：００ 休業日：土日祝）

TEL：03-6893-1873
FAX：03-6893-1870

¥880

¥330

たこ焼き器鉄板

¥2,200

¥880

粉つぎ

¥1,210

