
KEK 厚⽣物品の貸出  KEKʼs Lending articles  
1. 申込みは、数量に限りがありますので、事前に電話等により連絡のうえ、福利厚⽣室にある『厚⽣物品貸出簿』へ、記⼊し

てください。 
Please call to the “Fukuri-kosei-shitu” Benefits Office beforehand (#6206), then visit there and fill in 

「Notebook of Lending articles」 at the Benefits Office. (Administration Bldg. 2F) 

2. 貸出期間は、原則として貸出し⽇から１週間です。  A rental period is one week.  

3. 取扱いには⼗分注意し、特に、使⽤後は、汚損⼜は損傷がないかよく調べ、必ず⼿⼊れ返却して下さい。 
Please use them carefully. Check them any damage or defacement after used rental articles and please 

return them after cleanup. 
 

4. 申込みの⽬的以外に使⽤、他に転貸することを禁⽌します。 
We prohibit you use it other than the purpose of the application and a sublet to other people.   

 

キャンプ⽤品 Camping equipment       （ ）内の数字は貸出できる数です。 

( ) The inner number is the number that KEK has. 

01 蛍光灯ランタン 
（電池式）  
Fluorescent lamp 

lantern  

(battery type) (1)  

06 カセットコンロ 
Cassette cooker 

 

 

          (2)  

02 ロール式テーブル 
Roll-type table 

 

 

         (2)  

07 ホットプレート 
Hot plate 

 

 

       (2)  

03 アルミテーブルチェア 
Aluminum table  

& chair 

 

         (2)  

08 バーベキューセット（鉄
板、網付） 
Barbecue set 

 

          (2) 
 

04 リクライニングチェア 
Reclining chair 

 

         (2) 

 

09 キャンプ⽤マット 
Mat for camping 

 

 

          (2)  

05 キャンプ⽤鍋セット 
Pan set for 

Camping 

 

         (6)  

10 バ ー ベ キ ュ ー セ ッ ト
（1/2 ドラムカン、ふ
た） 
Barbecue set 

          (4)  



⾷事関係  Kitchen utensils 
11 圧⼒鍋 

Pressure cooker 

 

 

      (1)  

15 鍋 
(⼤中⼩) 
Pans  

 

          (4)  

12 深底鍋 
Pan of the 

profound depths 

 

         (1)  

16 ザル 
(⼤中⼩) 
Colanders 

 

       (6)  

13 ⼨胴鍋 
Pan 
 
 
         (2)  

17 ボール 
(⼤中⼩) 
Bowls 
 
          (3)  

14 ガス台 
Gas cooker 

 

 

      (2)  

18 調理⽤器具類（おた
ま、フライ返し等） 
Instrumentation for 

Cooking 

       (2 sets)  
レジャー関係 Recreation equipment 
19 囲碁 

Game of go 

 

 

    (7 sets)  

21 マット 
（スポンジ） 
Mat (sponge) 

 

       (6)  
20 ビーチパラソル 

Beach umbrella 

(parasol) 

 

 

 

      (2) 

 

22 マット（ビニール） 
Mat (vinyl) 

 

 

 

 

       (1) 

 
 

レクリェーション関係 Recreation equipment 
23 テニスラケット 

Tennis racket 

 

 

 

         (10)   

25 卓球ラケット 
Table tennis 
Racket 
 
 
          (15) 

  

 



24 バトミントンラケット 
Badminton 
racket 
 
 
         (15)    

   

その他 Other equipment 
26 保冷タンク 

Cold insulation 

Tank 

 

         (8)  

31 ＣＤラジカセ 
（Panasonic） 
CD radio and 

cassette player 

           (1)  
27 クーラーボックス 

Cooler box 

 

 

         (5)  

32 ＶＨＳ  
 
 
 
           (1)  

28 スーツケース 
Suitcase 

 

 

         (5)  

33 海外でも使える変 
圧器、電圧切替 
100V=>300V 
Transformer 

           (1)  
29 空気⼊れ 

（ボール⽤） 
Inflator (ball use) 

 

 

         (2) 

 

34 全 世 界 対 応 プ ラ グ
（海外旅⾏⽤） 
Whole world 

correspondence 

plug (overseas 

travel use)     (1) 

 

30 もちつき器 
Cooking device  

to make a rice 

cake         
(1)  
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