
イベント用レンタル水槽一覧

水槽名称 サイズ 素材 架台 水量 ろ過仕様 クーラー 外装板 備考 在庫 レンタル料金 運搬設置料金
生体・

消耗品等料金
合計

タッチプール水槽 1200 幅1200mm × 奥行1200mm × 高さ200mm アクリル 高さ：520mm 約300リットル オーバーフロー あり 木製 擬岩付 １台 \100,000 \350,000 \126,000 \576,000

タッチプール水槽 900 幅900mm × 奥行500mm × 高さ280mm アクリル 高さ：420mm 約120リットル 外部式フィルター
オプション
取付可

スチール 殺菌灯付 １台 \50,000 \150,000 \75,600 \275,600

FRPプール 幅3000mm × 奥行2000mm × 高さ300mm FRP ー 約1800リットル
オプション
取付可

オプション
取付可

ー ー １台 \50,000 \350,000 要相談 \400,000～

ひょうたん池 幅2300mm × 奥行1400mm × 高さ450mm ポリエチレン ー 約700リットル
オプション
取付可

オプション
取付可

ー ー ４台 \20,000 \170,000 要相談 \190,000

ウェーブ水槽 幅1500mm × 奥行150mm × 高さ550mm アクリル 高さ：850mm 約100リットル 外部式フィルター
オプション
取付可

FRP、
スチール

ライトカバー付 ５台 \40,000 \280,000 \68,000 \388,000

テーブル型泡水槽
天板：直径650mm
水槽：直径300mm × 高さ510mm

アクリル 高さ：430mm 約36リットル ー ー スチール ー ２台 \40,000 \150,000 \10,000 \200,000

テーブル型水槽 2000
天板：直径2000mm
水槽：直径1200 mm × 高さ850mm
（水槽部分530mm）

アクリル ー 約500リットル ー ー ー ー １台 \100,000 \280,000 \126,000 \506,000

円柱水槽 600OF 直径600mm × 高さ800mm アクリル 高さ：1000mm 約230リットル オーバーフロー あり アルミ ライトカバー付 １台 \80,000 \250,000 \120,000 \450,000

円柱水槽 600 直径600mm × 高さ800mm アクリル 高さ：1000mm 約230リットル 外部式フィルター
オプション
取付可

アルミ ライトカバー付 １台 \80,000 \250,000 \120,000 \450,000

円柱水槽 2000 直径2000mm × 高さ1000mm アクリル 高さ：1000mm 約3000リットル オーバーフロー あり スチール ライトカバー付 １台 \500,000 \700,000 \1,200,000 \2,400,000

円柱泡水槽 トレオン 直径300mm × 高さ1200mm（850mm） アクリル 高さ：500mm 約72リットル　 ー ー FRP
生体は
入れられません。

２台 \50,000 \150,000 \5,000 \205,000

円柱水槽 90φ・200φ
A：直径 90mm × 高さ2000mm
B：直径200mm × 高さ2000mm
C：直径200mm × 高さ1000mm

アクリル ー ー ー ー ー ー
A：7本
B：7本
C：5本

\20,000 \150,000 \5,000 \175,000

brio35 水槽部 幅280mm × 奥行280mm × 高430mm ガラス
幅550mm
奥行400mm
高560mm

約36リットル オーバーフロー ー 木、ガラス ー
[黒]３台
[白]１台

\20,000 \150,000 \25,000 \195,000

ガラス水槽 450 幅450mm × 奥行450mm × 高さ600mm ガラス 高さ：765mm 約120リットル オーバーフロー
オプション
取付可

木製 ２台 \20,000 \150,000 \43,000 \213,000

ガラス水槽 700 幅700mm × 奥行700mm × 高さ700mm ガラス 高さ：1000mm 約340リットル オーバーフロー あり ー １台 \48,000 \350,000 \159,200 \557,200

ガラス水槽 2000 幅2000mm × 奥行700mm × 高さ700mm ガラス 高さ：950mm 約1200リットル オーバーフロー あり スチール ライトカバー付 １台 \200,000 \400,000 \370,000 \970,000

アクリル水槽 750 キューブ
幅750mm × 奥行750mm × 高さ800mm
板厚：45mm

アクリル ー 約300リットル
オプション
取付可

オプション
取付可

ー ー １台 \100,000 \250,000 要相談 \350,000～

アクリル水槽 900 幅900mm × 奥行450mm × 高さ600mm アクリル 高さ：800mm 約240リットル 外部式フィルター
オプション
取付可

スチール ー ２台 \50,000 \200,000 \121,200 \371,200

アクリル水槽 1200 幅1200mm × 奥行450mm × 高さ600mm アクリル 高さ：800mm 約320リットル オーバーフロー あり スチール ー １台 \70,000 \200,000 \151,600 \421,600

アクリル水槽 1200E 幅1200mm × 奥行600mm × 高さ450mm アクリル 高さ：900mm 約320リットル オーバーフロー あり ー ー １台 \100,000 \280,000 \151,600 \531,600

アクリル水槽 1500 幅1500mm × 奥行600mm × 高さ600mm アクリル 高さ：665mm 約540リットル オーバーフロー あり ー ライトカバー付 １台 \140,000 \350,000 \200,000 \660,000

アクリル水槽 1500 活魚 幅1500mm × 奥行600mm × 高さ600mm アクリル 高さ：850mm 約540リットル オーバーフロー あり ー ー １台 \140,000 \350,000 \200,000 \660,000



イベント用レンタル水槽一覧

注1）レンタル料金は、1週間以内の価格になります（設置込）。水槽のみのレンタルの場合はご相談ください。

注2）運搬料金は、都内近郊想定の金額となります。

注3）生体料金は、海水熱帯魚想定の価格となっておりますので、淡水魚の場合や魚のボリュームなどにより金額が変わります。

※ 設置とは水槽機材の組み上げや水槽内レイアウトなどのことです。

ウォーター株式会社 ☎ 03-5946-6775〒179-0085  東京都練馬区早宮 1-3-3 1F

水槽名称 サイズ 素材 架台 水量 ろ過仕様 クーラー 外装板 備考 在庫 レンタル料金 運搬設置料金
生体・

消耗品等料金
合計

アクリル水槽 1500E 幅1500mm × 奥行600mm × 高さ600mm アクリル 高さ：800mm 約540リットル　 オーバーフロー あり ー ー ２台 \140,000 \280,000 \264,800 \684,800

アクリル水槽 1800 幅1800mm × 奥行600mm × 高さ600mm アクリル 高さ：800mm 約650リットル オーバーフロー あり アルミ ライトカバー付 １台 \160,000 \350,000 \307,000 \847,000

アクリル水槽 2000 幅2000mm × 奥行450mm × 高さ450mm アクリル 高さ：1100mm 約400リットル オーバーフロー あり 塩ビ板 ライトカバー付 １台 \150,000 \250,000 \151,600 \551,600

アクリル水槽 1400・2000
A：幅1400mm × 奥行340mm × 高さ800mm
B：幅2000mm × 奥行340mm × 高さ800mm

アクリル ー

A：約350リットル
（幅1400mm）
B：約500リットル
（幅2000mm）

オプション
取付可

オプション
取付可

ー
1400水槽
要注意事項あり

各１台 \40,000 \250,000 \126,000 \416,000

かまぼこ型水槽
幅1460mm × 奥行640mm /
460mm × 高さ1660mm

アクリル ー 約1000リットル
オプション
取付可

オプション
取付可

ー ー １台 \200,000 \350,000 \370,000 \920,000

10トン アクリル水槽 水槽部 幅5400mm × 奥行1500mm × 高1350mm
アクリル
重合接着加工

幅5400mm
奥行1500mm
高1060mm

約12000リットル
（ろ過槽込）

オーバーフロー あり ー
擬岩付

１台 \1,000,000 \2,400,000～ \2,000,000 \5,400,000～
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