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機材名
スタジオ内
料金(税込)

持ち出し
料金(税込)

単位 備考・追加機材メモ

Profoto ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ Pro8a(1200Ws) ¥8,800 ¥11,000 /台

Profoto ProﾍｯﾄﾞPlus ¥3,300 ¥4,125 /灯

Profoto ｾｯﾄ(ｼﾞｪﾈ､ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾄﾞ､傘) ¥12,100 ¥15,125 /台

Profoto ｱﾝﾌﾞﾚﾗ ﾎﾜｲﾄ M 105cm ¥550 ¥688 /台 ｱﾝﾌﾞﾚﾗ ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰM×4あり@¥550

Profoto ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ･ｼﾙﾊﾞｰ L  130cm ¥1,100 ¥1,375 /台 ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰL×2あり@¥660

Profoto ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ･ｼﾙﾊﾞｰ XL 165cm ¥1,650 ¥2,063 /台
Profoto ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰXL×2あり@¥770
※westcottoアンブレラホワイト・シルバーも含む

Profoto ﾏｸﾞﾅﾑﾘﾌﾚｸﾀｰ50° 337mm ¥2,200 ¥2,750 /台

Profoto ﾜｲﾄﾞｽﾞｰﾑﾘﾌﾚｸﾀｰ80° 280mm ¥3,300 ¥4,125 /台

Profoto ｿﾌﾄﾗｲﾄﾘﾌﾚｸﾀｰ ﾎﾜｲﾄ(ｵﾊﾟ 65° 515mm) ¥3,300 ¥4,125 /台 Profoto ｿﾌﾄﾗｲﾄﾘﾌﾚｸﾀｰﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ×1あり

Profoto ｿﾌﾄﾗｲﾄﾘﾌﾚｸﾀｰ ｼﾙﾊﾞｰ(ｵﾊﾟ26° 515mm) ¥3,300 ¥4,125 /台

Profoto ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ RFi 90×120cm(3×4ft) ¥3,300 ¥4,125 /台 Profoto ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(50° 90×120cm)×2あり@¥1,100

Profoto ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ RFi 30×120(1×4ft) ¥2,750 ¥3,438 /台 Profoto ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(50° 30×120cm)×2あり@¥1,100

Profoto ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ RFi 120×180(4×6ft) ¥3,850 ¥4,813 /台

Profoto ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ RFi 150 Octa ¥5,500 ¥6,875 /台 Profoto ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(50°150 OCTA )×1あり@¥1,100

Profoto ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ RFi 90 Octa ¥3,300 ¥4,125 /台 Profoto ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ(50°90  OCTA)×1あり@¥1,100

Profoto ﾊﾆｺﾑｸﾞﾘｯﾄﾞ5° 10° 20° 180mm ¥1,100 ¥1,375 /枚

Profoto ﾊﾆｺﾑｸﾞﾘｯﾄﾞ10°  337mm ¥1,650 ¥2,063 /枚

Profoto ﾊﾆｺﾑｸﾞﾘｯﾄﾞ10°  280mm ¥1,650 ¥2,063 /枚

Profoto ﾊﾆｺﾑｸﾞﾘｯﾄﾞ25° 515mm ¥1,650 ¥2,063 /枚

Profoto Air Remote ¥1,100 ¥1,375 /台

Profoto ｼﾝｸﾛｺ-ﾄﾞ ¥550 ¥688 /本

Profoto 延長ｹｰﾌﾞﾙ ¥550 ¥688 /本 5m,10m

Broncolor grafit A4(3200w) ¥9,350 ¥11,688 /台

Broncolor ﾍｯﾄﾞ(pulsoG) ¥4,950 ¥6,188 /灯

Broncolor ｾｯﾄ(ｼﾞｪﾈ､ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾄﾞ､傘) ¥14,300 ¥17,875 /ｾｯﾄ

Broncolor ﾊﾆｶﾑｸﾞﾘｯﾄﾞ ¥1,100 ¥1,375 /枚

Broncolor ｱﾝﾌﾞﾚﾗ ﾎﾜｲﾄ ¥550 ¥688 /本 ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾘﾌﾚｸﾀ-×4あり

Broncolor ｼﾝｸﾛｺ-ﾄﾞ ¥550 ¥688 /本

Photona ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(1600w) ¥4,950 ¥6,188 /台

Photona ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(2400w) ¥7,150 ¥8,938 /台

Photona ｽﾄﾛﾎﾞﾍｯﾄﾞ ¥2,750 ¥3,438 /灯

Photona 1600wｾｯﾄ(ｼﾞｪﾈ､ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾄﾞ､傘) ¥7,700 ¥9,625 /ｾｯﾄ

Photona 2400wｾｯﾄ(ｼﾞｪﾈ､ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾄﾞ､傘) ¥9,900 ¥12,375 /ｾｯﾄ

Sunstar ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(1600w) ¥4,950 ¥6,188 /台

Sunstar ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(2400w) ¥7,150 ¥8,938 /台

Sunstar ｽﾄﾛﾎﾞﾍｯﾄﾞ ¥2,750 ¥3,438 /灯

Sunstar 1600wｾｯﾄ(ｼﾞｪﾈ､ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾄﾞ､傘) ¥7,700 ¥9,625 /ｾｯﾄ

Sunstar 2400wｾｯﾄ(ｼﾞｪﾈ､ﾍｯﾄﾞ､ｽﾀﾝﾄﾞ､傘) ¥9,900 ¥12,375 /ｾｯﾄ

Sunstar 延長ｺｰﾄﾞ ¥550 ¥688 /本 ﾍｯﾄﾞｺｰﾄﾞ13あり

Sunstar ｼﾝｸﾛｺｰﾄﾞ ¥550 ¥688 /本 ｼﾝｸﾛｺｰﾄﾞﾐﾆ×25､ｼﾝｸﾛｺｰﾄﾞ延長×5あり

Sunstar ﾊﾞｲﾁｭｰﾌﾞ ¥5,500 ¥6,875 /台

Sunstar ﾉｰﾏﾙﾘﾌﾚｸﾀｰ ¥550 ¥688 /台

Sunstar ｸﾞﾘｯﾄﾞﾘﾌﾚｸﾀｰ ¥550 ¥688 /台

Sunstar 集光ﾘﾌﾚｸﾀｰ ¥550 ¥688 /台

Sunstar ﾏｸﾞﾅﾑ ¥550 ¥688 /台

Sunstar ｵﾊﾟ ¥1,100 ¥1,375 /台 芯消し付き

Sunstar ｽﾇｰﾄ ¥1,100 ¥1,375 /台

Sunstar ｸﾞﾘｯﾄﾞ ¥1,100 ¥1,375 /台 5°､10°､15°､20°

Sunstar ｿｰﾗｰｽﾎﾟｯﾄ ¥13,200 ¥16,500 /台 ﾍｯﾄﾞのみ¥6,600

Sunstar ｽﾎﾟｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ¥16,500 ¥20,625 /台 ﾍｯﾄﾞのみ¥8,800

Sunstar ｱﾝﾌﾞﾚﾗ ﾎﾜｲﾄ ¥550 ¥688 /本

Sunstar

※価格は全て税込となります。※機材は数に限りがあります。また、レンタル状況やメンテナンス状況によりご利用頂けない場合もあります。
※下記価格表は2023年5月現在のものです。価格につきましては、予告なく変更する場合があります。※ロケ用機材レンタル価格は別途御見積いたします。

Photona

ストロボ
Profoto

Broncolor
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TKBOX ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ(100×130) ¥3,300 ¥4,125 /台 Sunstar･Photona専用

TKBOX ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ(75×100) ¥2,750 ¥3,438 /台 Sunstar･Photona専用

TKBOX ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ(60×70) ¥2,200 ¥2,750 /台 Sunstar･Photona専用

ｱﾝﾌﾞﾚﾗ その他(小) ¥550 ¥688 /本 cleativelight､BALCAR､他115cm以下

ｱﾝﾌﾞﾚﾗ その他(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) ¥2,200 ¥2,750 /本 Photoflex150cm

ﾏﾝﾌﾛｯﾄ ｽﾀﾝﾄﾞ(小)･(大) 普通脚 ¥550 ¥688 /本

ﾛｰｽﾀﾝﾄﾞ(小)･(大) ¥550 ¥688 /本

ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ小(1k銀足) 2段 ¥1,100 ¥1,375 /本 16mm ﾒｽﾀﾞﾎﾞ

ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ小(1k銀足) 3段 ¥1,100 ¥1,375 /本 16mm ﾒｽﾀﾞﾎﾞ

ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ大(5k銀足) ¥1,650 ¥2,063 /本 25mm ﾒｽﾀﾞﾎﾞ･16mmｵｽﾀﾞﾎﾞ

ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾀﾝﾄﾞ ¥1,650 ¥2,063 /本 ｱｰﾑのみ@¥550

ﾐﾆｾﾝﾁｭﾘｰｽﾀﾝﾄﾞ ¥1,100 ¥1,375 /本

ｽｰﾊﾟｰﾌﾞｰﾑ ¥2,200 ¥2,750 /本 ﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ付き

ｺﾝﾋﾞﾌﾞｰﾑｽﾀﾝﾄﾞ ¥1,650 ¥2,063 /本

AVENGER ﾍﾞｲﾋﾞｰｽﾀﾝﾄﾞ ¥550 ¥688 /本

GITZO 三脚 #490L 5型5段 ¥1,100 ¥1,375 /本 ｼﾞｯﾂｵ 雲台のみ×2 雲台のみの場合¥550 地上高282cm 耐荷重9kg

INDURO 三脚(三段) CT313 ¥1,100 ¥1,375 /本 地上高 185.8cm 耐荷重18kg ﾏﾝﾌﾛｯﾄ 雲台401付き 雲台のみの場合¥550

ﾐﾆｶﾝﾎﾞ※ ¥4,400 /台

ｶﾝﾎﾞ(中)※ ¥5,500 /台

ｶﾝﾎﾞ(ｶﾝﾎﾞUST)※ ¥6,600 /台 1st,2st専用

ｴﾘｽﾎﾟｯﾄ(200w) ¥1,650 ¥2,063 /台

ﾌﾟﾘﾓﾗｲﾄ(500w) ¥1,100 ¥1,375 /灯 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ   ｽﾀﾝﾄﾞ付き

ﾌﾟﾘﾓﾗｲﾄ(1kw) ¥1,650 ¥2,063 /灯 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ   ｽﾀﾝﾄﾞ付き

ﾌﾟﾘﾓﾗｲﾄ(2kw) ¥2,200 ¥2,750 /灯 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ   ｽﾀﾝﾄﾞ付き

ﾌﾟﾘﾓﾗｲﾄ(5kw) ¥4,400 ¥5,500 /灯 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ   ｽﾀﾝﾄﾞ付き

ﾌﾟﾘﾓﾗｲﾄ(10kw) ¥11,000 ¥13,750 /灯 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ※C型100A延長ｺｰﾄﾞが必要(弊社では取り扱いがございません)

ｽｸｰﾌﾟﾗｲﾄ(1kw) ¥1,100 ¥1,375 /灯

ｱｲﾗﾝﾌﾟ(300w) ¥550 ¥688 /灯

SEKONIC ﾌﾗｯｼｭﾒｰﾀｰ ¥1,650 ¥2,063 /台

MINOLTA ｶﾗｰﾒｰﾀｰ ¥1,100 ¥1,375 /台

EIZOﾓﾆﾀｰ(CG246/CG248-4K) ¥13,200 ¥16,500 /台 24ｲﾝﾁHDﾓﾆﾀ×1､24ｲﾝﾁ4Kﾓﾆﾀ×1

Mac PRO3.7GHz(2013)※ ¥27,500 /台 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ､ﾏｳｽ付き/AdobeCC､Capture One12 ｲﾝｽﾄｰﾙ済

EOS R+RF24-105mmF4L IS USM ¥13,200 ¥16,500 /台 予備バッテリー×1 

USB Type-C ﾊﾌﾞ ¥550 ¥688 /個 USB3.0-A×2口,HDMI×1口,SDｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ×1口,LAN×1口,USB Type-C×1口

DVIｹｰﾌﾞﾙ ¥550 ¥688 /本 10m・1m

HDMIｹｰﾌﾞﾙ ¥550 ¥688 /本 3m・10m

黒ﾌﾗｯｸﾞ ¥1,100 ¥1,375 /枚 60cm×45cm(黒布生地)

空ﾌﾗｯｸﾞ小 ¥550 ¥688 /枚 60cm×45cm　フレームのみ

空ﾌﾗｯｸﾞ大 ¥825 ¥1,031 /枚 90cm×60cm　フレームのみ

AVENGER ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾌﾚｰﾑ(12ft) ¥2,750 ¥3,438 /本 ﾌﾚｰﾑｻﾎﾟｰﾀｰ､5kgｸﾞﾘｯﾌﾟﾍｯﾄﾞ付

箱馬大(30×45×60) ¥0 ¥330 /個 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料

箱馬中(30×50×15.5) ¥0 ¥330 /個 他ｽﾀｼﾞｵ分を追加→@¥330

箱馬小(24×40×14) ¥0 ¥220 /個 箱馬塗装→¥2,200(大･中)/¥1,100(小)

送風機 ¥1,650 ¥2,063 /台

ﾌﾞﾛﾜｰ ¥550 ¥688 /台 日立

ｳｪｲﾄ ¥0 ¥220 /個 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※他ｽﾀｼﾞｵ分追加→@¥220

KPﾎﾞｰﾄﾞ(白黒､白､黒銀など)※ ¥0 /枚 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※汚損･破損による買取の場合1枚 ¥4,400

白黒ｶﾎﾟｯｸ 3×6､4×8 など※ ¥0 /枚 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※汚損･破損による買取の場合1枚 ¥8,800

白ﾊﾟﾈﾙ 4×8(2枚)､240×240､240×180､200×200 ¥1,100 ¥1,375 /枚 塗装→¥3,300

ｺﾝﾊﾟﾈ 3×6､ 4×8 など ¥1,100 ¥1,375 /枚

ﾃﾞｺﾗ 3×6､3×3､4×8､1950×1250 ¥1,100 ¥1,375 /枚 白､黒､ｸﾞﾚｰﾃﾞｺﾗ など

ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ 4×8､3×6､6×4､180×180 ¥1,100 ¥1,375 /枚 白､黒､乳白､透明 など

ﾊﾟﾈ貼り(小)※ ¥1,100 /枚 作業料含

ﾊﾟﾈ貼り(大)※ ¥1,650 /枚 作業料含

ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ枠(大)220×200 ¥2,200 ¥2,750 /枚 汚損･破損の場合＋¥6,600

ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ枠(中)220×150 ¥1,650 ¥2,063 /枚 汚損･破損の場合＋¥5,500

ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ枠(小)150×110 ¥1,100 ¥1,375 /枚 汚損･破損の場合＋¥4,400

その他機材

その他

スタンド

照明器具
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紗幕 (1st･2st天井ｾｯﾄ用) ¥6,600 ¥8,250 /枚

紗幕 (3st･4st天井ｾｯﾄ用) ¥4,400 ¥5,500 /枚

黒幕(大)750×400,600×400,400×400,400×390 ¥3,300 ¥4,125 /枚

黒幕(小)400×290,400×230(2枚),230×210,200×140 ¥2,200 ¥2,750 /枚

ﾀｲﾔｶﾊﾞｰ ¥1,100 ¥1,375 /セット 1セット2枚入り　1枚¥550

ﾄﾞﾗﾑｺｰﾄﾞ ¥550 ¥688 /台

ｶﾒﾗ充電器※ ¥550 /台

ﾄﾚﾍﾟ(110) ¥230 買取 /m 吊るしの場合は半額 買取は1本20m ¥3,300

ﾄﾚﾍﾟ(180) ¥825 買取 /m 吊るしの場合は半額 買取は1本20m ¥11,000

ﾄﾚﾍﾟ(220) ¥1,034 買取 /m 吊るしの場合は半額 買取は1本20m ¥13,750

ｱｰﾄﾚ(125) ¥1,760 買取 /m 吊るしの場合は半額 買取は1本20m ¥23,430

ｱｰﾄﾚ(190) ¥1,980 買取 /m 吊るしの場合は半額 買取は1本20m ¥26,400

ｱｰﾄﾚ(220) ¥2,200 買取 /m 吊るしの場合は半額 買取は1本20m ¥28,930

ｹﾝﾄ紙(白､黒) ¥286 ¥358 /枚

ｹﾝﾄ紙(ｸﾞﾚｰ) ¥396 ¥495 /枚

ﾊﾟｰﾏｾﾙ 黒 ¥165 買取 /m 買取値段は一本 ¥2,640

ﾊﾟｰﾏｾﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ ¥110 買取 /m 買取値段は一本 ¥2,090

ﾊﾟｰﾏｾﾙ 白 ¥110 買取 /m 買取値段は一本 ¥1,650

ｽｰﾍﾟﾘｱ ﾊﾞｯｸ紙(吊るし) ¥1,100 買取 /m

ｽｰﾍﾟﾘｱ ﾊﾞｯｸ紙(ｶｯﾄ) ¥2,200 買取 /m 破損､汚損による廃棄も含む 一本買取 ¥22,000

養生ｼｰﾄ大(1st､2st用) ¥2,750 ¥3,438 /枚 ﾎﾘｿﾞﾝﾄ部全面養生には5枚必要(合計 ¥13,750)

養生ｼｰﾄ小(4st用) ¥1,650 ¥2,063 /枚 ﾎﾘｿﾞﾝﾄ部全面養生には5枚必要(合計 ¥8,250)

姿見 ¥550 ¥688 /台

脚立(3尺､5尺､6尺､7尺) ¥220 ¥275 /台

ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ※ ¥0 /個 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※追加の場合→1台@¥330

椅子(丸椅子､ﾊﾟｲﾌﾟ椅子､回転椅子など) ¥0 ¥138･220 /脚 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※追加の場合→1脚@¥110(青いすは¥165)

ﾐﾆﾃﾞｽｸ ¥0 ¥688 /台 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※追加の場合→1台@¥550

長机(茶色会議机､白会議机) ¥0 ¥413 /台 各ｽﾀｼﾞｵ備品分は無料 ※追加の場合→茶色会議机1台@¥200,白会議机1台@¥330

ﾄﾞﾗｲﾔｰ ¥330 ¥454 /段

ｱｲﾛﾝ※ ¥0 /台 ﾒｲｸﾙｰﾑ備品分は無料

湯沸かしﾎﾟｯﾄ※ ¥0 /台 1ｽﾀｼﾞｵ使用につき1台まで無料｡※追加の場合→1台@¥330

灯油ｽﾄｰﾌﾞ※ ¥0 /台 10時間まで無料 以降1時間毎に¥110。※2台目以降¥1,100

電気ｽﾄｰﾌﾞ※ ¥0 /台 ご利用台数は灯油ストーブと同じ扱いです。※追加分は１台@¥1,100

加湿器※ ¥0 /台 大1つ､小2つあり｡

冷蔵庫※ ¥0 /台
1ｽﾀｼﾞｵ使用につき1台まで無料｡
追加の場合→1台@¥1000 ※3stには備え付け無し｡

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ※ ¥0 /台
各ｽﾀｼﾞｵ内備付
ﾎｯﾄｺｰﾋｰ無料  ※追加の場合→1台@¥550

ﾊﾟｿｺﾝ机※ ¥0 /台

ｲﾝﾄﾚ ¥11,000 ¥13,750 /段 2段まで設置可能(2段の場合は ¥11,000×2= ¥22,000)｡要事前予約｡

追加ｱｼｽﾀﾝﾄ※ ¥16,500 /人 追加の場合｡1ｽﾀｼﾞｵﾚﾝﾀﾙにつき1名まで無料

ﾛｹｱｼｽﾀﾝﾄ派遣 ¥24,200 /日
8hまで一律。8h以降は1h毎追加+¥3,300 / 土日祝日は20%up /超早朝料金は7:00以前､超深夜料金は
23:00以降。 各一律 ¥10,000　/ 交通費別途請求｡

控室※ ¥11,000 /日 6Fに2部屋あり｡※前日までに要予約

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ※ ¥11,000 /日 終日貸し切りの場合｡昼食など短時間使用の場合は無料

ｺﾋﾟｰ用紙(A4､A3)※ ¥11 /枚

ｶﾗｰｺﾋﾟｰ､ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ※ ¥28 /枚 ｺﾋﾟｰ用紙使用の場合

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ(A4まで)※ ¥165 /枚

傘ﾄﾚ※ ¥1,100 /個

提灯作成※ ¥550 /個 時間外作成 ¥1,100

ｽｶｲ天仕込み※ ¥550 /回 時間外作成 ¥1,100

ｽｶｲ灯体外し※ ¥770 /機
他スタジオの空きがあることが前提のため、事前作業はございません。
お客様ご利用時のみご一緒に付け外し作業を行います。

ｶｻﾄﾚ(小)※ ¥1,100 /個 時間外作業料 ¥1,650

ｶｻﾄﾚ(大)※ ¥1,650 /個 時間外作業料 ¥2,200

※･･･持出レンタル不可
無料備品は持出レンタルの際有料になります。ご希望の場合はお問い合わせください。
時間外作業が必要な場合は必ずご連絡ください。

消耗品

備品

その他
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