神戸学院大学 大学祭 特別レンタル価格
2020/5/19
表示の価格は 消費税（10％）込みです

商 品 名

価格

内 容

燃料

1 ガスコンロ
2 たこ焼き器(特大)

¥3,300 ３連

プロパン

¥9,900 鉄板５枚 １４０個焼き

プロパン

3 たこ焼き器(小)
4 たこ焼き７点セット

¥7,700 鉄板３枚 ８４個焼き

プロパン

5 クレープマシン
6 フライヤー

¥6,600

7 ホットショーケース
8 すくい網
9 バット(網付き)
10 卓上鉄板焼き器
11 鉄板
12 油引き、油つぼセット
13 コテ
14 ボール

¥550 油引き、油つぼ、粉注ぎ、キリ、薬味入れ、ソースはけ、ソース入れ
¥13,200 油量１１ℓ

プロパン
油切り、ウォーマーは付いていません

¥4,400 揚げ物、フライ物用 240Ｗ

プロパン
電気

¥224
¥224
¥11,000 75cmX45cm テーブル必要

プロパン

¥1,100 約60cmX44cm ガス台は 付いていません
¥336
¥112
¥336 30ｃｍ

15 電動ミキサードリル
16 フライパン

¥4,400 たこ焼きやお好み焼きの粉を混ぜる 1200Ｗ

17 焼き鳥器
19 ワッフルメーカーセット

¥7,700 60cmX27cm

プロパン

¥5,500 ２枚焼き鉄板Ｘ２、 ２口ガステーブル

プロパン

電気

¥550 26cm

18 もちつきセット
19 おでん鍋

¥16,500 石臼、うす台、杵１本、せいろ１段、カマ、かまど

20 焼き芋機
21 たて型冷凍庫

¥14,300 焼き芋ができます。

プロパン

¥10,450 冷凍庫、１０２リットル

電気

22 綿菓子機
23 ポップコーン機

¥12,100 1200W

電気

¥14,300 1300W

電気

¥880 1000W

電気

24 オーブントースター
25 簡易屋台

¥6,600 仕切りが八つ

プロパン

¥2,200 屋根付き テーブル別

26 屋台フレーム(青または赤)
27 電子レンジ

¥2,200 W1800×D700mm フレームにターポリン生地

28 アルミ段付き鍋 35リットル
29 アルミ段付き鍋 15リットル
30 アイスボックス

¥4,950 ３５リットル

¥3,962 1200W
¥3,300 １５リットル
¥4,481 ５０リットル

31 両手鍋 ３０ｃｍ
32 おたま

¥448 30cm

33 レードル
34 蒸し器セット

¥224

¥112
¥2,750 セイロ１段、カマ、携帯ガスコンロ。ガスボンベ別。

35 ドラム缶型バーベキューコンロ
36 車いす

¥4,400 ドラム缶を半分に切った物 スタンド付 燃料別

37 クーラーボックス

¥6,600 １４５リットル 氷を入れる販売ケース、スタンド式

¥2,200 自走式、介助式とも

電気

38 電動コンプレッサー
39 射的セット

¥4,400 各種 風船販売の際 楽々膨らませられます

40 千本釣り台
41 電動かき氷機

¥6,600 商品別

電気

¥6,600 コルク銃X2 コルク玉１００個、コルク銃の追加は1丁\3150

42 ミスト扇風機
43 パラソルヒーター

¥6,600 手動も 同価格

電気

¥10,694 気化熱で 涼しい

電気

¥8,800 野外用ストーブ

44 手提げ金庫
45 カラーコーン(赤色)

プロパン

¥550 釣銭の管理に
¥112 ウエイト付き

46 アームレスリングテーブル
47 パーフェクトストライク

¥11,000 腕相撲の台
¥11,000 ボールは１２個

48 紅白幕
49 ティーバッティング(エアー)

¥2,200 式典やお祭りでみられる幕 1.8ｍＸ9ｍ ロープ付
¥27,500 エアーの的に ポールをﾊﾞｯﾄで打つゲーム

50 コードリール
51 電気炊飯器

電気

¥336 30m 1200Wまで 巻いた状態で使用すると熔けます

52 電気保温ジャー
53 無線機

¥3,300 １．８リットル

電気

¥3,300 ５．４リットル

電気

¥4,400 １台の料金 リモートマイク、バッテリー付き

54 野点傘
55 2.8ｋｗ インバーター発電機

¥11,000 傘とスタンド
¥22,000 燃料（ガソリン）別

ガソリン

56 祭りはっぴ
57 カラーはっぴ(黄または赤)

¥1,100 帯付き

58 消火器
59 メガホンヤク

¥1,324 ４型 ご使用の際は別途￥2700必要となります。

¥1,100 帯なし

¥ 11,000 拡声器型翻訳機 日本語を英語・中国語・韓国語に翻訳

電池

キャンセル規定
商品お渡し日の5日前

無料

商品お渡し日の3日前

30%

商品お渡し日の2日前

50%

商品お渡し日の前日

100%

使用後

100%

取寄せ商品は 一日繰り上がります。

ご注意
プロパン、乾電池、ガソリン等消耗するものについては 全て含まれていませんので ご用意下さい。
在庫が無くなりましたら 取り寄せ費用等の別途料金がかかる場合があります。
手配が出来ない場合は ご了承下さい。
お問合せ先

大学学内 売店カウンターまで

