
機材名 仕様 個数 価格（税別）

1 ARRI  L7-C

LED仕様／消費電力約200W／明るさ約1000W
スタンド付き

※高温にならないため、雨天でもタフミール等をかけてご
使用いただけます。色温度調整可能。

2 ¥5,000

2 ストロボセット1200W ヘッド／ジェネ1200w／アンブレラ／スタンド 1 ¥4,000

3 ストロボセット2400w ヘッド／ジェネ2400w／アンブレラ／スタンド 2 ¥5,000

4 f043ストロボセット

ヘッド×2／ジェネ1200w／アンブレラ／スタンド

※最大400w～最小6w×3口

※3灯独立調光

1 ¥4,500

5 ストロボヘッド  （サンスター） 5 ¥2,000

6 ミニストロボヘッド(サンスター） 2500w   2 ¥1,500

7
サンスター

ジェネレーター1200w
サンスターMシリーズ／1200w 1 ¥2,000

8
サンスター

ジェネレーター2400w
サンスターMシリーズ／2400w 2 ¥3,000

9
サンスター

ジェネレーター  f043

サンスター／f043／1200w

※最大400w～最小6w×3口

※3灯独立調光

1 ¥2,000

10 FL6 蛍光灯/スタンド付  216W／5000KB 1 ー

11 ー アイランプ ソケット付/スタンド別 4 ¥800

仕様 個数 価格（税別）

12 サンスター用／ボックスのみ 1 ¥2,000
13 サンスター用／ボックスのみ 2 ¥1,500
14 芯7mm／傘のみ 1 ¥1,500
15 1 ¥800
16 1 ¥800
17 ディフューザー付 2 ¥1,000
18 ディフーザー無し 1 ¥800
19 2 ¥800

仕様 個数 価格（税別）

20 地上最高195cm 1 ¥2,000
21 2 ¥1,500
22 地上最高170cm（雲台無し） 1 ¥3,000
23 1 ¥2,000
24 1 ¥3,000
25 1 ¥1,000

仕様 個数 価格（税別）

26 3 ¥2,000
27 7 ¥1,000
28 4 ¥1,000
29 7 ¥500

仕様 個数 価格（税別）

30 210cm～370cm  スタンド別 5 ¥800
31 180cm～330cm 3 ¥500
32 2 ¥300
33 5 ¥300
34 2 ¥1,000

機材名 仕様 個数 価格（税別）

35 マシューズ紗幕（1.8m×1.8m）セット 紗幕／フレーム／スタンド 1 ¥5,000

36 紗幕  （3m×6m） スタンド別 1 ¥5,000

37 ー 紗幕  （3m×3m） スタンド別 1 ¥5,000

38 ライトパネル  （99cm×183cm） スタンド別 2 ¥1,000

39 ー ライトパネル  （107cm×198cm） スタンド別 1 ¥1,000

40 ー ライトパネル  （107cm×107cm） スタンド別 1 ¥1,000

41 スクリムジム  （1.8m×1.8m） スタンド別 1 ¥3,000

42 布バック  （3ｍ×6ｍ／黒ベッチン） 雨の日は外でご使用いただけません。 1 ¥5,000

43
285×320cm／150×250cm／100×90cm（別珍）
110×210cm　→　黒各1枚
245×220ｃｍ　→　黒2枚、白2枚

計８ ¥500

仕様 個数 価格（税別）

44 /m ¥1,310
45 1本 ¥9,600
46 1本 ¥14,400

仕様 個数 価格（税別）

47   2kg、4kg、5kg、6kg 11 ¥500
48 3 ¥600
49 Uフックを外してシングルクランプにできます。 3 ¥400
50 7 ¥400
51 1 ¥500
52 1 ¥500
53 /m ¥350
54 /m ¥100
55 /m ¥200
56 /m ¥400
57 1本 ¥1,800
58 １本 ¥1,300
59 １本 ¥800
60 １本 ¥500
61 １本 ¥600
62 １本 ¥400
63 1 ¥300
64 7 ー
65 13 ー
66 3 ー
67 2 ー
68 2 ー
69 27 ー
70 2 ¥800

注意事項 使用時間 価格（税別）

62 １h ¥2,000
63 １h ¥1,500
64 １h ¥1,000
65 １h ¥600
66 １h ¥200

アンブレラ  （86cm）

照明機材

照明機材アクセサリー

機材名

ライトボックス  （90×100cm）
ライトボックス  （44×56cm）

ジャンボアンブレラ
アンブレラ  （102cm）
アンブレラ  （100cm）
アンブレラ  （90cm）
アンブレラ  （90cm）

オートポール  
オートポールミニ  

三脚ジッツオ  3段大型
三脚ハスキー  3段

Vinten　ビデオカメラ用三脚　PRO-6
ビデオ雲台(マンフロットLB60/ハスキー三脚)
ビデオ雲台(マンフロット503/ジッツォ三脚)

吸盤式三脚

機材名

ミディアムローラースタンド
センチュリースタンド40"  （アベンジャー）
センチュリースタンド20"  （アベンジャー）

ストロボスタンド各種

三脚

機材名

スタンド

機材名

オートポール

補助機材

機材名

オートポールスタンド
延長ポール

マンフロットオートポールブーム

布ガムテープ　茶  （幅50ｍｍ）

3×6  板木パネル
トレーシングペーパー　180cm幅
トレーシングペーパー　110cm幅

ウェイト
ダブルスーパークランプ
Uフッククランプ
シングルクランプ

黒フラッグ(46cm×61cm)

養生シート
タフニール

パーマセルテープ　黒
パーマセルテープ　  白

布ガムテープ　黒／白  （幅50ｍｍ）

じゅうたん両面テープ  （幅30ｍｍ）
紙両面テープ  （幅10～20ｍｍ）

延長ドラム
サイコロ中  （45cm×45cm）

箱馬
箱馬  （ハーフサイズ）
レフ板  （3×6）

カポック  （白×黒／1m×2m）※見開き
エレンクリップ

ハンディーブロアー

HMI  4kw

バック紙（1m単位）
バック紙（半巻）
バック紙（1本単位）

電気料金

照明種類

HMI  2.5kw
HMI  1.2kw
HMI  575w

ストロボ　一台

バック紙

機材名

※バック紙の在庫品に関してスタッフまでお問い合わせ下さい。新品はスーペリアとセットペーパーの手配が可能です。

紗幕/黒布

遮光用布


