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レンタル機材価格表



HMI Briese
HMI ｺﾝﾊﾟｸﾄ/ｱﾘX
HMI ｱﾘｻﾝ/ｻｰﾁ/ｵｰﾗ
HMI etc
HMI イベント用
HMI ﾊﾞﾗｽﾄ
ストロボ
TUNGSTEN ｱﾘｽﾀｼﾞｵ/ﾌﾟﾘﾓ/etc
TUNGSTEN ﾃﾞｨﾉﾗｲﾄ/ﾊﾟｰﾗｲﾄ/ｿｰｽﾌｫｰ
TUNGSTEN ｱｲﾗﾝﾌﾟ/ﾎﾞｰﾙ球 /ｸﾘｽﾏｽﾗｲﾄ
TUNGSTEN ﾅｽ球 /ｸﾘﾌﾟﾄﾝ球
TUNGSTEN ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ/ｿｹｯﾄ/ﾚｰﾙﾗｲﾄ
TUNGSTEN etc
スクリム / シャッター
キミーラ / スヌート /キューブ
延長ｹｰﾌﾞﾙ
DMXｺｰﾄﾞ/ 卓 /SPRITBOX
バッテリー
フラッグ
グリップ　A
グリップ　B
スタンド
ケーブル & 電源
ケーブル　変換
ダック　＆　ゼネレーター
パイプ枠　＆　太パイプ

レフ　＆　ミラー
イントレ　＆　トラス
バタフライ枠
白・黒ｼﾙｸ / ﾘﾊﾞｰｽ / ｳﾙﾄﾗﾊﾞｳﾝｽ/ｱﾑﾝｾﾞﾝ
暗幕 / ＢＴ / 天竺
ﾀﾌﾀ/ｷﾐｰﾗ/ﾁｬｲﾅ/ｻﾃﾝ
GC / LGC / HL / B＆Gｼｰﾄ
ｼﾙﾊﾞｰﾗﾒ / ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗﾒ / ﾗﾒ類
ｸﾞﾘﾌｫﾘﾝ / ﾃﾞｲﾌﾞﾙｰ / ｽｶｲﾌﾞﾙｰ
白紗 / 黒紗 / ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ
ｳｲﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ / ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞ
防炎幕
マジックテープ幕類
EFFECT　（CH・合成）
脚立・ｳｴｲﾄ・ﾛｰﾌ ・゚箱馬・ﾄﾞｰﾘｰ　
DF-50/ 水槽 / その他
ｱｸｾｽﾏｽﾀｰ/ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ/ｳｲﾝﾁ
冷暖機器 /雨対策
無線機・ｹﾙﾋﾞﾝﾒｰﾀ ・ー入射計・ｻﾝﾊﾟｽ
ＬＥＤ/ パネル
ＬＥＤ/スポット
ＬＥＤ/etc
KINOFLO
KINOFLO　B/C
KINOFLO　球
蛍　光　灯

消耗品
消耗品フィルター
消耗品（etc）
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車両・人件費
レンタルのご利用に当たっての

取引確認書
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※ 価格表について
　★印のついている機材は兼用灯体です。
　
　灯体価格は記載のとおり同額ですが、
　点灯料は従来と同様に変わりますので
　予めご了承ください。

ご案内と注意事項



部⾨ 名称 新価格
HMI Briese BRIESE LIGHT HMIボディー \24,000

BRIESE LIGHT HMI 6kwボディー \36,000
BRIESE LIGHT TUNGSTENボディー 5.2 \28,000
BRIESE LIGHT6kw⽤ﾊﾞﾗｽﾄ300Hz \25,000
BRIESE LIGHTﾊﾞﾗｽﾄ300Hz(1.2kw〜4kw) \22,000
BRIESE LIGHTﾊﾞﾗｽﾄ300Hz(1.2kw〜575w) \12,000
BRIESE⽤ロングコード \2,000
BRIESE LIGHT 330ｱﾝﾌﾞﾚﾗ(⼿動/ﾘﾓｰﾄ兼⽤) \60,000
BRIESE LIGHT 330/220ｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ \8,000
BRIESE LIGHT 330ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ \21,000
BRIESE LIGHT 220ｱﾝﾌﾞﾚﾗ(⼿動/ﾘﾓｰﾄ兼⽤) \28,000
BRIESE LIGHT 220ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 50° \16,500
BRIESE LIGHT 220ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 40° \16,500
BRIESE LIGHT 220ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 30° \16,500
BRIESE LIGHT 180ｱﾝﾌﾞﾚﾗ(⼿動/ﾘﾓｰﾄ兼⽤) \25,000
BRIESE LIGHT 180ｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ \8,000
BRIESE LIGHT 180ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 40° \14,000
BRIESE LIGHT 140ｱﾝﾌﾞﾚﾗ(⼿動/ﾘﾓｰﾄ兼⽤) \22,000
BRIESE LIGHT 140ｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ \8,000
BRIESE LIGHT 140ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 50° \12,000
BRIESE LIGHT 140ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 40° \12,000
BRIESE LIGHT 140ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 30° \12,000
BRIESE LIGHT 100ｱﾝﾌﾞﾚﾗ(⼿動/ﾘﾓｰﾄ兼⽤) \18,000
BRIESE LIGHT 100ｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ \8,000
BRIESE LIGHT 100ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 40° \12,000
BRIESE LIGHT 100ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ 30° \12,000
BRIESE LIGHT 77ｱﾝﾌﾞﾚﾗ(⼿動/ﾘﾓｰﾄ兼⽤) \14,000
BRIESE LIGHT 77ｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ \8,000
BRIESE LIGHT 77ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ \12,000
BRIESE LIGHT ﾘﾓｰﾄｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ \24,000
BRIESE LIGHT ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾚﾌﾚｸﾀｰｾｯﾄ \12,000
BRIESE LIGHT ｻﾝﾚﾌﾚｸﾀｰｾｯﾄ \12,000
BRIESE LIGHT 真下振りｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ \1,000

HMI ｺﾝﾊﾟｸﾄ/ｱﾘX ★ HMI 18/12kwノーマル \75,000
★ HMI 18/12kwMAME \85,000
★ HMI 18/12kw LTM \80,000

  （1）



HMI 12kwCP ARRI \50,000
HMI 12kw \50,000
★ HMI 12/6kwアルファ \55,000
HMI 6kwCP \33,000
HMI 4kwCP \22,000
★ HMI 4/2.5kwアルファ \18,000
HMI 2.5kwCP \18,000
HMI 1.2kwCP \12,000
HMI 575wCP \10,000
HMI 575wUNI \5,600
HMI 200wCP \8,000
HMI 125wCP \6,400
TRUE BLUE D40（4kw） \22,000
TRUE BLUE D25（2.5kw） \18,000
TRUE BLUE D12（1.2kw） \12,000
TRUE BLUE D5（575w） \10,000
エリスポレンズ（575w/1.2kw/2kp) \5,000
ARRIX 6kw \24,000
★ ARRIX 4/2.5kw \18,000
ARRIX 1.2kw \12,000
ARRIX 575w \10,000
ARRIX 200w \8,000
ARRIX スペースシルク \2,000
6kwARRIXスペースシルク \3,000
ARRIX ｽﾍﾟｰｽｼﾙｸ ⿊ﾛﾝｸﾞ \1,600
ARRIXドーム（6ｋ⽤） \12,000
ARRIXドーム（2.5/4ｋ⽤） \12,000
ARRIXドーム（1.2k/575w⽤） \8,000
マックスムーバー \30,000
18/24kw⽤クリアレンズ \5,000
HMI 12kw⽤クリアレンズ \4,000
HMI 6kw⽤クリアレンズ \3,000
HMI 4kw⽤クリアレンズ \2,000
HMI 2.5kw⽤クリアレンズ \2,000
HMI 1.2ｋw⽤クリアレンズ \2,000
4kwTRUE BLUE⽤クリアレンズ \2,000
2.5kwTRUE BLUE⽤クリアレンズ \2,000
1.2kwTRUE BLUE⽤クリアレンズ \2,000
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HMI ｱﾘｻﾝ/ｻｰﾁ/ｵｰﾗ ★ 18/12ｋｗARRIMAX \80,000
★ 9/6ｋｗARRIMAX \55,000
★ 4/2.5kwARRIMAX \32,000
1.8kwARRIMAX \20,000
800ｗARRIMAX \18,000
HMI 12kwARRISUN \55,000
HMI 6kwARRISUN \45,000
HMI 4/2.5kwARRISUN \35,000
HMI 4/2.5kw AS(new ARRISUN) \35,000
HMI 1.2kwARRISUN \15,000
HMI 575w ARRISUN \8,000
HMI 200wARRISUN \5,000
HMI 400wパーキット \15,000
HMI 200wパーキット \12,000
HMI 125wパーキット \12,000
HMI400w ﾊﾟｰｷｯﾄｱｸｾｻﾘｰｷｯﾄ \6,400
HMI200w ﾊﾟｰｷｯﾄｱｸｾｻﾘｰｷｯﾄ \4,800
400w ライトシリンダー \4,000
200w ライトシリンダー \4,000
125w ライトシリンダー \4,000
125wファイバースコープレンズ \16,000
125w エリレンズキット \20,000
3kw サーチライト \50,000
2/1kw サーチライト \30,000
500wサーチライト \20,000
75w ハンドサーチ（NEW） \15,000
HMI 2.5kw オーラソフト \30,000
HMI 1.2kw オーラソフト \20,000
2.5kwオーラソフト⽤ルーバー \2,000
1.2kwオーラソフト⽤ルーバー \2,000

HMI etc 18Kw ARRIMAX バンドア \500
バグＯライト（3m ＆ 6m 付） \30,000
バグＯライト⽤チューブ 9m 布のみ \8,000
Broncolor575w \13,000
オパリフレクターPsoft \2,500
オパリフレクターPsoft⽩ Beauty Dish \2,500
オパリフレクターP45 \2,000
オパリフレクターP65 \2,000
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ブロンカラーP65・P45兼⽤バンドア \1,000
ブロンカラーP70⽤バンドア \1,000
ブロンカラー⽤ジェムボール30ʼ \3,000
ブロンカラー⽤バルーン \5,000
ブロンカラースポットリフレクター \3,000
ブロンカラーサンリフレクター（ﾚﾝｽﾞ付） \5,500
broncolor para330 \35,000
broncolor para220 \28,000
broncolor para170 \23,000
broncolor para133 \17,000
broncolor para88 \15,000
ブロンカラーオクトフレーム \2,000
6kSUNレンズセット \4,000
テトラクロス \1,000
WARPZOOM \18,000
800Wジョーカー２ソースフォー \30,000
800Wジョーカー２ \30,000
400ｗジョーカーHMI \15,000
200ｗジョーカーHMI \12,000
ジョーカー⽤ジェムボール22ʼ \2,000
ジョーカー⽤ジェムボール30ʼ \3,000
400ｗジョーカー⽤チューブ \5,000
200ｗジョーカー⽤チューブ \5,000
400wジョーカー⽤フォーカスリフレクター \1,000
200wジョーカー⽤フォーカスリフレクター \1,000
200/400wｼﾞｮｰｶｰ⽤ﾌｫｰｶﾙｽﾎﾟｯﾄﾚﾝｽﾞ \3,000
KOBOLD800w \16,000
KOBOLD800w⽤フラットリフレクター \2,000
KOBOLD400w \15,000
KOBOLD400Wシリンダー \5,000
KOBOLD200w \12,000
KOBOLD200w⽤フラットリフレクター \2,000
KOBOLDﾌﾞﾛﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 200/400w兼⽤ \800
kobold６灯フレーム \3,000
kobold６灯⽤ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ \2,400
HR-Ⅱ \10,000
チザーノ \11,000
HMI デドライト DPB70 \20,000
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HMI 400w デドライトキット \15,000
HMI 200w デドライトキット \12,000
400dedo⽤雲台 \2,000
HMI400wソースフォー \18,000
HMI 2kw クセノンピンスポット \50,000
ディスクマシン（2.5k&2kﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ⽤） \5,000
スパイラルマシーン(2.5k&2kﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ⽤) \3,000
スパイラルマット(2.5k&2kﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ⽤) \2,400
バルーンライト3.7（HMI4.8ｋ）(ヘリウム・オペレーター別) \140,000
マイクロシステムキット \40,000

HMIイベント⽤ 4kwCP_event \16,000
2.5kwCP_event \14,000
1.2kwCP_event \10,000
575wCP_event \8,000

HMI ﾊﾞﾗｽﾄ 24kディマーコントロール \3,000
24ｋディマー \12,000
1.2kw/575wDC \5,000
200w/400w DC \4,000
200w/125w DC \3,000
EB 575/800/1.2/1.8k オートスキャン \3,000
EB 12/18k オートスキャン \5,000
EB 6/9k オートスキャン \5,000
EB 2.5/4k オートスキャン \5,000

ストロボ Versoパワードック \5,000
Verso A2 \6,000
Verso A4 \8,000
Broncolor GrafitA4 3200w \8,000
Broncolor Scoro 3200S（RFS2対応） \11,000
Broncolor パルソGランプベース \6,000
Broncolor PulsoTwin head \9,000
Broncolor Pulso spot4 \10,000
サテライトリフレクタースタロ \10,000
ストロボリングフラッシュ \10,000
ストロボ延⻑コード \1,000
Broncolorダブルホットシュー \500
RFS発信機 \2,000
RFS2発信機 \2,500
LIGHTBAR 120 \10,000
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ストロボフレーム（３×４） \2,400
バルカーアンブレラ1500（⽩） \2,000
バルカーアンブレラ1500（シルバー） \2,000
ブロンカラーアンブレラ1020（⽩） \1,000
ブロンカラーアンブレラ1020（シルバー） \1,000
ブロンカラーアンブレラ1080（⽩） \1,000
T-LIGHT \50,000
5kw ハイパーブラスト \12,000
3kw ハイパーブラスト \8,000
パーストロボ \6,000
アナログリモコン \2,000
中間コード \200

TUNGSTEN ｱﾘｽﾀｼﾞｵ/ﾌﾟﾘﾓ/etc TRUE BLUE ST5  (5kw) \8,000
TRUE BLUE ST2  (2kw) \5,000
TRUE BLUE ST1  (1kw) \3,500
ソフトライト \5,000
4kwオクトライト \8,000
4kw オーラソフト \20,000
3kw オーラソフト \10,000
24kw ARRI \68,000
20kw ARRI \62,000
12kw プリモ \14,000
5kw プリモ JQタイプ \7,000
2kw プリモ JQタイプ \4,000
ARRI STUDIO 12/10kw \15,000
ARRI STUDIO 5kw \8,000
ARRI STUDIO 2kw \5,000
ARRI STUDIO 1kw \3,500
ARRI 650w \2,500
ARRI 300w \1,800
ARRI 150w \1,800
500w パルサー(3台1set) \6,000
300w ミザーライト \2,000
200w K-1ライト \1,500
150wデドライト（レンズ付） \3,500
650wデドライト（レンズ付） \10,000
アンブレライト8×8（500w/1kw） \4,000
アンブレライト5×5（300w/500w） \3,000
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アンブレライト4×4（300w） \3,000
キミーラランタン６０（500w/1kw） \3,500
キミーラランタン４０（500w） \3,500
ジェムボール19（500w/1kw） \3,500
ジェムボール22（500w） \4,500
5kw ボーダー FG \6,000
3kw ボーダー \3,500
4kw メイン \5,000
4.5/3kw スペースライト（幕付） \8,000
スペースライト⽤⿊スカート(ﾛﾝｸﾞ175cm) \1,000
ミニフラットライト（500w/750w） \3,000
トーターライト（500w/750w） \2,500
ツービームライト 100w \1,000
Ｖライト（4台） 500w \7,500
プロライトキット（３台） 250w \7,500
２ｋｗアリクォーツ \4,500
１ｋｗアリクォーツ \3,500
５００ｗアリクウォーツ(3台1set) \6,000
ARRILITE 750w Plus(2台1set) \3,500
⼯事⽤ライト 据え置きタイプ1灯 \500
⼯事⽤ライト 吊りタイプ1灯 \500
⼯事⽤ライト スタンドタイプ2灯 \800

TUNGSTEN ﾃﾞｨﾉﾗｲﾄ/ﾊﾟｰﾗｲﾄ/ｿｰｽﾌｫｰ ディノライト２４ 500w/1kw VN.N.M \38,000
ディノライト１６ 500w/1kw VN.N.M \25,000
ディノライト９ 500w/1kw VN.N.M \20,000
ディノライトストレート６ 500w/1kw VN.N.M \10,000
ディノライト⽤アースコード \500
ディノライト２P変換マルチコード \1,000
９灯ミニブルート 500w VN.N.M \10,000
２灯ミニブルート 500w VN.N.M \2,500
１灯ミニブルート 500w VN.N.M \1,500
ルビーセブン 500w/1kw VN.N.M \15,000
ＰＡＲ６４(BK) 500w/1kw VN.N.M \2,500
ＰＡＲ６４（SIL） 500w/1kw VN.N.M \2,500
ＰＡＲ６４ショート(BK) 500w/1kw VN.N.M \2,500
ＰＡＲ６４ショート（SIL） 500w/1kw VN.N.M \2,500
ＰＡＲ３６(BK) 500w VN.N.M \2,000
ＰＡＲ３６(SIL) 500w VN.N.M \2,000
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ＰＡＲ３６ショート（ＢＫ） 500w VN.N.M \2,000
ＰＡＲ３６ショート（SIL） 500w VN.N.M \2,000
ＰＡＲ１６(BK) \1,250
ＰＡＲ１６(SIL） \1,250
PAR16 延⻑コード \100
ソースフォー 500w/750w \7,000
ソースフォーズーム 500w/750w \8,000
ソースフォーミニ・⿊ 100w \2,000
ソースフォーミニ・⽩ 100w \2,000
ソースフォーミニ・シルバー 100w \2,000
500w エリスポット \2,500
エンドレスマシン（ネタ付） \5,000
ゴボローテーター \3,000
ダブルゴボローテーター \3,000
ダブルゴボローテーター(DMX対応) \3,000
ダブルゴボローテーター(SMARTMOVE) \3,000
ソースフォー⽤ディスクマシン \4,000
ソースフォー⽤4シートチェンジマシン \4,500
ｿｰｽﾌｫｰ⽤APOLLOｶﾞﾗｽｺﾞﾎﾞﾎﾙﾀﾞｰｾｯﾄ(⽉/地球) \3,000
ネタセット１０６ \10,000
ソースフォーレンズ１０° \3,000
ソースフォーレンズ１９° \3,000
ソースフォーレンズ２６° \3,000
ソースフォーレンズ３６° \3,000
ソースフォーレンズ５０° \3,000

TUNGSTEN ｱｲﾗﾝﾌﾟ/ﾎﾞｰﾙ球/ｸﾘｽﾏｽﾗｲﾄ ダイクロ球セット（70Φ） \10,000
ダイクロ球セット（75W 50Φ） \10,000
ダイクロ球セット（100W 50Φ） \10,000
アイランプフォーカシングライト・シルバー \1,000
アイランプフォーカシングライト・⿊ \1,000
常夜灯アイランプ(フック付) \500
１００ｗパナボール（丸球）クリアー \250
６０ｗパナボール（丸球）クリアー \250
４０ｗパナボール（丸球）クリアー \250
１００ｗパナボール（丸球）フロスト \250
６０ｗパナボール（丸球）フロスト \250
４０ｗパナボール（丸球）フロスト \250
アイランプ５００ｗ（Ｆ） \750

  （8）



アイランプ５００ｗ（Ｓ） \750
アイランプ３００ｗ（Ｆ） \650
アイランプ３００ｗ（Ｓ） \650
アイランプ１５０ｗ（Ｆ） \500
アイランプ１５０ｗ（Ｓ） \500
５００ｗアイランプ/ブルー球 \1,000
２５０ｗアイランプ ブルー球 \850
LEDクリスマスイルミライト(ﾎﾜｲﾄ) \2,000
LEDクリスマスイルミライト(ﾚｯﾄﾞ) \2,000
LEDクリスマスイルミライト(ﾌﾞﾙｰ) \2,000
LEDクリスマスイルミライト(ｸﾞﾘｰﾝ) \2,000
LEDクリスマスイルミライト(ﾚﾓﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ) \2,000
LEDクリスマスイルミライト（ｺﾞｰﾙﾄﾞ） \2,000
LEDクリスマスイルミライト(ｵﾚﾝｼﾞ) \2,000
LEDクリスマスイルミライト(桜) \2,000
LED クリスマスチューブライト（ﾎﾜｲﾄ） \2,000
LED クリスマスチューブライト（ｱﾝﾊﾞｰ） \2,000
クリスマスイルミライト \2,000
ムギ球ライトセット \3,500
ムギ球カラーライトセット \3,500
⾖電球ＤＣスティックセット \2,000
ダイクロ１５０ｗ球 \1,250
ダイクロ１００ｗ球 \1,250
ダイクロ７５ｗ球 10度 \1,250
ダイクロ７５ｗ球 20度 \1,250
ダイクロ７５ｗ球 35度 \1,250
ダイクロ６５ｗ球 \1,250

TUNGSTEN ﾅｽ球/ｸﾘﾌﾟﾄﾝ球 ナス球セットＳ \6,500
ナス球セットF \6,500
ナス球カラーセット \6,500
クリプトン球セット \6,500
クリプトン球カラーセット \6,500
１００ｗクリプトン球（Ｓ） \120
１００ｗクリプトン球（Ｆ） \120
６０ｗクリプトン球（Ｓ） \120
６０ｗクリプトン球（Ｆ） \120
４０ｗクリプトン球（Ｓ） \120
４０ｗクリプトン球（Ｆ） \120
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２５ｗクリプトン球（Ｓ） \120
２５ｗクリプトン球（Ｆ） \120
１０ｗクリプトン球（Ｆ） \120
クリプトン球レッド \250
クリプトン球グリーン \250
クリプトン球ブルー \250
クリプトン球イエロー \250
２００ｗナス球（Ｆ） \250
１００Ｗナス球（Ｓ） \120
１００Ｗナス球（Ｆ） \120
８０Ｗナス球（Ｓ） \120
８０Ｗナス球（Ｆ） \120
６０Ｗナス球（Ｓ） \120
６０Ｗナス球（Ｆ） \120
４０Ｗナス球（Ｓ） \120
４０Ｗナス球（Ｆ） \120
２０ｗナス球（Ｓ） \120
２０ｗナス球（Ｆ） \120

TUNGSTEN ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ/ｿｹｯﾄ/ﾚｰﾙﾗｲﾄ アイランプ＆クリプトングリップセット \2,000
アイランプフード⼤(BK) \100
アイランプフード⼩(BK) \100
アイランプフード150W迄（シルバー） \100
アイランプフード ダボ付・⼤ \150
アイランプフード ダボ付・⼩ \150
アイランプコード \300
アイランプコードダボ付セット(4本⼊) \900
アイランプゲージ⼤ \100
アイランプゲージ⼩ \100
アイランプ祭りコード（Ｅ26） \1,000
ステンドグラスライト \1,000
リングライト（⼩）⿊ \1,000
リングライト（⼩）⽩ \1,000
スーパーリングライト \2,000
スーパーリングライト(軽量タイプ) \2,000
ダイクロリングライト \2,500
クリプトンリングライト \1,000
オクトパスリングライト \2,800
星形リングライト \1,000
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クリプトンライト３６ \3,000
クリプトン祭りコード \1,000
Ｅ１７/１灯コード（クリプトン） \300
Ｅ１７/１灯コード ダボ付き \500
Ｅ１1/１灯コード（ダイクロ） \300
Ｅ１1/１灯コード（ダイクロ） ダボ付き \350
Ｅ２６→Ｅ１７変換 \100
Ｅ２６→Ｅ１１変換 \100
E25 4灯ソケットボード \500
アイランプストレート⽤サークルフレーム \3,000
アイランプストレート１２尺（SIL） \2,000
アイランプストレート９尺（BK） \2,000
アイランプストレート９尺（SIL） \2,000
アイランプストレート６尺（SIL） \1,500
アイランプストレート４尺 \1,000
アイランプストレート⽤棒リングフレーム \2,000
クリプトンストレート１２尺（BK） \2,000
クリプトンストレート９尺（BK） \1,000
クリプトンストレート６尺（BK） \1,000
ロフトペンダントライト（⽩） \1,000
ロフトペンダントライト（グレー） \1,000
ロフトペンダントライト（シルバー） \1,000
レールライト001（⽩） \3,000
レールライト001（⿊） \3,000
レールライト002（⽩） \3,000
レールライト002（⿊） \3,000
レールライト003（⽩） \3,000
レールライト003（⿊） \3,000
レールライト004（⿊） \1,200
レールライト005（⽩） \1,200
レールライト005（⿊） \1,200
レールライト006（⿊） \5,000
レールライト006（シルバー） \5,000
レールライト007（⽩） \2,000
レールライト007（⿊） \2,000
レールライト008（⽩） \3,000
レールライト⽤レール(1m⽩) \1,000
レールライト⽤レール(1m⿊) \1,000
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レールライト⽤レール(2m⽩) \1,000
レールライト⽤レール(2m⿊) \1,000
レールライト２P変換 \100
レールライト⽤２P⼊⼒ \300
ライティングレールセット（⿊） \2,500
ライティングレールセット（⽩） \2,500

TUNGSTEN etc バーガーライト 1.8kw \4,000
2kw ピンスポット \12,500
1kw ピンスポット \6,000
スピナーライト \4,000
4/2.4kwホリゾントライト \7,500
1kw スクープ \2,500
ガードライト 40w \6,000
虹マシン（７５０ｗ） \10,000
虹マシン（５００ｗ） \10,000
ガラスボールライト 100w \1,000
カラーボール \3,000
ローウェルモーガルライト 250w \500
ダイクロライト \1,000
ラジコンライト \15,000
ブラケットライト 200w \1,000
インテリアランプセット（NEW） 60w/80w/100w \3,800

スクリム / シャッター 18kダークベーダー \35,000
12ｋダークベーダー \35,000
6ｋダークベーダー \20,000
4ｋダークベーダー \20,000
2.5ｋダークベーダー \20,000
1.2ｋダークベーダー \15,000
575ｗCPダークベーダー \15,000
575ﾀﾞｰｸﾍﾞｰﾀﾞｰ⽤ワープズームアダプター \300
29"スクリム（24/18ｋ） \2,500
21"スクリム（12/6ｋ） \2,000
19-1/2"スクリム（6ｋCP） \2,000
15-1/2"スクリム（4ｋ） \1,500
13"スクリム（2.5ｋ） \1,500
9"スクリム（1.2ｋ） \1,000
7-3/4"スクリム（575ｗ） \1,000
6-5/8”スクリム （200wCP/650w） \500
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5"スクリム   （125wCP/300w） \500
3"スクリム   （150w） \300
12kP & 10kPスクリム \1,500
5kpスクリム \1,000
2kPスクリム \1,000
1kpスクリム \1,000
575ｗＴＢ専⽤シャッター \1,000
18k & 24k シャッター \5,000
12k & 6k シャッター \3,000
6kCPシャッター \3,000
4kCPシャッター \2,000
2.5kCPシャッター \2,000
1.2kCPシャッター \1,000
575wCP シャッター \1,000
575UNIシャッター \1,000
12kP & 10kP シャッター \2,000
5kP シャッター \1,500
2kP シャッター \1,000
1kP シャッター \1,000
125wスクリム \1,000
１K ARRIクォーツスクリムセット \1,000

キミーラ / スヌート/キューブ LED1×１キミーラ \500
キミーラアルミフレームキット \4,000
broncolor⽤パルソフレックス⼤ 800mm×1400mm \5,000
broncolor⽤パルソフレックス⼩ 800mm×800mm \5,000
キューブシルク 1200mm×1200mm×1200mm \4,000
キューブシルクハーフ 1200mm×1200mm×700mm \3,000
ｷｭｰﾌﾞﾌﾚｰﾑ⽤ﾗｲﾄｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ(4kwTB/CP/ARRIX4kw) \500
ｷｭｰﾌﾞﾌﾚｰﾑ⽤ﾗｲﾄｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ(2.5kwTB/CP/ARRIX1.2kw) \500
ＳＬサイズキミーラプラスバンク 1350mm×1800mm×1250mm \13,000
Ｌサイズキミーラプラスバンク 1350mm×1800mm×1200mm \11,000
Ｍサイズキミーラプラスバンク 900mm×1200mm×1000mm \11,000
Ｓサイズキミーラプラスバンク 600mm×800mm×750mm \7,000
ＸＳサイズキミーラプラスバンク 400mm×550mm×450mm \5,000
ＸＸＳサイズキミーラプラスバンク 300mm×400mm×250mm \3,000
PLUS1Sキミーラプラスバンク 600mm×800mm×450mm \3,000
フォーカシングライト⽤キミーラ \3,000
アイランプキミーラ 420mm×570mm×600mm \3,000
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HONEYCRATES(ﾊﾆｰｸﾚｰﾄ) 5×5 \3,000
HONEYCRATES(ﾊﾆｰｸﾚｰﾄ) 4×4 \2,000
６KCP⽤Lサイズキミーラアダプター \1,000
４KCP⽤Lサイズキミーラアダプター \1,000
２.５KCP⽤Mサイズキミーラアダプター \1,000
１.２CP⽤Mサイズキミーラアダプター \1,000
10KP/12KPアダプター \1,000
5KPアダプター \600
2KPアダプター \300
Lサイズ⽤スナップフレーム \300
Mサイズ⽤スナップフレーム \300
Sサイズ⽤スナップフレーム \300
４×４キミーラクッキーセット \3,000
キミーラ⽤スピードリング（4k〜1.2k） \1,500
18kw ARRIMAXスヌート(光もれ切り⽤) \800
9kw ARRIMAXスヌート(光もれ切り⽤) \500
2.5kw ARRIMAXスヌート(光もれ切り⽤) \500
1.8kw ARRIMAXスヌート(光もれ切り⽤) \500
800ｗ ARRIMAXスヌート(光もれ切り⽤) \500
12k Wエンドスヌート \8,000
6kCPスヌート \5,000
4kCPスヌート \5,000
2.5kCPスヌート \3,000
1.2kCPスヌート \2,000
575wCPスヌート \2,000
200wパーキットスヌート \1,500
125wパーキットスヌート \1,500
12kP & 10kPスヌート \5,000
5kPスヌート \3,000
2kPスヌート \2,000
1kPスヌート \1,000
ミザースヌート \500
ARRI650wスヌート \1,000
ARRI300wスヌート \1,000
ARRI150wスヌート \1,000
4/2.5kARRISUNスピルリング \3,000
1.2ARRISUNスピルリング \2,250
P360/HIVE⽤OCTAｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ \4,000
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P360/HIVE⽤ｽﾘｯﾄｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ(1ft×6ft) \4,000
P360/HIVE⽤ｽﾘｯﾄｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ(1ft×3ft) \4,000
P360/HIVE⽤ｿﾌﾄﾘﾌﾚｸﾀｰ \2,500
P360/HIVE⽤ﾊﾟﾝｹｰｷ/ｷﾐｰﾗﾎﾞｯｸｽ \3,000

延⻑ｹｰﾌﾞﾙ 24kw延⻑コード \2,800
18kw 延⻑コード \2,800
12kw 延⻑コード \2,500
9kw  延⻑コード \2,500
4/2.5kw  延⻑コード \1,800
4/2.5kw  延⻑コード 20m \2,200
1.2/575w 延⻑コード \1,200
1.2/575w 延⻑コード 20m \1,800
125w/200w 延⻑コード \500
400/575/800/1.2ｋ 延⻑コード 8m \1,200

DMXｺｰﾄﾞ/卓/SPRITBOX ギャファーズコントロール \15,000
ETC COLOR SOURCE卓 \20,000
DMX12CHフェーダーコントロール \5,000
DMX6CHフェーダーコントロール \3,000
DMX４CHスプリッター \4,000
DMX５CHスプリッター \5,000
DMX５CHスプリッター(RDM対応) \7,000
調光卓レプリコン24ｃｈ \15,000
調光卓レプリコン12ｃｈ \10,000
Jands Stage CL調光卓 \18,000
ストロボランナー \2,000
ヨークコントロール \5,000
DMX SPLITBOX-PS154（15A） \5,000
DMX SPLITBOX-PS204（20A） \5,000
5Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ２ｍ（DMXｺｰﾄﾞ） \120
5Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ３ｍ（DMXｺｰﾄﾞ） \180
5Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ５ｍ（DMXｺｰﾄﾞ） \300
5Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ10ｍ（DMXｺｰﾄﾞ） \600
5Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ20m（DMXｺｰﾄﾞ） \1,200
4Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ2ｍ（ﾖｰｸｺｰﾄﾞ） \120
4Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ5ｍ（ﾖｰｸｺｰﾄﾞ） \300
4Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ10ｍ（ﾖｰｸｺｰﾄﾞ） \600
4Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ20ｍ（ﾖｰｸｺｰﾄﾞ） \1,200
4Pｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ25ｍ（ﾖｰｸｺｰﾄﾞ） \1,500
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バッテリー シネキンバッテリー(12v/24vﾊﾞｯﾃﾘｰ) \2,000
ドライフットバッテリー（LB-H4） \3,000
Ｈ４変換 \200
24vシネキングライト S・F \1,000
24vフォーカシングライト \1,000
シネキン⽤パラレルコード \500
キノフロインバーター 1.8kw 60Hz \8,000
シネキンバッテリーチャージャー \1,000
ドライフットバッテリーチャージャー \1,000
ﾄﾞﾗｲﾌｯﾄﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ 480⽤2連 \2,000
VマウントバッテリーDUO150ﾀｲﾌﾟ(2個set） \2,000
Vマウントバッテリーチャージャー2連 \1,000
Vマウントバッテリーチャージャー4連 \2,000
Vマウントバッテリーチェッカー \300
Vマウントグリップ（2個セット） \2,000
Ｖマウント２４Ｖ変換器 \3,500
ソニーバッテリー 2個セット \2,000
ソニーバッテリーＤタップ変換 \500
メガバッテリー \3,500

フラッグ フラッグ（⼤）※ \400
フラッグ（⼤）（鉄） \400
フラッグ（中）（鉄） \400
フラッグ（⼩）（鉄） \400
⿊フラッグ（⼤）鉄 \500
⿊フラッグ（中）鉄 \400
⿊フラッグ（⼩）鉄 \200
４×４フレーム（鉄） \600
４×４フロッピー \1,500
フラッグ（⼤）（アルミ）※ \400
フラッグ（⼤）（アルミ） \400
フラッグ（中）（アルミ） \400
フラッグ（⼩）（アルミ） \400
⿊フラッグ（⼤）アルミ \500
⿊フラッグ（中）アルミ \400
⿊フラッグ（⼩）アルミ \200
４×４フレーム（アルミ） \600
４×４フロッピー（アルミ強化タイプ） \1,500
５×５フレーム \800
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４×４クッキー \1,500
４×４エッグクレート \1,500
3×6 Rフレーム \1,500
4×8 Rフレーム \3,000
5×5サークルフレーム \1,500
4×4サークルフレーム \1,200
サークルフレームセット（⼤・中・⼩各１） \3,000
４×４セロクッキーセット（２枚） \3,000
セロクッキーセット（⼤・中・⼩各2） \6,000
マグリットセット（⼤・中・⼩SD各１） \7,500
４×４マグリットフラッグセット \4,000
ブラックソリッドセット \6,000
フィンガーセット \3,000
サバイバルキット \5,000
Ｂ＆Ｗフラッグ \2,000
フリープライベートカーゴ \10,000
サバイバルシートフラッグ ⼤・中 \800
ダウジングキット \1,000
ドームフラッグセット \2,000
ホットフラッグセット（２枚） \2,000
ステンレスフラッグセット \6,000
サンスウォーター⼤ \5,000
サンスウォーター⼩ \3,000

グリップ A センチュリーカーゴ \32,000
ロングセンチュリーカーゴ ハーフタイプ \18,000
ハーフセンチュリーカーゴ \18,000
ハーフセンチュリーカーゴ（ロング/右タイプ） \18,000
MAXポール（⼤） \1,500
MAXポール（中） \1,200
MAXポール（⼩） \1,000
オートポール（⼤） \1,200
オートポール（中） \1,000
オートポール（⼩） \1,000
オートポールジョイント（2m） \500
オートポールジョイント（1.5ｍ） \500
オートポールジョイント（1m） \500
オートポールコーナー \500
オートポールコーナーT型 \500
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オートポールミニ \800
オートポールミニミニ \500
オートポール養⽣カバー \100
オートポール⽤三脚 \800
オートポール⽩（⼤） \1,500
オートポール⽩（中） \1,200
オートポール⽩（⼩） \1,100
オートポールジョイント⽩（2m） \550
オートポールジョイント⽩（1m） \550
エンドジョーズ \500
エンドジョーズロング \500
ミニエンドジョーズ \400
ＪＰジョーズ \500
センタージョーズ \500
センタージョーズEX \300
ジョーズクランプ \500
ジャー \300
シングルクランプ \300
ダブルクランプ \400
カポックホルダー \400
カポックホルダーＤ \600
カポックホルダー（4x8⽤） \800
カポックホルダーＤ（4ｘ8⽤） \1,000
ボードホルダー \400
ボードホルダー(滑り⽌め付) \400
クォーカークランプ \1,000
ビッグベンクランプ \400
グリップヘッド \200
マシューズハンガー \400
マシューズハンガー⿊ \400
マシューズハンガー⽤スペーサー \100
ライトパイプ \300
エレンクリップ \100
エレンクリップ⿊ \100
アルミハンガー \300
Ｆクランプ \200
１ｋハンガー \300
１ｋハンガー（⿊） \200
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５ｋハンガー \300
イントレダボ（29φ） \400
ダボアダプター（25-17）♂-♀ \200
ダボアダプター（17-25）♂-♀ \200
ダボアダプター（29-25）♂-♀ \200
ダボアダプター（25-29）♂-♀ \200
メスメスダボ１７Φ ♀-♀ \200
オスオスダボ17Φ ♂-♂ \200
マジックグリップ オスメス ♂-♀ \400
マジックグリップ メスメス ♀-♀ \400
リグセット \2,000
マジックライザーセット \2,000
村の鍛冶屋ペグセット \800
パティーナイフ \500

グリップ B フレキシブルアーム \500
センチュリーアーム⼩ 棒 \100
バンガードホルダーセット \1,000
クロスポールグリップセット \5,000
クロスポールA \4,000
クロスポールB \3,000
クロスポールC \2,000
クロスポールD \1,000
ハウススタジオセット \4,000
センチュリーヘッド \250
センチュリーアーム \200
ミニセンチュリーアーム \200
ミニグリップヘッド \200
チューブトロリー29Φ \3,000
ＭＪブーム \2,000
メナスアーム \12,000
メナスアーム⽤ウェイト（10kg） \300
ライトブーム \2,000
メガブーム \10,000
アルミライトブーム ⿊ \2,000
フラッグクランプ \1,000
ファニチャークランプ（⼤） \800
ファニチャークランプ（中） \500
ファニチャークランプ（⼩） \300
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ジュニアドロップダウン \1,000
４ＷＡＹクランプセット \2,000
グリップヘルパー \1,200
チェーンバイス \800
ペリカングリップ \1,000
スピードクリップ \200
オフセットアーム（29φ） \1,000
フレキシブルダブルアームセット \800
３Ｄアームセット \1,500
マイクログリップセット \3,000
⾞内カーキット \4,000
アイテムキット \11,000
マジックアーム \1,000
ライトアーム（１７φ） \800
ライトアーム（２５φ） \1,000
太パイプ回転スプリング 43mmΦ \1,500
細パイプ回転スプリング 16.5mmΦ \1,500
イントレクランプ \400
イントレクランプ90° \400
Ｔ＆Ｉクランプ \300
Ｇクランプ \500
Ｃクランプ \1,000
Ｈ鋼クランプ \500
フレームホルダー(3本) \1,000
シャコマン⼩ \100
シャコマン⼤ \100
ハイライダーキット \12,000
ハイライダーコードガードセット \1,000
サクションカップツイン \2,400
サクションカップ（⼤） \3,400
サクションカップ（⼩） \1,400
ポールトライブラケット \2,000
操作棒 3m〜5.4m \2,000
フィグリグ \1,500
ダウンライトアダプターセット \500
デジタルグリーンボード（5枚⼊） \5,000
ペグ⼤ \300
カポック刺し \400
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シングルダボブラケット \2,000
ダブルダボブラケット \3,000
iPadホルダー \1,000
セットペーパー⽤システムキット 2.7・3.6m兼⽤ \1,000
セットペーパーエキスパンダーセット 2.7m専⽤ \3,000
Aクランプグリップセット \1,500
マイクロマウントセット \1,000
セイバースプリングクランプセット \1,800
インダイレクトグリップ \300

スタンド スタンドカーゴ \12,000
ロングジョンシルバースタンド \15,000
ロングジョンシルバースタンドカート \2,000
スーパーシネベーター \10,000
スーパーシネベーター（⼩） \10,000
シネベーター \8,000
スーパーシネベーター⽤ビーチタイヤ \10,000
シネベーター⽤レベラー \1,000
スーパークランク \5,000
ロードランナー \6,000
Ｍクランク \3,000
ローボーイクランク \3,000
ランウェイベース \800
センチュリースタンド（⼤） \1,000
センチュリースタンド（⼩） \1,000
センチュリースタンド⿊（⼤） \1,000
センチュリースタンド⿊（⼩） \1,000
センチュリースタンド（⼤）ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ \1,000
センチュリースタンド（⼩）ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ \1,000
センチュリースタンド⿊（⼤）ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ \1,000
センチュリースタンド⿊（⼩）ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ \1,000
コンボトリプルライザースタンド \1,000
コンボトリプルライザースタンド⿊ \1,000
デジタルアルミコンボスタンド(25φ) \1,000
スタンダードライトブーム380セット \12,000
コンボスタンド \800
ローコンボスタンド \800
ローコンボスタンド⿊ \800
ベフィーベビースタンド \500
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マキシスタンド \500
５ｋロースタンド \500
１ｋロースタンド \300
スーパーハイスタンド \2,000
マンボコンボスタンド \2,500
ウッドスタンド \300
ウッドスタンドキャスター(6個1set) \900
Ｔ型ウッドスタンド \300
5ｋローベーススタンド \300
１ｋローベース/プレート \300
スタンドプレート \500
アルミウッドスタンド \300
コンボスタンドキャスター(3個1set) \500
マンボコンボキャスター（NEW）(3個1set) \800
ランカースタンドセット 2本⼊り \1,000
ミニプリーミーベビー \800
マシュリンクスタンド \500
マジックスタンド \3,000
モールクランク \1,000
バズーカ \1,000
三脚マンフロットスタンド \2,000
スーパーワインドアップスタンド \5,000
コンボトリプルスタンドカバー \500
ローコンボスタンドカバー \500
ベフィーベビースタンドカバー \500

ケーブル & 電源 ７０ｓコード \850
６０ｓコード \650
６０ｓコード（１０ｍ） \650
３８ｓコード \550
３８ｓコード（１０ｍ） \550
２２ｓコード \350
２２ｓコード（５ｍ） \350
６０ｓショートコード(2m) \500
２２ｓショートコード(2.5m) \250
ケーブルマットミニ \1,000
ケーブルマット \2,000
ケーブルマットバリヤフリーセット \3,000
ケーブルマット⽤エンドスロープ \1,000
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バリアフリーマット（ショート） \1,500
スパイダーＢＯＸ（Aﾀｲﾌﾟ） \1,800
スパイダーＢＯＸ（Bﾀｲﾌﾟ） \1,800
スパイダーＢＯＸ（Cﾀｲﾌﾟ） \1,300
スパイダーＢＯＸ（Eﾀｲﾌﾟ） \1,800
AD１００A延⻑コード \800
C６０A延⻑コード \500
C３０A延⻑コード \300
C３０ ２P ５⼝コード \1,000
ＢＯＸタップ６０A \300
ＢＯＸタップ３０A \300
２Ｐタコタップ \100
２Ｐ延⻑コード（3⼝） \200
２Ｐ延⻑コード（2⼝） \200
２Ｐ延⻑コードスイッチ付３ｍ \400
ドラムコード \600
Ｙ型プラグ \200
メス変換コード（60s）12mm \100
メス変換コード（60s）⼯事⽤14mm \100
メス変換コード（38s）8mm \100
メス変換コード（22s）8mm \100
メス変換コード（14s）6mm \100
オス変換コード（60s） \100
アースコードセット \1,500
ミニカムロックアースコード20ｍ \500
ミニカムロックアースコード10ｍ \300
ミニカムロックメス〜カムロックオス変換 \100
ミニカムロックメス〜カムロックメス変換 \200
ミニカムロック-オスオス変換 \100
ミニカムロックY型変換 \200
アース棒 \300
300A漏電ブレーカー \20,000
125A漏電ブレーカー \7,500
ビリビリガード（漏電ブレーカー15A） \350
ビリビリガード２（アース付） \500
スナップタップ \200
Ｃ２０ ２Ｐタコ \100
Ｃ30２Pタコタップ \100
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メス変換リードコード \100
２Ｐ６ＣＨマルチコード \1,000
Ｃ30４ＣＨマルチコード \1,500
三相変換BOX \3,000

ケーブル 変換 Ｃ６０２wayＡＤ変換 \500
Ｃ３０2wayＣ６０変換 \500
Ｄ１００Ａ１００変換 \500
Ｃ６０Ａ１００変換 \500
ＡＤＤ１００変換 \500
Ｃ６０Ｄ１００変換 \500
Ｃ６０Ｃ３０変換 \500
Ｃ３０Ｄ３０変換 \300
Ｃ３０Ｃ２０変換 \500
Ｃ３０カムロック変換 \500
ツイスト＆カムロック変換 \300
カムロック＆ツイスト変換 \300
ゲタ \1,000
Ｃ３０２Ｐ変換 \300
Ｄ３０２Ｐ変換 \300
Ｄ１００Ｃ６０変換 \500
Ｄ３０Ａ３０変換 \300
Ｄ３０Ｃ３０変換 \300
Ｄ１００Ｍ１００変換 \800
Ｃ６０２wayＣ３０変換 \1,000
LANーDMX変換 \500
E36→E26変換 \200

ダック ＆ ゼネレーター ２ｋサイクルコンバーター \20,000
ＤＣパワーユニット \30,000
24ｋステップアップトランス \10,000
３ｋダウントランス \2,000
１ｋダウントランス \2,000
１０ｋスライダック \8,000
２ｋスライダック \2,000
１ｋスライダック \2,000
３ｋトライダック \3,500
２ｋトライダック \2,500
１０ｋフリッカーマシン \15,000
６ｋｗフリッカーマシン \10,000
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２ｋフリッカーマシン \3,000
３ｋフリーコンセント \1,500
15Aフリーコンセント \1,000
タンク \300
５．５ｋゼネレーター \20,000
２．８ｋゼネレーター \10,000
２．８ｋゼネ連結コード \1,000
２．８ｋゼネ⽤３連結コード \1,500
１．６ｋゼネレーター \8,000
１．６ｋゼネ⽤連結コード \1,000
９００ｗゼネレーター \5,500
９００ｗゼネ連結コード \500
ダクトセット \4,500
ゼネ⽤排気ホース \1,000
ゼネ⽤レール \1,000

パイプ枠 ＆ 太パイプ ４ｍアルミポール \1,000
３ｍアルミポール \800
２ｍアルミポール \600
１．９ｍアルミポール \600
１．５ｍアルミポール \600
１ｍアルミポール \400
０．５ｍアルミポール \400
０．３ｍアルミポール \400
４ｍパイプ枠 \400
３ｍパイプ枠 \400
２．７ｍパイプ枠 \400
２．６２ｍパイプ枠 \400
２．５ｍパイプ枠 \400
２ｍパイプ枠 \400
１ｍパイプ枠 \200
０．５ｍパイプ枠 \200
パイプ枠ジョイント \200
コーナーＬ型 \300
Ｔ型 \200
パイプ枠 Y型 \100
パイプ枠 ⼗字型 \100
パイプ枠 3wayコーナー \100
６ｍ太パイプ \1,200
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５ｍ太パイプ \1,000
４ｍ太パイプ \800
３ｍ太パイプ \600
２ｍ太パイプ \400
１ｍ太パイプ \200
太パイプジョイント \200
太パイプジョイントロング \400
太パイプグリップ \500
太パイプ⽤ベースプレート \800
⾃在クランプ \100
固定クランプ \100
レンチ \100
４ｍアルミ太パイプ \1,000
３ｍアルミ太パイプ \800
２ｍアルミ太パイプ \600
１.５mアルミ太パイプ \300
１ｍアルミ太パイプ \400
アルミ太パイプコーナー \1,000
アルミ太パイプジョイント \600

レフ ＆ ミラー ＵＳレフLITE \3,000
ＵＳレフ \3,000
ＵＳミラー \3,500
⼤レフ（Ｓ） \1,500
⼤レフ（Ｆ） \1,500
中レフ（Ｓ） \1,000
中レフ（Ｆ） \1,000
⼩レフ（Ｓ） \600
⼩レフ（Ｆ） \600
⼤レフ（⾦） \1,800
中レフ（⾦） \1,000
⼩レフ（⾦） \1,000
レフアーム \500
トライグリップレフセット \1,000
EYE LIGHTER レフレクター \1,000
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾊﾝﾄﾞﾚﾌﾚｸﾀｰｾｯﾄ(ｺﾞｰﾙﾄﾞ) \1,000
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾊﾝﾄﾞﾚﾌﾚｸﾀｰｾｯﾄ(ｼﾙﾊﾞｰ) \1,000
ロールレフ \2,000
オーバルレフ \1,000
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B2⼤レフセット（２枚） \5,000
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｻﾝﾊﾞｳﾝｽ ﾐﾆ(90cm×120cm) \1,500
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｻﾝﾊﾞｳﾝｽ ﾌﾟﾛ(130cm×190cm) \2,000
⼤ミラー（３×６） \4,000
⼩ミラー \1,500
ミラーボール（1.5尺） \15,000
ミラーボール（1尺） \10,000
ミラーボール(⼩) \5,000
回転ミラー（アクリル･⼤） \1,500
回転ミラー（アクリル･⼩） \1,200
回転ミラー（ガラス･四⾓） \12,000
回転ミラー（ガラス･六⾓） \12,000
回転ミラー（三⾓・ベアリング） \8,000
回転ミラー（六⾓・ギアー付） \10,000
特⼤回転ミラー（ガラス･四⾓） \20,000
４×４ブラインドミラー \5,000
６Ｐ回転ゼノンミラー \15,000
４Ｐゼノンミラー \10,000
９Ｐゼノンミラー \18,000
ゼノンミラー⽤ミラー \1,000
ゼノンミラー⽤丸形ミラー \1,000
アクアミラーⅢ \15,000
ハーフミラー60cm×60cm \5,000
アクリルハーフミラー⼤ \3,000
アクリルハーフミラー⼩ \2,000
ガラス枠付 300mm×600mm \4,000
ガラス枠付 600mm×600mm \4,000
ガラス枠付 670mm×440mm \4,000
ガラス枠付 750mm×750mm \4,000
ガラス枠付 450mm×850mm \4,000
ﾃﾞﾄﾞｴﾌﾚｸﾄ Dedolight eFlect20×20 \2,000
ﾃﾞﾄﾞｴﾌﾚｸﾄ Dedolight eFlect45×45 \4,000

イントレ ＆ トラス ６尺イントレ※ 建て枠2枚1set \2,000
６尺ブレース \100
パネル \300
開閉式パネル \1,800
ウッドパネル \1,800
キャスター(4個1set) \1,000
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平ジャッキ(4個1set) \1,000
平ジャッキ⽤ベースプレート \100
アウトリガー(4個1set) \1,500
ベアリングキャスター \2,500
３尺イントレ 建て枠2枚1set \1,000
３尺ブレース \100
イントレスライドアーム \3,000
イントレ⽤⼿すり \1,000
イントレ階段 \4,000
イントレ⽤幅⽊（ロング２/ショート２） \500
イントレパネル⽤幅⽊セット \500
ブーメラン \100
40cm幅パネル \400
⼿摺枠2枚＋⼿摺4本付 \1,000
⼿摺⽤アームロック＜ロングタイプ＞ \100
リトラクターセット \5,000
タラップボード \3,300
トラスレールシステム 25φ/29φ \20,000
トラスレールシステム⽤パイプ 4m \1,000
トラスレールシステム⽤パイプ 3m \800
トラスレールシステム⽤パイプ 2m \600
トラスレールシステム⽤パイプ 1m \300
シングルトラスドーリーセット \12,000
マックスムーバー⽤トラスドーリーセット \5,000
平トラス 4m \4,000
平トラス 3m \3,000
平トラス 2m \2,000
平トラス 1m \1,000
コーナー平トラス \200
５ｍトラス（253） \6,000
４ｍトラス（253） \4,800
３ｍトラス（253） \3,600
２ｍトラス（253） \2,400
１ｍトラス（253） \1,200
５０ｃｍトラス（253） \1,000
コーナーブロック（253） \1,000
１２０°ブロック（253） \1,000
６０°ブロック（253） \1,000
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４５°ブロック（253） \1,000
可変コーナーブロック \1,000
２連ジョイントボルトナット \50
ベースプレート（253） \1,000
インパクトドライバー \4,000
253トラスホルダー \2,000
253サークルトラス3500（1/4） \4,000
253サークルトラス4500（1/4） \8,000
253サークルトラス6500（1/8） \6,000
253サークルトラス9000（1/8） \8,000
253サークルトラス12500（1/12） \7,000

バタフライ枠 バタフライMG（１２×１２） \3,500
バタフライMG（９×１２） \3,000
バタフライMG（９×９） \3,000
バタフライMG（６×９） \2,000
バタフライMG（６×６） \2,000
バタフライ（２０×２０） \6,000
バタフライ（１２×１２） \3,000
バタフライ（９×１２） \2,500
バタフライ（９×９） \2,500
バタフライ（６×９） \1,500
バタフライ（６×６） \1,000
バタフライ（６×６ｱｯﾌﾟﾙ） \2,000
6×6アップル枠⽤ストレート棒 \500
バタフライ（１２×１２）MSE \3,000
バタフライ（９×１２）MSE \2,500
バタフライ（９×９）MSE \2,500
バタフライ（６×９）MSE \1,500
バタフライ（６×６）MSE \1,000
ハイローラースタンド \1,000
ハイハイローラースタンド \2,000
スーパーグリップ \1,000
バタフライグリップ（２０×２０） \1,000
バタフライグリップ（１２×１２） \1,000
バタフライヘッド \1,000
バタフライダブルクリップ \1,000
バタフライダブルイヤー(2個1set) \3,000
Ｕ字フレーム（⼤・中・⼩） ストレート棒付 \3,000
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バタフライキット \8,000
バタフライ（６×１２） \2,000
バタフライ（１０×２０） \6,000
バタフライ（２０×２０JRA） ネジ・棒 \12,000
バタフライ（１２×１２海外⽤） \4,000
バタフライ（９×１２海外⽤） \4,000
バタフライジョイントアダプターセット \1,500
1２尺バタフライＲフレーム NEW \1,000
９尺バタフライＲフレーム NEW \800
６尺バタフライＲフレーム NEW \600
３尺バタフライＲフレーム \500
バタフライＲフレーム⽤ジョイント \100
バタフライストレート４尺 \500
バタフライストレート５尺 \500
バタフライストレート６尺 \600
バタフライストレート９尺 \800
バタフライストレート１２尺 \1,000
バタフライ⾃在コーナー \1,000
ディフュージョンドーム \45,000
バタフライカート \500
イージーバタフライカート \1,000
⾚松コーナーセット \5,000
バタフライコーナーガード(4個) \2,000
チューブホルダー \1,000

⽩・⿊ｼﾙｸ / ﾘﾊﾞｰｽ / ｳﾙﾄﾗﾊﾞｳﾝｽ/ｱﾑﾝｾﾞﾝ ⽩シルク（２０×２０） \10,000
⽩シルク（１２×１２） \4,000
⽩シルク（９×１２） \3,500
⽩シルク（９×９） \3,000
⽩シルク（６×９） \3,000
⽩シルク（６×６） \2,000
⽩シルク（１０×２０） \7,000
⽩シルク（１５ｍ×２０ｍ） \30,000
⽩シルク（１３ｍ×１５ｍ） \25,000
⽩シルク（１０ｍ×１０ｍ） \20,000
⽩シルク（９ｍ×１２ｍ） \20,000
⽩シルク（１５ｍ×２０ｍ）ＯＰ⽤ \20,000
⿊シルク（２０×２０） \10,000
⿊シルク（１２×１２） \4,000
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⿊シルク（９×１２） \3,500
⿊シルク（９×９） \3,000
⿊シルク（６×９） \3,000
⿊シルク（６×６） \2,000
⿊シルク（１０×２０） \7,000
⿊シルク（１２×１２）フチ有り \4,000
⿊シルク（９×１２）フチ有り \3,500
⿊シルク（６×９）フチ有り \3,000
ウルトラバウンス（９ｍ×１２ｍ） \22,000
ウルトラバウンス（２０×２０） \12,000
ウルトラバウンス（１２×１２） \8,000
ウルトラバウンス（９×１２） \6,000
ウルトラバウンス（９×９） \5,000
ウルトラバウンス（６×９） \4,000
ウルトラバウンス（６×６） \3,000
ウルトラバウンス（１０×２０） \10,000
ウルトラバウンス（２０×２０）フチ有り \12,000
ウルトラバウンス（１０×２０）フチ有り \15,000
ウルトラバウンス（１２×１２）フチ有り \8,000
ウルトラバウンス（９×１２）フチ有り \6,000
ウルトラバウンス（９×９）フチ有り \5,000
ウルトラバウンス（６×９）フチ有り \4,000
ウルトラバウンス（６×６）フチ有り \3,000
ウルトラバウンス(12×12)フチ有り/表⽩ \8,000
ウルトラバウンス(20×20)フチ有り/表⽩ \12,000
メロンアムンゼン（９×９） \3,000
12×12 サウスシーブルー（アムンゼン） \29,000
クッキーシルク⽩（１２×１２） \15,000
クッキーシルク⿊（１２×１２） \15,000
グレーシルク（15m×8m） \20,000
グレーシルク（16m×16m） \25,000
グレーシルク（２０×２０） \12,000
グレーシルク（１２×１２） \8,000
グレーシルク（９×１２） \6,000
グレーシルク（９×９） \5,000
グレーシルク（６×９） \4,000
グレーシルク（６×６） \3,000
グレーシルク（１０×２０） \10,000
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ピンクシルク（１２×９） \6,000
ピンクシルク（９×６） \6,000

暗幕 / ＢＴ / 天竺 暗幕（８ｍ×１０ｍ） \18,000
暗幕（５ｍ×８ｍ） \10,000
暗幕（４ｍ×６ｍ） \8,000
暗幕（３ｍ×５ｍ） \6,000
暗幕ベルベット（８ｍ×１０ｍ） \35,000
暗幕ベルベット（９尺×７ｍ） \12,000
暗幕ベルベット（６尺×７ｍ） \10,000
暗幕ベルベット（３尺×７ｍ） \7,000
暗幕ベルベット（13.4m×4.4m） \25,000
暗幕ベルベット（２Ｋ×３Ｋ） \13,000
暗幕ベルベット（２０×２０） \15,000
暗幕ベルベット（１２×１２） \10,000
暗幕ベルベット（９×１２） \8,000
暗幕ベルベット（９×９） \7,000
暗幕ベルベット（６×９） \5,000
暗幕ベルベット（６×６） \4,000
暗幕（４ｋメイン⽤Ｓ） \1,600
暗幕（４ｋスカイ⽤Ｌ） \2,000
暗幕床⽤（５ｍ×８ｍ） \7,000
暗幕ポリエステル（床⽤）20×20 \12,000
⾚ベルベット（１３ｍｘ９ｍ） \45,000
２０×２０ソリッドスリット \10,000
１２×１２ソリッドスリット \8,000
６×９ソリッドスリット \6,000
天竺（１５ｍ×２０ｍ） \30,000
天竺（９ｍ×１２ｍ） \20,000
天竺（６ｍ×８ｍ） \15,000
天竺（２０×２０） \10,000
天竺（１２×１２） \5,000
天竺（９×１２） \4,000
天竺（９×９） \4,000
天竺（６×９） \3,000
天竺（６×６） \2,000
天竺（１０×２０） \10,000

ﾀﾌﾀ/ｷﾐｰﾗ/ﾁｬｲﾅ/ｻﾃﾝ マジッククロス（１２×１２）フチ有り \6,000
マジッククロス（９×１２）フチ有り \5,000
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マジッククロス（９×９）フチ有り \4,000
マジッククロス（６×９）フチ有り \3,000
タフタシルク（１３ｍ×１５ｍ） \25,000
タフタシルク（９ｍ×１２ｍ） \20,000
タフタシルク(１０ｍ×１０ｍ) \20,000
タフタシルク（２０×２０） \10,000
タフタシルク（１２×１２） \5,000
タフタシルク（９×１２） \4,000
タフタシルク（９×９） \4,000
タフタシルク（６×９） \3,000
タフタシルク（６×６） \2,000
タフタシルク（９尺×７ｍ） \5,000
タフタシルク（１０×２０） \10,000
キミーラシルク（２０×２０） \10,000
キミーラシルク（１２×１２） \6,000
キミーラシルク（９×１２） \5,000
キミーラシルク（９×９） \4,000
キミーラシルク（６×９） \3,000
キミーラシルク（６×６） \2,000
キミーラシルク（１０×２０） \10,000
サテン（１５ｍ×２０ｍ） \30,000
サテン（１３ｍ×１５ｍ） \25,000
サテン（９ｍ×１２ｍ） \20,000
サテン（２０×２０） \10,000
サテン（１２×１２） \5,000
サテン（９×１２） \4,000
サテン（９×９） \4,000
サテン（６×９） \3,000
サテン（６×６） \2,000
サテン（１０×２０） \10,000
チャイナシルク（２０×２０） \12,000
チャイナシルク（１２×１２） \10,000
チャイナシルク（９×１２） \8,000
チャイナシルク（９×９） \7,000
チャイナシルク（６×９） \5,000
チャイナシルク（６×６） \4,000
1/4シルク（２０×２０） \12,000
1/4シルク（１２×１２） \10,000
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1/4シルク（９×１２） \8,000
1/4シルク（９×９） \7,000
1/4シルク（６×９） \5,000
1/4シルク（６×６） \4,000

GC / LGC / HL / B＆Gｼｰﾄ サイレントLGC（１３ｍ×１５ｍ） \25,000
サイレントLGC（１２ｍ×９ｍ） \20,000
サイレントLGC（２０×２０） \10,000
サイレントLGC（１０×２０） \10,000
サイレントLGC（１２×１２） \6,000
サイレントLGC（９×１２） \5,000
サイレントLGC（９×９） \4,000
サイレントLGC（６×９） \3,000
サイレントLGC（６×６） \2,000
サイレントグリッドクロス(２０ｍ×４.４ｍ) \20,000
サイレントグリッドクロス(１８ｍ×４.４ｍ) \18,000
サイレントグリッドクロス(１６ｍ×４.４ｍ) \18,000
サイレントグリッドクロス(１４ｍ×４.４ｍ) \16,000
サイレントGC(１３ｍ×１５ｍ) \25,000
サイレントGC（１２ｍ×９ｍ） \20,000
サイレントGC（１２ｍ×７ｍ） \20,000
サイレントGC（２０×２０） \10,000
サイレントGC（１０×２０） \10,000
サイレントGC（１２×１２） \6,000
サイレントGC（９×１２） \5,000
サイレントGC（９×９） \4,000
サイレントGC（６×９） \3,000
サイレントGC（６×６） \2,000
サイレントGC１／４（２０×２０） \10,000
サイレントGC１／４（１２×１２） \6,000
サイレントGC１／４（９×１２） \5,000
サイレントGC１／４（９×９） \4,000
サイレントGC１／４（６×９） \3,000
サイレントGC１／４（６×６） \2,000
ハイライト（２０×２０） \15,000
ハイライト（１２×１２） \8,000
ハイライト（９×１２） \6,000
ハイライト（９×９） \5,000
ハイライト（６×９） \4,000
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ハイライト（６×６） \3,000
⼟間ビニール（２０×２０） \6,000
⼟間ビニール（１２×１２） \4,000
⼟間ビニール（９×１２） \3,000
⼟間ビニール（９×９） \3,000
⼟間ビニール（６×９） \2,000
⼟間ビニール（６×６） \2,000
⼟間ビニール（１０×２０） \6,000
A1サイレントGC（20×20） \12,000
A1サイレントGC（12×12） \10,000
A1サイレントGC（9×12） \8,000
A1サイレントGC（９×９） \7,000
A1サイレントGC（６×９） \5,000
A1サイレントGC（６×６） \4,000
A3サイレントGC（20×20） \12,000
A3サイレントGC（12×12） \10,000
A3サイレントGC（9×12） \8,000
A3サイレントGC（9×9） \7,000
A3サイレントGC（6×9） \5,000
A3サイレントGC（6×6） \4,000
B1サイレントGC（20×20） \12,000
B1サイレントGC（12×12） \10,000
B1サイレントGC（9×12） \8,000
B1サイレントGC（9×9） \7,000
B1サイレントGC（6×9） \5,000
B1サイレントGC（6×6） \4,000
B1ｻｲﾚﾝﾄLGC（20×20） \12,000
B1ｻｲﾚﾝﾄLGC（12×12） \10,000
B1ｻｲﾚﾝﾄLGC（9×12） \8,000
B1ｻｲﾚﾝﾄLGC（9×9） \7,000
B1ｻｲﾚﾝﾄLGC（6×9） \5,000
B1ｻｲﾚﾝﾄLGC（6×6） \4,000
Ｂ３サイレントGC（20×20） \12,000
Ｂ３サイレントGC（12×12） \10,000
Ｂ３サイレントGC（9×12） \8,000
Ｂ３サイレントGC（９×９） \7,000
Ｂ３サイレントGC（６×９） \5,000
Ｂ３サイレントGC（６×６） \4,000
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Ｂ３ｻｲﾚﾝﾄLGC（２０×２０） \12,000
Ｂ３ｻｲﾚﾝﾄLGC（１２×１２） \10,000
Ｂ３ｻｲﾚﾝﾄLGC（９×１２） \8,000
Ｂ３ｻｲﾚﾝﾄLGC（９×９） \7,000
Ｂ３ｻｲﾚﾝﾄLGC（６×９） \5,000
Ｂ３ｻｲﾚﾝﾄLGC（６×６） \4,000
ブルーシート（２０×２０） \6,000
ブルーシート（１２×１２） \4,000
ブルーシート（９×１２） \3,000
ブルーシート（６×９） \2,000
ブルーシート（６×６） \2,000
グリーンシート（２０×２０） \6,000
グリーンシート（１２×１２） \4,000
グリーンシート（９×１２） \3,000
グリーンシート（６×９） \2,000
グリーンシート（６×６） \2,000

ｼﾙﾊﾞｰﾗﾒ / ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗﾒ / ﾗﾒ類 シルバーラメ（９ｍ×１２ｍ） \24,000
シルバーラメ（２０×２０） \12,000
シルバーラメ（１２×１２） \8,000
シルバーラメ（９×１２） \7,000
シルバーラメ（９×９） \6,000
シルバーラメ（６×９） \4,000
シルバーラメ（６×６） \3,000
ゴールドラメ（２０×２０） \12,000
ゴールドラメ（１２×１２） \8,000
ゴールドラメ（９×１２） \7,000
ゴールドラメ（９×９） \5,000
ゴールドラメ（６×９） \4,000
ゴールドラメ（６×６） \3,000
チェッカーボードラメ（２０×２０） \15,000
チェッカーボードラメ（１２×１２） \10,000
チェッカーボードラメ（９×１２） \8,000
チェッカーボードラメ（９×９） \7,000
チェッカーボードラメ（６×９） \5,000
チェッカーボードラメ（６×６） \4,000

ｸﾞﾘﾌｫﾘﾝ / ﾃﾞｲﾌﾞﾙｰ / ｽｶｲﾌﾞﾙｰ グリフォリン（２０×２０） \8,000
グリフォリン（１２×１２） \4,000
グリフォリン（９×１２） \3,500

  （36）



グリフォリン（９×９） \3,000
グリフォリン（６×９） \3,000
グリフォリン（６×６） \2,000
グリフォリン（１０×２０） \8,000
シルバーグリフォリン（1０×２０） \12,000
シルバーグリフォリン（１２×１２） \8,000
シルバーグリフォリン（９×１２） \7,000
シルバーグリフォリン（９×９） \6,000
シルバーグリフォリン（６×９） \4,000
シルバーグリフォリン（６×６） \3,000
デイブルー（９×１２） \6,000
デイブルー（９×９） \5,000
デイブルー（６×９） \4,000
デイブルー（６×６） \3,000
デイブルー（１０×２０） \12,000
ナイトブルー（２０×２０） \15,000
ナイトブルー（１２×１２） \8,000
ナイトブルー（９×１２） \6,000
ナイトブルー（９×９） \5,000
ナイトブルー（６×９） \4,000
ナイトブルー（６×６） \3,000
デイグレー（２０ｘ２０） \15,000
デイグレー（１２ｘ１２） \8,000
デイグレー（９ｘ１２） \6,000
デイグレー（９ｘ９） \5,000
デイグレー（６ｘ９） \4,000
デイグレー（６ｘ６） \3,000
ナイトグレー（２０×２０） \15,000
ナイトグレー（１２×１２） \8,000
ナイトグレー（９×１２） \6,000
ナイトグレー（９×９） \5,000
ナイトグレー（６×９） \4,000
ナイトグレー（６×６） \3,000
スカイブルー（１５ｍ×２０ｍ） \35,000
スカイブルー（１３ｍ×１５ｍ） \30,000
スカイブルー（９ｍ×１２ｍ） \20,000
スカイブルー（２０×２０） \12,000
スカイブルー（１２×１２） \8,000
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スカイブルー（９×１２） \6,000
スカイブルー（９×９） \5,000
スカイブルー（６×９） \4,000
スカイブルー（６×６） \3,000
ブルーサテン（１０ｍ×１４ｍ） \26,000

⽩紗 / ⿊紗 / ｴｯｸﾞｸﾚｰﾄ ⿊紗 ２０×２０（ｼﾝｸﾞﾙ） \15,000
⿊紗 ２０×２０（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \17,000
⿊紗 １０×２０（ｼﾝｸﾞﾙ） \15,000
⿊紗 １０×２０（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \17,000
⿊紗 １２×１２（ｼﾝｸﾞﾙ） \10,000
⿊紗 １２×１２（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \12,000
⿊紗 ９×１２（ｼﾝｸﾞﾙ） \8,000
⿊紗 ９×１２（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \10,000
⿊紗 ９×９（ｼﾝｸﾞﾙ） \7,000
⿊紗 ９×９（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \8,000
⿊紗 ６×９（ｼﾝｸﾞﾙ） \5,000
⿊紗 ６×９（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \6,500
⿊紗 ６×６（ｼﾝｸﾞﾙ） \4,000
⿊紗 ６×６（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \5,000
⿊紗 １０ｍ×１０ｍ \25,000
⽩紗 ２０×２０（ｼﾝｸﾞﾙ） \15,000
⽩紗 ２０×２０（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \17,000
⽩紗 １０×２０（ｼﾝｸﾞﾙ） \15,000
⽩紗 １０×２０（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \17,000
⽩紗 １２×１２（ｼﾝｸﾞﾙ） \10,000
⽩紗 １２×１２（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \12,000
⽩紗 ９×１２（ｼﾝｸﾞﾙ） \8,000
⽩紗 ９×１２（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \10,000
⽩紗 ９×９（ｼﾝｸﾞﾙ） \7,000
⽩紗 ９×９（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \8,000
⽩紗 ６×９（ｼﾝｸﾞﾙ） \5,000
⽩紗 ６×９（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \6,500
⽩紗 ６×６（ｼﾝｸﾞﾙ） \4,000
⽩紗 ６×６（ﾀﾞﾌﾞﾙ） \5,000
エッグクレート（２０×２０） \32,000
エッグクレート（１２×１２） \18,000
エッグクレート（９×１２） \15,000
エッグクレート（９×９） \14,000
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エッグクレート（６×９） \12,000
エッグクレート（６×６） \10,000

ｳｲﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ / ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞ ウインドストッパーシルバー（２０×２０） \12,000
ウインドストッパーシルバー（１２×１２） \8,000
ウインドストッパーシルバー（９×１２） \7,000
ウインドストッパーシルバー（９×９） \6,000
ウインドストッパーシルバー（６×９） \4,000
ウインドストッパーシルバー（６×６） \3,000
ウインドストッパーブラック（２０×２０） \12,000
ウインドストッパーブラック（１２×１２） \8,000
ウインドストッパーブラック（９×１２） \7,000
ウインドストッパーブラック（９×９） \6,000
ウインドストッパーブラック（６×９） \4,000
ウインドストッパーブラック（６×６） \3,000
ウインドストッパーホワイト（２０×２０） \12,000
ウインドストッパーホワイト（９×９） \6,000
ウインドストッパーホワイト（６×９） \4,000
ウインドストッパーホワイト（６×６） \3,000
バラクーダ（１６Ｆ×１６Ｆ） \6,000

防炎幕 ⽩シルク（１５ｍ×２０ｍ）防炎 \40,000
⽩シルク（１３ｍ×１５ｍ）防炎 \32,000
⽩シルク（１０ｍ×１０ｍ）防炎 \26,000
⽩シルク（９ｍ×１２ｍ）防炎 \26,000
⽩シルク（１２ｍ×６ｍ）防炎 \20,000
⽩シルク（６ｍ×９ｍ）防炎 \15,000
⽩シルク（２０×２０）防炎 \13,000
⽩シルク（１２×１２）防炎 \5,000
⽩シルク（９×１２）防炎 \4,500
⽩シルク（１０×２０）防炎 \10,000
メロンアムンゼン(12×12)防炎 \5,000
メロンアムンゼン(9×12)防炎 \4,500
⿊シルク（２０×２０）防炎 \13,000
⿊シルク（１２×１２）防炎 \5,000
⿊シルク（９×１２）防炎 \4,500
⿊シルク（９×９）防炎 \4,000
⿊シルク（１０×２０）防炎 \9,000
暗幕（１３m×１５m）防炎 \36,000
暗幕（８ｍ×１０ｍ）防炎 \20,000
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暗幕（５ｍ×８ｍ）防炎 \12,000
暗幕（４ｍ×６ｍ）防炎 \10,000
暗幕（３ｍ×５ｍ）防炎 \8,000
暗幕（９尺×７ｍ）防炎 \6,500
暗幕（６尺×７ｍ）防炎 \5,000
暗幕（３尺×７ｍ）防炎 \4,000
暗幕床⽤（4ｍ×6ｍ） 防炎 \6,500

マジックテープ幕類 DGキーブルー裏⿊MG（6×6） \12,000
DGキーブルー裏⿊MG（6×9） \20,000
DGキーブルー裏⿊MG（9×9） \24,000
DGキーブルー裏⿊MG（9×12） \24,000
DGキーブルー裏⿊MG（12×12） \24,000
DGキーグリーン裏⿊MG（6×6）防炎 \12,000
DGキーグリーン裏⿊MG（9×6）防炎 \20,000
DGキーグリーン裏⿊MG（9×9）防炎 \24,000
DGキーグリーン裏⿊MG（12×9）防炎 \24,000
DGキーグリーン裏⿊MG（12×12）防炎 \24,000
DGキーグリーン裏⿊MG（20×20）防炎 \40,000
⽩シルクMG（１２×１２）防炎 \4,000
⽩シルクMG（９×１２）防炎 \3,500
⽩シルクMG（９×９）防炎 \3,000
⽩シルクMG（６×９）防炎 \3,000
⽩シルクMG（６×６）防炎 \2,000
⿊シルクMG（９×９）防炎 \3,000
⿊シルクMG（６×９）防炎 \2,000
⿊シルクMG（６×６）防炎 \2,000
⿊シルクMG（１２×１２） \3,000
⿊シルクMG（９×１２） \24,000
暗幕ベルベットMG（１２×１２） \10,000
暗幕ベルベットMG（９×１２） \8,000
暗幕ベルベットMG（９×９） \7,000
暗幕ベルベットMG（６×９） \5,000
暗幕ベルベットMG（６×６） \4,000
ホワイトカバー(9×12) \4,000

EFFECT （CH・合成） ハイパーキーグリーン（12×12） \30,000
DGキーブルー裏⿊（6×6）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \15,000
DGキーブルー裏⿊（6×9）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \26,000
DGキーブルー裏⿊（9×9）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \30,000
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DGキーブルー裏⿊（12×9）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \30,000
DGキーブルー裏⿊（12×12）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \30,000
DGキーブルー裏⿊（6m×8m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \62,000
DGキーブルー裏⿊（8m×10m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \83,000
DGキーブルー裏⿊（10m×15m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \100,000
DGキーブルー裏⿊（9尺×10m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \60,000
DGキーブルー裏⿊（6尺×10m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \45,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（１０ｍ×１５ｍ） （1作品2⽇間で1⽇分） \80,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（８ｍ×１０ｍ） （1作品2⽇間で1⽇分） \64,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（６ｍ×８ｍ） （1作品2⽇間で1⽇分） \48,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（２０×２０） （1作品2⽇間で1⽇分） \42,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（１２×１２） （1作品2⽇間で1⽇分） \24,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（９×１２） （1作品2⽇間で1⽇分） \24,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（９×９） （1作品2⽇間で1⽇分） \23,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（６×９） （1作品2⽇間で1⽇分） \20,000
ＤＧキーグリーン裏⽩（６×６） （1作品2⽇間で1⽇分） \12,000
DGキーグリーン裏⿊（10m×15m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \100,000
DGキーグリーン裏⿊（10m×15m）防炎 OP⽤ （1作品2⽇間で1⽇分） \80,000
DGキーグリーン裏⿊（8m×10m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \83,000
DGキーグリーン裏⿊（6m×8m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \62,000
DGキーグリーン裏⿊（20×20）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \50,000
DGキーグリーン裏⿊（12×12）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \30,000
DGキーグリーン裏⿊（12×9）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \30,000
DGキーグリーン裏⿊（9×9）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \30,000
DGキーグリーン裏⿊（6×9）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \26,000
DGキーグリーン裏⿊（6×6）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \15,000
DGキーグリーン裏⿊（9尺×10m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \60,000
DGキーグリーン裏⿊（6尺×10m）防炎 （1作品2⽇間で1⽇分） \45,000
ＤＧブルー（１０ｍ×１５ｍ） （1作品2⽇間で1⽇分） \80,000
ＤＧブルー（８ｍ×１０ｍ） （1作品2⽇間で1⽇分） \64,000
ＤＧブルー（１２×１２） （1作品2⽇間で1⽇分） \24,000
ＤＧブルー（９×１２） （1作品2⽇間で1⽇分） \24,000
ＤＧブルー（６×９） （1作品2⽇間で1⽇分） \20,000
ＤＧブルー（６×６） （1作品2⽇間で1⽇分） \12,000
レッド（８ｍ×１０ｍ） \40,000
クロマフレックス（６Ｆ×６Ｆ） \12,000
クロマフレックス（３ｍ×４ｍ） \24,000
クロマフレックス（６ｍ×８ｍ） \48,000
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脚⽴・ｳｴｲﾄ・ﾛｰﾌﾟ・箱⾺・ﾄﾞｰﾘｰ  １２尺脚⽴アルミ \2,000
１２尺脚⽴ \2,000
９尺脚⽴アルミ \1,000
６尺脚⽴アルミ \600
４尺脚⽴アルミ \500
３尺脚⽴アルミ \500
ジャイアントラダー \2,500
９尺脚⽴（３本⾜） \1,500
脚⽴延⻑アダプター（２本） \500
ハシゴ \2,000
ウエイト \300
バランスウエイト \200
ボーダーロープ太（12ｍ） \200
ボーダーロープ細（15ｍ） \100
ボーダーロープ（細・⿊）20ｍ \100
ボーダーロープ太（15mフック有） \300
ボーダーロープロング(20mフック有) \400
ボーダーロープロング(20mフック無) \400
チェーン \200
安全ワイヤーフック付 \200
安全ワイヤーフック付（⼩） \100
マグライナー NEW \2,500
アルミライトマグライナー \2,500
マグライナービーチ仕様 \10,000
マグライナーアクセサリーキット \2,500
リヤカー \5,000
スーパーカート【4輪】 \4,000
静キャリー \500
静キャリーアクセサリーキット \500
プレート台⾞ \300
商品台セット \6,000
箱⾺（⼤） \400
箱⾺（中） \400
箱⾺（⼩） \400
パンケーキ \200
グリップマット \800
ブルーシート \500
ブラックシート 3.6m×5.4m \800
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ゴムマット（10枚⼊） \1,000
養⽣⽤ベストボード（3×3）20枚セット \3,000
養⽣⽤ベストボード（3×6）10枚セット \3,000
ウエスタンドーリー \12,000
ドアウェイドーリー \12,000
ホイールキット \6,000
デューティードーリー(DuttiDolly) \5,000
ﾃﾞｭｰﾃｨｰﾄﾞｰﾘｰ⽤ｽﾀﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄｾｯﾄ \2,000
直線レール（2.4m） \3,000
円形レール（3m） \3,000
円形レール（6m） \3,000
円形レール（12m） \3,000
レールエンド \500
くさびセット \500
レール（1ｍ） \1,000
くい丸 \300
ロールスロープ(2本) \2,500
グリーンカーゴ \1,500
茶カーゴ \1,500
カーゴカバー クアトロ \1,000

DF-50/⽔槽/その他 テニスボール \100
コンパネ（３ｘ６） \1,000
コンパネ（1ｘ1） \100
９尺カポック \1,000
打ち枝（⼤） \5,000
打ち枝（⼩）ベンジャミン \5,000
⼩枝セット \2,400
ＤＦ−５０ \20,000
ＤＦ−５０(⽔性) \22,000
ロスコフォグマシン1700 \20,000
ロスコフォグマシン1200 \20,000
ロスコチラー \10,000
フォグマシンTINY \18,000
フォグマシンTINY（new）TINY-S \18,000
フォグマシンVIPER \22,000
POWER TINY \20,000
UNIQUE 2.1 フォグマシン \20,000
ＲＥＦＡＮ Ⅱ \6,000
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ＲＥＦＡＮ Ⅲ \10,000
ＲＥＦＡＮ Ⅳ \15,000
ハンドブロアー \2,000
ハンドブロアー（ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電式） \2,500
コンプレッサー \5,000
送⾵機 \3,000
送⾵機ダクト \1,000
家庭⽤扇⾵機 \1,000
サイレントファン（AC） \4,500
サイレントファン（ACDC） \5,400
サイレントファン⽤プレート \500
プロペラファン \3,500
パイロン（⻩⾊） \200
パイロン（⾚） \300
パイロン⽤棒 \200
芝⽣養⽣プレート \400
⽔槽（６×６） \19,000
⽔槽⽤鉄枠（６×６） \1,000
⽔槽（４×４） \14,000
⽔槽⽤鉄枠（４×４） \1,000
⽔槽（２ｍｘ２ｍ） \25,000
⽔槽（２ｍｘ２ｍ）鉄枠 \1,000
⽔槽（50cm×60cm） \8,000
縦型⽔槽 \6,000
⽔中ポンプ \1,000
ドラムホース \500
スコップ \500
ハンマー \300
背負⼦ \500
防災シート2k×3k \2,000
乳⽩アクリルドーム900Φ \6,000
乳⽩アクリルドーム 600Φ \3,000
乳⽩アクリルドーム 400Φ \2,000
透明アクリルドーム 600Φ \3,000
透明アクリルドーム 400 Φ \2,000
消⽕器 \1,000
ホースリール \1,000

ｱｸｾｽﾏｽﾀｰ/ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ/ｳｲﾝﾁ アクセスマスター \18,000
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チェーンブロック \5,000
チェーンブロック集中コントローラー \15,000
チェーンブロック延⻑ 10m \600
チェーンブロック延⻑ 15m \800
チェーンブロック延⻑ 30m \1,000
リバーシブルホイスト（240ｋ） \6,000
リバーシブルホイスト（490ｋ） \16,000
無重⼒ウインチ（60〜70kg） \4,000
無重⼒ウインチ（50〜60kg） \4,000
無重⼒ウインチ（22〜30kg） \3,000
無重⼒ウインチ（15〜22kg） \3,000
無重⼒ウインチ（9〜15kg） \2,000
ハーケンウインチ \4,000
スリングベルト \500
スリングベルト シングル \500
エイトスリングベルト（２ｍ） \500
エイトスリングベルト（４ｍ） \500
スイベル(2t)＆シャックル \1,000
30cmスリング＆シャックルセット \1,500
シャックル⼤ \400
ワイヤーセット \2,000
ラッシングベルト⼤ \400
ラッシングベルト⼩ \300
ブルーガッチャ \800
ザイル（BK50ｍ） \2,000
ザイル（BK30ｍ） \1,500
パンタグラフ \1,000
滑⾞シングル \300
滑⾞ダブル \600
グラブクランプ（フックタイプ） \400
グラブクランプ（滑⾞タイプ） \600

冷暖機器/⾬対策 ＢＡＬ６ＰＫＯ \8,000
ＢＡＬ６ＰＫⅡ \8,000
遠⾚ヒーター（⼤） \8,000
スポットクーラー \15,000
スポットクーラー⽤ジャバラホース \500
チャップスカバー ⼩ \2,000
チャップスカバー ⼤ \2,000

（45）



Skypanel S30c・S60c ⾬カバー \2,000
１８ｋ⾬カバー \1,000
１２ｋ⾬カバー \800
６ｋCP⾬カバー \800
４ｋCP⾬カバー \600
２.５ｋCP/1.2kSUN⾬カバー \600
１.２ｋCP⾬カバー \400
５７５ｗCP⾬カバー \400
ポップアップテント（3m×6m） \20,000
ポップアップテント（3m×3m） \12,000
ポップアップテント（3m×6m）⽤横幕 \1,000
ポップアップテント（3m×3m）⽤横幕 \1,000
イージーアップテント \10,000
イージーアップテント⽤ウエイト \300
イージーアップテント横幕 \1,000
カーゴ⽤⾬カバー \500
グリーンカーゴ⾬カバー \500

無線機・ｹﾙﾋﾞﾝﾒｰﾀｰ・⼊射計・ｻﾝﾊﾟｽ 無線機（GDR3500/５台ｾｯﾄ） \16,000
無線機チャージャー（GDB/GDR3500⽤） \1,000
無線機（GDR4800 / 5台セット） \16,000
無線機（GDR4800 / 2台セット） \7,000
無線機チャージャー（GDR4800） \1,000
無線機（ｹﾝｳｯﾄﾞ/５台ｾｯﾄ） \16,000
無線機（ｹﾝｳｯﾄﾞ/２台ｾｯﾄ） \7,000
無線機チャージャー（ケンウッド） \500
無線機予備バッテリー \1,300
モトローラー⽤インカム \2,500
⼯具BOX \1,000
⽔平器 \1,000
ケルビンメーター \10,000
シネチェッカー \10,000
デジタル⼊射計 \10,000
スピードメーター２ \8,000
SUUNTO TANDEM Zone1 レンタル \300
繰り返しタイマー \500

ＬＥＤ/パネル ハドソンスパイダー \20,000
ﾊﾄﾞｿﾝｽﾊﾟｲﾀﾞｰ ｽﾃﾙｽｷｯﾄ(ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ) \10,000
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スペースフォース クロマQ \12,000
Creamsource Micro クリームソースマイクロ \13,000
クリームソース⽤ｽﾅｯﾌﾟﾊﾞｯｸｾｯﾄ \3,000
アストラフラット \12,000
アストラ⽤キミーラセット \3,000
LED SKYPANEL S30-C \20,000
LED SKYPANEL S60-C \25,000
LED SKYPANEL S120-C \32,000
LED SKYPANEL S360-C \55,000
LED SKYPANEL S30-C⽤キミーラ \3,000
LED SKYPANEL S60-C⽤キミーラ \4,000
LED SKYPANEL S60-C⽤ｵｸﾄﾊﾟｽｷﾐｰﾗ \5,000
SKYPANEL S-60C⽤ｱｸｾｻﾘｰｷｯﾄ \1,500
SKYPANEL⽤リモートコントロール \3,000
Free Style41 \20,000
Free Style31 \18,000
Free Style21 \14,000
Free Style31⽤スナップバックセット \3,500
Free Style21⽤スナップバックセット \3,000
LED SELECT30 \16,000
LED フォトディオックス1500 \10,000
LED フォトディオックス300 \4,000
LED フォトディオックス318 \4,000
LED フォトディオックスC-700 \6,000
LED フォトディオックス VR4500 \12,000
LED フォトディオックス VR2500 \7,500
LED フォトディオックス VR1200 \5,000
LED Hilio \8,000
LEDフレックスライト D＆Tセット(各1づつ) \6,000
LEDフレックスライト BIカラー \10,500
LEDフレックスライト １×４ BIカラー \18,000
LEDフレックスライト １×２ BIカラー \13,000
ファブリックライト 枠付き \20,000
ﾌﾚｯｸｽﾗｲﾄ1×4⽤ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｯｸｽ(ﾙｰﾊﾞｰ付) \500
ﾌﾚｯｸｽﾗｲﾄ1×1⽤ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾙﾗﾝﾀﾝ \2,000
LEDマトリクスマルチカラー16灯 \8,000
LEDマトリクスマルチカラー8灯 \5,000
LEDマトリクス16灯⽤連結グリップセット \1,000
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LEDセレブ450Q \20,000
LEDセレブ450 \18,000
LEDセレブ250 \15,000
LEDセレブ450Q⽤スナップバックセット \3,500
LEDセレブ450⽤スナップバックセット \3,000
LEDセレブ250⽤スナップバックセット \3,000
セレブ400⽤エッグクレート \500
セレブ200⽤エッグクレート \500
LEDシネロイド800バイカラー \5,000
LEDシネロイド400バイカラー \4,000
LEDシネロイド10バイカラー \3,500
LED1×1フィローニ \6,000
ＬＥＤライトパネル１×１COLOR \5,000
ＬＥＤライトパネル１×１(F) \3,000
ＬＥＤライトパネル１×１(S) \3,000
１×１ﾗｲﾄﾊﾟﾈﾙ⽤Ｖﾏｳﾝﾄﾊﾞｯﾃﾘｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ \1,000

ＬＥＤ/スポット HIVE HORNET 200-C \11,000
LEDPinスポット Dタイプ \6,000
LEDPinスポット Tタイプ \6,000
LED LITEPARPRO（1セット2台） \2,000
LED LITEPARPRO 【NEW】(1セット2台) \2,000
ARRI L10 \15,000
ARRI L7 (COLOR) \12,000
ARRI L5-C \8,000
Litepanels Sola9（D） \8,000
Litepanels Inca9（T） \8,000
Litepanels Sola6（D） \6,000
Litepanels Inca6（T） \6,000
Litepanels Sola4（D） \3,000
Litepanels Inca4（T） \3,000
Fiilex Q1000 \4,000
Fiilex Q1000⽤ キミーラ \1,000
Fiilex Q1000⽤ オクトパスキミーラ \1,500
Fiilex Q1000⽤アクセサリーセット \2,000
Fiilex P360 set （2台1set） \6,000
Fiilex P180 set （2台1set） \4,000
LED デドライト 2.1 Biカラー \3,000
LED デドライト 3.0 \5,000
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LED デドライト 2.1/3.0 Biｶﾗｰﾚﾝｽﾞｾｯﾄ \1,000
LED デドライト 7.1 turbo \12,000
LED デドライト 7.1 turbo ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ \2,000
LED デドライト 10 Biカラー \13,000
LED デドライト ZILLA（2台1set） \4,000
LED ﾃﾞﾄﾞﾗｲﾄ ZILLA ｱｸｾｻﾘｰｷｯﾄ \2,500
LED ﾃﾞﾄﾞﾗｲﾄ ZILLA ﾊﾞｯﾃﾘｰｷｯﾄ \3,000
ﾃﾞﾄﾞﾗｲﾄ ﾊﾟﾗﾚﾙﾋﾞｰﾑﾚﾝｽﾞｾｯﾄ HMI200W/LED7 \1,500
ﾃﾞﾄﾞﾗｲﾄ ﾊﾟﾗﾚﾙﾋﾞｰﾑﾚﾝｽﾞｾｯﾄ HMI400W/LED10 \2,000
ﾃﾞﾄﾞﾗｲﾄﾜｲﾄﾞﾚﾝｽﾞｾｯﾄ(400W/LED10) \1,500
ﾃﾞﾄﾞﾗｲﾄ映写⾓度変更ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ(400w/L10) \2,000
LED SOURCEFOUR（COLOR） \12,000
LED SOURCEFOUR Ⅱ（COLOR） \12,000
LED SOURCEFOUR（Bi-COLOR） \10,000
LED SOURCEFOUR（T） \8,000
LED SOURCEFOUR（D） \8,000
LED Sola ENG（2台1set） \4,000
LEDフォーカシングライトセット \5,000
LED Zylight \6,000
ＬＥＤミニパーライト（3台1set） \10,000
ステラプロ CL5000 \6,000

ＬＥＤ/etc Free Style LED チューブ 4ft \16,000
Mi-light（4台1set） \3,000
LED ナンガン カラーチューブ(2本1set) \4,000
LED ﾅﾝｶﾞﾝ ｶﾗｰﾁｭｰﾌﾞ 4ft(2本1set) \6,000
LED ﾅﾝｶﾞﾝ ｶﾗｰﾁｭｰﾌﾞ 4ft (1本/AC専⽤) \4,000
MQクランプ \400
LED ICE LIGHTセット \3,000
CALIBER 3-Light Kit （3台1set） \3,000
LED LENSER \1,000
LED LENSER P7.2 \1,000
LED LENSER P17.2 \1,600
LED 灯籠ライト(2個1set) \3,000
LED ファイヤーランプセット(2個1set) \1,500
LED ALADDINﾎﾟｹｯﾄﾗｲﾄ(D&T set) D3台 T3台 \6,000
LED ALADDINﾎﾟｹｯﾄﾗｲﾄ color(2個set) \3,000
LED ALADDINﾎﾟｹｯﾄﾗｲﾄ Biカラー(2個set) \3,000
LED ALADDIN Aライト \6,000
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ANDYCINE(ｱﾝﾃﾞｨｰｼﾈ) \1,500
LED Q-Line 25w(6本1set) \15,000
LED Q-Line 50ｗ(6本1set) \18,000
LED Q-Line 6ft(75w)(2本) \12,000
LED Q-Line 8ft(100w)(2本) \16,000
Q-Line 2ft(25w)⽤エッグクレート \1,500
Q-Line 4ft(50w)⽤エッグクレート \1,500
300wディマー(Q-Line⽤) \500
DMX6chコントローラー \3,000
LEDケルビンスティック \10,000
LEDライトバー(D) \13,000
LEDライトバー(T) \13,000
LEDライトバー（カラー） \15,000
ウシオ LEDダイクロ球セット（T） \5,000
ウシオ LEDダイクロ球セット（D） \5,000
LEDダイクロ球セット \5,000
LED蛍光管セット（40型フロスト）(10本1set) \6,000
LED蛍光管セット（40型クリア）(10本1set) \6,000
LED蛍光管⽤FLホルダー \400
LED Viltrox L116T Biカラーキット \1,500
ＬＥＤライトパネルキット \6,000
LED単三バッテリーライティングキット \6,000
LumenRadioセット \8,000
BlackBird(ブラックバード) \6,000

KINOFLO 40w4BANKエッグクレート \1,000
20w4BANKエッグクレート \1,000
Tegra４BANK \3,000
BarFly400 \4,000
カミオリングライト \10,000
VistaBeam600/610 \6,500
Vista Single \3,000
ParaBeam400 \5,000
ブランケットライト 16灯 \20,000
１１０ｗ４ＢＡＮＫ \12,000
１１０ｗ２ＢＡＮＫ \8,000
１１０ｗ１ＢＡＮＫ \4,000
１１０ｗ１ＢＡＮＫハーネス \3,000
８５ｗ４ＢＡＮＫ \12,000
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８５w２ＢＡＮＫ \8,000
８５ｗ１ＢＡＮＫ \4,000
８５ｗ１ＢＡＮＫハーネス \3,000
４０ｗ８ＢＡＮＫ（IMAGE87） \6,000
４０ｗ４ＢＡＮＫ（IMAGE47） \4,000
４０ｗ４ＢＡＮＫ \4,000
４０ｗ２ＢＡＮＫ \2,000
４０ｗ１ＢＡＮＫ \1,200
４０ｗ１ＢＡＮＫハーネス \800
２０ｗ４ＢＡＮＫ \4,000
２０ｗ２ＢＡＮＫ \2,000
２０ｗ１ＢＡＮＫ \1,200
２０ｗ１ＢＡＮＫハーネス \800
１ＢＡＮＫホルダー \400
２ＢＡＮＫホルダー \400
Diva-Lite400 \6,000
Diva-Lite200 \5,000
Diva-Liteハーネス \2,000
マイクロフロキット \2,000
ミニフロキット \2,000
１２ｖシングルキット \4,000
キノフロリングライト \3,000
ビスタビーム連結ロッド \500
ブランケットライトルーバー \6,000
１１０ｗ４ＢＡＮＫルーバー \1,500
１１０ｗ２ＢＡＮＫルーバー \1,200
１１０ｗ１ＢＡＮＫルーバー \1,000
８５ｗ４ＢＡＮＫルーバー \1,500
８５w２ＢＡＮＫルーバー \1,200
８５ｗ１ＢＡＮＫルーバー \1,000
４０Ｗ８ＢＡＮＫｲﾒｰｼﾞﾙｰﾊﾞｰ \1,000
４０Ｗ４ＢＡＮＫルーバー \500
４０Ｗ４ＢＡＮＫｲﾒｰｼﾞﾙｰﾊﾞｰ \500
４０Ｗ２ＢＡＮＫルーバー \500
４０Ｗ１ＢＡＮＫルーバー \500
２０Ｗ４ＢＡＮＫルーバー \500
２０Ｗ２ＢＡＮＫルーバー \500
２０Ｗ１ＢＡＮＫルーバー \200
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キノフロリモートコントロール（Tegra⽤） \500
C700スペクトルメーター \12,000

KINOFLO B/C ４ＢＡＮＫバラスト \2,000
２ＢＡＮＫバラスト \1,000
１ＢＡＮＫバラスト \500
８ＢＡＮＫコード \500
４ＢＡＮＫコード \400
２ＢＡＮＫコード \400
１ＢＡＮＫコード \400
メガフロ１ＢＡＮＫバラスト \1,000
メガフロ２BANKバラスト \4,000
メガフロ４BANKバラスト \6,000
メガフロ１BANKバラスト ユニバーサル \2,000
メガフロ２BANKバラスト ユニバーサル \6,000
メガフロ４BANKバラスト ユニバーサル \8,000
メガフロ４BANKコード \500
メガフロ２BANKコード \500
メガフロ１ＢＡＮＫコード \500
１２Ｖシングルバラスト \500
４ＢＡＮＫパラレルコード \500
２ＢＡＮＫパラレルコード \500
メガフロ４BANKパラレルコード \700
メガフロ２BANKパラレルコード \500
１１０ｗハーネスコード \400
８５ｗハーネスコード \400
４０ｗハーネスコード \200
２０ｗハーネスコード \200

KINOFLO 球 １１０Ｗメガフロ球（Ｄ） \1,000
１１０Ｗメガフロ球（Ｔ） \1,000
キノフロブランケットライト球 D(16本) \14,000
キノフロブランケットライト球 T(16本) \14,000
８５ｗキノフロ球（Ｄ） \1,000
８５ｗキノフロ球（Ｔ） \1,000
４０Ｗキノフロ球（Ｄ） \300
４０Ｗキノフロ球（Ｔ） \300
４０ｗキノフロ球（Ａ） \300
４０Ｗキノフロ球（レッド） \500
４０Ｗキノフロ球（グリーン） \500
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４０Ｗキノフロ球（ブルー） \500
４０Ｗキノフロ球（イエロー） \500
４０Ｗキノフロ球（ピンク） \500
２０Ｗキノフロ球（Ｄ） \300
２０Ｗキノフロ球（Ｔ） \300
２０ｗキノフロ球（Ａ） \300
２０Ｗキノフロ球（レッド） \500
２０Ｗキノフロ球（グリーン） \500
２０Ｗキノフロ球（ブルー） \500
２０Ｗキノフロ球（イエロー） \500
２０Ｗキノフロ球（ピンク） \500

蛍 光 灯 ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ型蛍光管55w昼⽩⾊(2本set) \800
キノフロスパイラル球セット26w(D/2個set) \800
キノフロスパイラル球セット26w(T/2個set) \800
ＦＬロケーションキット \2,000
街灯ライト１灯 D/T \2,000
110W5000K昼⽩⾊ \500
110W5000K昼⽩⾊AA \500
110W3000K電球⾊ \500
40w6500K昼光⾊AAA \300
40w5500Kｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(D) AAA \500
40w3200Kｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(T) AAA \500
40w5500K映画⽤AAA \500
40w5000K昼⽩⾊ \300
40w5000K昼⽩⾊AAA \300
40w4000K⽩⾊AAA \300
40w4000K⽩⾊AA \300
40w4000K⽩⾊ \300
40w3000K電球⾊AAA \300
40w3000K電球⾊ \300
40wブラックライト \1,000
20wブラックライト \1,000
20w6500K昼光⾊AAA \300
20w6500K昼光⾊ \300
20w5500K映画⽤AAA \300
20w5000K昼⽩⾊ \300
20w5000K昼⽩⾊AAA \300
20w4000K⽩⾊ \300
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20w3000K電球⾊AAA \300
20ｗ3000K電球⾊ \300
スリム蛍光管ｈｆ32ｗ4700ｋAＡＡ \300
23w蛍光灯Ｕ管 \300
40wレインボースリーブ \100
40wレインボースリーブN6 \100
40wレインボースリーブN3 \100
20wレインボースリーブN3 \100
20wレインボースリーブN6 \100
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部⾨ 名称 新価格
消耗品Ａ 難燃トレペ 2200mm×40m \20,000

難燃トレペ 2200mm×20m \13,000
難燃トレペ 1100mm×20m \3,800
トレーシングペーパー 2200mm×40m 40ｇ \12,500
トレーシングペーパー 2200mm×20m 40ｇ \10,000
トレーシングペーパー 1250mm×20m 40ｇ \2,600
トレーシングペーパー 1100mm×20m 40ｇ \1,800
照明⽤ビニール 4000mm×50m \40,500
照明⽤ビニール 4000mm×1m \1,000
照明⽤ビニール 1830mm×50m \9,000
照明⽤ビニール 1830mm×1m \210
照明⽤（梨地）ビニール  1250mm×50m \7,000
難燃梨地ビニール 1800mm×50m \16,000
⽩ビニール（乳⽩）1800mm×30m \20,500
⿊ビニール（遮光）1830mm×50m \15,000
⿊ビニール（遮光） 1830mmx1m \400
グレービニール 1830mm×50m \20,000
透明ビニール 1830mmＸ50m \11,000
⼟間ビニール 6m×30m \23,000
⼟間ビニール（ｍ） \1,000
ヨウジョウビニール 1830mm×100m（0.03） \3,300
ソフトビニール 1830mm×50m \12,000
ソフトビニール  1830ｘ1m \300
ｸﾘｽﾀﾙﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ 3100mm×20m \37,000
ｸﾘｽﾀﾙﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ 3100mm×10m \20,000
ｸﾘｽﾀﾙﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ 2200mm×20m \22,500
ｸﾘｽﾀﾙﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ 1250mm×20m \11,500
ｸﾘｽﾀﾙﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ 1250mm×10m \6,000
⿊ケントロール(1100mmx10M) \3,500
⽩ケントロール(1360mmx10M) \3,900
グリーンパンチ（8m） \20,000
ブルーパンチ（8m） \15,000
グレーパンチ(8m) \20,000
３尺⿊パンチ（３０ｍ） \30,000
３尺⿊パンチ（ｍ） \1,200
３尺⽩パンチ（３０ｍ） \30,000
３尺⽩パンチ（ｍ） \1,200
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３尺パンチ（グレー） \25,000
６尺⽩パンチ（２５ｍ） \51,000
６尺⽩パンチ（ｍ） \2,400
６尺⿊パンチ（３０ｍ） \59,000
６尺⿊パンチ（ｍ） \2,400
ｴｱｰｷｬｯﾌﾟﾏｯﾄ 1000mm×42m \5,300
ｴｱｰｷｬｯﾌﾟﾏｯﾄ 1m \200
ダンボールマット 1100mmｘ50m \6,300
レスキューテープ（耐熱260℃）50mm✕11ｍ \7,700
ピンチ（１６個⼊） \340
ブラックピンチ（16個） \720
細引(⽩) 6mm/15m \660
細引(⿊) 6mm/1５m \1,100
軍 ⼿  \700
イボ付き軍⼿ \700
⿊イボ付き軍⼿（ﾌﾞﾗｯｸｻﾝﾀﾞｰ） \750
⽪⼿袋（⼀組） \1,500
ゴム⼿袋 \800
編集⽤⼿袋 \330
Mt フォトテープ 50mm幅 \1,900
Mt フォトテープ 38mm幅 \1,500
Mt フォトテープ 25mm幅 \950
パーマセル 50mm⼱ ⿊ \3,200
パーマセル 50mm⼱ ⽩ \1,800
パーマセル 25mm⼱ ⿊ \1,600
パーマセル 25mm⼱ ⽩ \1,200
パーマセル25mm(ﾍﾞｰｼﾞｭ) \1,600
両⾯ガムテープ 50mm×15m \1,000
両⾯ガムテープ 25mm×15m \500
両⾯ガムテープ 10mm×15m \280
⿊ガムテープ 50mm×25m \650
⽩ガムテープ 50mm×25m \650
セロテープ(⼿で切れる) 50mm×50m \570
セロテープ(⼿で切れる) 24mm×50m \270
両⾯セロテープ 12mm×6m \400
養⽣テープ 50mm×25m ⽩・⿊・緑 \700
養⽣テープカラー（⾚⻘⻩） \700
養⽣テープ（影武者） \1,000
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ビニールテープ（各⾊） 19mm×10m \160
アルミホイル 300mm×25m \830
ブラックラップS⼱ 300mm×16ｍ \7,000
ブラックラップW⼱ 600mm×8m \7,000
⽩ 布 2300mm/ｍ \1,200
⿊ 布 2300mm/ｍ \2,300
天竺シーツ 1550mm/ｍ \1,500
合成⽤ニット（ｸﾞﾘｰﾝ・ﾌﾞﾙｰ）1000mm/ｍ \1,800
ハイミロン 950mm/ｍ \2,300
シルバーニット 950ｍｍ/ｍ \1,600
⿊紗S⼱（ﾊｰﾄﾞ）1150mm/ｍ \700
⿊紗W⼱（ｿﾌﾄ）1880mm/ｍ \800
⽩紗S⼱（ﾊｰﾄﾞ）1150mm/ｍ \700
⽩紗W⼱（ｿﾌﾄ）1880mm/m \800
ウールペーパー \10,000
ウールペーパー 上質 \13,000
⿊ 紙 \120
⽩ 紙 \130
スーパーレフシート \500
レフ⾦紙 FLOOD \550
レフ⾦紙 SPOT \390
レフ銀紙 FLOOD \500
レフ銀紙 SPOT \400
ポリシャイン Ｎ 1800mmX100m 0.035m/m \18,000
ネオポリシャイン 1800mm×50m(⽳あり) 0.1m/m \18,000
ナイスタック 50mmＸ10m \900
ナイスタック 15mmＸ20m \540
マスキングテープ 50mm×18ｍ \500
マスキングテープ 24ｍｍ×18ｍ \200
マスキングテープ 18ｍｍ×18ｍ \180
合成ニットテープ ｸﾞﾘｰﾝ 50mmx10m \3,200
合成ニットテープ ﾌﾞﾙｰ 50mmx10m \3,200
合成ニットテープ DGｸﾞﾘｰﾝ 50mmx10m \3,200
合成ニットテープ DGﾌﾞﾙｰ 50mmx10m \3,200
ガッファーテープ 50mm×50m \4,000
ガッファーテープ 25mm×45m \2,500
ガッファーテープ蛍光⾊ 50mm×50m \4,500
ガッファーテープ蛍光⾊ 25mm×45m \3,200
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ハイミロンテープ  50mm✕10m \2,500
ハイミロンテープ 25mm✕10m \2,900
ウールペーパーテープ 50mm✕20m \2,200
セットペーパー 2.72⼱×11m \12,000
セットペーパー 2.72⼱×25m \22,000
セットペーパー 3.56⼱×30.5m \49,000
セットペーパー   3.56⼱×15m \30,000
セットペーパー 1.36⼱×11m \6,700
コードガードテープ 150mm✕36ｍ（トンネルテープ） \8,000
難燃カポック⽩（3×6） \1,900
難燃カポック⿊（3×6） \3,000
カポック⽩⿊（3×6） \3,800
カポックベージュ（3×6） \3,800
カポック⽩（4×8） \2,800
カポック⽩⿊（4×8） \8,500
ハードカポック⽩（3×6） \3,800
ハードカポック⽩⿊（3×6） \4,500
ハードカポック⽩（4×8） \6,200
ハードカポック⽩⿊（4×8） \10,000
ハードフォームコア⽩（3×6） \3,300
ハードフォームコア⿊（3×6） \4,100
ハレパネ（3×6） \4,500
ハレパネ（800mm×1100mm） \2,500
フォームコア（3×6） \2,800
ダンプラ（3×6） ⽩or⿊ 2.5mm厚 \1,800
３×６合成⽤パネル（ﾌﾞﾙｰ/ｸﾞﾘｰﾝ） \3,600
K-LINE ⿊ \3,500
K-LINE ⽩ \3,500
K-LINE ｸﾞﾚｰ \3,500
ダストオフ（ノズル付き）  \1,650
グラスター \550
CRC556 \1,000
フォグジュース（UNIQUE2.1） \3,600
フォグジュース 250ml（TINY） \6,000
フォグジュース（Viper） 1L \2,400
フォグジュース（rosco） 1L \3,300
フォグジュース（DF-50） 1L \5,000
フォグジュース（DF-50⽔性） 1L \5,800
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フォグジュース 25L（Viper） \38,500
フォグスプレー \4,200
ウエス（メリヤス地･２ｋｇ） \2,500
ウエス（ネル地･２０枚） \2,500
ウエス（タオル地･１５枚） \2,000
ビニール袋 10枚 90L \370
カッターナイフ （⼤） \520
カッターナイフ（⼩） \300
アクリルカッター \900
カッター替刃（⼤） 10枚⼊ \400
⿊刃カッター替え刃（⼤） 10枚⼊ \370
コンパネ（3×6） 12mm厚 \3,300
コンパネ（３×６･２４ｍｍ厚） \9,400
サバイバルシート(銀） 210mm×140mm \700
カッティングシート（Ｒ）ロール 500mm×15m \41,000
カッティングシート（Ｍ） \2,800
カッティングシート (30cmx30cm) \700
アクリルミラー3×6（ｼﾙﾊﾞｰ） \15,000
アクリルミラー3×6（ｺﾞｰﾙﾄﾞ） \22,000
乳⽩アクリル2mm（3×6） \10,000
乳⽩アクリル3mm（3×6） \14,500
透明アクリル1mm（3×6） \10,000
透明アクリル2mm（3×6） \10,000
カポックカバー（3×6） デジタルグリーン \10,000
カポックカバー（4×8） デジタルグリーン \17,500
芯⽊⼀束（太）36ｍｍ×45ｍｍ 6本⼊ \5,600
芯⽊⼀束（細）30ｍｍ×40ｍｍ 12本⼊ \8,200
芯⽊（太） 36mm×45mm \930
芯⽊（細）30mm×40mm \700
バンセン 3.1mm×700mm 1本 \30
マルチクリップ(4個⼊) \1,600
リピートタイ（⽩/⿊）200mm/10本 \400
リピートタイ（⽩/⿊）250mm/10本 \600
リピートタイ（⽩/⿊）300mm/10本 \800
タマロン（障⼦紙・難燃）950mm×60m \12,000
ひじあて \10,000
スタジオオーバーシューズ 10枚⼊ \450
無⽔アルコール 500mL \2,300
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アルコール 500mL \1,000
ドームビニール(M) 051\ーヤイワーラカ
バインド線(m) 黒 05\m1×mm0.1
アルミ針金 m 006\ｍ1×mm5.1線ミルア用栽盆
アルカリ単三乾電池 1本 \200
土のう袋 10枚 \100
スマイラックス 葉(12本) \5,100
打ち枝 葉(24本) \6,100
ピンセット \340
はさみ \1,300
油性マジック（黒･赤）太 \130

000,42\ンョジーバンコ）ルーロ（ータルィフＥＥＬータルィフ品耗消
006,3\）ズイサーターメ（ータルィフＥＥＬ
002,1\mm016×mm016）ズイサネシ（ータルィフＥＥＬ
000,22\ンョジーバンコ）ルーロ（ータルィフＯＣＳＯＲ
003,3\）ズイサーターメ（ータルィフＯＣＳＯＲ
050,1\mm016×mm016）ズイサネシ（ータルィフＯＣＳＯＲ

雨よけフィルター 1m \700
オーロラフィルター 1m \700
熱線吸収フィルター(m) 520,41\972
ダイヤフィルム 000,03\m01×0531

）ｇｋ1（スイアイラド）cte（品耗消 \400
5.5ｋゼネ燃料代 14L \2,240
2.8ｋゼネ燃料代 12.7L \2,030
1.6ｋゼネ燃料代 4.1L \650
900ｗゼネ燃料代 2.3L \370
止まるんです（シート） 000,2\ｍ06×mm0521
サーモシールド 005,445\mm0001×mm016
サーモシールド 1m \54,800
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レンタルのご利用にあたってのご案内と注意事項

株式会社アーク・システム 

弊社サービスをご利用頂く前に必ずお読みください。 

１． 初めてのお客様 
初めてのお客様はまず弊社営業デスクへお電話ください。取引確認書にご記入頂きます。ご登録完了後、御見積書を発行いたします。 

２． ご利用の流れ 
① 機材発注は専用の発注書にご記入の上、ＦＡＸもしくはＥメールでお願い致します。
（急遽ご入り用の場合以外は、書面でのご発注をお願い致しております。）
ご発注を確認後こちらからご連絡させて頂きます。 

② 機材の内容・ご使用日等をお伺いし、ご相談の上、最適と思われる機材のご紹介をいたします。
弊社では常に最新の機材を、最良の状態で提供しております。
ご利用日の２営業日前までにレンタル機材を決定してください。それ以降のご発注に関しては、別料金になる場合があります。

③ 機材レンタルは、弊社からの搬入出、もしくは弊社倉庫でのお受け取り等がございます。ご希望の運搬方法を承ります。
④ 御見積内容等をご確認の上、ご発注ください。
⑤ ご請求料金は、返却機材の確認後集計いたします。お約束のお支払い方法にて期日までにお支払いください。

３． 弊社営業時間 
月～土 日・祝 

機材の受注窓口時間 10:00 ～ 17:00 10:00 ～ 17:00 
尚、日曜日と祝祭日の御見積及びご請求書の作成に関しては、事前に営業担当までご相談くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
※年末年始は休業とさせて頂きます。



４． 弊社倉庫でのレンタル品 引渡し時間 
月～土 日・祝 

貸出時間 ご利用日の前日 
13:00～17:00 

ご利用日の前日 
13:00～17:00 

返却時間 ご利用日翌日 10:00 ～ 12:00 

※上記以外の時間になる場合には、スタッフの時間外作業費用及びレンタル機材の延長費などが別料金になる場合があります。

５． レンタル品の請求日数 
撮影前日の照明準備日、アングルチェック日、バラシ日、地方へ
の移動日 

0.5日 

ロケセットなどでの午前中の搬入指定がある場合 0.5日 
撮影本番日 １日 

６． ご請求額の算出方法 
レンタル品単価 × 数量 × 請求日数 + 点灯料 + 車両費※ + 人件費※ + 消耗品（販売） + 諸経費（高速代・駐車場代・燃料代など） 

※車両費・人件費についての単価は、レンタル機材価格表の（58）ページに記載しております。
下記の場合、別料金になる場合があります。 
・急な変更や急な追加の対応をするためにかかる時間外作業費用
・弊社倉庫内で機材の引き取り返却の対応をするためにかかる時間外作業費用
・ロケーションや搬入出の時間外対応費用



７． 機材の取扱に関するお願い 
・レンタル機材につきましては、弊社において十分に整備・調整をしておりますが、お客様におかれましてもご使用前に点検をしていただき不具合の有無
をご確認ください。万が一不具合がございましたら、お手数をおかけ致しますが、御使用前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
・弊社倉庫内引渡しの場合、貸出しの際に運搬時の破損・紛失等に関する覚書にご署名いただく場合があります。
・返却機材に破損・紛失等がある場合、同機材の購入代金・類似機材の調達及び修理に要した費用等をお客様にご負担いただきます。

８． キャンセル 

※ただし、借用機材、転用ができない消耗品・制作物はキャンセルできません。実費をご請求させていただきます。
※ご参考までに：気象庁による天気予報は、毎日 5時・11時・17時に発表されています。またこの時間以外にも状況により随時発表されるそうです。

９． その他 
・表示レンタル価格には消費税が含まれておりません。
・レンタル価格表の内容及び価格は予告なく変更されることがあります。

株式会社アーク・システム 
〒182-0033 東京都調布市富士見町 4-25-11 
TEL : 042-480-5611  FAX : 042-480-5613 
E-mail: arcinfo@arc-system.co.jp
URL http://www.arc-system.co.jp

ご利用日の前日 
12:00～17:00 

ご利用日の前日 
17:00～ 

機材 1日分のレンタル費用の 50％ 1日分のレンタル費用の 100％ 

車両 \20,000/台 \40,000/台 

関西営業所 
〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新 2-9-18 
TEL : 06-6370-6811  FAX : 06-6370-6813 
E-mail: arcinfo@arc-system.co.jp
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