
種類 品目 種類 品目
タングステンライト 1kwプリモ LED スカイパネル-S60C

タングステンライト 1kw アリジュニア LED タイタンチューブ（8本セット）

タングステンライト 650ｗ アリジュニア LED タイタンチューブ

タングステンライト 300ｗ アリジュニア LED ヘリオスチューブ（8本セット）

タングステンライト 150ｗ アリジュニア LED ヘリオスチューブ

タングステンライト デドライトキット 3灯セット LED Flex Lite 1×4

タングステンライト 12kw フィルムギア LED Flex Lite 1×2

タングステンライト 10kw フィルムギア LED Flex Lite D&T 1×1 SET

タングステンライト 5kw フィルムギア LED LED デドライト

タングステンライト 2kw フィルムギア LED Aputure LS600x Pro

タングステンライト 1kw ジュニア・フィルムギア LED Q5

タングステンライト 650ｗ ジュニア・フィルムギア LED L7-Ｃ

タングステンライト 300ｗ ジュニア・フィルムギア LED LED Ｑ-Line50ｗ

タングステンライト 150ｗ ジュニア・フィルムギア LED LED Ｑ-Line25ｗ

タングステンライト オパライト LED LED Ｑ-Lineセット

タングステンライト スペースライト LED LED ソースフォーColor

タングステンライト スペースシルク LED LED LM-400セット

タングステンライト キューブシルク　120×120 LED LEDリニアパネル

タングステンライト キューブシルク　120×70 LED ROSCO LITE PADキット

ＨＭＩライト 18kw ＨＭＩ※ LED ケルビンスティックセット

ＨＭＩライト 12kw ＨＭＩ※ LED ボクサーライト

ＨＭＩライト 6kw ＨＭＩ※ LED キノフロ SELECT30

ＨＭＩライト 6kw ARRISUN※ LED LED お祭り電球 5ｍ 6w

ＨＭＩライト 4kw コンパクト※ キノフロ キノフロ40ｗ4BANK

ＨＭＩライト 4kw ARRISUN※ キノフロ キノフロ40ｗ2BANK

ＨＭＩライト 4kw ARRI X※ キノフロ キノフロ40ｗ1BANK

ＨＭＩライト 2.5kw コンパクト※ キノフロ 40wハーネス

ＨＭＩライト 2.5kw ARRISUN※ キノフロ キノフロ20ｗ4BANK

ＨＭＩライト 2.5kw ARRI X※ キノフロ キノフロ20ｗ2BANK

ＨＭＩライト 1.8kw ARRI MAX※ キノフロ キノフロ20ｗ1BANK

ＨＭＩライト 1.2kw コンパクト※ キノフロ 20wハーネス

ＨＭＩライト 1.2kw ARRISUNタイプ※ キノフロ キノフロ単管ホルダー

ＨＭＩライト 1.2kw ARRI X※ キノフロ キノフロ40w （D管、T管）

ＨＭＩライト 800w ARRI MAX キノフロ キノフロ20w （D管、T管）

ＨＭＩライト 575ｗ コンパクトタイプ ストロボ ブロンカラーグラフィットA2

ＨＭＩライト 575ｗ ユニフォーカス ストロボ アンブレラ（白） 100cm

ＨＭＩライト 575ｗ ARRISUNタイプ ストロボ シンクロコード

ＨＭＩライト 400w ポケットパー ストロボ パルソG

ＨＭＩライト 400w ポケットパーアクセサリーキット ストロボ アンブレラホルダー

ＨＭＩライト 400ｗ ソースフォー ストロボ オパリフレクター（シルバー）

ＨＭＩライト 200ｗ ポケットパー ストロボ ソフトボックス 3×4

ＨＭＩライト 200ｗ ARRISUNタイプ ストロボ アンブレラ（シルバー）

ＨＭＩライト 125ｗ ポケットパー ストロボ アンブレラリフレクター

ＨＭＩライト 125ｗ ポケットシリンダー

ＨＭＩライト バグOライト ※1hごとにバルブ料が必要になります。

ＨＭＩライト Para2200（灯体別）

ＨＭＩライト Broncolor 575w

ＨＭＩライト 各種シャッター

ＨＭＩライト 各種スクリーム 

レンタル機材リスト一覧

CATEGORY｜LIGHT



種類 品目 種類 品目
LED ガファーズコントロール バタフライ 13×13グリットシルク

LED ASTERAボックス バタフライ 12×12バタフライ

LED Sky Node（4波セット） バタフライ 12×12黒幕

LED Black Bird（4波セット） バタフライ 12×12シルク

LED DMXシーンセッター（48ch卓） バタフライ 12×12バウンズホワイト

LED DMXシーンセッター（24ch卓） バタフライ 12×12グリットシルク

LED DMXケーブルセット バタフライ 12×12リバースシルク

LED DMXスプリッター バタフライ 12×12サイレントグリッドクロス

キミーラ タイタングリッド バタフライ 12×12キメラ

キミーラ オクタキミーラ 60C バタフライ 12×12土間ビニール

キミーラ キミーラ 60C バタフライ 12×12風防（白）

キミーラ キミーラ18kw/12kw用 バタフライ 12×12風防（黒）

キミーラ キミーラ6kw用 バタフライ 12×12すだれ

キミーラ キミーラ4kw用 バタフライ 12×12エッグクレート

キミーラ キミーラ1.2kw用 バタフライ 12×10バタフライ

キミーラ キミーラ575ｗ用 バタフライ 12×9バタフライ

キミーラ キミーラ400ｗ用 バタフライ 12×9黒幕

キミーラ キミーラ125ｗ用 バタフライ 12×9シルク

キミーラ ランタン400ｗ用 バタフライ 12×9バウンズホワイト

キミーラ キミーラ1kw アリジュニア用 バタフライ 12×9グリットシルク

キミーラ キミーラ650ｗ アリジュニア用 バタフライ 12×9リバースシルク

レフ レフアーム バタフライ 12×9サイレントグリッドクロス

レフ ミラーアーム バタフライ 12×9キメラ

レフ 特大レフ 1900×1400 バタフライ 12×9ゴールドラメ

レフ 大レフ 1400×950 バタフライ 12×9シルバーラメ

レフ ミラー バタフライ 12×9スカイブルー

レフ アクリルミラー バタフライ 12×9 ライトグリッドクロス

レフ ゼノンミラー バタフライ 12×9 ウィンドストッパー

レフ 回転ミラー（大） バタフライ 12×9土間ビニール

レフ 回転ミラー（小） バタフライ 9×9バタフライ

レフ キャッチレフセット（大・小含む） バタフライ 9×6バタフライ

レフ キャッチレフ（大） バタフライ 9×6黒幕

レフ キャッチレフ（小） バタフライ 9×6シルク

レフ ライトブリッジ 7×7（4枚セット） バタフライ 9×6バウンズホワイト

レフ ライトブリッジ 15×15（4枚セット） バタフライ 9×6グリッドシルク

レフ ライトブリッジ 25×25（4枚セット） バタフライ 9×6リバースシルク

レフ ライトブリッジ 50×50（4枚セット） バタフライ 9×6サイレントグリッドクロス

レフ ライトブリッジ 100×100（2枚セット） バタフライ 9×6キメラ

レフ ライトブリッジ C-set バタフライ 9×6 ウィンドストッパー

バタフライ 20×20 バタフライ バタフライ 6×6バタフライ

バタフライ 20×20黒幕 バタフライ 6×6黒幕

バタフライ 20×20シルク バタフライ 6×6シルク

バタフライ 20×20バウンズホワイト バタフライ 6×6バウンズホワイト

バタフライ 20×20グリッドシルク バタフライ 6×6グリッドシルク

バタフライ 20×20土間ビニール バタフライ 6×6エッグクレート

バタフライ 20×20すだれ バタフライ 5×5エッグクレート

バタフライ 20×10バタフライ バタフライ 4×4エッグクレート

バタフライ 13×13バタフライ バタフライ 楕円バタフライ

バタフライ 13×13バウンズホワイト バタフライ フレキシブルパイプセット

レンタル機材リスト一覧

CATEGORY｜LIGHTING SUPPORT



種類 品目 種類 品目
バタフライ バタフライＬ字/Ｔ字コーナー スタンド ローコンボスタンド

バタフライ 3wayコーナー スタンド ランウェイベース

バタフライ 防炎用シート 12×12 スタンド ウォールプレート

バタフライ 防炎用シート 6×9 スタンド ウッドスタンド

アクセサリー アクセサリー一式 スタンド スタンドキャスター（3個セット）

アクセサリー ジョーズクランプ スタンド 40”センチュリー

アクセサリー ロングジョーズ スタンド 20”センチュリー

アクセサリー リボルバージョーズ スタンド メガブーム

アクセサリー ミニジョーズクランプ スタンド ライトブーム

アクセサリー シングル（マッファー）クランプ スタンド スタンドカーゴ

アクセサリー グリップヘッド スタンド センチュリーカーゴ 

アクセサリー ジャー スタンド ライトパイプ

アクセサリー マジックアーム スタンド オフセットアーム

アクセサリー Fクランプ スタンド ハーフセンチュリーカーゴ

アクセサリー カポックバサミ スタンド スーパーブーム

アクセサリー カポックフォーク スタンド メガブーム

アクセサリー ホームコアバサミ（ボードホルダー） フラッグ フラッグカーゴ

アクセサリー ミニホームコアバサミ フラッグ フロッピーフラッグ

アクセサリー バタフライクランプ フラッグ 黒フラッグ（大）

アクセサリー バタフライグリップ フラッグ 黒フラッグ（中）

アクセサリー バタフライグリップ 20×20 フラッグ 黒フラッグ（小）

アクセサリー バタフライヘッド フラッグ オープンフラッグ（大）

アクセサリー マシューズハンガー フラッグ オープンフラッグ（中）

アクセサリー 5kハンガー フラッグ オープンフラッグ（小）

アクセサリー 1kハンガー フラッグ フィンガーキット

アクセサリー エレンクリップ フラッグ 12×12フラッグ

アクセサリー ビッグベンクランプ フラッグ 12×9フラッグ

アクセサリー ロングテンション フラッグ 6×9フラッグ

アクセサリー ショートテンション フラッグ 6×6フラッグ

アクセサリー ダボ変換 フラッグ 5×5フラッグ

アクセサリー フラッグクランプ フラッグ 丸フラッグ5×5

アクセサリー ライトパイプ フラッグ 丸フラッグ4×4

アクセサリー Gクランプ フラッグ 丸フラッグ3×3

アクセサリー ポールキャット フラッグ 丸フラッグ2×2

アクセサリー サクションカップ　小 フラッグ 丸フラッグ1×1

アクセサリー セイフティ―ワイヤー フラッグ 丸フラッグセット

アクセサリー スピードグリップ フラッグ 4×4フレーム

アクセサリー 滑車 フラッグ 3×3フレーム

スタンド ロングジョンシルバー フラッグ 2×2フレーム

スタンド スーパーシネベーター フラッグ 1×1フレーム

スタンド ロードランナー フラッグ クッキー（大）

スタンド マンボコンボ フラッグ クッキー（小）

スタンド ハイローラーオーバーヘッド フラッグ ブラックソリット

スタンド ローラーオーバーヘッド フラッグ サバイバルキット

スタンド Mクランク ケーブル DMXコード 3pin 10m

スタンド ハイコンボスタンド ケーブル DMXコード 3pin 5m

スタンド コンボスタンド ケーブル 12kw/18kw延長ケーブル

スタンド 5kロースタンド ケーブル 6kw延長ケーブル

スタンド デジタルコンボ ケーブル 4kw/2.5kw延長ケーブル

スタンド 1kスタンド ケーブル M1.8延長ケーブル

スタンド 1kロースタンド ケーブル 1.2kw/575kw延長ケーブル

スタンド マンフロスタンド 幕 黒幕 10m×8m（防炎）

スタンド マンフロッドスタンド（小） 幕 黒幕 7.6ｍ×6.3ｍ



種類 品目 種類 品目
幕 黒幕 11尺×7m その他 オートポールT字コーナー

幕 黒幕 11尺×12m その他 フレキシブルパイプ4m

幕 黒幕 8尺×7m その他 フレキシブルパイプ3m

幕 黒幕 6尺×7m その他 フレキシブルパイプ2m

幕 ハイミロン8ｍ×7ｍ その他 フレキシブルパイプジョイント

幕 ハイミロン 7尺×4尺 その他 フレキシブルパイプL字コーナー

幕 デジタルグリーン幕 9m×8m その他 鉄管5m

幕 デジタルグリーン幕 12Ｆ×12Ｆ　 その他 鉄管4m

幕 グリーン幕 9Ｆ×6Ｆ その他 鉄管3m/2m/1m

幕 グリーン幕 4Ｆ×4Ｆ　 その他 テント3ｍ×6ｍ

幕 デジタルブルー幕 9m×8m その他 テント3ｍ×4ｍ

幕 ブルー幕 8m×6m その他 テント3ｍ×3ｍ

幕 ブルー幕 12Ｆ×12Ｆ　 その他 ディレクターチェアー

幕 ブルー幕 4Ｆ×4Ｆ　 その他 テーブル

幕 サウスシーブルー幕 8m×6m その他 ホワイトテーブル

幕 サウスシーブルー幕 12F×12F その他 マグライナー

幕 ブルームラバック 5m×3m その他 カートマスター

幕 ムラバック その他 ライトマグ

幕 グレー幕 8ｍ×3ｍ その他 バタカート

幕 バラクーダ（グリーン） その他 台車

その他 ウエイト その他 カーゴカバー

その他 Vマウントバッテリー（2個セット） その他 アウトドアワゴン

その他 バッテリーチャージャー その他 リヤカー

その他 カラーメーターⅢ その他 ザイルロープ

その他 グリップマット その他 ボーダーロープ

その他 6尺イントレ その他 箱馬セット

その他 アウトリガー その他 白箱(特大)

その他 手すり その他 白箱(大)

その他 5尺イントレ その他 4×8平台

その他 3尺イントレ その他 3×6平台

その他 インテリステージ（3尺） その他 3×3平台

その他 キャスター4コセット その他 水槽　4Ｆ×4Ｆ

その他 ヘルメット その他 ミラーボール(2尺玉)

その他 安全帯 その他 コンプレッサー

その他 ラッシング その他 チェーンブロック(ウィンチ)

その他 脚立各種 その他 ボサ(打ち枝)

その他 4ｍトラス その他 工具セット

その他 2.7ｍトラス その他 ゴージャッキセット

その他 2.3m トラス その他 インバーター500ｗ

その他 コーナーブロック その他 背負子

その他 ウィンドウマシーン　Re5 その他 ドライフットバッテリー

その他 ウィンドウマシーン　Re2 

その他 ハンドブロアー

その他 ボルナード

その他 ジェットストリーム

その他 ブライトヒーター

その他 ブライトヒーター ミニ

その他 スモークマシーン（1リットルオイル付）

その他 DF-50

その他 オートポール

その他 オートポールジョイント（2m/1.5m/1m）

その他 オートポールL字コーナー



種類 品目 種類 品目
ゼネレーター 5.5kVAゼネレーター（ガソリン付） ケーブル スパイダーBOX

ゼネレーター 5kVAゼネレーター（ガソリン付） ケーブル ACタップコード

ゼネレーター 2.8kVAゼネレーター（ガソリン付） ケーブル 2Pタコタップ

ゼネレーター 1.6kVAゼネレーター（ガソリン付） ケーブル ドラムコード

ゼネレーター 900VAゼネレーター ケーブル 各種変換コード

ゼネレーター 70kVAゼネレーター車両※ ケーブル 2kwスライダック

ケーブル 60sqケーブル ケーブル 1kwスライダック

ケーブル 38sqケーブル ケーブル 1kwトライダック

ケーブル 35sqケーブル ケーブル 2kwフリッカーマシーン

ケーブル 22sqケーブル ケーブル 3kwダウントランス

ケーブル 22sqショートケーブル ケーブル ケーブルマット

ケーブル 60sqショートコード ケーブル ケーブルマット バリアフリー

ケーブル 60Aケーブル ケーブル Y型プラグ

ケーブル 30Aケーブル ケーブル ライトビューター

ケーブル BOXタップ　60A

ケーブル BOXタップ　30A ※オペレーター料が別途必要になります。

レンタル機材リスト一覧

CATEGORY｜GENERATOR



種類 品目 種類 品目
撮影機材 ARRI AMIRAカメラセット 撮影機材 コンパクトサンシェード LMB-25

撮影機材 CFast2.0 120GB （1枚約45分収録可） 撮影機材 フィルター 4×5.65 TRUE ND 0.3

撮影機材 レンズ ZEISS UltraPrime 16mm 撮影機材 フィルター 4×5.65 TRUE ND 0.6

撮影機材 レンズ ZEISS UltraPrime 24mm 撮影機材 フィルター Vantage PL

撮影機材 レンズ ZEISS UltraPrime 32mm 撮影機材 バッテリー IDX DUO-150

撮影機材 レンズ ZEISS UltraPrime 50mm 撮影機材 バッテリー IDX VL-4S

撮影機材 レンズ ZEISS UltraPrime 85mm 撮影機材 ARRI　BP-8

撮影機材 レンズ ZEISS UltraPrime 135mm 撮影機材 カメラヘッド 7+7

撮影機材 レンズ Canon CN-E 14mm 撮影機材 三脚：ロンフォードビッグ

撮影機材 レンズ Canon CN-E 24mm 撮影機材 三脚：ロンフォードベビー

撮影機材 レンズ Canon CN-E 35mm 撮影機材 三脚：ハイハット

撮影機材 レンズ Canon CN-E 50mm 撮影機材 CFast2.0 128GB

撮影機材 レンズ Canon CN-E 85mm 撮影機材 CFast2.0 256GB

撮影機材 レンズ Canon CN-E 135mm 撮影機材 Panasonic モニター 17インチ

撮影機材 レンズ Canon CN-E 30-300mm 撮影機材 3尺カメラ台

撮影機材 フォローフォーカス　ARRI FF-5 撮影機材 カンボウェイトスタンド

レンタル機材リスト一覧

CATEGORY｜CAMERA



種類 品目 種類 品目
特機 ドリー（アクセサリー付き） 特機 ユーロジブ

特機 パンサー（アクセサリー付き） 特機 バズーカ

特機 レールセット（2.3m×3本・2.0m×2本） 特機 バズーカアジャスト

特機 Rレール 特機 バズーカベース

特機 直線レール 特機 オフセット

特機 アクセサリーセット（パンサー用） 特機 スタンダード

特機 スーパージブ 特機 アンカーベース

特機 ユーバンギーⅡ 140cm 特機 可動式オフセット L

特機 ユーバンギーⅡ 100cm 特機 回転台

レンタル機材リスト一覧

CATEGORY｜DOLLY


