
厨房創庫機器レンタル価格表　　　　　　　　　　　　　　（税別）
基本料金(7日以内) 追加料金(1日毎) 追加(1週間) 追加(1カ月)

[縦型冷凍、冷蔵庫]

620×650×1950 ¥22,000) ¥1,000) ¥28,000) ¥45,000)

750×650×1950 ¥25,000) ¥1,000) ¥31,000) ¥48,000)

900×650×1950 ¥28,000) ¥1,000) ¥34,000) ¥51,000)

1200×650×1950 ¥32,000) ¥1,500) ¥41,000) ¥66,500)

1500×650×1950 ¥37,000) ¥2,000) ¥49,000) ¥83,000)

1800×650×1950 ¥42,000) ¥2,000) ¥54,000) ¥88,000)

[コールドテーブル]

1200×600 ¥14,000) ¥1,000) ¥20,000) ¥37,000)

1500×600 ¥17,000) ¥1,500) ¥26,000) ¥51,500)

1800×600 ¥21,000) ¥1,500) ¥30,000) ¥55,500)

[冷凍ストッカー]

50L～100L ¥7,000) ¥500) ¥9,500) ¥18,500)

100L～200L ¥9,000) ¥500) ¥11,500) ¥20,500)

200L～300L ¥11,000) ¥1,000) ¥17,000) ¥34,000)

300L～400L ¥14,000) ¥1,000) ¥20,000) ¥37,000)

400L～500L ¥18,000) ¥1,500) ¥27,000) ¥52,500)

[冷蔵ショーケース]

100L～150L ¥12,000) ¥1,000) ¥18,000) ¥35,000)

150L～250L ¥14,000) ¥1,000) ¥20,000) ¥37,000)

250L～ ¥17,000) ¥1,500) ¥26,000) ¥51,500)

[製氷機]

25㎏ ¥18,000) ¥1,000) ¥24,000) ¥41,000)

35㎏ ¥21,000) ¥1,000) ¥27,000) ¥44,000)

45㎏ ¥24,000) ¥1,000) ¥30,000) ¥47,000)

55㎏ ¥29,000) ¥1,500) ¥38,000) ¥63,500)

65㎏ ¥32,000) ¥1,500) ¥41,000) ¥66,500)

75㎏ ¥35,000) ¥1,500) ¥44,000) ¥69,500)

95㎏ ¥38,000) ¥2,000) ¥50,000) ¥84,000)

115㎏～ ¥40,000) ¥2,000) ¥52,000) ¥86,000)

200㎏～ ¥52,000) ¥2,500) ¥67,000) ¥109,500)

[鋳物コンロ]

二重巻 ¥1,500) ¥500) ¥4,500) ¥13,000)

三重巻 ¥2,500) ¥500) ¥5,500) ¥14,000)



[ガステーブル]

3口（大2　小1） ¥13,000) ¥500) ¥16,000) ¥24,500)

4口（大2　小2） ¥16,000) ¥1,000) ¥22,000) ¥39,000)

5口（大3　小2） ¥20,000) ¥1,000) ¥26,000) ¥43,000)

[ガスレンジ]

900×600×800 ¥18,000) ¥1,000) ¥24,000) ¥41,000)

1200×600×800 ¥22,000) ¥1,000) ¥28,000) ¥45,000)

[グリドル]

サーモ付600×600 ¥18,000) ¥500) ¥21,000) ¥29,500)

750×600 ¥20,000) ¥1,000) ¥26,000) ¥43,000)

900×600 ¥22,000) ¥1,000) ¥28,000) ¥45,000)

1200×600 ¥24,000) ¥1,500) ¥33,000) ¥58,500)

サーモ無614×467　 ¥12,000) ¥500) ¥15,000) ¥23,500)

614×564 ¥13,000) ¥500) ¥16,000) ¥24,500)

768×467 ¥16,000) ¥500) ¥19,000) ¥27,500)

914×564 ¥18,000) ¥1,000) ¥24,000) ¥41,000)

1214×564 ¥20,000) ¥1,500) ¥29,000) ¥54,500)

グリドル架台 各＋\1,000 ー

[フライヤー]

13L ¥10,000) ¥500) ¥13,000) ¥18,000)

18L ¥12,000) ¥500) ¥15,000) ¥20,000)

[ゆで麺器]

6テボ ¥25,000) ¥1,000) ¥31,000) ¥48,000)

[作業台]

450～600×600×800 ¥5,000) ¥500) ¥8,000) ¥16,500)

1200～1800×600×800 ¥7,000) ¥1,000) ¥13,000) ¥30,000)

[キャビネット]

1200×600×800 ¥11,000) ¥500) ¥14,000) ¥22,500)

1500×600×800 ¥13,000) ¥1,000) ¥19,000) ¥36,000)

1800×600×800 ¥15,000) ¥1,000) ¥21,000) ¥38,000)

[一槽シンク]

450×600×800 ¥3,000) ¥500) ¥6,000) ¥14,500)

600×600×800 ¥4,000) ¥500) ¥7,000) ¥15,500)

900×600×800 ¥5,000) ¥500) ¥8,000) ¥16,500)

[ニ槽シンク]

900×600×800 ¥5,500) ¥500) ¥8,500) ¥17,000)

1200×600×800 ¥6,000) ¥500) ¥9,000) ¥17,500)

[三槽シンク]

1500×600×800 ¥10,000) ¥1,000) ¥16,000) ¥33,000)



[ホットショーケース]

400×300×350 ¥2,000) ¥500) ¥5,000) ¥10,000)

600×450×415 ¥5,000) ¥500) ¥8,000) ¥13,000)

＜基本運送費＞ 市内 市外

軽トラック ¥3,000) ¥5,000)

2ｔトラック ¥10,000) ¥12,000) ※配送距離によって変動

※ガスには種類があります。一般的にはＬＰガス（プロパン）と都市ガス（天然ガス）数種類があり、

　弊社で対応可能なものはＬＰガス、都市ガス１３Ａです。

　お問い合わせの際にはガス種の確認をお願い致します。 

※レンタルご利用の際には、電気容量と電気種別の確認をお願いいたします。

　２００Ｖ電源にも単相２００Ｖと三相２００Ｖ（動力とも言う）がありますのでご注意下さい。


