
レンタルスペース demokura 

備品リスト 
 
 

主な家具・備品 
折り畳みテーブル(180 x 60cm) x 12 台 
OA チェア x 20 脚 
スタッカブルチェア x 16 脚 
3 人掛けソファー x 1 台 
キッチンカウンター x 1 台 
ホワイトボード（126 x 56cm） x 1 台 
A 看板 
LED キャンドル 
 

主な電子機器 
プロジェクター（EPSON EH-TW6700） 
電動スクリーン（135 インチ） 
スピーカー（SONOS サウンドバー） 
BLU-ray レコーダー（Panasonic） 
TV モニター（東芝 39 インチ） 
Google Chromecast 

Web 会議システム（Logicool Group） 
マイク・拡声器スピーカーと卓上マイクスタンド（サンワサプライ MM-SPAMP） 
 

注意：Web 会議システムはご予約ください。（事前準備があります） 

主な家電製品 
冷蔵庫（410ℓ） 
スチームオーブンレンジ 
ポータブル IH コンロ 1400W 
電気ケトル（1.2ℓ） 
コーヒーメーカー（10 杯分） 



浄水・軟水器 
掃除機 
 

主な食器・台所用品 
スタッキングマグ x 30 個以上 
皿（中） x 30 枚以上 
皿（大） x 30 枚以上 
スープボウル x 30 以上 
ウォーターグラス x 30 個以上 
ビアグラス x 20 個 
ワイングラス x 20 個 
カトラリーセット x 30 組以上 
はし x 30 組以上 
水差し 
魔法瓶（1.5ℓ） x 2 
フライパン（小） 
深鍋（中） 
ざる 
ボウル 
トング x 1 
キッチンばさみ x 1 
包丁、ナイフ 
おたま 
菜箸 
フライ返し 
ワインオープナー兼栓抜き 
ほか 
  



Rental Space demokura 

Room inventory list 
 

Main furniture and equipment 
Foldable tables (180 x 60cm) x 12 
OA chairs x 20 
Stackable chairs x 16 
Three seater sofa x 1 
Kitchen bench x 1 
White board (126 x 56cm) x 1 
A-frame sign stand 
LED candles 
 

Main electronics 
Projector (EPSON EH-TW6700) 
Motorized screen (135 inch) 
Speaker (SONOS soundbar) 
BLU-ray recorder (Panasonic) 
TV monitor (Toshiba 39 inch) 
Google Chromecast 
Web conferencing system (Logicool Group) 
Portable microphone and speaker with a desktop microphone stand 
 

Note： Please book the Web conferencing system as some arrangement is necessary in 
advance. 
 

Main appliances 
Fridge (410ℓ) 
Steam oven & microwave 
Portable IH stove 1400W 
Electric kettle (1.2ℓ) 



Coffee brewer (10 cups) 
Water filter with water softening function 
Vacuum cleaner 
 

Main tableware and kitchen utensils 
Stacking mugs x 30 min. 
Medium plates x 30 min. 
Large plates x 30 min. 
Soup bowls x 30 min. 
Water glasses x 30 min. 
Beer glasses x 20 min. 
Wine glasses x 20 min. 
Cutlery sets x 30 min. 
Chopsticks x 30 pairs min. 
Water jug 
Thermos (1.5ℓ) x 2 
Small frying pan 
Medium deep pan 
Sieve 
Bowls 
Tongs 
Kitchen scissors 
Knives 
Ladle 
Cooking chopsticks 
Flipper 
Cork/bottle cap opener 
Etc. 
 


