
提出日

項目 品名 単価 個数 合計（税込み） 区分 学友会費 使用目的 購入先 備考

消耗品費 色上質紙B4(500枚) 962¥                   3 2,886¥                 独 -¥                      募集冊子 アスクル

消耗品費 PPC用紙B4（2500枚） 2,778¥                 5 13,890¥               独 -¥                      募集冊子×５、オリタ－・エンターガイダンスレジュメ、積み下ろし アスクル

消耗品費 ホチキス針（10号）1000針 58¥                     3 174¥                   独 -¥                      募集冊子×２、リボン×１ アスクル

消耗品費 リボン（1cm×30m） 328¥                   2 656¥                   独 -¥                      店長・副店長用リボン アスクル

消耗品費 安全ピン(24本入） 99¥                     32 3,168¥                 独 -¥                      店長・副店長用リボン ダイソー

消耗品費 PPC用紙A4（500枚） 369¥                   2 738¥                   独 -¥                      出店許可証、荷札、手持ち看板 アスクル

消耗品費 ラミネートフィルムA4（100枚） 1,317¥                 6 7,902¥                 独 -¥                      出店許可証×３、消火器のぼり×３、積み下ろし用 アスクル

消耗品費 PPC用紙B5（500枚） 332¥                   1 332¥                   独 -¥                      ガイダンス日程のお知らせ アスクル

消耗品費 色上質紙A4（500枚） 627¥                   1 627¥                   独 -¥                      消火器のぼり アスクル

消耗品費 クリアテープ（50ｍ） 91¥                     7 637¥                   独 -¥                      消火器のぼり×5、手持ち看板×1、施設保護×1 アスクル

消耗品費 PPロープ（5mm×100m） 225¥                   5 1,125¥                 独 -¥                      消火器のぼり×1、店舗看板用×4 アスクル

消耗品費 養生テープ（50m） 468¥                   9 4,212¥                 独 -¥                      荷札（衣笠×5、OIC×3）、学生証マーキング×1 アスクル

消耗品費 ビニールシート（183×50m） 15,120¥               1 15,120¥               独 -¥                      手持ち看板の防水、施設保護 生協

消耗品費 布テープ（25m） 133¥                   9 1,197¥                 独 -¥                      区画マーキング アスクル

消耗品費 黒マジック 129¥                   4 516¥                   独 -¥                      模擬パトロール（4区画） アスクル

消耗品費 油性ボールペン10本入 535¥                   1 535¥                   独 -¥                      模擬パトロール（4区画） アスクル

消耗品費 イージーグローブ100枚 113¥                   260 29,380¥               独 -¥                      配布備品（260） アスクル

消耗品費 ビオレu手指の消毒スプレースキットガード置き型本体 718¥                   260 186,680¥             独 -¥                      配布備品（260） アスクル

消耗品費 カセットコンロ 2,700¥                 512 1,382,400¥           独 -¥                      配布備品（260×2） 生協

消耗品費 カセットボンベ(3本入り） 365¥                   512 186,880¥             独 -¥                      配布備品（260×2） 生協

消耗品費 雑巾10枚入り 481¥                   1 481¥                   独 -¥                      机拭き アスクル

使用料 シャトルバス（衣笠） 66,300¥               8 530,400¥             独 -¥                      人員輸送 日本トラベルセンター

使用料 シャトルバス（OIC） 83,880¥               4 335,520¥             独 -¥                      人員輸送 日本トラベルセンター

使用料 保冷車・トラック（衣笠） 22,630¥               4 90,520¥               独 -¥                      荷物運搬 フジモト運輸

使用料 保冷車・トラック（OIC） 27,960¥               2 55,920¥               独 -¥                      荷物運搬 フジモト運輸

使用料 集会用カラーテント　2×3　イエロー 11,664¥               1 11,664¥               独 -¥                      模擬店本部 ダスキンレントオール

使用料 テントウェイト 648¥                   12 7,776¥                 独 -¥                      模擬店本部 ダスキンレントオール

使用料 パーティーテーブル(シングル)180×45 1,036¥                 524 542,864¥             独 -¥                      模擬店貸出備品 ダスキンレントオール

使用料 折りたたみパイプ椅子 324¥                   4 1,296¥                 独 -¥                      模擬店本部 ダスキンレントオール

使用料 ホワイトボード(180×90㎝) 7,128¥                 2 14,256¥               独 -¥                      模擬店本部 ダスキンレントオール

使用料 カラーコーン赤 259¥                   21 5,439¥                 独 -¥                      貸出、返却、積み下ろし備品 ダスキンレントオール

使用料 カラーコーン用バー 259¥                   14 3,626¥                 独 -¥                      貸出、返却、積み下ろし備品 ダスキンレントオール

使用料 トランシーバー(5w)MOTOROLA 3,456¥                 7 24,192¥               独 -¥                      模擬店パトロール、担当者 ダスキンレントオール

使用料 2ピースイヤホンマイク 324¥                   7 2,268¥                 独 -¥                      模擬店パトロール、担当者 ダスキンレントオール

3,465,277¥           
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合計 -¥                                                   


