
◆キャンセルがある場合は直接生協へ申し出てください。
　キャンセルの締切りは 5/22（水）です。以降のキャンセル発生時はキャンセル
　料金を収受いたします。
　●5/17（木）～23（水）：料金の20％ ●5/24（木）以降：料金の100％

◆お支払いの締切りは 5/22（水）です。
　この日までに必ずお支払いをしてください。
　お支払いは北部食堂2階 北部購買部サービスカウンターへ。
◆生協では万が一の時の為に保険に加入しています。盗難にあってしまった
　場合は、すみやかに本部テントのスタッフにお知らせください。

受注会では特別価格でご提供!!

模擬店の内容を決める

50%OFF50%OFF50%OFF
★このカタログの金額は3日間貸し出しの金額です！！
★1日単位での貸し出しは行っておりません。

STEP1

出店に必要なものをチェックするSTEP2

5/14（火）・15（水）の受注会で予約するSTEP3

5/22（水）までに生協へお支払いSTEP4

あとは当日指定の場所まで
機材を取りに来てください！STEP5
※指定場所は別紙レンタル用品手配マニュアルをご確認ください。

最
大

通常価格より

＊注意＊ 機材の数に限りがありますので、早めのご予約をお勧めします。また、このカタログに記載されて
いる写真と同じ商品が貸し出しされるとは限りません。形状が違う場合がありますことをご了承ください。

表1表4

　レンタル用品受注会
場所：北部食堂2階レンタル特設店
日時：5/14（火） ■10：00～13：00 ■14：00～18：30
　　　5/15（水） ■10：00～13：00 ■14：00～18：30
　　　  欲しい商品が決まったらレンタル受注会にお越しください。

北 大 生 協 北 部 店 TEL 011-747-2181

ダスキンレントオール TEL 011-818-7171

お支払いや変更・キャンセルに関するお問い合わせ

物品の形状や使い方などレンタル用品に関するお問い合わせ

その他

消費量
（kg/h）

（LPガス 5kg使用時）

使用電力量
（W）

時間
（約）

ホットプレート

ポップコーン機

綿菓子機

ホットショーケース

電気ワッフルメーカー

ドラムコード

投光器

冷蔵庫 80～100リットル

冷蔵庫 120～150リットル

冷蔵庫 200リットル

チェストフリーザー 100リットル

チェストフリーザー 200リットル

冷凍庫 100リットル

発電機 550Ｗ　タンク容量約2.8リットル

発電機 2000Ｗ　タンク容量約7リットル

約1200

1300

1200

200

1600

4口で　　　 
1500Wまで

200

約75

約100

約140

約100

約140

約70

ガス炊飯器　3升

ガス炊飯器　5升

一口ガスコンロ

鋳型コンロ　2連

鋳型コンロ　3連

ガステーブル

クレープマシン

焼き鳥機 大（5本バーナー）

小型たこ焼き機（84個用）

たこ焼き機（140個用）

鉄板焼き機

大判焼き機

フライヤーセット

0.4

0.85

0.24

0.52

1.1

0.24

0.3

0.3

0.4

0.7

0.3

0.43

12.5

5

20

8

4.5

10～20

20

15

15

10

7

15

10

模擬店用品 ガス消費量 模擬店用品 電力量
時間
（約）
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7

北部トラベルセンター横
教科書特設店跡地（　　　　）



ホットスナック等

プロパンガス ※プロパンガスは割引きの対象にはなりません。

交換は祭り期間中、本部テントにて受付 ！！

土

■発電機　2,000w
　通常価格 21,600円 15,120円

発電機・投光器・ガス

■ドラムコード　4口
　通常価格 1,296円 972円

■パイプテント　3.600×5,400mm　

　通常価格 17,280円

■パイプテント　1,800×2,700mm　

　通常価格 11,880円 10,098円

■パイプテント　2,700×3,600mm　

　通常価格 15,120円12,852円

■横幕　1,800mm　通常価格 1,296円　

■横幕　2,700mm　通常価格 1,944円　

■横幕　3,600mm　通常価格 2,592円　

■横幕　5,400mm　通常価格 3,888円　

■横幕　9,000mm　通常価格 6,480円　

1,102円
1,652円
2,203円
3,305円
5,508円

■発電機　550w
　通常価格 8,640円7,560円

■投光器　200w
　通常価格 1,296円1,101円

■5kg　新品ホース付だから安全！ 3,700円

■体育館前本部テント ☆体育館前に、ガスとレントオール
　スタッフが常駐します。
　（ガスは10：00～20：30までの
　  常駐となります。）

■6月7日（金）～9日（日）
　交換・追加時間の詳細は手配マニュアル
　  をご参照ください。

☆パイプテントを借りられた場合
2灯まで648円になります。

☆発電機2kwを借りられた場合
1台につきドラムコード1コ
648円になります。

■ホットショーケース
　W380×D300×
　H560mm
　通常価格 5,400円

　4,590円

■綿菓子機
　W640×D640×
　H830mm
　通常価格 10,800円

　9,720円
■カキ氷機　手動
　通常価格 10,800円

　8,640円

■ポップコーン機
　W460×D360×H660mm
　通常価格 16,200円

　12,960円

※受注会にてガス機器レンタルの方のみ無料。 ※ガスのみの方はホース及びカチット代で540円追加徴収
いたします。 ホース及びカチット紛失の際は2,000円ご請求させていただきます。　ホース（カチット含）

テント・横幕

14,688円

テントはすべてウエイト（重り）4ヶ付の価格です ！！

10台限
定 ！

冷蔵庫・冷凍庫等

■アイスボックス　150リットル

　通常価格 6,480円5,400円  

■レジャークーラー　35リットル

　通常価格 1,620円1,377円
■レジャークーラー　65リットル

　通常価格 3,240円2,754円

■冷凍庫　100リットル

　通常価格 8,640円　  7,344円

■冷蔵庫　80～100リットル

　通常価格 6,480円5,400円
■冷蔵庫　120～150リットル

　通常価格 9,720円6,480円
■冷蔵庫　200リットル

　通常価格 14,040円11,880円

■チェストフリーザー
　100リットル
　通常価格 8,640円

   7,344円
■チェストフリーザー
　200リットル
　通常価格 12,960円

 10,800円

生協で発電機をレンタルすると、1台につき
1コ、ガソリン専用のタンクを貸し出します。

2 5

16台限
定 ！

8台限
定 ！



2連、3連はコンロの輪の数で、3連の
火力が一番強いです。

テーブル・イス

■テーブル
　W1,800×D450×H700mm

　通常価格 1,645円　　648円
■テーブル
　W1,800×D600×H700mm

　通常価格 2,262円1,923円

コンロ・焼き物・揚げ物

■鋳型コンロ　2連
　W510×D330×H100mm

　通常価格 3,240円 2,754円
■鋳型コンロ　3連
　W690×D450×H195mm

　通常価格 4,320円 3,672円

■ガステーブル
　通常価格 3,240円

■鍋　15リットル　
　通常価格 3,240円　

　　2,754円
■鍋　35リットル　
　通常価格 3,888円

　　3,305円
　　　　　■ガス炊飯器　3升
　　　　　　通常価格 4,320円

　　　3,672円
■ガス炊飯器　5升
　W524×D481×H420mm　
　通常価格 6,480円

　　　5,508円

■ホットプレート
　通常価格 4,320円

3,672円

■クレープマシン
　通常価格 6,480円

  5,508円

■ワッフルメーカー
　通常価格 15,120円

12,852円

■鉄板焼き機
　W925×D770mm
　通常価格 14,040円

11,934円

鍋・炊飯器

注意
このカタログに記載している写真と同じ商品
とは限りません。若干、形状が違う場合がある
ことをご了承下さい。

■アルミベンチ
　W1,800mm
　通常価格 3,240円

  1,620円

■座卓
　W1,800×D450×H330mm

　通常価格 1,620円1,296円

■パイプイス　
　通常価格 432円

　 216円

■丸イス　
　通常価格 324円 276円

■寸胴鍋
　φ390×390mm
　通常価格 4,276円

　3,635円

■焼き鳥機　5本バーナー
　W600×D270×H170mm

　通常価格 7,560円  6,426円

■半寸胴鍋
　φ390×H280mm
　通常価格 3,369円

　2,864円

2,754円

■小型たこ焼き機　84個　W560×D350×H230mm

■たこ焼き機　140個　W970×D340×H230mm

通常価格 6,480円 5,508円
通常価格 10,368円 8,813円

■フライヤー　11～14リットル
　W400×D500×H400mm～
　W450×D470×H495mm
　通常価格 15,120円

12,852円

■大判焼き機
　通常価格 10,800円 9,180円

3台限
定 ！
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