
介護施設などで行われているイベント事は、数々の実績を積んだプロにお
任せください。ご要望に沿ったイベントをご提案いたします。納涼祭など
のイベントには「輪投げセット」や「駄菓子屋さん」・「ヨーヨーつりセッ
ト」などのキットだけでもご購入いただけます。

大切なイベントだけど…
残業は嫌です！

プロのノウハウで迅速に対応！

イベントの「プロ」株式会社セレスポが安全で楽しいイベント空間をご提案いたします。
株式会社セレスポ　本社：東京都豊島区　東証 JASDAQ上場　全国２８拠点「イベントに関する技術力&ノウハウを提供」

すべてお任せプラン

納涼祭ご提案プランには消費税は含まれておりません。ご提案内容により金額
は変動いたしますので、詳細をヒヤリングさせていただいた上で、お見積もりさ
せていただきます。

１００万円プラン
※入居者・ご家族・地域住民 300名参加の想定

●みんなで踊ろう●みんなで踊ろう「盆踊り盆踊り」６７万円６７万円
・ やくら、ステージ、提灯、和太鼓、・ やくら、ステージ、提灯、和太鼓、
 音響、照明（設営・撤去含む） 音響、照明（設営・撤去含む）
●みんな楽しみ●みんな楽しみ「ステージショーステージショー」１３万円１３万円
・ 司会者１名、パフォーマー１名・ 司会者１名、パフォーマー１名
●昔なつかし●昔なつかし「縁日コーナー縁日コーナー」７０万円７０万円
・ テント３張、テーブル、射的、・ テント３張、テーブル、射的、
 輪投げ、スーパーボールすくい、 輪投げ、スーパーボールすくい、
 焼きそば、綿菓子、かき氷 焼きそば、綿菓子、かき氷
 （設営・撤去含む） （設営・撤去含む）

１５０万円プラン
※入居者・ご家族・地域住民 300名参加の想定

●みんなで踊ろう「盆踊り」６７万円
・ やぐら、ステージ、提灯、和太鼓、
 音響、照明（設営・撤去含む）
●みんな楽しみ「ステージショー」１３万円
・ 司会者１名、パフォーマー１名
●昔なつかし「縁日コーナー」７０万円
・ テント３張、テーブル、射的、
 輪投げ、スーパーボールすくい、
 焼きそば、綿菓子、かき氷
 （設営・撤去含む）

●みんな楽しみ「ステージショー」３０万円
・ ステージ、音響、照明、
　司会者兼パフォーマー１名
●昔なつかし「縁日コーナー」７０万円
・ テント３張、テーブル、射的、
 輪投げ、スーパーボールすくい、
 焼きそば、綿菓子、かき氷 （設営・撤去含む）

縁日キットだけでもご購入いただけます。
輪投げ簡易セット１００名様用 ソースせんべい屋さん 水ヨーヨーつり簡易セット

その他にも、多数ラインナップを取り揃えてございます。詳しくは、お問い合せください。

手間がかかる部分を外部委託し職員の負担を軽減
来場者が多くお見えになるイベントでは職員が全員出勤して対応していますが、普段と同
じように入居者の食事やトイレの対応は行う必要があります。イベントの手間がかかる部
分については外部委託をすることで負担が軽減されるため、大変助かっています。

イベント内容は入居者が飽きない工夫が必要
入居者の方々は、季節によっては外出やご家族の面会も制限される中、とてもイベン
トを楽しみにしています。イベント内容については、毎年ワンパターンにならないよう
な工夫が必要です。入居者が飽きないようなご提案があると助かります。

お客様の声（社会福祉法人ゆりの木会ゆりの木苑様）

納涼祭
ご提案例

スタッフに代わって段取りいたします！

イベントサービス

輪投げ簡易セット
商品コード
864-458

価格

¥27,000＋税
●100人分●セット内容：プラスチック輪×3、輪投げディス
プレイ台（約W1,000×H770mm）×1、景品100人分

ソースせんべい屋さん
商品コード
864-459

価格

¥13,350＋税
●200人分●セット内容：ミルクせんべい200枚入り×10、
ミルクせんべい95枚入り×10、ソース500mL×1、チョコソー
ス600g×1、梅ジャム300g×1、くるくる回転くじボード×1、
ソース用刷毛×3、ソース入れ用容器×3、舟皿×50、タイト
ル入りイベントシート×1、ポスター×1●賞味期限：約6ヶ月
●製作マニュアル付き

水ヨーヨーつり簡易セット
商品コード
864-460

価格

¥12,900＋税
●100～200人分●セット内容：らくS箱（ヨーヨーポンプパッ
チン付）100入×2、透明丸プール（直径80cm）×1、エアー
ポンプ小×1、レジャーシート１畳用×1、のぼり旗（ポール別）
×1●つりばり、こよりは別売りとなります。
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