
商品カタログ 

■レンタル備品及び設備備品 

01B「追加レンタル備品カタログ」 

“淡路島ええもん・うまいもんフェア”「淡路島バル&マルシェ2015」 



商品カタログ 1 

-2- 
淡路島バル＆マルシェ2015 

商品 
番号 1 

商品 
番号 2 

■発電機（3.5kva） 

サイズ： 
仕様 ：3.5kva 
価格 ：5,000円/台 

商品 
番号 

■寸胴鍋 

サイズ：(φ510mm×H510mm) 
仕様 ：102L 
価格 ：4,500円/台 

商品 
番号 

■大鍋 

サイズ：φ600mm×H280 
仕様 ：(63L) 
価格 ：5,000円/台 

商品 
番号 

■コードリール（30m） 

サイズ： 
仕様 ：30m 
価格 ：500円/台 

商品 
番号 6 
■かき氷機 

サイズ：W290×D386×H561mm 
仕様 ：225w 
価格 ：12,000円/台 

商品 
番号 3 
■鋳物ガスコンロ（3重巻） 

サイズ:(W685×D440×H175mm) 
仕様 ：ガス消費量LPG 0.95kg 
価格 ：4,000円/台 

10 11 12 

商品 
番号 4 
■鋳物ガスコンロ（2重巻） 

サイズ：(W510×D330×H120mm) 
仕様 ：ガス消費量LPG 0.49kg 
価格 ：3,000円/台 

商品 
番号 7 
■デコラテーブル 

サイズ：W1800×D450mm 
仕様 ： 
価格 ：1,000円/台 
   ：テーブルクロス+300円 

商品 
番号 8 
■コンパネテーブル 

サイズ：W1800×D450mm 
仕様 ：飲食向き 
価格 ：700円/台 
   ：テーブルクロス+300円 

商品 
番号 9 
■ドブづけ 

サイズ：W920×D520×H350 
仕様 ：350ml缶/500mlペット約120本 
価格 ：5,000円/台 

商品 
番号 5 
■業務用鉄板焼き器 

サイズ：W750×D450×H200mm) 
仕様 ：(0.73kg） 
価格 ：7,000円/台 

■業務用扇風機 

サイズ：三脚スタンド式 45cmプラ羽根 
仕様 ：114～123w 
価格 ：3,000円/台 
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サイズ：(W525×D481×Ｈ434mm) 
仕様 ：(ガス消費量LPG0.73kg/h 
価格 ：5,000円/台 

サイズ：W430×D390×H350mm 
仕様 ：消費電力1400W 
価格 ：4,000円/台 

サイズ： 
仕様 ：(45L) 
価格 ：4,000円/台 

サイズ：W900×D580×H800mm 
仕様 ：(消費電力70w) 
価格 ：15,000円/台 

サイズ：W289×D376×H253mm 
仕様 ：消費電力1350W 
価格 ：2,000円/台 

サイズ：(W430×D600×H800mm) 
仕様 ：ガス消費量LPG 0.62kg/h 
価格 ：18,000円/台 

サイズ：W600×D600×H1800mm 
仕様 ：消費電力320W 
価格 ：20,000円/台 

商品 
番号 

■電気炊飯器（２升） 

商品 
番号 

■電気炊飯器（1升） 

商品 
番号 

■ガスフライヤー（18L） 

14 15 16 
商品 
番号 

■ガス炊飯器（5升） 

13 

商品 
番号 

■冷凍ストッカー（900×580) 

商品 
番号 

■冷凍ストッカー(550×550) 

商品 
番号 

■冷凍ストッカー(900×400) 

18 19 20 商品 
番号 17 

商品 
番号 

■クーラーボックス(45L） 

22 商品 
番号 

■冷蔵ショーケース（343L) 

21 

サイズ：W550×D550×H800mm 
仕様 ：(消費電力70w) 
価格 ：15,000円/台 

サイズ：W900×D400×H800mm 
仕様 ：(消費電力70w) 
価格 ：15,000円/台 

サイズ：W400×D400×H1400mm 
仕様 ：消費電力255W 
価格 ：15,000円/台 

■冷蔵ショーケース（100L) 
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レンタル価格表 
商品 
番号 

名称 規格 
単価 

（税別） 
消費量 電源 備考 

1 発電機（3.5KVA）   ¥5,000  ※電力追加が必要な場合 

2 業務用扇風機   ¥3,000 123W 100V   三脚スタンド式 45cmプラ羽 

3 業務用ガスコンロ（3重巻） （W685×D440×H175mm) ¥4,000 0.95kg     

4 業務用ガスコンロ（2重巻） （W510×D330×H120mm） ¥3,000 0.49kg     

5 業務用鉄板焼き器 W760×D590×H200mm ¥7,000 0.73kg     

6 かき氷機 W290×D386×H561mm ¥12,000 225W 100V   

7 デコラテーブル W1800×D450mm ¥1,000       

8 コンパネテーブル W1800×D450mm ¥700       飲食向き 

9 ドブづけ W920×D530×H350mm ¥5,000       350ml缶/500mlペット約120本 

10 寸胴鍋 （φ510×H510mm） ¥4,500       102L 

11 大鍋 （φ600mm×H280） ¥5,000       63L 

12 コードリール 30M ¥500      ※電力追加が必要な場合 

13 ガス炊飯器（5升） （W525×D481×Ｈ434mm） ¥5,000 0.73kg     

14 電気炊飯器（2升） W430×D390×H350mm ¥4,000 1400W 100V   

15 電気炊飯器（1升） W289×D376×H253mm ¥2,000 1350W 100V   

16 ガスフライヤー（18L） （W430×D600×H800mm） ¥18,000 0.62kg    自立式スタンドタイプ 

17 クーラーボックス（45L） ¥4,000     

18 冷凍ストッカー（900×580） W900×D580×H800mm ¥15,000 70W 100V   

19 冷凍ストッカー（550×550） W550×D550×H800mm ¥15,000 70W 100V   

20 冷凍ストッカー（900×40） W900×D400×H800mm ¥15,000 70W 100V   

21 冷蔵ショーケース（343L) W600×D600×H1800mm ¥20,000 320W 100V   

22 冷蔵ショーケース（100L) W400×D400×H1400mm ¥15,000 255W 100V   
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