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己斐製氷株式会社

ギフトアイス

お祝いの行事に、アッと驚くひんやりプレゼントを
知人、友人、親戚、大切な人へ

いつも、ただ花を贈っている方！！
氷に入った花、
『氷柱花』を贈って、驚かせてみましょう！

●商品の選び方● （花の種類+メッセージプレート有・無+ラッピング色）
ギフトアイス一覧

あさがお

バラ

ラッピング
がおすすめ！

ラッピング 黒・
がおすすめ！

バラ

ひまわり

Happpy Birthday
プレート入り
ラッピング 黒・
がおすすめ！

ラッピング 青
がおすすめ！

受水台ラッピング４色から

誕生日用（既存品）
メッセージプレート

取引の流れ
お問い合わせ

+

氷本体（商品)

重さ８ｋｇ

溶け水受台
兼、発送用梱包材

※メッセージプレートをいれる場合は製造に１週間かかります。

+

商品内容詳細

縦２５ｃｍ

オリジナル
メッセージプレート
オリジナルギフトアイス

Youtube『ギフト氷』検索！

横φ２１ｃｍの円
◆プロポーズに！
◆結婚記念日に！
◆お誕生日に！
◆母の日ギフトに

３３ｃｍ
２８ｃｍ

ラッピングを付けて
お渡しします！
様々なシーンに合わせてご希望に応じてオリジナルギフトアイスが作れます！
※右の動画で打ち合わせからの流れが動画でみれます！
打ち合わせ

ご注文

オリジナルの場合

ギフトアイスの場合

製作

発送orお引取

全国発送可能！

己斐製氷株式会社

お風呂氷
※食用ではございません。
お風呂氷は、氷の中に入浴剤・おもちゃが入った
子供に喜ばれる商品です。10ｃｍ角のブロック氷。
お風呂の温度にはほとんど影響はありません。
固形入浴剤と同じ感覚でご使用し、
入浴のひと時を楽しんでください。
この商品ができたストーリー
この商品ができたストーリー

イメージ図
１０ｃｍ角

『絶対絶命！ピンチから生まれた商品』
QRコードスキャン☛

小物のおもちゃをいれています！

氷柱の基礎知識
これから、次ページより、『氷柱店頭ディスプレイ』など氷柱のご案内をするにあたって
、理解しづらい点などが出てくると思いますので、氷の基本的な大きさや重さや
サイズなどを簡単に解説、ご紹介します。
私たち製氷会社が製造する氷は、家庭用冷蔵庫と同じく氷皿を使用し、製造
します。つまり、決まった形の氷を日々製造しております。製氷会社では氷皿に
変わる業務用の大きいスチール製容器に水を張り、氷を作成します。(右写真参照)
出来上がった氷（原氷）は27×55×100ｃｍの氷。重さ１３５ｋｇにも及ぶ。
その原氷を用途に合わせ様々な形（かちわり・板氷・彫刻）など、商品に加工して
いく。

氷柱規格サイズ
27ｃｍ
27ｃｍ
55ｃｍ

一本氷柱
(原氷)

一枚氷柱
135kg

65kg

100ｃｍ

８貫氷柱
32kg
50ｃｍ

50ｃｍ

※３種以外にもご希望サイズが
原氷の１/２
あれば、カットできます！

27ｃｍ

原氷の１/４

●解説●
氷柱のご注文形態は、基本的に上記の図の
ように３種類の中からお選び頂きご注文を承って
おります。
しかし、オリジナルでご希望があれば
ご希望通りにカットすること
ができます！例えば右の写真
は空手に使うために、特注
サイズでカットしています！

氷柱台ご紹介
あくまでも目安です。
多少異なる場合がございます！

●一本氷柱台
縦２０ｃｍ横１１０ｃｍ奥行６０ｃｍ

●一枚氷柱台
縦２０ｃｍ横６０ｃｍ奥行４０ｃｍ

●８貫氷柱台
縦２０ｃｍ横３５ｃｍ奥行３５ｃｍ
氷柱展示の歳、各サイズの目安で
展示スペースを確保しておくと良いです！

己斐製氷株式会社

氷柱店頭ディスプレイ
まず、必ず前ページ『氷柱の基礎知識』を読ま
れてからをお勧めいたします！

８貫氷柱

この氷柱店頭ディスプレイというのは、氷柱
の一例にすぎませんが、企業商品のPRや、
イベント出店でのディプレイ、お客様の引き
つけ役としてお店の前などに置くと効果的な
企画商品です。 実際に企業様がPRしている
商品などを氷漬けにして展示する事ができます！
当社の実績でも、お客様の反応を直に感じ、自信
をもって提供できる商品です！

27cm

27cm
氷本体

●体育館夏の屋内行事
熱中症対策に！
●工事現場・屋外イベント
(おしぼり・タオル置き場に）
●企業・商品PRに
看板や、商品を氷漬けに
●庭園・施設・イベント会場
見て触って涼を取る観賞用に

Youtubeで『広島 氷柱』で検索

50cm

分かりやすい動画を配信してます！
QRコードをスキャン☛

20cm

実例

水受け
氷柱台

35cm
35cm

お店の周年祭

すだれ

氷柱台はクロスなどで覆います

取引の流れ（手順）

お盆帰省イベント

野外イベント

出店企業PR

夏季は製造が混雑するため２週間～１ヶ月前にはご注文
をすることをお勧めします！、ご理解、ご協力宜しくお願い致します。

打ち合わせ

お問い合わせ

１

２

製作

３

水受け氷柱台

氷柱台にはクロスを巻きます

溶け水を受ける台
は必要に応じてご
準備致しますので
ご安心ください！
各サイズ氷柱台に
ついては前ページ
ご参照ください。

LED照明レンタル

撤去・引取り

配達・設置

６

５

下見、
現地確認

４

必要に応じてご挨拶を兼ねて
現地確認をします！

● 氷柱展示の平均鑑賞時間の目安 ●

夏

あくまでも目安です。環境によって変化します。

屋外・冷房なしの屋内
（約３０℃)

時間
屋内冷房がある環境
（約２５℃)

時間

イルミネーション効果で神秘的に演出♪

注意事項はこちら☛

冬

あくまでも目安です。環境によって変化します。

屋外・暖房のない環境
（約５～１０℃)

時間以上
屋内暖房がある環境
（約２０℃)

時間

◆物をいれた物やアートを施した
氷柱は、オーダーメイドの製作に
なりますので、お早めにお問い合
わせ頂くことをお勧め致します。
◆鑑賞設置場所は搬入動線に
段差などにより台車などが通行
できない場所は設置できない
可能性がありますので、予め
ご了承ください。
◆設置場所は、直射日光、冷暖房
、自然風強風にさらされる場所は
できるだけ避ける必要があります
のでご理解頂きください。
又、氷の性質や重量上、水平で
安定した場所に設置し、設置後は
移動が基本的にはできないので
ご理解頂きください。

己斐製氷株式会社

氷柱宝さがし

氷柱宝探しとは、氷の中におもちゃが入っている
商品です！『氷の中のおもちゃをGETする！』 楽しい企画！
Youtube『おもちゃ入り氷柱』で検索

又は、右QRコードをスキャン☛

楽しい氷柱宝探しを動画で見ることができます！

◆住宅展示場
◆車販売ディーラー
◆物産展・イベント会場
◆スーパーマーケット
米オリジナルでご指定したいおもちゃがある場合
受注生産になりますので、前ページの氷柱ディスプレイ
と同じような流れの取引になります。

取引の流れ（手順）

ご注文

お問い合わせ

配送・設置

氷柱台回収

●氷柱宝探しのサイズの選び方とイベント所要時間の目安●
パターン１

パターン２

氷柱寸法は７ページを参照

原氷1/2サイズ 65ｋｇ 玩具80個

W1000×H250×D550ｍｍ

台

●解説●
まず、お問い合わせ頂き（日時、所要時間、場所、会場状況
、お客様動員数）などお伝え頂き、下記の資料を参考にサイズ
、数量、お見積をご提案させて頂きます。
当日は、配送設置を致しまして、イベント終了後、もしくは翌日
に氷柱台を回収致します。
まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ！

人気サイズはパターン１です！
原氷サイズ135ｋｇ 玩具160個

親御様が集中して
用事を済ませる環境をご提供！

W500×H250×D550ｍｍ

●解説●
ご注文単位は全国発送用サイズを除き原氷
１本単位でのご注文をお願いしております。
左の図では、原氷サイズを３パターンにカット
し、開催場所を増やすことができるご提案図
になっております。

氷
サイズの選び方
左図では、 を人に例えてパターン毎２０名
にした場合、氷を小さくカットし、場所を増加
させることで、遊べる人数を増やすことができ
ることを現しています。

人
迫力や、惹きつけ役にはいいが、
できない人が出てきます。

パターン３

原氷1/4サイズ 30ｋｇ玩具40個

おもちゃ入数

パターン４

W250×H250×D500ｍｍ

原氷１/８のサイズなら
全国にクール便にて発送することができます！
※但し、台は付属できません。
パターン３のサイズを

さらに 半分にした１/８サイズ

所要時間

パターン１

約１６０個 約８時間

パターン２

約８０個

約５時間

パターン３

約４０個

約３時間

パターン４

約２０個超 約２時間

※あくまでも目安です。人数や環境によって変動します。
●注意点●
おもちゃ数量は作成段階で一つの作品という見方で、
見栄えを重視して作成しているため、多少ばらつきが
ありますので予めご了承ください。

全国発送
可能！
氷を小さくし、場所を増やせば
参加人数を増やすことができます！

人によっては乱暴に扱い、無理やりおもちゃを取ろうとする方
もいますので、監視員を１名以上は配備してください。
サイズにもよりますが、搬入動線に障害物や段差がある
場所には設置ができない可能性がありますので、予め
ご了承ください。

己斐製氷株式会社

ブライダル氷アート

氷アートの使用例
人生で最高のこのイベントに
新郎新婦様の想いを最大限
にカタチにした、神秘的で儚い
氷のアートで、会場の皆様に
一生の思い出になるように
お手伝い致します。
氷アーティスト 池田

取引の流れ（手順）

お問い合わせ

１

◆ウエルカムボード風
◆メインテーブル彫刻
◆ケーキカット代替え企画
（巨大かき氷・ペアドリンク）

６

◆新郎新婦様からのご依頼
◆ご友人様からの依頼
◆プランナー様からのご依頼
◆親族様からのご依頼

お問い合わせが早ければ早いほどいいものが作れます！
夏季は製造が混雑するため２週間～１ヶ月前にはご注文
をすることをお勧めします！、ご理解、ご協力宜しくお願い致します。

打ち合わせ

２

製作

３

到着時間は、希望設置完了時刻の１時間前を予定しています。

撤去・引取り

依頼者様の傾向

配達・設置

５

披露宴会場の設置の場合は
挙式が行われている隙に設置を致します

下見、
現地確認

近年、人気が出ている氷柱型アートは
氷の中でアートを表現しています！
鑑賞時間も長くおすすめのアートです！

４

式場のプランナー様に挨拶を
兼ねて現地確認をします！

彫刻型アートは神秘的で
芸術感溢れるアートです！
披露宴時間内は鑑賞できるように
作成致します！

Youtubeで『氷彫刻アーティスト』で検索
●過去の実績写真と解説●

右QRコードをスキャン☛

フォトギャラリー
8ページにて☛

己斐製氷株式会社

氷のアート

氷アート

氷彫刻実演ショー

氷のアートは、お客様と
ご要望予算に合わせて、
作り上げていきます。
あっと驚くような素晴らしい
神秘的な氷のアートを
真心込めてつくりますので
ご安心下さいませ！

圧巻の氷彫刻PV

取引の流れ（手順）
（持ち込み型氷アートの場合）

お問い合わせ

氷のアートの実演も行っております。
氷の塊を準備し、お客様の前で、
チェーンソーなどの電動工具など
を使い、３０分～１時間かけて、
氷のオブジェを作成いたします！
加工中に雪を浴びせるなど、
楽しい演出も致します！
●氷アート鑑賞時間の目安●

夏季は製造が混雑するため２週間～１ヶ月前にはご注文
をすることをお勧めします！、ご理解、ご協力宜しくお願い致します。

打ち合わせ

１

あくまでも目安です。環境によって変化します。

屋外・冷房なしの屋内
（約25℃)

時間

製作

２

３

屋内冷房がある環境
（約25℃)

到着時間は、希望設置完了時刻の１時間前を予定しています。

撤去・引取り

下見、
現地確認

配達・設置

６

時間

５

持ち込み型の場合、ものによっては繊細な部分がありますので、
繊細な部分は現地で作成する場合がございます！

４

必要に応じてご挨拶を兼ねて
現地確認をします！

彫刻実演の場合

お問い合わせ

Youtubeで『イベント装飾』で検索

大盛況！
右QRコードをスキャン☛

打ち合わせ

下見、

当日実演

Youtubeで『氷彫刻実演広島』で検索

氷彫刻実演ショー
右QRコードをスキャン☛

屋内暖房がある環境
（約25℃)
同じ25℃でも
温風は大敵です。

時間

◆鑑賞設置場所は搬入動線に
段差などにより台車などが通行
できない場所は設置できない
可能性がありますので、予め
ご了承ください。
◆設置場所は、直射日光、冷暖房
、自然風強風にさらされる場所は
できるだけ避ける必要があります
のでご理解頂きください。
又、氷の性質や重量上、水平で
安定した場所に設置し、設置後は
移動が基本的にはできないので
ご理解頂きください。
●過去の実績写真と解説●

フォトギャラリー

己斐製氷株式会社

氷アートギャラリー
ブライダル氷アート 氷のウエルカムボード

氷をつかったウエルカムボードは、神秘的でたくさんの方に喜ばれる作品です。ご来賓の方々
が目の前で記念撮影をしたり、見て触れて楽しまれる作品です。主に、披露宴会場前のフロア、
披露宴入口入ってすぐの場所に飾る機会が多い作品です。披露宴が行われる２～３時間は
作品として鑑賞できるように作成致します。
ブライダル氷アート 氷のケーキカット代替え企画
左記の写真は、ケーキ
カットをせず、夏らしい
演出で巨大カキ氷を
作り、実施した実例です。
新郎新婦様がシロップを
お互いにかけ、食べさせ
合う演出です。
自分らしい個性的な演出
で、アッと驚く演出に！

左記の写真は、ケーキカット
の代わりに、ドリンクを使っ
た演出をした実例です。
氷柱オブジェに筒状の穴を
彫り、そこに果物やドリンク
を注ぎ込み、ペアストローを
差込み、飲み合ったり、
フルーツの食べさせあいを
する演出をしたものです。
こちらも個性溢れる演出で
会場を沸かせることが
できます！

ブライダル氷アート メインテーブル彫刻

こちらは、披露宴会場で新郎新婦が着席されるメインテーブル脇に設置することが多い彫刻氷です。
主に、新郎新婦様からのご依頼ではなく、友人知人様からのサプライズでのご依頼が多い作品に
なっております。主役にあたる新郎新婦様が入場し、メインテーブルに向かい、氷アートに気づかれた
時は、皆様『え？！』ていう表情を見せ、その後感動されます！
自信をもってご提案できるサプライズアートです！
2009-2021ブライダル氷アート
実績動画がtiktokでご覧できます。☞

己斐製氷株式会社

氷アートギャラリー
店舗氷アート

飲食店や量販店様のイベントなどのテーマに合わせて、
ご希望に沿ったデザインや予算等打ち合わせを行いながら、
形にしていく氷のアートです！ 左写真はクリスマスイベント、右写真
はバレンタインデーに合わせたテーマで作成した作品です。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ！

上記の写真は、飲食店にて、
料理を盛り付けるために作成した
氷のアート×氷器のコラボ作品
です。こういった使用法も
あります！

イベント氷アート

様々な屋外のイベント会場で、企業PR、商品PRで利用して頂いている氷アートです！真夏の猛暑の時期に合わ
せ、熱中症対策や少しでもご来場者様やお客様に涼をとって楽しんで頂けるために非常に活躍する企画です。
小規模のものから大規模なものまで、予算やご希望に合わせ作成していきます。企業のみならず、一般の
お客様からのご依頼でも承りますのでお気軽にお問い合わせください！
氷アート実演ショー

氷のアート！氷彫刻実演を広島を中心とした各地に趣いてやっております！３０分～１時間お時間を頂き、
大勢のお客様の前でチェーンソーやドリルなど電動工具を使い、削り雪を浴びせながら氷彫刻パフォーマンス
を披露します！ イベントやお祭りなどの行事等でのステージ企画素材としても抜群なパフォーマンスです！
野外や店内など実例があり、場所やシーンに合わせてお手伝いさせていただきますので、
お気軽にお問い合わせくださいませ！
2014-2021氷彫刻ライブ
実績動画がご覧出来ます☞

己斐製氷株式会社

降雪ショー＆スノーパーク

現代、地球温暖化が進み、今の時代を生きる子供たちは地域に
よっては雪を見て、触れて、雪遊びをする機会が少なく
なってきました。そんな子供たちに雪を見せて喜ばせたい！
という志で弊社はこの企画に取り組んでいます！
雪を降らせる企画は弊社へお気軽にお問い合わせください。

弊社で製造した純氷を使用し、スノーマシン
（回転式カッター型削氷機）で切削粉砕し、
人工雪を作ります。人体及び環境に無害です。
住宅展示場
降雪ができる条件として、機械を車両で運搬することに
なるため、普通車が通行できる場所、または降雪機には
車輪が着いておりますので段差がなく、希望場所まで
スムーズに行ける環境。そして、電源が取れる場所。
発電機ケーブルがとどく場所。溶け水がでても問題の
ない環境であれば、
どんな場所でも雪を降らせることができます！
そして、季節問わず春夏秋冬いつでも降らせることが
できます！

己斐製氷を選ぶことによって、雪の原料にあたる氷の
製造メーカー直営による運営で低コストを実現！
氷を使った楽しいイベント（他ページ参照）を併用すること
により、独特なパフォーマンスを実現することができます！

ショッピングモール

イベント会場

◆他、公園・広場など

己斐製氷株式会社

降雪ショー＆スノーパーク

ご依頼事例

当社スタッフ：３～４名

実例実績
・よくあるご依頼事例

・車両が入れない場所での降雪
①スノーマシン
②発電機・延長ケーブル
または施設据付の２００V電源コンセント

雪広場５ｍ×５ｍ 積雪 約10ｃｍ
降雪ショー３分 ５～７回/日

降雪ショー

・車両が入場可能な場所での降雪
①スノーマシン・発電機を積んだ車両
１台（２トン車）
②原料運搬車両
１台（２トン、または４トン車）

雪広場

かまくら

製雪能力：
外形寸法：
重
量：
電気容量：

３t/h
W1530×D760×H1000
600kg
３相200V（50/60Hz）20/25KVA

スノーマシン
5m

かまくらや
雪だるまワークショップ
の併用実績もあります。

5m

雪遊び広場
（スノーパーク）

・降雪ショーのみのご依頼
・スノーパークのみのご依頼
こちらも実績が多数ございます

Youtube『己斐製氷雪まつり』で検索！

発電機

QRコードをスキャン☛

原料氷車
氷投入台

己斐製氷株式会社

氷の滑り台

Youtube動画で氷の滑り台の様子が見れます！
住宅展示場
QRコードを
スキャン☛

ショッピングモール
氷の滑り台は弊社でも自信をもって、ご提案できる
お子様大人気企画になっております！
お問い合わせ

撤去作業

打ち合わせ

現地設置

イベント会場
お見積もり

下制作

◆他、公園・広場など
たくさんの場所でできます！

上記の流れで開催場所を確認して、
会場に合わせた長さを選定し、お見積もりし作成いたします！

子供たちに涼と体感で
確かな人気度！！

長さは自由自在！
そして、長持ち！

夏の企画にピッタリ！
氷を使ったイベント多数併用可能！

己斐製氷株式会社

氷の滑り台
氷の滑り台イメージ図
（平地面）

スタッフ

スタッフ

待機台

氷
氷の滑り台本体

失速用砕氷

転倒保護マット

氷の滑り台イメージ図
（傾斜面）

・平地面での運営

※ただし、このタイプは
１台での連日運営は不可。

待機台×氷の滑り台本体×ソリ６台
当社設営スタッフ２～３名、現地運営スタッフ２名
・傾斜面での運営
待機台×氷の滑り台本体×ソリ６台
当社設営スタッフ２～３名、運営スタッフ２～４名

地面

平地面と傾斜面で氷の使用量が変わるので
傾斜面は低コストでできます！
（例）７m滑走用滑り台の場合、

平地面
原氷

18

傾斜面
原氷
本

本

但し、２日間使用の場合は増えます。
・連日の運営について

氷の滑り台連日運営
スケジュール
８：００

現地到着 設置開始

９：００

イベントスタート

１日目

～
１７：００

イベントCLOSE メンテナンス

１８：００

メンテナンス終了

退場

８：００

現地到着 メンテナンス

９：００

イベントスタート

～

連日のイベントでのご対応もお任せ下さい！
メンテナンスを加えながら、２日間のイベントなどでも
運営できるよう協力致します！
・保冷シート
・ドライアイス
などを使い一日目のイベント終了後メンテナンスを
行います！
翌日イベント開始時間前に細部の交換などを行い、
２日間氷の滑り台を利用できるように致します！
・運営スタッフの動き方
スタート地点に２名のスタッフを配置し、
ソリを押すスタッフ、ソリをタオルでふくスタッフ
で運営するのが望ましい。
滑走終了地点にスタッフ１名を配置し、滑り終えた御客様に
スタート地点へのソリの返却を促すのが望ましい。

１７：００

イベントCLOSE 撤去作業

１８：００

撤去完了後

退場

２日目

己斐製氷株式会社

移動氷の世界＆冷凍車体験（自社便）

移動氷の世界＆冷凍車体験とは？
こちらの企画は、元々40フィートの冷凍コンテナで始めたのが
きっかけ。しかし、この企画は、最低でも500万円以上のコストを
要していたため、もっとリーズナブルにできないか？と考えた
結果、弊社の所有する冷凍車（自社便）を使用してできないか？
と考え企画したものです！
この企画は、よく【冷凍車体験】というものはよく見かけていたの
ですが、弊社が氷屋だということを活かし、氷の彫刻の展示など
【氷の世界感】というものを足した企画になっています！

おすすめスポット

住宅展示場、カーディーラー様など
１日平均1000名規模のご来場者様数の施設

涼しさと、氷の世界という異次元空間を体験していただく！

そして、弊社の車両を利用したこの企画は、４トン車両を使用して
いるため、小規模イベント向けになっておりまして、１日ご案内でき
る人数は300名前後となっております！
主に住宅展示場様、カーディーラー様など商業施設向けにおすす
めする企画になっております！

氷の世界＆冷凍車体験の主な仕様・詳細
●内容●
～マイナス10℃の氷の世界～
毎年、弊社でシリーズを設定し、設計から制作を行います。
シリーズや内容は毎年３～５月に発表予定。
オリジナルを取り入れたい場合はご相談ください。
シリーズ選考・作成、毎年１～５月、実施可能期間６～12月
おおまかな、内容ベースとして
【過去のシリーズ】
・大型彫刻１体
・2018年度：氷の水族館
・小型彫刻１体
・2019年度：氷の竜宮城
・テーブル又はカウンター
・2020年度：コロナウイルスの影響
・ソファー
により休止
・氷の壁や装飾氷柱
・2023年度：再開予定。
・照明や装飾など
※以降は、ホームページをご参照ください。
・音響

●実施可能日数●
最大３日間の開催が可能です。（１週間の場合は要相談）
料金はホームページをご参照ください。

●取引の流れ●
お問い合わせ

撤去作業

現地設置

お見積もり
ご注文

弊社設置

己斐製氷株式会社

己斐製氷株式会社

移動氷の世界＆冷凍車体験（自社便）
●氷の世界の図面例●
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ル
氷の世界内

左図は一例ですが、イメージとして、
このようなレイアウトで氷の世界を
作成致します。

イス

前
室

氷の壁
ソファー
4850mm

1000mm

氷の世界の部屋はおよそ5.47畳ほど
の広さになっております。
一度に、大人のみで４名、お子様連れ
の家族で６名くらいご案内することが
できます。
前室は、外気の温かい空気を極力
氷の世界内に取り込まないように
するための前室になっております。

5850mm
照明や、音響などを使用し、演出を
引き立てます。
1
9
6
0
m
m

運営の流れ
左記の図のとおり、一例ではございますが
運営を３名～４名が適正人数として考えており
ます。
左図は
営業時間：9時半から17時の営業を想定。
１組 ５名 観覧時間５分 入退場時間2.5分
全52組×５名 260名/日（最低ライン）
過去の経験では、５分もいられない組も
いらっしゃいますし、入退場も速やかにできれば
ご利用者数は増やせれます。
会場ごとで客層、来場者数が大きく変わります
ので、ご相談の上、運営の人数を整えましょう。
ご来場者数が多いほど、庫内の温度が上がり
やすいので、インターバルを設けるなど時間を
作るほうが望ましいです。
左記はそのためにお昼休憩を設置しています。
また、霜取り機能が作動したときは、温かい
風が吹く時間帯もございます。（約30分）

己斐製氷株式会社

氷の世界＆冷凍車体験（コンテナ版）

～ 過去の実績事例 ～

コンテナ版の氷の世界の詳細
こちらの企画は、冷凍コンテナを手配していただき、氷の世界を演出
する企画となっております。自社便と変わり、大型10トン車トラック
（31フィート）や40フィートコンテナなどを利用することで広い空間で
氷の世界が演出できます。（40フィート/17畳ほど）
また、一度に10人前後のご案内が可能になります。
冷凍機の能力も大きいため、長期間の開催ができるメリットも兼ね備
えております。
基本的に氷の世界はオーダーメイドで作成させていただきます。
テーマや大まかなデザイン、設計図をご提出ください。
コンテナ又は、大型冷凍車の手配、そして内装施工はご依頼者で
ご準備いただき、氷の作品の施工設置のみ弊社が手掛ける形に
なります。
開催期間中の運営や、点検、氷のケアは運営にあたる業者様
で管理して頂くことになります。
氷のケアでお困りなことがあれば、お電話いただき、対応いたし
ますが、現地に近い氷の知識をもつ連携会社を派遣して対処
する場合がございます。

●興行場● 2015年
開催期間：６月～９月末（４か月間）
建
物： プレハブ冷凍庫建設
（1000万以上予測）
氷の世界：約150万円
●商業施設● 2017年
開催期間：７月 （３週間）
建
物：レンタル冷凍コンテナ40ｆｔ
（500万予測）
氷の世界：約100万円
●興行場● 2018年
開催期間：７月 （１週間）
建
物：12トン車レンタル
氷の世界：約100万円

●取引の流れ●

●ご準備いただくもの● 下記の図をみながら一読ください。

コンテナ選定
問い合わせ

・冷凍コンテナ
・氷の世界のおおまかな設計図、デザイン。（弊社もお助けします。）
・内装・・・床：パンチカーペット 壁面：側幕クロス
前室施工：外気を取り込まないようにパーテーション
照明、音響、電気配線、販促、注意喚起のポップなど
・運営・・・運営に必要な人員や資材。お客様用ジャケットなど
発電機を使用する場合は、消防の申請なども必要に
なることがあります。
パーテーション

氷作品
搬入設置
（20時間）
開催２日前

弊社へ
氷の世界
問い合わせ

現地コンテナ設置
内装施工、
冷凍機稼働

開催４日前

オーダー
デザイン提出後
お見積り
氷、コンテナ発注
氷制作（１ヶ月）
開催１ヶ月以上前

※終了後の撤去のご要望も承ります。

受付

入
口

防
温
前
室

照明

側幕クロス（両側面）

ベ
ン
チ

テ
ー
ブ
ル

床：パンチカーペット

大
型
彫
刻
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わかさぎ釣り風トイフィッシング

企画詳細・セット内容

氷

⇑●配置図の寸法●
高さ30ｃｍ、横140ｃｍ、奥行き90ｃｍ

●企画説明●

●ご注文条件●

水を張った容器の中におもちゃを泳がせ、
容器の上に、数個の穴が開いた板氷を設置
します。
おもちゃの釣り竿で糸を氷の穴に落とし込み
泳いでいるおもちゃをゲットする企画になって
おります。
思わず熱中してしまう
楽しい企画になっています！

わかさぎ釣りトイフィッシング100セットから
（氷＋容器＋竿10本前後＋おもちゃ100個）
玩具追加 50個単位
※合計300を超える場合は１台増やしたほうが良い。

当企画のみのご依頼の場合は、広島市内
のみご対応になります。遠方の県内外の
ご依頼は、要相談でお承りします。
下記イメージのおもちゃは時期により
変わる可能性があります。

玩具

●注意点●
糸を巻くときに、お子様は止まるまで
巻いてしまうので竿が故障する可能性があります。
おもちゃを泳がせるために、水流ポンプを使用致し
ますので電源のご準備が必要です。

youtubeで動画で確認！
※玩具イメージ 大10、小40/セット

ボールアイストイ
●企画説明●
こちらの企画は俗に言う『がちゃがちゃ』を利用した、アイスボールトイです。
カプセルが氷に変わり丸氷の中に景品が入っている企画になっております！
氷柱宝探しに比べ小さいお子さんには簡易的に必ずおもちゃをゲット
してもらえる企画なので、小さいお子様が特に喜ぶ企画になっています！

●注文方法●
弊社の他イベント企画と併用
してご利用頂くようお願いしております。
料金は機械台＋丸氷数量分が
基本ベースとなっております。

youtubeで動画で確認！

