
●共通備品 マレットはご持参下さい。

●

●

●

●

● ●各音楽室 専用備品

●

館内の各施設にてご利用可能です。

● 共通備品 体育室 4 は 「柔道場」 のため、器具の使用はできません。

● 体育室1 専用備品

下記は研修室1および2に備付けのため、機材の移動はできません。

得点板 バレーボール用審判台 パイプ椅子 （養生シート併用 ・ 体育室4では不可）

仕様　（大きさ・用途） 備考

奏者用譜面台 110¥        

2019年10月 改訂 音楽関係

貸出備品リスト 【注意】

表示価格は税込み（１０％）です。 備品名 料金

★ 備品のご利用について ★
指揮者用譜面台 220¥        

マイクスタンド 110¥        

宿泊の方は返送書類⑦にご記入下さい。 日帰りの方はお電話にてお申込み下さい。 ティンパニー（ペダル式） 2,750¥      20・23・26・29・32インチ　※各1台ずつ ※使用台数に限らず、同料金となります

テント宿泊用備品を除き、利用料金は施設ごと１コマ分です。 マリンバ 1,100¥      ＊1台のみ

故意または過失によって、破損（もしくは使用不可能な状態に）した場合は、修理または弁償費用をいただく 【注意】 各音楽室に備付のため、機材の移動はできません。スティックはご持参下さい。

場合がございます。 備品名 料金 仕様　（メーカー・型番） 使用可能施設

数には限りがございます。 事前に別のお客様のご予約が入っている場合は、お断りすることがあります。 大太鼓 1,100¥      ＊1台のみ

備品によっては、セッティングや搬入にご協力をいただく場合もございます。

全ての備品は、引率者の責任のもと、安全に正しくご利用下さい。 グランドピアノ 1,100¥     音楽室　1

アップライトピアノ 550¥        音楽室　2A・3A・4A

音響機器 2,200¥     
 ミキサー　・　CD/MDデッキ　・　アンプ　・　スピーカー

音楽室　2A・2B
館内共通 【注意】  有線マイク ×2

電子ピアノ 550¥         YAMAHA （P-60S）　　 ＊アンプ付き 音楽室　2A

キーボード 550¥         Roland （JUNO-D） ＊アンプ付き 音楽室　2B

ドラム 1,100¥      2A=Pearl (EXR-825)  2B=Pearl (B-DP) 音楽室　2A・2B

備品名 料金 仕様　（大きさ・附属品） 備　考 ギターアンプ 550¥         2A=Marshall (DSL-401)  2B=Marshall (MA50C) 音楽室　2A・2B

可動式液晶プロジェクター 1,650¥      スクリーン ベースアンプ 550¥        

 2B=Marshall (AS-50D) 音楽室　2A・2B

ポータブルマイク 330¥         ワイヤレスマイク ×1

 2A=Fender (BASEMAN200)  2B=Fender (RUMBLE150) 音楽室　2A・2B

可動式スクリーン 330¥         約 縦1.5ｍ × 横2ｍ  ＊単独利用の料金 キーボードアンプ 550¥         2A=Roland (JC-90)

体育室関係

ホワイトボード　 （追加用） 550¥        

CDラジカセデッキ 220¥         ＊録音不可

ビデオ/DVDセット 550¥         30インチTV ・ ビデオデッキ ・ DVDデッキ ×各1

シンプルキーボード 550¥         ＊1台のみ 【注意】

電源コードリール 110¥        備品名 料金 セット内容 備 考

ノートパソコン （Windows） 1,650¥      Word ・ Excel ・ PowerPoint　（ver.2007）  ＊1台のみ
バドミントン （1コート分） 550¥         支柱 ・ ネット ・ ラケット ×4 ・ シャトル ×2

 ＊体育室 1＝正式コート

名 札 220¥         ＊1セット＝50名分　　＊台紙は持参  ＊体育室 2・3＝簡易コート （ラインなし）

550¥         卓球台 ・ ネット ・ ラケット ×4 ・ ボール ×2

ロングマット 330¥        

折りたたみ机 110¥         ＊体育室4では使用不可 卓 球 （1コート分）

 ＊バスケット ・ バレー ・ フットサルは
　　体育室 1 のみ使用可能

研修室関係 【注意】 備品名 料金 セット内容 備 考

【無料】  パイプ椅子 　スクリーン（研修室以外）　ホワイトボード（体育室・音楽室2･3･4を除き、各室1台まで備付）
各種ボール （2個セット） 220¥        

 ドッチ ・ バスケット ・ バレー ・ フットサル
 ※組合せ可能

音響機器 1,650¥      ワイヤレスマイク ×2　・　CD/MDデッキ ・　壁面備付スピーカー

備品名 料金 附属品 備 考 フットサル （1コート分） 2,750¥     　ゴール ボール ×2

液晶プロジェクター 1,650¥      レーザーポインター内蔵リモコン バレーボール （1コート分） 1,100¥     　支柱 ・ ネット ボール ×2

スクリーン 330¥         ※研修室3も有料 バスケットボール （1コート分） 220¥        　昇降式ゴール ボール ×2

ワイヤレスマイク 330¥         ＊各室2本まで ミニバスケット （1コート分） 1,100¥     

【無料】

-　1　- -　2　-

　可動式ゴール ボール ×2

有線マイク 330¥         ＊各室1本まで



＊　ふきん ・ スポンジ ・ ラップ等の消耗品 ・ 油処理用の凝固剤はご持参下さい。（洗剤は用意があります）

＊　ご利用後、調理器具および食器類は全て洗浄し、所定の位置にご返却下さい。

●テント宿泊用備品 テント宿泊用備品は、1泊2日分の料金です。 ＊　家電によっては電力容量の都合により、全てを同時に利用できないこともあります。

●野外炊爨 -①　（主に使用する備品）  

　約10～15人用 （直径33cm）

　約6～10人用 （直径28cm）

　約5人用 （直径24cm）

焼成料金

刃物類は引率者の責任の下、安全にご利用下さい。

● セット備品

●野外炊爨 -②　（必要に応じてお申込みください）

A

 　直径30cm

 　直径24cm

 約30～40人用 （直径36cm）

 約15～20人用 （直径30cm）

● 単品備品

 【無料】

　ジグソー  ドライヤー ・ Gクランプ

【無料】　薪割り道具（ナタ・革手袋）　火付け道具（新聞紙・マッチ・うちわ・火ばさみ）　※左記は炊爨場利用後、必ずお貸しします。 　木工なた  金槌 ・ ペンチ

　ドリルセット  ドライバー

【備付】　　スポンジ　　たわし　　食器洗剤　　クレンザー　　液体せっけん 　のみセット

　彫刻刀セット

野外関係 調理室関係

★ 日帰りで野外炊爨を利用される場合は、専用の用紙にご記入下さい。（食材の申込みと同じ用紙です）

【注意】

備品名 料金 仕様　（大きさ・用途） 附属備品

ドームテント 3,300¥      5人用 備品名 主な備品

シュラフ 330¥         3シーズン（春・夏・秋）対応  シーツ 食 器 （約40名分）  茶碗　・　皿　・　どんぶり　・　おわん　・　コップ　・　箸　　など

家電類  冷蔵庫 ×1　・　電子レンジ ×3　・　炊飯器 ×5　・　調理台（ガス・水道・オーブン付き） ×10＋教卓×1

ランタン 550¥         電池 器具類  包丁　・　まな板　・　鍋　・　フライパン　・　ざる　・　ボウル　・　おたま　・　しゃもじ　など

ウレタンマット 110¥         1人用
調理器具

毛布 330¥        

陶芸室関係

備品名 料金 仕様　（大きさ・用途） 附属備品

セット内容　・　備 考

鍋 330¥        

Ｌ  おたま ×1

基本セット （2人分）

鉄板 660¥         約45cm×60cm  フライ返し ・ 菜箸 ・ トング ×各1 備品名 料金

調理用具セット 990¥        
 包丁 ・ まな板 ・ ピーラー ×各2 ／ 飯ごう ・ しゃもじ ×各1 ／ 菜箸 ・ 木べら ×1  50cm定規　・　L型定規　・　カッターナイフ ×各1

 ザル（中） ・ ボウル（大・小） ×各1 電動ろくろ 550¥        

660¥        

作陶道具
 手ろくろ ×2　・　つげべら（2種） ×各1　・　平線かきべら（2種） ×各1　

Ｍ  おたま ×1  片切りカンナ（2種） ×各1　・　筆（2種） ×各1　・　鋼製弓 ×1

Ｓ  おたま ×1

 ＊ご利用は専門知識のある方に限ります。

食器セット 110¥         メニューに合わせてこちらでご用意。 陶芸粘土 （1kg） 330¥         ＊信楽 （特コシ土）

その他
 どべ ×1カップ　・　手水用ボウル　・　スポンジ　・　タオル ×各1

 ＊焼成の預かりが可能なものは、当館内および当館の粘土で作られた作品に限ります。

やかん 330¥         5ﾘｯﾄﾙ

サラダ用ボウルセット 330¥         約10人分の材料が入る。  ボウル ×2 ・ トング ×1 ・ スプーン ×1

飯ごう 220¥         5合炊き  しゃもじ ×1 （粘土1kgあたり） 1,760¥     

薪　（1束） 550¥        

（各セット数は6人分です。3人で使用する場合のセット数＝6個→3個、3個→2個、2個以下→1個になります）

セット 料金 セット内容

フルーツポンチ用ボウルセット 330¥         1セット分の材料が入る。  ボウル ×1 ・ おたま ×1 木工室関係 【注意】

 はさみ ×6　・　定規 ×2　・　パレット ×6　・　筆洗い ×3

包丁・まな板セット 330¥         包丁・まな板 ×各1
B 小学生向け

3人分 6人分

備品名 料金 仕様　（大きさ・用途） 附属備品 幼児向け 無　料

 金槌 ×6　・　釘抜き ×3　・　錐 ×3　・　糸鋸 ×3　・　Gクランプ ×3

ざる 220¥        
Ｌ 330¥          660¥                木工ヤスリ ×2　・　作業板 ×6

Ｍ  金槌 ×6　・　釘抜き ×3　・　錐 ×3　・　糸鋸 ×3　・　Gクランプ ×3
 木工ヤスリ ×2　・　作業板 ×6　・　サーフォーム ×3　・　万力 ×3
 クラフトナイフ ×3　・　ハンドドリル ×2　・　クラフト鋸 ×3ボウル 220¥         直径25cm 660¥          1,320¥            

C 中・高校生向け
3人分 6人分

 金槌 ×6　・　釘抜き ×3　・　錐 ×3　・　糸鋸 ×3　・　Gクランプ ×3
 木工ヤスリ ×2　・　作業板 ×6　・　サーフォーム ×3　・　万力 ×3
 クラフトナイフ ×3　・　胴付き鋸 ×2　・　替刃鋸 ×3

寸胴鍋
Ｌ 550¥         おたま ×1 990¥          

はね釜 660¥         30合炊き  しゃもじ ×1
D

ダッチオーブン 770¥         12インチ ・ ディープ

炭　（3kg） 660¥         ダッチオーブンを使用するプログラムで必要。

1,980¥            

Ｍ 440¥         おたま ×1

一般向け
3人分 6人分

カッター ＊カッター板付 110¥        550¥        

ホットメルト 330¥        550¥        

備品名 料金 備品名 料金

クラフトナイフ 110¥        550¥        

糸のこ盤 ＊替刃＝\110 440¥        

ハンドドリル 440¥        

-　3　- -　4　-

サーフォーム 330¥        770¥        

剪定のこ 330¥        770¥        


