
名称 アップライトピアノ キーボード

形状

値段 600／区分 600／区分

数量 1 1

名称 キーボードアンプ ギターアンプ

形状

値段 400／区分 400／区分

数量 1 3

名称 ベースアンプ マイク

形状

値段 400／区分 600(アンプ代含む)、200(2本目以降)／区分

数量 1 2

名称 ドラムセット 軽音楽セット

形状

〔セット内容〕
アンプ：5台(キーボード・ギター・ベー
ス)
マイク：2本
ドラム：1式
ピアノ：1台(アップライトピアノまたは
キーボードどちらか選択)

値段 600／区分 2,400／区分

数量 1 1

【メーカー・型番】
Ｒｏｌａｎｄ・ＫＣ-110

【その他】
◎コード・ケーブル類は
1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております

【メーカー・型番】
Ｒｏｌａｎｄ・ＪＣ-120

【その他】
◎電源コードはアンプに設
置されております
◎シールドをご利用の
場合は1階事務室にて
お渡し・返却をお願いして
おります

【メーカー・型番】
HARTKE(ハートキー)・
HD150 ベース・コンボア
ンプ

【その他】
◎コード・ケーブル類は
1階事務室にてお渡し・返
却をお願いしております

【メーカー・型番】
ＳＨＵＲＥ・ＳＭ58

【その他】
◎マイク本体・ケーブル類
は1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております

【メーカー・型番】
〔ドラム〕
ｐｅａｒｌ・SSC905/C-D(シ
ンバル無しセット)

〔シンバル〕
Ｚｉｌｄｊｉａｎ・（型番不明）

〔ペダル〕
YAMAHA・FC3A

【その他】
◎バスドラムのペダルは
1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております

【その他】
◎マイク本体は1階事務
室にてお渡し・返却を
お願いしております

貸出備品のご案内
※使用した備品は元の状態で返却していただきますよう、お願いいたします。また、備品の破損等が発生した場合は、すみやかにIKE･Biz貸室受付までお申し出ください。

【第1音楽室】
【メーカー・型番】
ＹＡＭＡＨＡ・Ｕ3Ａ

【その他】
◎アップライトピアノの鍵は
1階事務室にてお渡し・返
却をお願いしております

【メーカー・型番】
ＹＡＭＡＨＡ・ＣＰ-300

【その他】
◎コード・ケーブル類は
1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております
◎フットコントローラーは
ＹＡＭＡＨＡ・ＦＣ7を使用



貸出備品のご案内
※使用した備品は元の状態で返却していただきますよう、お願いいたします。また、備品の破損等が発生した場合は、すみやかにIKE･Biz貸室受付までお申し出ください。

名称 ポータブルプロジェクター 液晶モニター

形状

値段 1,200／区分 600／区分

数量 3 2

名称 各レコーダー機器 各レコーダー機器

形状

値段 600／区分 400／区分

数量 各2 2(CDラジオ)、1(CD-MDラジカセ)

名称

形状

値段

数量

【第1音楽室】
【大きさ】
80～200インチ

【メーカー・型番】
SONY・VPL-EW348

【投影方法】
液晶(3LCD)方式

【その他】
◎整理台に本体・リモコ
ン・ケーブル等を入れて
1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております

【大きさ】
40インチ

【メーカー・型番】
SONY・
BRAVIA　40W730C

【その他】
◎昇降スタンドに設置さ
れた状態での使用になり
ます
◎本体・ケーブル等は
1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております

【メーカー・型番】
〔ブルーレイレコーダー〕
Panasonic・
DMP-BDT180

〔ビデオデッキ〕
Panasonic・NV-HV5

【その他】
◎本体・リモコン・ケーブ
ル等は1階事務室にてお
渡し・返却をお願いしてお
ります

【メーカー・型番】
〔CDラジオ〕
東芝・TY-CRX71

〔CD-MDラジカセ〕
Victor・RC-G1MD-S

【その他】
◎本体・リモコン・ケーブ
ル等は1階事務室にて
お渡し・返却をお願いして
おります

第1音楽室その他付属備品 その他使用可能備品

〔有料備品〕◎使用時は事前に申請が必要です
CDデッキ（YAMAHA・CD-S300）：1台／600円
◎ＣＤデッキは音響卓に設置されております、音響卓の鍵は1階事務
室にてお渡し・返却をお願いしております

〔無料備品〕◎使用後は元の場所に返却をお願いいたします
スピーカー（YAMAHA　BR-15）：2台
パイプ椅子：15脚
メトロノーム：1台
譜面台：18台　◎第1音楽室前に保管されております

〔有料備品〕◎使用時は事前に申請が必要です
電源(コンセント使用代)：1KW／200円　◎各部屋ごとに設置してお
ります
書画カメラ：1台／400円　◎1階事務室にてお渡し・返却をお願いし
ております

〔無料備品〕◎使用後は元の場所に返却をお願いいたします
ホワイトボード(大)：2台
机(第3会議室と同様)：7台、折畳み机(和室と同様)：4台
椅子(美術室と同様)：32台
80型モバイルスクリーン(自立型)：2台
延長コード(5ｍ、10ｍ)：計6本
指示棒(長・短)：6本・5本、レーザーポインター：3本

〔CDラジオ〕

〔CD−MDラジカセ〕

〔ブルーレイレコーダー〕

〔ビデオデッキ〕



貸出備品のご案内
※使用した備品は元の状態で返却していただきますよう、お願いいたします。また、備品の破損等が発生した場合は、すみやかにIKE･Biz貸室受付までお申し出ください。

名称 アップライトピアノ 電子ピアノ

形状

値段 600／区分 600／区分

数量 1 1

名称 液晶モニター 各レコーダー機器

形状

値段 600／区分 600／区分

数量 2 各2

名称 各レコーダー機器

形状

値段 400／区分

数量 2(CDラジオ)、1(CD-MDラジカセ)

名称

形状

値段

数量

【メーカー・型番】
〔CDラジオ〕
東芝・TY-CRX71

〔CD-MDラジカセ〕
Victor・RC-G1MD-S

【その他】
◎本体・リモコン・ケーブ
ル等は1階事務室にて
お渡し・返却をお願いして
おります

第2、3音楽室その他付属備品

パイプ椅子：各5脚

メトロノーム：各1台

譜面台：各5台
◎第2、3音楽室のものは部屋の中に設置されております

壁掛け式ホワイトボード：各1台
◎マーカー・イレーザーは1階事務室にてお渡し・返却をお願いして
おります

◎使用後は元の場所に返却をお願いいたします

その他使用可能備品

〔有料備品〕◎使用時は事前に申請が必要です
電源(コンセント使用代)：1KW／200円　◎各部屋ごとに設置してお
ります
書画カメラ：1台／400円　◎1階事務室にてお渡し・返却をお願いし
ております

〔無料備品〕◎使用後は元の場所に返却をお願いいたします
机(第3会議室と同様)：7台
折畳み机(和室と同様)：4台
延長コード(5ｍ、10ｍ)：計6本
指示棒(長・短)：6本・5本
レーザーポインター：3本

【大きさ】
40インチ

【メーカー・型番】
SONY・
BRAVIA　40W730C

【その他】
◎昇降スタンドに設置さ
れた状態での使用になり
ます
◎本体・ケーブル等は
1階事務室にてお渡し・
返却をお願いしております

【メーカー・型番】
〔ブルーレイレコーダー〕
Panasonic・
DMP-BDT180

〔ビデオデッキ〕
Panasonic・NV-HV5

【その他】
◎本体・リモコン・ケーブ
ル等は1階事務室にてお
渡し・返却をお願いしてお
ります

【第2、3音楽室】
【メーカー・型番】
ＹＡＭＡＨＡ・YU11

【その他】
◎アップライトピアノの鍵は
1階事務室にてお渡し・返
却をお願いしております

【メーカー・型番】
ＹＡＭＡＨＡ・
CLP-575PE

〔ブルーレイレコーダー〕

〔ビデオデッキ〕

〔CDラジオ〕

〔CD−MDラジカセ〕

〔第2音楽室〕 〔第3音楽室〕


