
日付 購入場所 品名 用途 名目 備考 金額

2018/5/4 イオン大井店 メラミンキューブ大 劇の小道具 文具費 108

2018/5/26 ドン・キホーテ秋葉原店 コスチュームメンズ医者 劇の小道具 衣装費 1080

ホワイトナース服×2 劇の小道具 衣装費 6458

2018/6/10 WORKMAN大宮本郷店 ヘリンボンジャンパ 劇の小道具 衣装費 1900

2018/6/22 DAISOすずらん通り店 伸縮式つっぱり棒 劇の小道具 家具費 108

ボックスカーテン 劇の小道具 家具費 216

収納BOX 劇の小道具 家具費 324

2018/6/23 DAISOすずらん通り店 バスタオル×3 劇の小道具 文具費 648

Family Mart明大通り店 ソーイングセット 小道具の制作 文具費 680

小計 11522

日付 購入場所 品名 用途 名目 備考 金額

2018/5/19 各鉄道会社 駿河台までの交通費14人分 研修用 交通費 詳細割愛 3899

2018/5/26 各鉄道会社 駿河台までの交通費15人分 研修用 交通費 詳細割愛 3899

2018/6/1 明治大学 コピーカード 台本印刷用 印刷費 5000

2018/6/15 明治大学 コピーカード 台本印刷用 印刷費 1000

2018/6/16 西川電子部品 ナット 照明脚用 機材費 15

2018/6/19 明治大学 コピーカード 台本印刷用 印刷費 1000

小計 14813

制作パート

日付 購入場所 品名 用途 名目 備考 金額

2018/5/18 FOREVER21新宿店 革靴 撮影の小道具 番組制作費 2149

小計 2149
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日付 購入場所 品名 用途 名目 備考 金額

2018/5/13 東急ハンズ新宿店 アクリルミニ×8 会場装飾用 会場装飾費 1296

毛先ハケ×2 会場装飾用 会場装飾費 344

毛先ハケ 会場装飾用 会場装飾費 276

接着剤 会場装飾用 会場装飾費 395

2018/5/13 新宿ミロード店 写真立て×10 会場装飾用 会場装飾費 1080

2018/5/18 セキチュー狭山北入曽店 水性スプレー 会場装飾用 会場装飾費 408

2018/5/21 サンクス明大前店 ファクス代 Tシャツ入稿 通信費 50

2018/5/22 日本郵便株式会社 インク×72 渉外はがき用 通信費 4464

2018/5/24 セキチュー狭山北入曽店 押入れスノコ 劇の大道具 家具費 2138

2018/5/28 ザ・ダイソー練馬駅前店 安全メガネ 劇の小道具 衣装費 108

ヘッドフォン 劇の小道具 衣装費 108

紙粘土 劇の小道具 衣装費 108

イヤホンケース 劇の小道具 衣装費 108

セブンイレブン明神下店 印刷代×72 渉外はがき用 通信費 4360

amazon キャスター×2 劇の大道具 家具費 600

カラーボックス 劇の大道具 家具費 3150

タウン・ドイト豊玉中店 ナイロンワイヤー 大道具の作成 文具費 108

針金 大道具の作成 文具費 116

木ネジ×2 大道具の作成 文具費 216

2018/6/3 amazon ヘッドホン 劇の小道具 衣装費 1218

2018/6/4 新宿ミロード店 インテリアフレーム×6 会場装飾用 会場装飾費 648

Black Board 会場装飾用 会場装飾費 108

チョーク 会場装飾用 会場装飾費 108

紐 会場装飾用 会場装飾費 108

木製ピッチ 会場装飾用 会場装飾費 108

2018/6/10 タウン・ドイト豊玉中店 ファルカタ集成材×2 大道具の作成 家具費 1339

2018/6/12 新宿マルイアネックス店 クッション 劇の小道具 家具費 108

塗料 小道具の作成 文具費 108

トルコキキョウ 劇の小道具 家具費 108

やぐるま草 劇の小道具 家具費 108

東急ハンズ新宿店 ヘンケル 大道具の作成 文具費 395

ネジ×2 大道具の作成 文具費 206

2018/6/13 アイリス青葉ビル ボックスキャスター 劇の大道具 家具費 1024

2018/6/14 DAISO明大前店 レースカーテン×4 大道具の作成 家具費 864

カーテンワイヤー×3 大道具の作成 家具費 324

カーテンクリップ×3 大道具の作成 家具費 324

2018/6/18 DAISO明大前店 エコプレート×2 接待用 接待費 216

美術パート



コップ×6 接待用 接待費 648

レースカーテン×2 接待用 接待費 432

2018/6/19 西友練馬店 ガムテープ 会場装飾用 会場装飾費 203

明治大学 コピーカード リアぺ印刷用 印刷費 3000

株式会社プリントパック B4コート紙90㎏200部 パンフレット用 印刷費 1520

2018/6/21 DAISO明大前店 写真プリント×21 会場装飾用 印刷費 420

2018/6/22 セブンイレブン神田店 プリント代×16 会場装飾用 印刷費 480

おかしのまちおか新宿店 菓子 接待用 接待費 2277

ドン・キホーテ新宿店 飲料品 接待用 接待費 1140

小計 36975

日付 購入場所 品名 用途 名目 備考 金額

小計 31660

企画パート


