
キッチンラボ ワッカポップのご案内



Kitchen Lab wakkapop
ご利用例

●料理教室

●シェアリングレストラン・カフェ

●カルチャースクール

●パーティースペース

●オフ会

●商品のサンプリング会場

●スチール撮影やムービー撮影　　etc…

「得意な料理をお友達はもちろんたくさんの人に食べてもらいたい！」

「料理教室やお菓子教室を始めるのって資格がいるのかしら…」

「いつか自分のカフェを始めたい！腕を磨くためにはどうしたら良いだろう。」

「新商品のモニターテスト。どこか雰囲気の良い場所でできないかな。」

「料理合コン !? そんなのあるんだ。一緒に作ると会話が弾むんだって。」

「友人と料理を作ったり、持ち寄ったり気兼ねなく集まれる場所があれば…」



Kitchen Lab wakkapop キッチンラボ　ワッカポップ

人　と　人　と　を　食　で　つ　な　ぐ

コ　ミ　ュ　ニ　ケ　ー　シ　ョ　ン　ス　ペ　ー　ス

地下鉄西18丁目駅から徒歩1分、
キッチンのあるカジュアルなレンタルスペースです。

カウンターキッチンを囲んで10名様まで着席可能。立食形式であれば、
20 名様までご利用いただけます。たとえば料理教室、イベント、サン
プリング、試食会、お仲間同士の手作りパーティーなどにご利用いた
だけます。また、キッチンを利用されず、展示会やカルチャースクー
ルの会場としてもお使いいただけます。発想次第で様々な用途でご利
用いただけます。

アイヌ語で
ワッカ　wakka 　=　 水　
ポップ　pop (pop-ke) 　 = 　　温かい 　煮立つ 　 わき出るという意味です。
この言葉の響きの楽しさ、明るさ。
料理の基本は 火 と 水。
作る人、食べる人が 料理 を囲んで集う、楽しく 温かく 豊かな 時間 と 空間。
そこで出逢った人達の輪が さらにつながり 広がっていくイメージから名付けました。

ネーミングについて
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Kitchen Lab wakkapop
施設案内

当スペースの隣は事務所スペースとなっており、可動式のラックで

区切られています。大人数でお使いの場合はラックを事務所側へ移

動することで、20 名程度の収容が可能となります。

設備は冷暖房完備、ビルトイン式の SI センサーコンロ、ツインの

シンク、ガス給湯完備、オーブンレンジ、冷蔵庫、オーディオ機器

（ipot/CD 再生可能）、ロールスクリーン＆プロジェクター、インタ

ネットのご利用などが可能です。

可動式ラック



Kitchen Lab wakkapop
ご利用方法について

・当スペースの厨房設備、調理道具、食器、などほとんどの機器を
　ご利用いただけるプランです。
・当スペースに無い調理機器、機器、食器等の持ち込みは可能です。
　内覧時などに予めご相談下さい。
・お手拭き用タオルやテッシュ、キッチンペーパー、ラップフィル
　ム等の消耗品は各自でご用意下さい。
・食器用ふきんと台ふきん、洗剤とスポンジは当スペースのものを
　ご利用いただけます。
・分別用のゴミ袋（４種類）をご用意しています。そちらに納まら
　ない大型・多量のゴミはお持ち帰りいただくか、有料にて処分
　致します。

◆当スペースは、宗教の勧誘や違法販売セミナーなど、法律に反する目的でのご利用や、公序良俗に反すると思われる催し等は、固くお断りしております。
◆どちらのプランも、大音量のイベントや大騒ぎになる宴会等、近隣にご迷惑になるような催しはお受けできませんので、その点をご考慮の上お申し込み下さい。
◆どちらのプランも３時間のご利用から承ります。

○ご利用プラン１<厨房施設をご利用される場合>

料理教室・レストラン＆カフェ・手作りパーティー・
料理の撮影等に

・調理はできません（厨房設備、調理器具の利用はできません）が、
　飲食用や食器等の持ち込みは可能です。
・当スペースの食器、電気ポット、冷蔵庫、電子レンジはお使いい
　ただけます。
・手拭き用タオルやテッシュなどの消耗品は各自ご用意下さい。
・食器用ふきんと台ふきん、洗剤とスポンジは当スペースのものを
　ご利用いただけます。
・分別用のゴミ袋（４種類）をご用意しています。そちらに納まら
　ない大型・多量のゴミはお持ち帰りいただくか、有料にて処分
　致します。

○ご利用プラン２<厨房施設をご利用されない場合>

カルチャースクール・展示会・会議・撮影会場として

ご注意



Kitchen Lab wakkapop
ご利用料金について

・ご利用時間は、搬入・事前準備 および 片付け・清掃の時
　間も含みます。    
・ご着席は 10 名様まで可能。立食形式ならば 20 名様くらい
　までご利用いただけます。
　（※平日と土日祝日では収容可能人数の上限が変わります
　ので、お問い合わせ下さい。） 
・連続ご利用期間……最長で 5日間まで。
　（割引が適用できる場合がございます。） 
・定期的にご利用いただけるお客様や、複数回をご予約いた
　だいたお客様にも割引がございます。

○ご利用料金表 <税込料金 >

■営業時間／ 9：00～18：00　※上記以外の時間（早朝・夜）も対応できる場合がございます。ご相談下さい。

※『平日限定プラン』 として、少人数 (1～5名様 ) でのご利用は、
　お得な割引料金となっております。 

●プラン１<厨房をご利用される場合>３時間からのご利用
曜日

平日

土　日

祝日

４時間まで

６名様以上のご利用 3,000 円／時

3,000 円／時3,500 円／時

2,500 円／時

2,500 円／時 22,000 円／日

25,000 円／日

2,000 円／時 17,500 円／日※５名様までのご利用

予定時間オーバー

予定時間オーバー

何名様のご利用でも

５時間～８時間まで 1日（９時間）

30 分で 1,500 円　１時間で 3,000 円追加

30 分で 1,750 円　１時間で 3,500 円追加

～ カルチャースクール　展示会　会議の会場として ～

●プラン2<厨房をご利用されない場合>３時間からのご利用
曜日

平日

土　日

祝日

４時間まで

６名様以上のご利用 2,000 円／時

2,300 円／時2,500 円／時

1,800 円／時

1,800 円／時 15,000 円／日

20,000 円／日

1,600 円／時 13,500 円／日※５名様までのご利用

予定時間オーバー

予定時間オーバー

何名様のご利用でも

５時間～８時間まで 1日（９時間）

30 分で 1,000 円　１時間で 2,000 円追加

30 分で 1,250 円　１時間で 2,500 円追加



Kitchen Lab wakkapop
調理用器具類と機器のリスト

ステンレス深型両手鍋（20,24, 28cm）３
ステンレス片手鍋（16,18cm）２
ガス用炊飯鍋（21cm）
ケトル
フライパン（テフロン 20,26 cm）2
深型フライパン（テフロン 28 cm）
直火用耐熱ガラス製フライパン（25cm）
フライパン蓋
ステンレス製落とし蓋
耐熱ガラスボウル（大中小）３
耐熱ガラス製キャセロール（1.5Ｌ）
ステンレスボウル（14,16,18,21,24cm）12
耐熱ガラス小鉢（11.5cm）           5
耐熱ガラス製ゼリーカップ　　　10
耐熱ガラス製ヨーグルトカップ　10
ザル (13,15,18,22,24,27cm)　9
ストレーナー（18cm）
バット（ホーロー　27×21cm）　　2
バット小（ステンレス）                   　4
油切りバット（すのこ付）
牛刀 ( ステンレス 21cm）
ペティナイフ（ステンレス 15cm）
WENGER 波刃フルーツナイフ　
まな板    　　  大 4・ 小 3
まな板立て
すり鉢・すりこぎ
スープレードル（50,100,150cc)  3
お玉　　
飯用へら 5
菜箸　　4
キッチンバサミ
トング　　　　　2
ステンレスサーバー　4
竹製サーバー　　1
耐熱ターナー　　2
シリコンスパチュラ
カス揚げ（荒目・細目）  2
木製お玉・スプーン大    2

竹べら  2
めん棒
ピーラー
巻きす
サラダスピナー
ジンギスカン鍋
鍋敷き　５
お盆
ワインオープナー
栓抜き
缶切り
レモン絞り器
キッチンタイマー
計量スプーン（大 , 小 , 小
1/2）各 4
メジャーカップ（500cc） 2
計量カップ （200cc）　　2
米用計量カップ（１合）　２
ホイッパー （9 号 ,M,S,SS）　4
製菓用耐熱シート（シルパット
380×290）2
シリコンオーブン手袋
ミトン　　3
シリコン製刷毛
オイルカン 450ml
調味缶（S 缶 , P 缶）
ペッパーミル（プジョー  アク
リル）
抜き型（花型）
ハンドミキサー

グラス 小  190ml　   21　

グラス 大  355ml      15　

白磁皿大　　　　　 26cm　  10

白磁皿中　 　　　　19cm      25

白磁皿小　 　　　　14cm      10

白磁スープボウル　 15cm      10 

耐熱パイ皿（小）　　　　　　  6

飯茶碗　　　　　　　　　　　10

醤油小皿　　　　　　　　　　10

白磁コーヒーカップ　10

白磁湯飲み茶碗　       10

茶托　　　              　10

急須　　　　　　　　 2　　　 

ガラスピッチャー（1ℓ）

デザートスプーン（カイボイスン）　10

テーブルフォーク（カイボイスン）　10

テーブルナイフ（カイボイスン）　  　5

竹製箸　　　30

ドレッシング用片口＆木製スプーン

■調理用具 ■食器類

■設備・機器リスト

グラス 小  190ml　   21　

グラス 大  355ml      15　

ワイングラス　414ml  12

白磁皿大　　　　　 26cm　  10

白磁皿中　 　　　　19cm      25

白磁皿小　 　　　　14cm      10

白磁スープボウル　 15cm      10 

耐熱パイ皿（小）　　　　　　  6

飯茶碗　　　　　　　　　　　10

醤油小皿　　　　　　　　　　10

白磁コーヒーカップ　10

白磁湯飲み茶碗　       10

茶托　　　              　10

急須　　　　　　　　 2　　　 

ガラスピッチャー（1ℓ）

デザートスプーン（カイボイスン）　10

テーブルフォーク（カイボイスン）　10

テーブルナイフ（カイボイスン）　  　5

竹製箸　　　30

ドレッシング用片口＆木製スプーン

真空パックマシーン

電気バケツ（ふきん洗濯用）

プロジェクター

スクリーン

オーディオシステム

（ipot、CD、DVD，カセットテープ）

ストーブ（灯油 FF 式）

エアコン（冷暖房器）

木製カウンタースツール　10 脚

可動式簡易テーブル

パイプ椅子（白 )　　　     12 脚

コート掛け

ハンガー  10

傘立て

■皿洗い・手洗い関連リスト

リスト以外にも、事前予約により

準備可能な器具がございますの

で、お気軽にご相談下さい。

掃除機

ほうき

ちりとり

バケツ

雑巾　3

分別用ゴミ袋　３

ゴミ箱（生ごみ用・燃やせないゴミ用）2

札幌市有料ゴミ袋 20L（可燃 / 不燃ゴミ用）

■掃除具リスト

ビルトインガスコンロ 3 口（リンナイ DELICIA）

　　　　　　　　　　　　 　 ※　専用ダッチオーブン有

ガスオーブン（リンナイ）

スチームオーブンレンジ ( シャープ 30L/1000W/250℃）

IH ジャー炊飯器（5.5 合）

冷蔵庫

電気ポット

保温ポット

デジタルスケール（2000g ／ 1g 単位）　2

ホットプレート

電気グリル鍋

電気タコ焼き器



Kitchen Lab wakkapop
お問い合わせ

有限会社　百　  景　 （ゆうげんがいしゃ　ひゃっけい）

札幌市中央区大通西15丁目 1-12　マンション大通 802

TEL：011-632-7777 　 FAX：011-632-7778

ワッカポップブログ

当社サイト
http://www.hyakkei-ad.com

http://wakkapop.jugem.jp/

Email:info@hyakkei-ad.com
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