
フォトナHero-24α[2400Ws]　　　    1 台 1灯セット          　  ￥1,200 ／時間　  ￥7,200 ／日          4 台常備　
フォトナHero-24α[2400Ws]           ジェネレーターのみの場合 　  ￥1000 ／時間    ￥6,000 ／日
フォトナ追加ヘッド 　　　　　         1 灯     　　　    　 ￥400 ／時間    ￥2,400 ／日           8 灯常備

フォトナバイチューブヘッド   　        1 灯　　    　       ￥1,500 ／時間       ￥6,000 ／日       2 灯常備

フォトナ　Tre-12 [1200Ws]　　　　 1台 2灯セット　　　　　　                       ￥3,000 ／日     2 セット常備

フォトナ　Tre-12 [1200Ws]　　　　 ジェネレーターのみの場合　　　　　　            ￥2,000 ／日            2 台常備

フォトナ　Tre-12 用 追加ヘッド　　　　　　　  　　　　　　　　　　　       　￥500 ／日　　  

リングライトセット [ プロフォト 1500Ws ジェネ付き ]                                  ￥4,000 ／日   1 セット常備

エリンクロームモノブロック [400Ws]                                                         ￥500 ／時間     2 灯常備

サンスターモノブロック [400Ws]  　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ￥2,000 ／日           3 灯常備

モノブロックストロボ　[300Ws]  1 灯 ¥800/ 日  2 灯 set￥1,400/ 日　3灯 set￥1,800/ 日          3 灯常備

Godox モノブロック [400Ws] SK400Ⅱ　　  　     1 灯 ¥1,200 ／日  2 灯 set￥2,000 ／日       2 灯常備

スパイラルチューブ仕様Godox SK400Ⅱ ( ベアバルブ , フレネルスポット用 ) ¥1,200 ／日　    1 灯常備　
フォトナ専用　オパライト 　シルバー　                                      　　      ￥2,000 ／日　　 1個常備

フォトナ専用　オパライト用グリット　　　　　   　　　　　　　　　　　  　￥500 ／日　　 1個常備

フォトナ用　大リフレクター直径 32cm 　                                                  ￥200 ／日　　 1個常備

フォトナ用　スヌート　　　　　                                                  　　　　　　　 ￥300 ／日　　 1個常備

フォトナ　グリット 4種セット　　　　　　　　　                                     ￥1,500 ／日    1 セット常備

フレネルスポット（フォトナ、サンスター、ボーエンズマウント対応）           ￥3,000 ／日　　 1個常備

ソフトライトボックス TK BOX 140 100×140cm                                   ￥4,000 ／日　    2 個常備
ソフトライトボックス TK BOX 100   75×100cm                                  ￥2,000 ／日　    1 個常備
ソフトライトボックス 丸型　　直径　90cm （ボーエンズマウント専用）          ￥1,000 ／日　        2 個常備

ソフトライトボックス ハーフドームM  30×135cm                                    ￥1,000 ／日　    2 個常備
ソフトライトボックス ハーフドーム L   50×200cm                                    ￥2,000 ／日　        2 個常備

ソフトライトボックス オクタドームM  対角線 130cm                                 ￥1,000 ／日　    1 個常備

ソフトライトボックス 　80×100cm  グリット付き                                      ￥1,500 ／日　    1 個常備
ソフトライトボックス 　75×150cm    　                                        ￥1,000 ／日　    1 個常備　
特大アンブレラ 　直径 180cm 　白     　　　    　　　　　　　　　　　      ￥1,000 ／日        1 本常備

特大アンブレラ 　直径 180cm 　シルバー　　　    　　  　　　　　　　        ￥1,000 ／日       1 本常備

特大アンブレラ用ディフューザー 　　　　　　　　　　　　　　　　　    ￥500 ／日　     1 個常備

アンブレラ　 直径 97cm（当スタジオの有料機材レンタル時は無料）　　  　　    ￥400 ／日　     6 本常備

アンブレラ用ディフューザー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ￥200 ／日　     4 個常備

大アンブレラ　ルーセントタイプ　直径 150cm　　　　　　　　　　　　　    ￥500 ／日            1 本常備　
小窓全面ボックスライト　ストロボタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,000 ／日　

大窓全面ボックスライト　ストロボタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,000 ／日　

窓外ブーム＆200W専用ストロボセット　　　　　　　　　　　　　　　　  　￥200 ／ 10 分   要予約

　　

ストロボ機材使用料金
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￥1,000 ／時間 ￥5,000 ／日 1台常備ハイビジョンプロジェクター

完全予約制￥1,000 ／時間 フィルムスキャナ /フレックスタイト (4x5 まで）
モニター  LG Flatron  IPS231　23inch              　　　　　　　　    　　   　￥800 ／日       1台常備        

1台常備￥1,000 ／日     モニター  ナナオフレックススキャン　24inch　　        

1台常備￥3,000 ／日     モニター  BenQ SW240 24.1inch　AdbeRGB99%カバー　　        

1台常備￥4,000 ／日  ￥1,000 ／時間　Mac Pro                                                    　   
アートレWマット　150cm巾　                                                            ￥3,300 ／m
トレペ　110cm巾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　￥150 ／m　                                                                               
白ケント紙（蛍光なし）788×1091mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥150 ／枚

完全予約制￥1,000 ／日　 組み立てベット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　  1 枚常備￥500 ／日　ラグマット スノーホワイト　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　

要確認￥2,000 ／m　　  バックペーパー　ノーマル巾 2.7m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

白のみ￥2,200 ／m   　  バックペーパー　ワイド巾 3.56m　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 

 2 枚常備各￥400 ／日　布バック　 2.8m×4.6m　　黒
各 1枚常備各￥500 ／日　布バック　 3m×6m　　　  黒、クロマキーグリーン
各 1枚常備各￥500 ／日　、生成り布バック　 2.7m×7m　　　グレー

各1枚常備各￥1,000 ／日　布ムラバック　3m×6m ブルー、ブラウン、ライトブラウン、ライトグレー

1枚常備   ￥500 ／日　  2.9m  　　　　　                    　　　　　　　　  紗幕 2.9m
2枚常備￥1,500 ／日　  3.6m  　　　　　                    　　　　　　　　  紗幕 3.6m

その他レンタル機材料金

エリスポットライト　　　　　　　　　　　　　　　                                                ￥300 ／時間　 1灯常備

ソフト BOX付き [1000W] 調光ライト（80 100cm）                                                 ￥500 ／時間　 1灯常備
LPL スポットライト [500W]　　　　　　　　　　　　                           　 　            ￥300 ／時間　 1灯常備
RIFA[500W]　  1 灯常備ソフト BOX付きタングステンライト　　　　　　　　　　　　¥300／日                                                        
RIFA[1000W]　 ソフト BOX付きタングステンライト　　　　　　　　　　　　¥300／日                                                        1 灯常備

定常光（タングステン）機材使用料金

Pergear  LEDライト    100W                                                 ￥1,000 ／日     1 灯常備                                       
GODOX LEDライト  SL-60W                                                   ￥800 ／日     1 灯常備                                       
GODOX LEDライトSL-150W                                                 ￥2,000 ／日     1 灯常備                                       
GODOX LEDライトSL-200WⅡ                                               ￥3,000 ／日     1 灯常備                                       
小窓全面ボックスライト　定常光タイプ ￥2,000 ／日

￥2,000 ／日大窓全面ボックスライト　定常光タイプ
蛍光灯ライト [4 55W]（コンパクトタイプ） 　　　　　　 　　　　　　　   2 灯常備2 灯セット ¥3,000 ／日2,000 ／日    ￥

 3 灯常備7,000 ／日￥￥5,000 ／日　3灯セット2灯セット3,000 ／日  ￥40W] 6ライト [蛍光灯
デドライトHMI [400W]　　　　　　　　                                              ￥4,000 ／日　　1灯常備
ブロンカラーHMI [1200W]　　                              　　　                   　￥8,000 ／日　   1 灯常備

定常光（デイライト）機材使用料金
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蛍光灯ライト [4×40W] 2灯常備

BOXライト一体型蛍光灯　                                                                                           　 　　　  　                                                                                                 2 灯常備                                                                                                                                                  
ジャンボアンブレラ　　直径 150cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          2 本常備

各種スタンド、三脚 2種

大型LEDライト[7×40W相当]                                                                                            2灯常備

無料機材

ブラシレスジンバル Zhiyun Crane-M2　      　　　  　　　　　　　               　   ¥2,500／日　　　　　　

シグマ マウントコンバータ MC-11 CanonEF→SONY E　 　                                          ¥1,000／日

タムロン 70-180mmF2.8　DiⅢ　VXD                                                                     ¥3,000／日
タムロン 17-28mmF2.8　DiⅢ　RXD                                                                       ¥3,000／日

SONY FE28-60mmF4-5.6                                                                                    ¥1,000／日
SONY FE100-400mmF4.5-5.6 GM OSS                                                                 ¥8,000／日
SONY Sonnar FE55mmF1.8 ZA                                                                           ¥2,000／日
SONY FE35mmF1.8　　　　                                                                               ¥1,600／日
SONY FE24-105mmF4 G OSS                                                                             ¥3,000／日
SONY α7Ⅱ   ￥1,500 ／日

SONY VG-C3EM [α9用縦位置グリップ]                                                             　 ￥800 ／日

SONY VLOGCAM ZV-1                                                                                      ¥2,000／日

SONY α7c   ￥6,000 ／日

SONY α9 ￥10,000 ／日
サムヤン　14mm F2.8 ED        キャノンEF用 　　　　　　  　　　　　　　　　　  　　¥1,000 ／日 

シグマ　15mm F2.8 FishEYE     キャノンEF用 　　　　　　  　　　　　　　　　　   　¥1,000 ／日 
￥1,500 ／日キャノン EF 70-300mmF4-5.6 IS Ⅱ  　　　                                           

キャノン　TS-E 90mmF2.8 　　　　　                                        ¥1,000 ／日
キャノン　TS-E 24mmF3.5L 　　　　　                                                               ¥1,000 ／日

キャノン EF 85mmF1.8  ￥1,000 ／日
キャノン EF 24-70mmF2.8L  Ⅱ                                                                       ￥2,500 ／日
キャノン EF-S 55-250mmF4-5.6 IS STM                                ￥800 ／日

 ￥600 ／日キャノン EF-S 18-55mmF4-5.6 IS STM                               

キャノンパワーズームアダプター　PZ-E1 （EF-S18-135mmIS USM専用） ￥500 ／日
キャノン EF-S 18-135mmF3.5-5.6 IS USM                                ￥1,500 ／日
キャノン EF-S 10-18mmF4.5-5.6　IS STM                                                                ￥500 ／日

￥1,000 ／日EOS Kiss X9

￥2,000 ／日EOS 80D

カメラ機材は要予約とさせていただきます。カメラ機材レンタル料金
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シグマ 65mmF2.0 DG DN (SONY-E）   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ¥2,000／日 

フォクトレンダー Nokton classic 40mmF1.4S.C.　M→Eマウントアダプター付き (AF可)　 　¥1,500／日

ブラシレスジンバル Zhiyun Weebill-S　　　　　　　　　　　 　                        ¥4,500／日

サムヤン　AF24mm F2.8 FE                       　　　　　　  　　　　　　　　　　  　　¥1,000／日
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