
①北大生協北部店

TEL：011-747-2181

担当：物応・笠井・境

・お支払いや変更、キャンセルに関するお問い合わせ。

②ダスキンレントオール

TEL：011-818-7171 担当：神原

・物品の使い方等レンタル用品に関するお問い合わせ
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はじめに

◆模擬店で何をするか決まったらレンタル用品の
予約が必要です！

◆北大生協で申し込むと便利でお得です。

受注会での特典有り☆

◆北大生協では、持ち運び困難なものの配達・回
収を行います。（時間・場所は指定されています。）

◆返却時の面倒な洗浄も不要！！

（詳しくは10ページ参照）

◆レンタル用品は数に限りがありますので早めに
ご予約を！

レンタル用品はあくまで借り物です。壊すことの
ないように、大事に綺麗に使いましょう!!



入構規制について

6月6日日（木）18：00より前は、レントオール関係の車輌は
大きさに関わらず、入構禁止となっております。

6月6日（木）18：00～22：00は生協のレントオール関係のみ
活動が許可されております。生協では、大きな用品（ウェイ
ト、机、椅子、発電機）は各区画まで商品を配送します。

生協からレンタルをすると、手間をかけず6月7日（金）から
準備を始めることができます。（他レントオールさんから借り
た場合、テントや機材すべて手作業で構内に運ぶことにな
ります。）

また、22：00以降の活動も基本的に許可されていません。
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5月14・15日（火・水）は受注会です

レンタルしたい用品が決まったら商品の予約をしてください。

＜受注会日時＞

日にち：5月14・15日（火・水）

時間：10時～13時/14時～18時30分

場所：北部食堂2Fトラベルセンター横 レンタル特設店(教科書特設店跡地)

ＳＴＥＰ１ 出店に必要なレンタル用品を決める

↓

ＳＴＥＰ２ 5/14・15日（火・水）の受注会で予約する

↓

ＳＴＥＰ３ 5/22（水）までにお支払い

（支払いは北部購買入って右側のカウンターです。）

↓

ＳＴＥＰ４ あとは6月7日（金）を待つだけ☆

※P8で記載した以外の商品は6月7日（金）に指定場所まで取りに来て
頂きます。
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(1)受注会期間のみ・・・

特別価格でご提供！！

※レンタルの期間は、北大祭期間中となります。
1泊貸し等はしていませんのでご了承ください。

(2)下記の用品は他のレンタル用品と一緒に
予約するとさらにお得！

① ＜パイプテントをレンタルした時＞

投光器（200Ｗ）通常 1080円→540円

※1.8Ｍ×2.7Ｍ/2.7Ｍ×3.6Ｍ/3.6M×5.4Ｍのテントを借りられた場合
２灯まで上記の金額です。

②＜発電機（2ＫＷ）をレンタルした時＞

ドラムコード 通常 1080円→540円

※発電機１台に付きドラムコード１台とさせて頂きます。

受注会特典
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受注会後は・・・

◆受注会後のご注文は

北大生協へご連絡ください。

受注会後はほとんどのレンタル用品がなくなってしまいますので
受注会での申込みをおすすめします。

但し、受注会での申込みに関しましても人気レンタル用品 （テン
ト・発電機・冷蔵庫など）は欠品となる可能性がございます。
その際はご了承ください。

受注会後は、通常価格となりますので、

ご注意ください。

下記のものは割引対象外とさせて頂きます。

＜販売用品＞

・プロパンガス

※レンタルしたい用品は別紙申し込み用紙に

記入の上、受注会で予約してください。

6



キャンセル・変更について

お支払いについて

キャンセル期間：5/16（木）～5/22（水）

時間：平日10：00～18：30 土曜日10：00～14：00

場所：北部食堂2階購買部サービスカウンター

・お手数おかけいたしますがトラブル防止の為、直接ご来店
頂きますよう宜しくお願い致します。

・上記期日以降のキャンセル発生時はキャンセル料金が発生いた
します。※5/17(木)～5/23(水):料金の20% 5/24(木)～当日もしくは連絡なし:100%

お支払い期間：5/16（木）～5/22（水）

時間：平日10：00～18：30 土曜日10：00～14：00

場所：北部食堂2階購買部サービスカウンター

必ず”レンタル申込み控え”をご持参ください。

お支払い期限を過ぎてもお支払いをいただいていない場合は、

予約商品が自動的にキャンセルとなります。

その際はキャンセル手数料として20％を請求させていただきます。
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配送するレンタル用品について

◆楡陵祭6月6日（木）18：00～22：00の間に各
区画にレンタル用品を配送いたします。

◆屋外団体への配送は北側から行います。配
送時間帯、メインストリートはトラックでの作業を
行いますので大変危険です。メインストリートに
は入らず、芝生の上での作業、歩道での移動を
お願いします。

◆屋内団体への分については、高等教育推進
機構玄関前にまとめて置いておきますので各
自玄関前まで取りに来てください。

◆配達対象レンタル用品は以下です。

ウエイト、テーブル、椅子、発電機・パイプテント
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高等教育推進機構北駐車場で
6月7日（金）7：00～10：00に貸し出します。

ブロックごとに貸し出しの目安時間を設けてあります。
自分の団体が該当する時間帯に必ず取りに来るようにしてください。

※引き換えの際、レンタル用品申込み控えと領収書をお持ち下さい。

配送するレンタル用品以外について

荷物の多い団体には、貸し出しの際に台車をお貸しいたします。
使用後は速やかに返却をお願いします。

※台車貸し出しの際には、楡PASSをお持ちください。

※台数に限りがありますのでお待ちいただくことがございます。

※貸し出し目安時間のブロックの団体に優先して貸し出します。

台車貸し出しについて

高等教育推進機構

←北 メインストリート 南→

9

レンタル貸出場所



返却について
◆屋外団体の返却については17：00～各区画まで直接レント
オール業者の方がチェックに伺います。したがって、全てのレ
ンタル用品があることがわかるように区画内をある程度整理
しておいてください。

屋内団体の返却は以下の場所と時間で行います。

〈返却場所〉高等教育推進機構北駐車場

〈返却時間〉6/9(日)15：00～19:00

◆洗浄について→洗浄は不要です！！

注意点がいくつかありますのでルールを守って返却をしてください。

①ゴミの処理は必ず各団体で行う。

②返却の際、他のレンタル用品を汚さない。

※例えば、横幕をお好み焼きの鉄板に載せてしまうと、
横幕が汚れてしまうので注意が必要です。

③借りたレンタル用品は全て返却してください。
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楡陵祭期間中、生協で借りたレンタル用品に関しましては本
部テントにて修理・交換等の対応をさせて頂きます。

例：火がつかない、発電機の調子が悪い、等

※レンタルお申込控えと領収書をお持ちの上、受付をしてください。

※また、無償での対応となりますので、使用できなかった分の
売上補償は出来かねます。予めご了承ください。

※団体の不注意での故障（運搬時に落とした、祭中にテントに穴が
あいた）などに関しては請求の対象となります。借りている物を使用
している事を忘れずに大事にご利用下さい。万が一の際は北大祭
事務局のスタッフへ即ご報告下さいませ。

トラブル時の対応について
＜本部テント＞場所：体育館前、博物館横

日時：6月7日（金） 12:00～21：00 6月8日（土） 10：00～21：00

6月9日（日） 10：00～12：00

体育館

←北 メインストリート 南→

本
部
テ
ン
ト
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レンタル用品の盗難保険
生協では、生協で貸し出した物品に保険をかけています。
生協でレンタルした団体さんのみが補償を受けられます。

※注意※
生協以外の業者から借りた団体には適用されず、
途中加入も不可能です。

生協でレンタル用品を借りる!!

※自動的に保険に加入されています。

保険加入での追加料金等はありません

※盗難以外のトラブルは、

体育館前・博物館横のテントで対応します

※本部テントは対応時間が決まっています

対応時間内かどうか確認して連絡をしてください

※実際に団体さんに負担して頂く金額は

１用品あたり上限で5000円となります。

楡陵祭期間中の盗難には保険が適応されます。

すぐに本部テントへ連絡をしてください

盗難にあったレンタル用品手配します

万が一盗難が
発生した場合!!

※楡陵祭期間中は追加料金なしで貸し出しを行いますが、手配に時間がかか
る場合もございますのでご了承ください。その際の売り上げ補償等は行いませ
ん。
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レンタル商品を壊してしまったり、テントを燃やしてしまった等の際には
高額な修理費を請求されます。大事に使いましょう。



＜北大祭終了後の賠償について＞

北大祭期間中に生協から借りたレンタル用品を破損した場合、北大祭終了後、請求された金額
を北大生協に対して必ず支払っていただくことになります。該当する団体の方には、北大祭終了
後に生協から電話でご連絡しますので、迅速なお支払いをお願いいたします。

＜賠償責任保険について＞

北大生協では、北大祭事務局と連携して賠償責任保険に加入しています。北大生協からレンタ
ル用品を借りた場合には自動的にこの保険に加入しています。
この保険は5000円を超える高額な賠償に対して適用されるため、万が一の際には北大祭事務
局までご連絡下さい。保険の免責金額（自己負担分）は5000円となっているため、5000円未満の
賠償には対応していません。

この際、以下を必ずご確認下さい。

この保険は、団体の方の支払いを北大生協・北大祭事務局が肩代わりするものではありません。
支払いの責任はあくまで団体の方にあり、請求があった場合には保険の適用の可否以前に、ま
ず生協に請求された金額を団体の皆様各自でお支払い下さい。その後、保険の手続きが完了次
第、保険会社から賠償金をお支払いいただいた方の銀行口座に対して保険適用分（賠償金全体-
自己負担分5000円）が振り込まれます。
保険の適用は団体の方々の任意です。希望される場合は北大祭事務局に自発的かつ早めにご
連絡下さい。連絡がない場合には保険は適用されず、また著しく連絡が遅れた場合にも対応がで
きないことがあります。希望されない場合には北大祭事務局への連絡は必要ありません。

保険適用のためには、書類をご記入される方の氏名・住所・保険金振り込みのための銀行の口
座番号などの個人情報、印鑑での捺印、支払い時の領収書、またレンタル用品破損時の様子の
写真が必須です。必ず破損時に破損部分・全体部分の両方の写真を撮影しておいてください。
（これらは保険会社に送る書類のみに必要であり、北大生協や北大祭事務局が控えることはあり
ません。）

保険が下りるまでには団体の方ご自身の手間と時間がかかることをご注意下さい。また、保険が
下りるかの判断は保険会社が行います。そのため、何らかの理由で保険が下りない可能性もあ
ることをご了承下さい。

＜支払い・保険手続きの方法＞
5000円未満の賠償の場合
請求された全額を生協の北部2階購買部サービスカウンターにてお支払いください。
5000円を超える高額賠償の場合
はじめに請求された全額を生協の北部2階購買部サービスカウンターにてお支払いください。
保険手続きを希望される場合、支払い時に「宛名：団体名と代表者の方のお名前」「但し書き：レ
ンタル用品破損に対する賠償金として」で領収書を発行してもらってください。支払いが終了次第、
迅速に北大祭事務局までご連絡いただき、その後N204北大祭事務局室までお越しください。（北
大祭事務局の連絡先、北大祭終了後の北大祭事務局室の開室時間などに関しては、北大祭事
務局が発行している準備ガイドブックに記載されています。）その後、担当者が保険適用までの流
れを説明し、各種必要書類の記入などを行っていただきます。

北大祭終了後の賠償について/ 賠償責任保険について



発電機についての注意事項1
①発電機の燃料はガソリン レギュラーです。

ガソリン以外の物を入れたことが原因で故障した場合は実
費にて修理代金もしくは買い替えをお願いしています。取り
扱いには十分ご注意ください。

②ガソリンは市販のポリタンクでは購入できません。

楡陵祭期間中は発電機１つに対して１個、専用のガソリンタ
ンクを貸し出しします。必ず発電機とセットでご返却ください。

ガソリンスタンドは北大通りにエネオス（北19条西4丁目） が
あります。

本部テントではガソリンの販売はしておりませんので、各自
手元にあるタンクの量を確認しながらガソリンを購入してくだ
さい。

③専用のガソリンタンク以外での保管禁止！
ガソリンは気化します。ペットボトルやプラスチックのポリタン
クに保管していると容器が溶けたり、何かの拍子に爆発した
りする危険性があります。必ず専用のガソリンタンクに保管し
てください。また、必ず使い切るか、余った場合は他の店に
譲渡する等してください。
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発電機についての注意事項２

④発電機の置き場所
発電機やガス器具を使用する際には必ず水平な場所へ設
置をしてください。

水平ではない場所だと器具の安全装置が作動して使用でき
ません。また、雨の日は排気口を外に向け、本体はテントの
中に入れてください。

⑤ドラムコードについて
ドラムコードのコードは全て伸ばした状態で使用してください。

きちんと伸ばした状態でないとコードが熱を持って溶けてしま
います。

・レンタルしたものには、あらかじめ燃料が入っています。

・必ずガソリンレギュラーを使用してください。

・ガソリン以外（軽油・灯油）の使用はできません。

・ガソリン以外のものを入れて故障した場合、弁償して頂き
ます。

・水平な場所に設置してください。
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その他レンタル用品の注意事項

①横幕について

食品を取り扱う団体は、衛生管理上横幕を使用することが義務付
けられています。

必ずテントの３面を横幕で覆ってください。

横幕使用時はコンロに近づけすぎないよう注意してください。

食品の調理は必ずテント内で行ってください。

②冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックスについて
食品を扱う団体は、必ず冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックスを用意
し、食品を冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックスで保管するようにして
ください。

③スクリーンについて

スクリーンのレンタルも行います。教室の大きさの関係で使用でき
る大きさは100インチが最大になります。(要相談)

④その他

団体さんの不注意等によりレンタル用品を破損された場合、実費
にて修理代金もしくは買い替えをお願いしています。

取り扱いには十分ご注意ください。
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発電機の取り扱い方法
種類によって多少異なりますが、使い方の基本は一緒なので、
しっかり覚えて安全にご使用ください。

①燃料コックを開く。 ②エンジンスイッチを運転にする。

③チョークレバーを始動にする。

④始動グリップを引く。

⑤チョークレバーを運転にする。

始動

運転
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楡陵祭までの日程 4月

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Sun Mon  Tue Wed Thu         Fri         Sat

楡陵祭
実行委員会レン
トオール説明
カタログ・申し
込み用紙配布
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楡陵祭までの日程 ５月

4/28 4/29 4/30 5/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 6/1

Sun Mon  Tue Wed Thu         Fri         Sat

レンタル
受注会①

10時～13時

14時～18時30分

レンタル
受注会②

10時～13時

14時～18時30分

お支払い

キャンセル

19

お支払い
締切

キャンセル
締切

追加受注会
17時~ 20時

キャンセル料20％（29日まで）

キャンセル料20％（29日まで） キャンセル料100％



楡陵祭までの日程 ６月

5/26 27 28 29 30 31 6/1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Sun Mon  Tue Wed Thu         Fri         Sat

祭1日目
引き渡し
7時～10時

祭2日目

祭3日目
返却
屋内団体
15時～19時
屋外団体
17時～19時

20

配送
18時～

キャンセル料100％

キャンセル料100％



必要機材

たこ焼き 数量 焼きそば･お好み焼き 数量 ポップコーン 数量

テント テント テント

横幕 横幕 横幕

タコ焼器 1 鉄板焼器 1 ポップコーン機 1

ガス 1 ガス 1 発電機２ＫＷ 1

テーブル 2 テーブル 2 テーブル 2

イス イス イス

ホットショーケース 1 ホットショーケース 1 投光器 2

投光器 2 投光器 2

発電機２Kw 1 発電機２Kw 1

冷蔵庫 1 冷蔵庫 1

焼き鳥 数量 クレープ 数量 カキ氷 数量

テント テント テント

横幕 横幕 横幕

焼鳥器 1 クレープマシーン 1 氷かき機　手動 1

ガス 1 ガス 1 冷凍庫 1

発電機２Kw 1

テーブル 2 テーブル 2

イス イス テーブル 2

ホットショーケース 1 投光器 2 イス

投光器 2 発電機２Kw 1 投光器 2

発電機２Kw 1 冷蔵庫 1

冷蔵庫 1

揚げ物 数量 揚げアイス 数量 綿菓子 数量

テント テント テント

横幕 横幕 横幕

フライヤー 1 フライヤー 1 綿菓子機 1

ガス 1 ガス 1 発電機２ＫＷ 1

冷凍庫 1

テーブル 2 発電機２Kw 1 テーブル 2

イス イス

ホットショーケース 1 テーブル 2 投光器 2

投光器 2 イス

発電機２Kw 1 投光器 2

冷蔵庫 1

フランクフルト 数量 ワッフル 数量

テント テント

横幕 横幕

鉄板焼器 1 ワッフルメーカー 1

ガス 1 発電機２ＫＷ 1

テーブル 2 テーブル 2

イス イス

ホットショーケース 1 ホットショーケース 1

投光器 2 投光器 2

発電機２Kw 1 冷蔵庫 1
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