
長机 化粧板・ベニヤ　W700×D450×H700 ￥700
縁台 W1500×D350×H350 ￥1,500化粧板　W1200×D450×H700 ￥700

W1800×D900×H300 ￥3,000化粧板（白）　W1500×D450×H700 ￥700
テント 1間×1.5間　（切妻・片流れ） ￥8,000化粧板・ベニヤ　W1800×D450×H700 ￥700
※1間＝1.8M 1.5間×2間　（切妻） ￥8,000化粧板　W1800×D450×H700～1000 ￥1,000

2間×2間　（ロイヤル・ヨーロピアン） ￥10,000化粧板　W1500×D600×H700 ￥1,100
2間×3間　（切妻） ￥10,000化粧板・ベニヤ　W1800×D600×H700 ￥1,100
2間×3間　（片流れ） ￥25,000ベニヤ　W1800×D900×H700 ￥1,100
2間×4間　（切妻） ￥15,000座卓 化粧板　W1800×D450×H328 ￥1,000
2間×4間　（ロイヤル・ヨーロピアン） ￥20,000丸テーブル プラスチック・ベニヤ　900φ ￥1,800
3間×4間　（切妻） ￥20,000プラスチック・ベニヤ　1200φ ￥2,000
3間×5間　（切妻） ￥27,000ベニヤ　1500φ ￥4,000
3間×5間　（片流れ） ￥100,000ベニヤ　1800φ ￥5,000
4間×6間　（切妻） ￥160,000黒・白　600φ H700～1000  昇降式 ￥2,000
4間×8間　（切妻） ￥200,000テーブルセット 900φ　イス4脚　パラソル付 ￥4,500
10M×10M ￥200,000白布 W1800×D450×H700　他サイズ有 お問い合わせください

テント用横幕 1.5間　（白・透明） ￥1,600ビニールクロス W1800×D450　他サイズ有　※使い捨て お問い合わせください

2間　（白・透明） ￥1,600※テーブルクロス・テーブルスカートは各種ございます。お問い合わせ下さい。

3間　（白・透明） ￥2,400パイプイス W420×D460×H740 ￥250
5間　（白・透明） ￥4,000丸イス 320φ×H420 ￥200

テント用ウエイト 砂袋　20kg ￥500ハイチェアー 小：W340×D450×H600／大：H740 ￥1,500
カウンターチェアー（白） W385×D400×H675～895 ￥1,500 鉄　20kg（白） ￥500
ミーティングチェア W435×D550×H765 ￥600 コンクリート　30kg（カバー付） ￥1,000
子ども用イス W500×D700×H800 ￥2,000 130kg ・ 140kg ￥4,000
イスカバー 座・背セット　※使い捨て ￥150 ステージテント 3間×5間　※他サイズ有 ￥200,000

ベンチ W1800×D450×H420　アルミ ￥2,000

机・イス・テント
綿菓子機 650φ×H800　1220W ￥10,000 冷凍庫アイス9貫用 W405×D555×H810　70W　58L ￥6,000
鉄板焼き機 小：W700×D500×H170 卓上 ￥4,000 冷凍庫アイス12貫用 W554×D554×H845 103W 100L ￥8,000

大：W900×D550×H800 台付 ￥8,000 冷蔵・冷凍庫 各種 お問い合わせください

おでん鍋 四つ切　六つ切　八つ切 ￥3,000 クーラーボックス 各種 ￥1,000～
八つ切 ￥4,000 どぶづけ W1000×D620×H820 （脚450） 150L ￥5,000

焼き物機 小：W490×D140×H200／W600×D130×H130 ￥2,000 流し台 2槽式／3槽式　※水道工事別途 ￥4,000
中：W640×D200×H200／W740×D240×H200 ￥3,000 餅つきセット 杵・臼・釜・かまど・セイロ・蒸し布 ￥16,000
大：W530×D550×H305 ￥7,000 餅つき機　3升用 W432×D412×H370  蒸し機能なし ￥5,000

焼き芋機 W700×D700×H1150 3筒式 ￥15,000 屋台 W1500×D840×H2100　のれん付 ￥6,000
クレープ機 W500×D500×H190 1700W

電気
ガス
ガス
ガス
電気
ガス
ガス
ガス
ガス
電気 ￥8,000 かき氷機 キューブ氷用  W306×D421×H429 電動 ￥10,000

保温機 2段：W380×D300×H570　240W ￥3,000 ブロック氷用  W350×D402×H591 電動 ￥10,000
小：W450×D300×H500　250W ￥3,000 ※かき氷カップ・ストロースプーン・氷や蜜も別途ご用意できます

大：W610×D310×H550　400W ￥5,000 ポップコーン機 丸型：W480×D380×H510 1kW ￥10,000
缶ウォーマー W404×D425×H633　660W ￥5,000 箱型：W487×D400×H730 1kW ￥10,000
たこ焼き機 18穴×3枚　18穴×4枚 ガス ￥3,000 箱型：キャラメル専用 ￥12,000
フライヤー 卓上：W400×D510×H400 12L ￥10,000 材料  100人分（コーン・オイル・塩調味料）

電気
電気
電気

￥3,500
自立：W450×D600×H800 13L

ガス
ガス ￥14,000 ※ポップコーンは、塩味以外もございます。お問い合わせください。

寸胴なべ 21L：300φ×H310　IH対応あり ￥3,000 金魚すくい 金魚（小赤・姉・すくい出目） お問い合わせください

41L：380φ×H420 ・ 70L：450φ×H440 ￥4,000 金魚袋　100枚入 ￥1,000
大鍋 510φ×H230　44L　蓋付き ￥3,000 使い捨てわく　200入 ￥5,000
ガスコンロ 小 ： 2連　300φ ￥800 うつわ ￥10

大 ： 3連　600φ ￥2,000 東池（水槽）W1250×D600×H240 ￥3,000
カセットコンロ W327×D277×H104 ※ガスボンベ別途 ￥500 スーパーボール 各種ございます。お問い合わせください。
バーベキューコンロ W600×D230×H410　他各種 炭 ￥3,000 ヨーヨー釣り ヨーヨー（加工前）　100個入 ￥4,000
IH調理器 W304×D345×H53　1400W ￥2,000 ヨーヨー（加工済）　200個入 ￥18,000
コーヒーメーカー W218×D386×H493　※材料別途 ￥4,000 針・こより　100本入 ￥1,300
ジュースディスペンサー W252×D362×H600　190W ￥5,000 ヨーヨーポンプ ￥1,000
炊飯器 5合炊き ・ 2升炊き ￥1,000～ 風船 各種 お問い合わせください

3升炊き ・ 5升炊き
電気
ガス ￥2,000～ ヘリウムガス 7リューベボンベ お問い合わせください

保温ジャー 3升 ・ 5升 電気 ￥2,000～ 風船用ヘリウムガスクチ ￥2,000
オーブントースター W364×D213×H210　930W ￥1,000 調整器付ヘリウムガスクチ ￥6,000
オーブンレンジ W490×D445×H370　1380W ￥7,000 発電機 2kVA　※燃料別途 ￥4,000
電子レンジ W460×D368×H275　700W ￥2,000 2.8kVA　※燃料別途 ￥4,500
スープジャー W365×D315×H385　980W　6L ￥4,000 ※10～90kVA迄各種サイズ有　電気工事別途
ドリンクジャー W240×D280×H365　8L ￥800 消火器 4型／10型　※使用済別途 ￥1,000
蒸し器 W450×D450×H400　コンロ別 ￥5,000 コードリール 30m ￥700
冷温水機 W310×D420×H630  600W  18L ￥7,000 延長コード 10m ￥300
冷蔵ショーケース W750×D550×H1080　173L ￥10,000 かぜよけ コの字パネル ￥1,000

模擬店用品

ステージ 各種サイズ有 お問い合わせください 冷房機器 業務用扇風機　H1160～1250 100V 159W ￥2,000
折り畳ステージ（屋内用） W2400×D1200×（H200／400／600） ￥12,000 スポットクーラー　W390×D430×H860 お問い合わせください

お立ち台 各種サイズ有 お問い合わせください ゴミ箱 各種カラー、サイズ、素材有 ￥800
バルーンアーチ 内径　6m　 （白）   ※文字別途 ￥70,000 傘立て W745×D325×H550　36本用 ￥4,000

内径　7.5m （黄）   ※文字別途 ￥70,000 傘袋・靴袋スタンド W280×D420×H1100 ￥2,000
内径　8m　（白）   ※文字別途 ￥80,000 手提げ金庫 W270×D200×H110  ※他サイズ有 ￥1,000
内径　10m  （白）   ※文字別途 ￥100,000 座布団 550 角 ￥600

アドバルーン 丸球　※ヘリウムガス、文字別途 ￥10,000 タオルウォーマー W450×D275×H355　165W ￥5,000
アルミトラス 1mあたり ￥3,000 フェンスグリーン W1100×H1000+脚180 ￥1,000
やぐら 各種サイズ有 お問い合わせください イレクターフェンス W1500×H1100 お問い合わせください

赤毛氈 各種サイズ有 ￥1,500～ 分煙機 W420×D420×H700 お問い合わせください

野点傘 2000φ×H2550 ￥10,000 ベビーベッド W1250×D770×H1085　布団セット ￥4,000
吸がら入れ ※卓上灰皿・円筒形灰皿もございます ￥1,000 仮設トイレ 男女兼用・男子専用・バリアフリー お問い合わせください

着ぐるみ 各種 ￥15,000 クリスマスツリー 各種 お問い合わせください

はっぴ 祭・無地（赤・桃・黄・緑・黄緑）・子供用 ￥1,000 姿見 W350×D450×H1550 ￥2,500
カラーコーン・バー 各種 ￥200～ 養生シート W1800　1mあたり ￥200
提灯セット 10m　（20W球　提灯9個付） ￥3,000 のぼり 各種　制作も承ります。 お問い合わせください

20m　（20W球　提灯16～20個付） ￥5,000 看板 POP看板・立看板・吊看板 お問い合わせください

和太鼓 420φ　ばち付 ￥15,000 横断幕・懸垂幕 お問い合わせください

しゃぼん玉機 W270×D190×H230　※液別途 ￥16,000 ※うちわ等各種ノベルティグッズの手配、名入れ印刷も承ります。

※スタッフTシャツやジャンバーの手配、オリジナルデザイン印刷も承ります。暖房機器  ※灯油別途 ブルーヒーター：15000kcal／h　950W ￥10,000
対流式ストーブ：4120kcal／h ￥5,000

お祭り用品

イベント商品価格表 ※サイズは基本㎜単位です。※消費税が別途かかります。

本番日数分の料金しかいただいておりません。
※一部取り寄せ商品等を除く。　　準備日などの料金はいただいておりません。

早めの準備が必要な場合など臨機応変に対応いたします。
本番日が2日以上になる場合等、 詳しくはお問い合わせください。

・お引取り 4月1日（金） → 準備日 4月2日（土） → 本番日 4月3日（日） → ご返却 4月4日（月）
・お引取り 4月1日（金） → 本番日 4月2日（土） → 片付け 4月3日（日） → ご返却 4月4日（月） ⇒1日料金たとえば…



※夜間照明はエンジン無のものも各種ございます。お問い合わせ下さい。

※音響・照明・映像については会場状況・イベント内容に応じてご提案させて頂きます。

大型遊具　フワフワ マスカット ￥80,000 三角くじ 無地 ・ あたり ・ はずれ ・ ○等 ￥15～
ハムちゃん ￥100,000 ビンゴゲーム コンピュータ中：W580×H370 卓上 ￥6,000
Happy Sea ￥100,000 コンピュータ大：W1180×H1730 ￥30,000
Pretty Tree ￥100,000 手動ビンゴ　W440×D330×H440 ￥3,000
Pretty Zoo ￥100,000 ビンゴボード W1800×H2400 自立式 ￥3,000
パンチングピエロランド ￥120,000 ビンゴカード　50枚入り お問い合わせください

ライオンキング ￥150,000 射的セット 射的台1・コルク銃2・コルク100・器5 ￥30,000
レッドドラゴン ￥150,000 ストラックアウト W1200×D600×H1600 ボール12個付 ￥30,000
うじょう丸 ￥150,000 パターゴルフ W1330×D4500×H150 ￥20,000
エレファントスライダー ￥200,000 お菓子の釣り堀 枠：W1800×D1800×H450 釣竿5本付 ￥20,000
ミニSL ・ ミニ新幹線 ￥200,000 輪投げ 小 ： W600角　輪10本付 ￥1,500

中 ： W900角　輪7本付 ￥5,000
リトルトランポリン W1500×D1500×H1100 ￥10,000 大 ： W1200角　輪10本付 ￥7,000

W2000×D1800×H1500 ￥15,000 キッズコーナーマット W2200×D3100　※他サイズも有 ￥20,000
ミニスライダー W3200×D2300×H1700 ￥20,000 ジャンボやわらか積木 ￥2,500
福引抽選機 1000球用　（球510個付） ￥2,200 自分でブロック ￥2,500

2500球用 ￥3,000 ターゲットバードゴルフ W1000×H1200 ￥8,000
ジャンボ　1000φ×D250×H1600 ￥30,000 サッカービンゴ W1800×D1800×H900　人工芝：4.3m ￥20,000
モクヘリン（当たり鐘） ￥500 千本引き W1500×D900×H1700 ￥30,000

抽選箱 小 ： W300×D300×H300 ￥1,000 サッカーゲーム W4200×D4100×H3500 ボール5個 ￥30,000
大 ： W450×D450×H450 ￥2,000 アームレスリング台 W920×D680×H710 ￥30,000

大型円盤抽選機 ※オリジナル作成も可能です ￥30,000 チョロQ！走れオフロード W800×D2900×H600 ￥30,000
エアー抽選機（小・卓上） 450φ×H670　※三角くじ別途 ￥20,000
エアー抽選機（大） 700φ×H1800　※三角くじ別途 ￥30,000

遊具・抽選・ゲームツール

玉入れかご 赤・青・黄・緑・白／竹かごも有 ￥3,000 縄跳び 10m ￥1,000
玉入れ用玉 スポンジ：赤・青・黄・緑・白／布製：赤・白 ￥25 25m ￥3,000
綱引きロープ 45φ×30m ￥6,000 ソフトボール用品 カウンター ￥500
玉ころがし用玉 900φ　赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・ 白 ￥6,000 キャッチャーミット ￥1,000

1500φ　赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・ 白 ￥20,000 キャッチャー面 ￥300
跳び箱 W600×D600×H700　5段 ￥5,500 グローブ　右 ・ 左 ￥600
平均台 W3000×D100×H300 ￥4,000 バックネット　W4000×H3000 ￥2,500
ムカデロープ ￥750 バット ￥700
デカパン競争パンツ ￥2,000 ボール ￥200
スタートピストル ※紙雷管別途 ￥500 ダブルベース ￥1,000
ゴールテープ 布製 ￥500 ベースセット ￥1,200
リレーバトン 赤・青・黄・緑・白・橙　※6本セット ￥600 テニスラケット 軟式 ・ 硬式 ￥2,000
ライン引き 中 ・ 大　※石灰別途 ￥1,500～ 朝礼台 W1200×D1200×H600 ￥10,000
アンカーたすき 赤・青・黄・緑・白・桃・橙・黄緑・紫・茶 1本 ¥150 万国旗 10m ￥1,000
はちまき 赤・青・黄・緑・白・桃・橙・黄緑・紫・茶 1本 ¥125 表彰台 W1800×D600×H ①710 ②450 ③260 ￥5,000
順位旗 台250φ　全高1600　1位～10位 ￥1,000 旗立台 ￥2,000
応援旗 W1300×H1000　赤・青・緑・白・黒 ￥2,000 アルミ伸縮ポール 2m：27φ　3m：30φ　旗立台用 ￥3,000
コーナーポスト 120φ×H170　10個組 赤 ※他色有 ￥1,000 簡易ベッド ￥5,000
ビブス 赤・青・緑・橙・黄緑　※番号入り有 ￥300 障害物ネット 4000×4000 ￥2,000
カラーゼッケン 各色　1～10セット ￥1,500 トンボ ￥500
三輪車 W800×D500×H660　重量：約5kg ￥3,000
いもむし袋 布製・麻袋 ￥500

運動会・スポーツ大会

液晶テレビ 24型～　※他サイズ有 ￥30,000～ 照明 ピンスポット　650W　1色 ￥10,000
テレビ台（ラクサー台） 各種 ￥5,000～ エンジン投光機 2灯式　※燃料別途 お問い合わせください

テレビスタンド W800×D750×H1600  26～55型用 ￥10,000 4灯式　※燃料別途 お問い合わせください

DVDデッキ ￥3,000 バルーン式　※燃料別途 お問い合わせください

プロジェクター 3000ルーメン ￥30,000
スクリーン W1800×H1800　自立式 ￥3,000 譜面台 W350×H850～1140 高さ調整可能 ￥500

W2100×H2100　自立式 ￥4,000 マイクスタンド 卓上 ： H260～400 ￥500
W4000×H4000　吊下げ式 ￥18,000 卓上フレキシブル ： H460 ￥1,000

レーザーポインター 13φ×W160　※電池別途 ￥2,000 床置式　W600×H1200～1700 ￥2,000
トランシーバー・無線機 ケンウッド 10mW 他　※電池別途 ￥2,200～ 車載アンプ カセットアンプ・スピーカー・コード ￥15,000
電動メガホン ※電池別途 ￥1,500 ミラーボール LED ： 435φ×505　27W ￥10,000
ウエストホン ヘッドセットマイク付　※電池別途 ￥3,500 ランタン 電池式：120φ×H130　※電池別途 ￥1,000
通信カラオケ お問い合わせください LED：130φ×H270　※電池別途 ￥2,000
音響機材 20W ポータブル ※電池別途・電源可 ￥15,000 携帯電話 お問い合わせください

400W　スタンドスピーカー×2 ￥30,000
600W　スタンドスピーカー×2 ￥50,000

音響・照明・映像

紅白幕 5間（W9000）×H1800 ※他サイズ有 ￥3,500～ 神事祭壇 ※お供え物の手配も別途承ります ￥12,000
テープカット用品 金ポール ￥7,500 神事かわらけ 2.5寸 ・ 3寸 ￥80

金ハサミ&白手袋セット ￥2,000 式次第 ￥20,000
パンチカーペット S幅：910／W幅：1820　※色各種 お問い合わせください ジョーゼット幕 W5200×H2700　※他サイズ有 ￥5,000～
除幕 お問い合わせください 名刺盆 W200×D150　※他サイズ有 ￥500
くす玉 800φ　※他サイズ有・垂れ幕別途 ￥13,000～ 湯呑み ￥50
鏡開きセット 酒樽　※升の作成も別途承ります お問い合わせください 茶托 ￥200

木槌 ￥500 お盆 サイズ各種　※角盆も有 ￥800
セレモニースイッチ W600×D600×H1000 ※他サイズ有 ￥20,000～ わり札（クローク札） 黄 ・ 青 ・ 赤 ・ 白 ￥50
演説台 W900×D600×H950  ※他サイズ有 ￥9,000～ 貴名受 W130×D130×H150 ￥1,000
司会者台 W450×D450×H1050 ※他サイズ有 ￥6,000～ 式典用スコップ（植樹用） ￥1,500
花台 W430×D430×H650  ※他サイズ有 ￥5,000 鎌 ￥2,000
式典用　松 ・ 花 各種 お問い合わせください 鋤 ￥2,000
表彰盆 W550×D380　他 ￥2,500 鍬 ￥2,000
金屏風 半双　6折　H2100 ￥15,000 斎竹 4本セット ￥12,000
リボンバラ（胸章） 各種　※名入れ筆耕別途承ります お問い合わせください 青白幕 5間（W9000）×H1800 ※他サイズ有 ￥3,500～
手水具一式 桶・杓・タライ・紙台・拭紙入 ￥8,000 暗幕 サイズ各種 お問い合わせください

式典用品

イーゼル W600×H920 ￥1,500 スクリーン

音響機材

W1800×H1800　自立式 ￥3,000
カタログラック サイズ各種 ￥2,000 W2100×H2100　自立式 ￥4,000
ユニバーサルスタンド W600×H1540 ￥3,000 W4000×H4000　吊下げ式 ￥18,000
ホワイトボード W1800×H900 ※ペン別途、イレイザー付 ￥3,200 20W ポータブル ※電池別途・電源可 ￥15,000
数取りカウンター 手掌用（4桁） ￥500 400W　スタンドスピーカー×2 ￥30,000
パンチカーペット S幅：910／W幅：1820　※色各種 お問い合わせください 600W　スタンドスピーカー×2 ￥50,000
畳 一畳 お問い合わせください

展示パネル W900×H2100 ※H1800も有 木製 ￥3,000～ スリッパ 茶色 ￥120
商品ワゴン W1500×D750×H700　※他各種 ￥3,000～ マネキン 各種 お問い合わせください

ガラスショーケース 各種 お問い合わせください ハンガーラック W900×D415×H1050～1800 ￥2,000
ベルトインパーティション 350φ×H860×L2000 ￥2,000 W1600×D510×H1600 ￥6,000
POPスタンド　卓上 リング：W200×H400～650 ￥1,000 レーザーポインター 13φ×W160　※電池別途 ￥2,000
L字POPスタンド W370×D280×H1470～2750 ￥1,000 姿見 W350×D450×H1550 ￥2,500
アンケートBOX W300×D200×H300　※A4対応 ￥1,500 プロジェクター 3000ルーメン ￥30,000

展示会・セミナー
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※上記の他にもレンタル・手配可能な商品は多数ございます。
※ステージショー（キャラクターショー・大道芸・バルーンショー・ものまねショー・タレント講演会・司会者等）のご提案・手配も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

祝

※おもしろ自転車・バッテリーカー・その他遊具もございます。お問い合わせください。

※ゲームの景品のご用意や駄菓子・お菓子袋の手配も別途承ります。

※その他競技の企画等ご提案も致します。ご相談下さい。

アンケート回収
BOX


