
 

 

レンタル料金表

　

　

　
 

お問い合わせ

さんきゅうー株式会社

★レンタル料金は全て1日使用料金です

★レンタル料金、仕様は予告なく変更される場合がございます

〒600-8097 京都市下京区高辻通東洞院東入三軒町552番地

TEL  075-343-1712 FAX  075-343-0616



¥5,500 ¥13,200 ¥5,500 ¥5,500

　

¥5,500 ¥11,000 ¥8,800 ¥2,200
¥3,300

¥11,000 ¥13,200 ¥8,800 ¥11,000

¥1,100 ¥3,300 ¥1,100 ¥3,300

¥550
¥5,500 ¥5,500 ¥4,400

250ml缶 約 320本
350ml缶 約 240本
500ml 約 91本 ペットボトル
ビール大瓶 約 60本

≪収納目安≫

鉄板コンロ 小 鉄板コンロ 大 網焼きコンロ たこ焼きコンロ　60個焼き
外寸　W765×D470×H180 外寸　W995×D610×H180 外寸　W747×D247×H200 外寸　W680×D270×H200

基本料金 基本料金 基本料金 基本料金

おでんコンロ おでんコンロ 大 鯛焼きコンロ 二重コンロ,三重コンロ
外寸　W590×D400×H200 外寸　W800×D400×H200 外寸　W520×D350×H200 基本料金

基本料金 基本料金 基本料金 二重コンロ
三重コンロ

綿菓子機　大 キャラメルポップコーン機 ポップコーン機 氷削機
電気容量　A.C100V 1200W 電気容量　A.C100V 1500W 電気容量　A.C100V 1500W 電気容量　A.C100V 1500W

基本料金 基本料金 基本料金 基本料金

アルミ鍋 大鍋 中華鍋 寸胴鍋　中
外寸　360Φ　H160 外寸　500Φ　H200 外寸　450Φ　H100 外寸　390Φ　H380　45L

基本料金 基本料金 基本料金 基本料金

寸胴鍋　大 ジュースストッカー 保温器　500W
外寸　480Φ　H470　85L 外寸　W910×D510×H340 外寸　W450×D400×H400
基本料金 基本料金 基本料金

 

     　耐火ボード　450×900
基本料金



　
　 　

 
  

  

　

　
　 　

¥3,300

※プロパン、コンロ　別途必要 

基本料金

 

IH電磁調理器 カセットコンロ 一口コンロ　LPガス用 二口コンロ　LPガス用
基本料金　　￥2,200 基本料金　　　￥880 基本料金　　　￥1,100 基本料金　　￥2,200

※1.3KW電気容量が必要

H620×W360×D180
卓上フライヤー　11ℓ 業務用フライヤー　18ℓ 豚まん器 缶ウォーマー

基本料金　　　￥13,200 基本料金　　￥19,800 基本料金　　￥8,800 基本料金　　　￥5,500

    
5升炊飯器　LPガス用 保温ジャー　4升用 アイスストッカー　50ℓ アイスストッカー　100ℓ
基本料金　　　\4,400 基本料金　　　\4,400 基本料金　　￥5,500 基本料金　　￥8,800

ハイブリット臼、杵×2セット
基本料金　　￥8,800

冷蔵庫　50ℓ～300ℓ

基本料金　　\2.750～

    

 

蒸籠セット
蒸籠③、釜①、奥戸①
基本料金　　￥7,700 石臼、台、杵×2セット ウォータ-クーラー ウォータータンク　30リットル

※プロパン、コンロ　別途必要 基本料金　　￥8,800

プラスチック角盆　450×350

基本料金　　　￥6,600

基本料金　　　\330  

バーベQコンロ
　炭　3Kg   付き

基本料金　　　\3,300
石焼いも機

基本料金　　￥11,000
ステンレスざる 32㎝

ステンレスボール 32㎝

基本料金　　　各\330
ステンレス丸盆　30㎝
基本料金　　　\330



　
　 　

セット内容 セット内容 セット内容
　 　
　

 

　
　 　

※運搬費、設置、撤去費　別途

ふわふわ　(カイジュウ)

基本料金　　　\115,500

※運搬費、設置、撤去費　別途

※運搬費、設置、撤去費　別途

※運搬費、設置、撤去費　別途

射的銃 (コルク玉×30付)

基本料金　　　\33,000

※運搬費、設置、撤去費　別途 ※運搬費、設置、撤去費　別途 ※運搬費、設置、撤去費　別途

ヨーヨー風船セット スーパーボールセット 金魚すくいセット 輪投げ
基本料金　　　\7,700 基本料金　　　\7,700 基本料金　　　\7,700 基本料金　　　\2,750

水槽×1、風船×100 水槽×1、ボール×100 水槽×1、ポイ×100
釣針×30、こより×100 ポイ×100、おわん×5 袋×100、おわん×5

アームレスリング

ポンプ×1 　 ポンプ×1、あみ×1

回転ボード 回転ボード　 回転ボード (アーチェリー)　

だるま落とし 早押しクイズ 樽みこし

基本料金　　　\3,300 基本料金　　　\2,200 基本料金　　　\2，200 基本料金　　　\3,300

ルーレットゴルフ ガラポン 抽選器

  ポケットゴルフ
基本料金　　　\5,500 基本料金　　　\13,200  

基本料金　　　\3,300 基本料金　　　\22,000 基本料金　　　\4，950 基本料金　　　\5,500

ゴング
基本料金　　　\2,.200 基本料金　　　\11,000 基本料金　　親機　\5,500

基本料金　　子機 1台 \3,300

ストライクアウト　(玉×20付) スピードガン

基本料金　　　\4、400

ふわふわ　(コアラ)
基本料金　　　\104,500

ストライカー (サッカー)

基本料金　　　\104,500

ふわふわ　(ビッグベア)

キックターゲット
基本料金　　　\88,000 基本料金　　　\55,000 基本料金　　　\67,000

ナインフーブス ぷちないんふーぶす

基本料金　　　\44,000
※運搬費、設置、撤去費　別途



 

W1.8×D1.8 W5.4×D5.4

 

久寿玉 ビンゴゲーム 輪投げ　大 わんぱくランド
基本料金　　　\8,800 基本料金　　　\8,800

基本料金　　　\60,500
※運搬費、設置、撤去費　別途

背筋測定器

和太鼓
基本料金　　　\16,500

基本料金　　　\27,500

 

 

     玉　1個　\44

　

基本料金　50m　　\11,000

綱引きロープ ※室内用有り

基本料金　　室内用　\11,000

　

トップランナー
基本料金　　　\63,800

※運搬費、設置、撤去費　別途
 
 

 
 

基本料金　38m　  　\8,800

基本料金　　　\3,300
握力測定器

基本料金　900Ф　　\5,500

基本料金　　　\8,800

大縄跳び　15ｍ
基本料金　　　\1,650 基本料金　　　\2,200

バスドラ

　

基本料金　　　\1,650

　

スターターピストル  玉100付
基本料金　　　\2,200

ゴールテープ
基本料金　　　\880 

　

垂直跳び測定器

　
　

ムカデ走

基本料金　　　\2,750

上体反らし測定器

基本料金　　　\1,650

基本料金　　　\2,200

大玉ころがし

玉入れ　支柱、スタンド付
基本料金　　　\2,200

石灰　20キロ

基本料金　1500Ф　　\8,800

ラインカー

基本料金　　　\
スマートボール

基本料金　　　\3,300



　

基本料金 1K×2K ¥6,600 基本料金 2K×3K ¥13,200 基本料金 2K×4K ¥22,000 基本料金 3K×4K ¥26,400
基本料金 1.5K×2K ¥6,600 基本料金 3K×5K ¥33,000

　

基本料金 3K　 ¥3,300 基本料金 2K×2K ¥11,000
基本料金 5K　 ¥5,500 基本料金 2K×4K ¥22,000

丸テーブル　1800Φ スカート付

基本料金　　　￥1,100

 

丸テーブル　600Φ　

高座用 座布団

床几　1800×900
基本料金　　　￥1,100

横幕

基本料金　　　￥1,100 基本料金　　　￥2,200

   
テーブル　1800×450 丸テーブル　900Φ 丸テーブル　1800Φ

基本料金　　　￥1,320

 

レセプションチェアー ハイチェアー

基本料金　　　￥2,200

 

基本料金　　　￥2,200

 ハイテーブル　600Φ　　H1000

基本料金　　　￥4,950

  

基本料金　　　￥4,400

　

 

座卓　1800×900 パイプ椅子
基本料金　　　￥275基本料金　　　￥2,750

　 基本料金　　　￥2,200

パイプテントパイプテント

ロイヤルテント

パイプテント

基本料金　　￥132 基本料金　　￥1,100 基本料金　　￥1,100 基本料金　　￥2750

 

ホワイトボード

丸椅子

めくり台

 H1170×W380 (白部分)

 

床几(毛氈付)　1800×900

スタッキングチェアー

 

基本料金　　　￥1,980

基本料金　　\5,500

長椅子

パイプテント

 

カラー天幕

基本料金　　　￥2,750

テーブル　1800×600

★テントのサイズ 1K = 1m80㎝



 
 

 (1日使用料金)

※ウェイト×2付き

加湿空気洗浄機

鉄製メッシュ　ゴミ箱

基本料金　　\1,650

フロアー扇風機 工場扇風機

基本料金　　￥1,320

電気ストーブ

基本料金　　￥2,750基本料金　　￥13,200

消火器

ファンヒーター

ポリペール　70ℓ

プラチェーン用　ポールフェンス　H1200×W1000

ブライトンヒーター
基本料金　　￥13,200

基本料金　　\990

 

バー　　　基本料金　　\330

 
イレクターフェンスカラーコーン、バー

コーン　　　基本料金　　\330

基本料金　　\1,650 基本料金　　\550 基本料金　　\880

基本料金　　￥8,800
ミスト扇風機

基本料金　　￥3,300

基本料金　　￥8,800
ブルーヒーター

基本料金　　\880

移動型エアコン

基本料金　　￥880

プラズマクラスター

基本料金　　￥8,800

基本料金　　￥5,500　

デルタイーゼル

基本料金　　￥3,300

 

スポットクーラー

基本料金　　￥2,200

ガーデンセット パラソルガーデンセット

2KW　　発電機
基本料金　　￥11,000

コードリール

対流型ストーブ

ホロホロセット

基本料金　　￥660

基本料金　　\7,700 基本料金　　\7,700 基本料金　　\5,500



uuuu

基本料金　　別途、御見積り 基本料金　　￥27,000 基本料金　　￥1,620基本料金　　\5,400

基本料金　　別途、御見積り 基本料金　　別途、御見積り 基本料金　　別途、御見積り

  
提灯コード　10m(提灯、球付き) やぐら バルーンアーチ 昇降式踏み台

基本料金　　別途、御見積り

  

基本料金　　￥2,200 基本料金　　￥3,300

ショーケース ショーケース 冷蔵ショーケース 冷凍ショーケース
 

基本料金　　￥3,300

 
 

基本料金　　￥3,300 基本料金　　￥3,300 基本料金　　￥1,320 基本料金　　￥1,320
ワゴン

基本料金　　￥3,300基本料金　　￥1,320

基本料金　　￥9,900
演台　90㎝幅

挟みこみスタンド

テープカット用ポール

ハンガーラック  90㎝幅
基本料金　　￥3,300

司会台　60㎝幅
基本料金　　￥6,600

野点傘

枠組み　設営　別途料金

紅白幕　9m

基本料金　　￥440
システムパネル　H2100×W900

演台　120㎝幅
基本料金　　￥13,200

下足棚
基本料金　(スタンド付)　　￥8,800

ポップスタンド

基本料金　(半双)　￥8,800
金屏風

パネルスタンド

基本料金　　￥1,100

 

姿見

ベルトインパーテーション(青ベルト)

ワゴン

アートワイヤー

基本料金　　￥2,750



  

ワイヤレスマイク スクリーン　1800×1800

基本料金　　\2,750

ワイヤレスチューナー
基本料金　　\4,400 基本料金　　\3,850 基本料金　　\3,300

基本料金　　\5,500 基本料金　　\1,100 基本料金　　\1,650

基本料金　　\16,500 基本料金　　\13,200

一体型アンプ プロジェクター　1700lm

有線マイク スクリーン　3000×3000 プロジェクター　3000lm
基本料金　　\2,200 基本料金　　\1,100

基本料金　　\11,000

演目、楽器によって機材選択、御見積り 演目、楽器によって機材選択、御見積り 演目、楽器によって機材選択、御見積り 演目、楽器によって機材選択、御見積り

基本料金　　\2,200

音響セット 音響セット 音響セット 音響セット

基本料金　　\1,650

パーライト レフランプ ハロゲンライト トランジスターメガホン

基本料金　　\16,500 基本料金　　\19,800
テラスター テラスターバルーン 投光機　(スタンド付き) 蛍光灯 (2灯式)

液晶テレビ　19V～60V
基本料金　　 

地　鎮　祭

別途見積り　　※竹、縄もご用意出来ます



 

6

 

   
 

※薪は別途　

40名くらい 100名くらい 100名くらい

基本料金　　　\8,800

篝　火

ユニットハウス　(3坪)

1棟　　基本料金　　　\22,000

基本料金　　\5,500基本料金　　\24,200

連続使用可能時間　　12時間

仮設トイレ

連続使用可能時間　　3時間

基本料金　　　\

簡易手洗いセット

※汲取りはそちらで手配して下さい

  

  

基本料金　　\5,500 基本料金　　\13,750

設置(材料費込み)、撤去、運搬費は別途御見積りします

仮設トイレ、シンク、手洗いポンプ　　　　　　　別途　御見積り

基本料金　　\44,000

運搬、設置、は別途料金

チョコレート最低量　8Kg

　フードウォーマー

一槽シンク　600×600 三槽シンク (仕切り無し)　1800×600

  
手洗いユニットポンプ　1800×600

基本料金　　\12,100

ユニック車運搬料金　　　\

チョコレートファウンテン2段 (業務用) チョコレートファウンテン3段 (業務用)

チョコレート最低量　4Kg

基本料金　　\61,600

900×450　テーブル①、蛇口付きタンク①、バケツ①

チョコレートファウンテン 　(業務用)　　　　　　　

篝火

チョコレート最低量　2Kg

連続使用可能時間　　4時間

チョコレートファウンテン4段 (業務用)

ユニットハウス

基本料金　　\2,750

設置(材料費込み)、撤去、運搬費は別途御見積りします



 

6m、8m、10mで金額異なります
文字数、ロゴ、片面、両面で金額は異なります

 

立て看板、吊看板、横断幕　　　　　　　　　別途　御見積り

別途お見積り

風船アーチ、エアアーチ、ゲート　　　　　　　別途　御見積り

ゲート型　アーチ

風船アーチ

別途　　御見積り

基本料金　　　\27,500

別途　　御見積り 別途　　御見積り
吊り看板

エアーアーチ

 

自立看板

基本料金　　　\　

横断幕



屋根付きステージ

ステージ　　　　　　　　　別途　御見積り



\1,100-

サーマルカメラ (ノートPC,三脚付き)

サーマルカメラ
3日間料金
1週間料金

セッティング費等は別途必要になります

１ヶ月料金

600×600　　　基本料金　 \1,650- 1800×900　　　基本料金　 \4,510-

非接触体温計

3日間料金

消毒液用　非接触型ディスペンサー、　スタンド

　

　

\1,650-

　

　　　消毒液用　スタンド

\1,650-
      ★消毒液は別途です

★消毒液は別途です

非接触型ディスペンサー

 

飛沫感染防止アクリル板

レンタル料金は1日使用料金です

カタログの金額は全て税込み金額です




