
分類 1 会議用備品 備品番号 1-1 

名称   シンプルチェア 

仕様（サイズ） 
 W510mm×D550mm×H770mm 
 （SH420mm）  

利用金額（税抜）  100円／日 在庫数  2,200脚 

メーカー・品番 イトーキ KLA-130AX-T2T1 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-2 

名称  スタッキングチェア（両肘／片肘） 

仕様（サイズ） 
 ①両肘：W545mm×D570mm×H800mm（SH430mm） 
 ②片肘：W525mm×D570mm×H800mm（SH430mm） 

利用金額（税抜）  200円／日 在庫数 
 ①：３２脚 
 ②：200脚 

メーカー・品番 
         ①：コトブキ FC-322 
         ②：コトブキ FC-321 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-3 

名称  折畳テーブル（展示棟用） 

仕様（サイズ）  W1,800mm×D450mm×H700mm 

利用金額（税抜）  200円／日 在庫数  600台 

メーカー・品番 特注品 

備考 バネ式スチール足、取っ手付き 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-4 

名称  折畳テーブル（会議棟用） 

仕様（サイズ）  W1,500mm×D600mm×H700mm 

利用金額（税抜）  200円／日 在庫数  1２0台 

メーカー・品番 コクヨ KT144P1E 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-5 

名称   幕板付きテーブル（会議棟用） 

仕様（サイズ）  W1,300mm×D450mm×H700mm 

利用金額（税抜）  ２００円／日 在庫数  １０台 

メーカー・品番 特注品 

備考 前面幕板パネル付き 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-6 

名称  演台用ステージ 

仕様（サイズ）  W2,400mm×D１,２００mm×H４００mm 

利用金額（税抜）  1,500円／日 在庫数  １２台 

メーカー・品番 愛知 AIS-4 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-7 

名称  演台用ステージ蹴込板 

画像なし 

仕様（サイズ）  W1,200mm×H４００mm 

利用金額  ー 在庫数  ２４枚 

メーカー・品番 愛知 AIS-MP-4 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-8 

名称  演台用ステージステップ 

仕様（サイズ）  W900mm×D290mm×H２００mm 

利用金額  ー 在庫数  ３台 

メーカー・品番 シコ・ジャパン 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-9 

名称  演台用ステージスロープ 

仕様（サイズ）  W700mm×D１,７７５mm×H４００mm 

利用金額  ー 在庫数  １台 

メーカー・品番 シコ・ジャパン 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-10 

名称  演台（大） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         （前面）                     （後面） 

仕様（サイズ）  W2,100mm×D９００mm×H１,０００mm 

利用金額（税抜）  １,０００円／日 在庫数  １台 

メーカー・品番 特注品 

備考 会議室での使用不可 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-11 

名称  演台（小） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          （前面）                    （後面） 

仕様（サイズ）  W1,200mm×D５００mm×H１,０８０mm 

利用金額（税抜）  ５００円／日 在庫数  ４台 

メーカー・品番 特注品 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-12 

名称  司会者台 

仕様（サイズ） 
 ①写真上：W800mm×D６００mm×H1,100mm 
 ②写真下：W900mm×D475mm×H1,070mm 

利用金額（税抜）  ５００円／日 在庫数 
 ①：1台 
 ②：1台 

メーカー・品番 
          ①：特注品 
          ②：コクヨ WA-17R 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-13 

名称  花台 

仕様（サイズ） 
 ①茶：W６７０mm×D６７０mm×H６１０mm 
 ②白：W４００mm×D４００mm×H７００mm 

利用金額（税抜）  250円／日 在庫数 
 ①：２台 
 ②：１台 

メーカー・品番 特注品 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-1４ 

名称  大ホール美術バトン 

仕様（サイズ）  L3,820mm×３本 

利用金額  － 在庫数  １列 

メーカー・品番 特注品 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-15 

名称  大ホール照明バトン 

仕様（サイズ）  ハロゲン５００W １２灯（１列あたり） 

利用金額（税抜） 
 1,500円／日 
  ※１列あたり 

在庫数  ２列 

メーカー・品番 特注品 

備考 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-16 

名称  ホワイトボード 

仕様（サイズ） 
 本体：W1,929mm×D５６０mm×H１,７９０mm 
 板面：W1,771mm×H８８０mm 

利用金額（税抜）  1,000円／日 在庫数  ６台 

メーカー・品番 プラス RW-N360W 

備考 両面ホワイトボード（回転式） 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-17 

名称  ホワイトボード スクリーン付き 

仕様（サイズ） 
 本体：W１,９２９mm×D６２０mm×H２,０７０mm 
 板面：W１,８００mm×H９００mm 
 スクリーン：W１,７４０mm×H１,３８０mm 

利用金額（税抜）  1,000円／日 在庫数  ２台 

メーカー・品番 プラス SM-36 

備考 スクリーン付 ホワイトボード片面のみ 



分類 1 会議用備品 備品番号 1-18 

名称  お茶セット（茶葉なし） 

仕様（サイズ） 
 セット内容：茶碗３０個 茶托３０枚 茶殻捨て１個  
         急須１個 電気ポット１台 

利用金額（税抜）  1,000円／日 在庫数  ２セット 

メーカー・品番 

備考 


