
同封した「ザ・もぎ店ツール」の料金

表は御社への卸値、特別価格になり

ます。社内での打合せの際にご活用

ください。

ご連絡は

㈱ファースト・メイト
☎ 0120-63-5181

担当 中川まで

「元気のでる」夏の夕涼み会を！家族も招待して！
ファースト・メイトの特別企画！家族を呼んで楽しめる！

ファースト・メイト

ニュース Ｖｏｌ.18
平成26年7月23日発行

fm@first-mate.co.jp

敷地面積にあわせてステージの大きさも自由自在。

パーティー開始までに会場をつくります。

手作りで愛情たっぷり屋台で縁日の気分に！

社内、家族ともコミュニケーションが取れます。

株式会社ファースト・メイト 〒135-0053 東京都江東区辰巳1-1-10 TEL：0120-63-5181 FAX：0120-557-450 URL：http://www.first-mate.co.jp/

ド迫力！音響とセットで30万円～業界破格！

（立体トラス+システムステージ+音響）

臨時ニュースを

申し上げます。

お祭りまでにスタッフが会場をつくります。

まずはファースト・メイトにご相談ください。

現地、打合せや会場の企画、ご提案や図面作成も

（３D画像で立体的）いたします。丸ごとおまかせください。

会議室や駐車場での納涼・親睦会などで家族も招待して！

日頃の社員の皆さんの頑張りが家族へ伝わる機会を！取引先のお客様や

ご家族も呼んで感謝を込めたイベント企画を！暑い夏を乗り切って仕事もがんばろう！

会社の夕涼み会に家族を招待。

お父さん頑張って！

社長さんも専務さんも無礼講。

同じ仕事をするチームとして楽しんで！

立体トラスで照明機材をセッティング。



数十名から数千名規模の夕涼み会も対応可能です。

ご予算にあわせてお見積りします。

さあ！綿菓子店のオープンですョ～。射的が一番人気です。燃えますョ～！

子供たちより大人たちが！

ハイカラ洋風屋台も大人気。

自分たちでクニュクニュと
だから失敗しても楽しいョ♪

お祭りは、「元気」のモト！

ストレスは暑気払いでフットばそー！

日が暮れると照明を点灯。そこは…トラスシステムと

音響を設置したコンサート会場に。

カラオケ大会もいかかですか！？

駐車場や会議室がイベント会場に大変身！

にぎわい屋台でポップコーン・綿菓子を販売。

室内でも屋外でも人気者に！

屋上を使用しました

駐車場を使用しました屋内・会議室を使用しました

衛生的で洗浄不要！パックをセットしてボタンを

押すだけの簡単操作。お子様でも操作できます！



商品コード

ちょうちん　各種

※他に多種、ちょうちんあります。ご相談ください。

947233

吊り下げ旗　各種

丸型ちょうちんセット電球16個　20m

のぼり旗　各種
のぼり竿ベース付（注水式タンク）

※他にそうめん、焼きいも、ところてん、あんみつ、鉄板焼、フルーツ、お茶などの、のぼりあります。

チョットした演出で縁日・お祭りのフンイキが楽しめます！



商品コード 商品コード 商品コード 商品コード

商品コード 商品コード 商品コード 商品コード 商品コード

905300

電気ミニフライヤー
油量8L

（30×45×34）
動力電源が必要です

電気焼物機　T-1
（74×34×25）

動力電源が必要です

917010 商品コード 917000 商品コード 918500 商品コード

917200 917100 920611

焼き鳥用コンロ
4本パイプ焼き台
（71×23×19）

プロパン別注文

ガステーブルコンロ３連
５口も有ります/＃907500

（78×35×17）
プロパン別注文

商品コード

鉄板焼き台
焼きそば・お好み焼き器

（78×47×23）
プロパン別注文

焼き鳥用コンロ
3本パイプ焼き台
（19×70×19）

プロパン別注文

ソフトアイスクリームマシーン
（27×45×64）

－12度　専用ストッカー付　96W
（55×58×85）

918600

串焼き器
焼き網付

（61×18×22）
プロパン別注文

イベントに必要な商品６００品を
揃えました！無いものはありま
せん。ご相談ください。
（ほんとうにないときはゴメンナサイ）

ポップコーン機
電気式　1220W

（450×350×650）

綿菓子機
電気式　1220W

（ 640×640×760 ）

910400 910100 909400 907300 905100

商品コード 905610

たこ焼き器セット
84個用セット

（60×35×18）
プロパン別注文

たこ焼き器セット
5連 140個用 　穴38φ

（98×35×18）
プロパン別注文

たい焼き器
140mm　6穴セット

（68×57×28）
プロパン別注文

大判焼き器
74mm　7穴セット
（68×57×28）
プロパン別注文

アンサシ

アンベラ

タネ落とし

油ひき 付

アンサシ

アンベラ

タネ落とし

油ひき 付

※プロパンガス使用の器具に必要なボンベは、当社の提携業者がつなぎ込みをいたします。

※LPガスは取扱法規制により器具１台に付きボンベ１個を設置。容量は５㌔８㌔からご注文ください。当社の提携業者が直送・つなぎ込みをします。

５kgボンベで約９時間

５kgボンベで約９時間 ５kgボンベで約７時間 ５kgボンベで約６時間 ５kgボンベで約５.５時間

５kgボンベで約１１時間 ５kgボンベで約６時間 ５kgボンベで約６時間 ５kgボンベで約６時間



ばんじゅう（プラ）１０H
（68×42×10）

ばんじゅう（プラ）１６H
（68×42×16）

コールドボックス54ℓ

（66×46×36）

クーラーボックス  28ℓ

（45×32×37）

商品コード 911516

商品コード 946500 商品コード 945528

フローズンマシン
スムージー＆かき氷用　200W

（26×43×63）

コールドドリンク
ディスペンサー　18L　220W

（32.5×43.5×57.5）

商品コード 945100 商品コード 910600 商品コード 909800

ドリンクコーナーストッカー
スタンド付　150L
（100×62×82）

ブタ丸焼きスタンドセット
大串２本付

（シェフピッグはオプションです）

商品コード 900900 商品コード 916900 商品コード 905000 商品コード 910700 商品コード 904100

946200 商品コード 946100 商品コード 946110 商品コード 935000

ガス式クレープ焼き機　熱板40
φ

トンボ1本スパチュラ1本
（40×43×20）

電気グリル RG600
6000W

（60×60×29）
動力電源が必要です

ホットショーケース
バット6枚付　430W

（60×30×46）

911510

プロパン用おでん鍋
（8ツ切）

（54×36×27）
プロパン別注文

手動式かき氷機

（39×27×58）

電動式かき機
210W

（34.5×40.5×57.4）

大型バーベキューグリル・セット
炭火用

（59×90.5×71）

ホットキープボックス
250W

（450×300×500）

商品コード

ビール大瓶60本まで

５kgボンベで約２４時間 ５kgボンベで約１３時間



商品コード 966500

カンタンテント
風対策用ウェイト別注

（600×300×322～353）

965900

ガス調理器
イベントくん

（57×57×72）
プロパン別注文

両手料理鍋　44L/68L フタ付

中サイズ50φ /大サイズ60φ

中華両手鍋
中華用お玉付

（55φ ）

都市ガス炊飯器
3升炊き

（52×41φ ×41）

電気炊飯ジャー
3.6L炊き　1400W
（36×43φ ×38）

921400 商品コード 921700

商品コード 922900 商品コード 923140 商品コード 911336

商品コード 984300

コーヒーNCブルーワー
（デカンタ２個付）
（20×30×42）

デバイスタイルエスプレッソ
タンク1.35ℓ　100V 1500W

（34×22×32）

寸胴鍋　フタ付
各種サイズあります

（36φ   45φ   51φ など）

ビーチパラソル

（180φ ×240）

ガーデンチェアー
ガーデンテーブル

商品コード 902000 商品コード 911850 / 911860

商品コード 911900 商品コード

イベントテント
風対策用ウェイト別注

（356×356×330）

商品コード 966400

カンタンテント
風対策用ウェイト別注

（240×360×322～353）

商品コード 983912

木製ホールディングチェア

（44×50×84）

商品コード

966400

５kgボンベで

約６.５時間



発電機
インバーター制御

（2.8kw）

発電機
インバーター制御

（1.6kw）

電気工事や排水工事も
承ります。

ご相談ください。

商品コード 955028 商品コード 955106

919490

にぎわい屋台
アルミボディー・屋根防水

（188×95×206）

ハイカラ洋風屋台
イエローも有/＃920820

（180×90×200）

屋外用長角テーブル
（180×45×70）
（180×60×70）

縁台
アルミブラック

（30×150×40）

簡易手洗い台
給排水不要

（45×64×125）

商品コード 924000 商品コード 920810 商品コード 976011 商品コード 984200 商品コード

956050

大会場用音響セット

（100坪以上会場用）

中会場用音響セット

（50～80坪会場用）

ビッグファン
75cm

（90×35×97）

商品コード 950200 商品コード 950700 商品コード 950500 商品コード 956100 商品コード

974511

白ビニールクロス付

水冷式大型

クールファン

消費電力290W

各種ゲーム取り揃えております。ご相談ください。（別紙チラシ有）

カラオケ DAM

51kg

（50×50.4×105～139）

974511

976011

（86×50×140）


