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スタジオPALS青葉台　有料備品〈常時在庫〉

〈ストロボ機材〉 数量 〈消耗品〉

フォトナHERO2400ws(1台) 1,100円/h 8 パーマセルテープ(黒) 1,980円/本
フォトナヘッド(1灯) 550円/h 16 パーマセルテープ(白) 1,540円/本
バイチューブヘッド(1灯) 1,100円/h 3 パーマセルテープ(アイボリー) 1,760円/本
電動バンクストロボ(1灯) 3,300円/h 2 セロハンテープ 220円/本

ガムテープ 1,100円/本
〈ストロボアクセサリー〉 両面ガムテープ 1,650円/本

アンブレラ 550円/日 4 紙両面テープ 660円/本

アンブレラ用ディフューザー 330円/日 4 バックペーパー 2,200円/m
アンブレラXL deep 3,300円/日 1 ケント紙 220円/枚
アンブレラXL deep用ディフューザー 1,100円/日 1 トレーシングペーパー(2200mm) 550円/m
ソフトボックス(100×75cm) 2,200円/日 2 トレーシングペーパー(1800mm) 440円/m
ソフトボックス(135×100cm) 3,300円/日 1 トレーシングペーパー(1100mm) 330円/m

オパライト 2,200円/日 1 ユポ(3100mm) 3,300円/m

グリッドセット 1,650円/日 3 ユポ(2200mm) 2,200円/m
モーラオパライト ホワイト（90cm) 3,300円/日 1 ユポ(1800mm) 1,980円/m

スクープレフ 1,100円/日 2 ユポ(1600mm) 1,760円/m

デカレフ 1,100円/日 2 ウールペーパー 1,320円/m

スヌート 1,100円/日 2 タフニール 660円/m

〈タングステン機材〉 〈持ち込み〉

スポットライト 500w 1,100円/日 1 ジェネ持込料 （1600Ws未満） 330円/h
プリモスポット 1kw 2,200円/日 2 ジェネ持込料 （1600Ws以上） 550円/h
プリモスポット 2kw 3,300円/日 2 ヘッド持込料(1灯) 330円/h
プリモスポット 3kw 4,400円/日 1 モノブロック(1灯) 330円/h
スクープライト 1kw 2,200円/日 2 タングステン持込料（1kwあたり） 990円/日
スクープライト 2kw 3,300円/日 1 HMI持込料（1kwあたり） 1,540円/日
フラッドアイランプ 500w 550円/日 4

スカイライト 1.8kw 3,300円/日 4 〈その他備品〉 数量

ホリゾントライト 1kw 1,100円/日 4 黒布 3,300円/日 2
バンクライト 2kw 4,400円/日 2 紗幕 3,300円/日 1

エンドジョーズ 550円/日 2
〈スタンド〉 60cm×90cmユポ枠 1,100円/日 2

センチュリースタンド 1,100円/日 6 120cm×120cmユポ枠 1,650円/日 1

ハイスタンド 2,200円/日 2 カラーメーター 1,100円/日 1

スーパーブームセット 2,200円/日 1 フラッシュメーター 1,100円/日 1

大型衣類スチーマー 2,750円/日 1
〈三脚・カメラスタンド〉 送風機(ブロワー) 1,650円/日 1

ハスキー三段 2,200円/日 液晶モニター eizo 24inch 5,500円/日 1

ジッツオ５型５段（ギア雲台） 3,300円/日 食器1点 550円/日

フォーバカメラスタンド（ギア雲台） 4,400円/日 食器5点 1,650円/日
食器10点 2,200円/日
ごみ処理　45L 550円/袋

2021年6月1日現在

機材在庫は予告なく変更する場合があります
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