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＜館内共通＞ 
№ 品目 個数 備考 
C-1 コピー複合機 ３ モノクロ８円、二色２０円、カラー３０円 
C-2 シュレッダー ３ ２階、３階、ものづくりラボに設置 

C-3 プロジェクター １ http://www.ricoh.co.jp/projector/pj/wx4241n/ 

C-4 映写スクリーン １ １００型 
C-5 ポインター １ エアビーム式 
C-6 ラミネーター １ 専用フィルム販売	 A４・10円、A３・20円 
C-7 掃除機・モップ ３  
C-8 延長コード ２  
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＜セミナーイベントホール＞ 
№ 品目 個数  № 品目 個数 
H-1 ３人掛けテーブル 10  H-2 ３人掛けテーブル幕板付 ４ 
H-3 椅子 50  H-4 卓付椅子 12 
H-5 演台 １  H-6 ホワイトボード 1 
H-7 音響スピーカー １  H-8 マイク(コードレス２個) ３ 
H-9 ピンマイク 1  H-10 自動掃除機ルンバ  1 
H-11 ハンガーラック 1  H-12 時計 １ 
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＜チャレンジショップ・店舗＞ 
№ 品目 個数  № 品目 個数 
S-1 テーブル 4  S-2 椅子 16 
S-3 外看板 1  S-4 ハンガーラック 1 
S-5 空気清浄機 1  S-6 自動掃除機ルンバ 1 
S-7 時計 1  S-8 手提金庫 1 
S-9 来客チャイム子機 1  S-10 書棚 1 
S-11 棚 ６     
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＜チャレンジショップ・厨房＞ 
№ 品目 個数  № 品目 個数 
K -1 冷凍冷蔵庫 １  K -2 製氷機 １ 
K -3 ３口ガスコンロ １  K -4 ガスオーブンレンジ １ 

K -5 電気ポット １  K -6 炊飯器 １ 
K -7 電子レンジ １  K -8 ＩＨコンロ １ 
K -9 ジュースミキサー １  K -10 コーヒーメーカー １ 
K -11 ハンドミキサー １  K -12 デジタル計量機 １ 
K -13 タイマー ２  K -14 寸胴鍋・大 １ 
K -15 寸胴鍋・小 １  K -16 圧力鍋 １ 
K -17 ４連万能鍋 １  K -18 両手鍋 １ 
K -19 片手鍋 １  K -20 卵焼きパン １ 
K -21 フライパン３点(大中小)セット １  K -22 なべ蓋３点(大中小)セット １ 
K -23 包丁３・ハサミ１セット １  K -24 まな板 ３ 
K -25 水切りバスケット １  K -26 ステンレス連結バット １ 
K -27 ステンレス製ボール３点セット ３  K -28 ステンレス製ざる３点セット ２ 

K -29 レードル３点(大中小)セット １  K -30 エレベートカルーセル６点セット ２ 
K -31 調味料容器１５点セット １  K -32 スライサー １ 
K -33 大皿 １０  K -34 中皿 １５ 
K -35 小皿 ３０  K -36 豆皿 １０ 
K -37 透明ボウル皿 ５  K -38 だ円ボウル皿 １０ 
K -39 ボウル中皿 ３  K -40 ボウル小皿 １５ 
K -41 ディナー５点セット １５  K -42 コーヒーカップセット １０ 
K -43 飯茶碗 １５  K -44 汁椀 １５ 
K -45 ガラスコップ・中 １２  K -46 ガラスコップ・小 ３０ 
K -47 トレー ２  K -48 ３段ゴミ箱 １ 
K -49 その他雑品      
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＜ものづくりラボ＞ 
№ 品目 個

数 
備考 

M-1 作業台 ２  

M-2 椅子 ４  
M-3 ３Dプリンター① １ https://jp.xyzprinting.com/jp_ja/Product/da-Vinci-1.0-AiO 

M-4 ３Dプリンター② １ https://jp.xyzprinting.com/jp_ja/Product/da-Vinci-1.0-Junior 

M-5 カッティグマシン １ http://www.brother.co.jp/product/hsm/cm/cm300/index.htm 

M-6 ミシン １ http://www.janome.co.jp/manual/search/pdf/731A_1207.pdf 

M-7 裁縫セット １  
M-8 万力 ２  
M-9 整備工具セット １ http://www.empire.co.jp/pb/others/pdf/14GM10.pdf 

M-10 はんだごて ２ ２０ｗ用、６０ｗ用、こて台 
M-11 ホビーツールセット ２ ペンチ、ピンセット、ドライバーセット等 
M-12 ステンレス製定規 ２ １００㎝、３０㎝ 
M-13 カッターマット ２ A１、A２ 
M-14 デジタル秤 １ 最小表示０．５g 

M-15 デジタルノギス １  
M-16 デジタルマルチメータ

ー 

１ http://www.sanwa-meter.co.jp/prg_data/goods/img/PH51390804701.pdf 

M-17 オシロスコープ １ http://www.owonjapan.com/html/modules/products/index.php/content0033.html	 

M-18 超音波カッター １ http://www.honda-el.co.jp/product/201405190001.html 

M-19 レーザーカッター １ http://www.smartdiys.com/fabool-laser-mini/ 
M-20 簡易フォトスタジ

オ 
１ http://www.photola.co.jp/about_photola/shiyou 

M-21 コピー複合機 １ モノクロ８円、二色２０円、カラー３０円 
M-22 シュレッダー １  
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