
FAX:06-6886-3400

会社名 名前 連絡先 携帯番号

レンタル日 メールアドレス

NO. 機材名 個数 金額

1 ¥4,000-

2 ハスキー　三脚ハイボーイ（４段） ¥2,500-

3 大型カメラスタンド（カンボ） ¥5,000-

4 ホットシューアダプター ¥500-

5 ¥1,500-

6 ¥1,000-

7 ダブルクランプ（１個） ¥1,200-

8 スーパークランプ（１個） ¥1,000-

9 ¥1,000-

10 ¥1,500-

11 ¥1,200-

12 ¥2,500-

13 ¥3,500-

14 ¥1,500-

15 ¥6,000-

16 ¥6,000-

17 ¥1,500-

18 ¥6,000-

19 ¥1,500-

20 ¥3,000-

21 ¥3,000-

22 ¥4,000-

23 ¥5,000-

24 ¥5,000-

25 ¥6,000-

26 ¥7,000-

27 ¥5,000-

28 ¥6,000-

29 ¥7,000-

30 ¥3,000-

31 ¥500-

32 ¥7,000-

33 ¥1,000-

34 ¥500-

35 ¥1,000-

36 ハンドブロアー ¥500-

37 ウェイト ¥600-

38
39 ガムテープ（紙） ¥300-

40 ガムテープ（布） ¥500-

41 養生テープ（白） ¥300-

42 パックテープ（透明） ¥200-

43 セロハンテープ ¥150-

44 パーマセル（黒・白） ¥2,000-

45 ¥

46 ¥

※個数・金額を記入してください。 小計 ¥

※その他の機材も空欄に正式名称をご記入のうえ、ご相談ください。 消費税 ¥

※土日祝日のレンタル料金は表示価格の２０％ＵＰなります。 合計 ¥

〈 スタジオシロバコ　機材/備品 ご注文一覧表 ① 〉

　/     　　（　　）

単価(税抜)

ジッツオ　５段雲台set

オートポール　210-370cm（１本）

延長チューブ（マンフロット034）1.5m

Uフック（２個１組）

COMETディヒューザーザーム

ライトスタンド大（マンフロット004）

ブーム+スタンド（マンフロット085+008）

スーパーブーム+ウェイト（マンフロット）

センチュリースタンド40"アーム、ヘッド付き

GODOX LP-750 バッテリー２個セット

Profoto B1  500 Air（バッテリー１個付き）

Profoto B1  バッテリー（リチウム）

Profoto B2  250w ２灯 KIT（バッテリー１個付き）

Profoto B2  バッテリー

Profoto Air Remote TTL-C （Canon TTL専用）

Profoto Air Remote TTL-N （Nikon TTL専用）

COMET TWINKLE 400W（ファン付き）

COMET TWINKLE 400W（ファン付き）スタンド・アンブレラセット

フォトナ  HERO 24（電源部のみ）

フォトナ  HERO 24 1台1灯set（電源部×１,発光部×1）

フォトナ  HERO 24 1台2灯set（電源部×１,発光部×2）

COMET CX244Ⅲ（電源部のみ）

COMET CX244Ⅲ 1台1灯set（電源部×１,発光部×1）

COMET CX244Ⅲ 1台2灯set（電源部×１,発光部×2）

スモークマシン Z400フォグマシン ヒーター:400W リキッド300ml付き

スモークマシン用追加リキッド　300ml

可動式システムキッチン W2550 H860 D650　＊水と火は出ません。

コンセント変換アダプター（C30-2P）

Gハンガー（φ17,W97×H162,重さ0.34kg,許容吊下質量8kg以下）

送風機（定格電圧100V　定格消費電力124W/140W）

バック紙 (2.7m×5.5m) or (2.7m×11m)［色:　　　　　　］＊買取り ¥13,000-〜
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※その他の機材・備品も空欄に正式名称と個数をご記入のうえ、ご相談ください。
・サイズ表記が必要なものにつきましては必ずご明記ください。
・前もってこちらにご記入いただいていないものは当日ご用意できない可能性がございます。
・常備していないものもございますので、要事前ご予約となります。
・１週間前までに確定のご連絡をお願いいたします。

・スタジオマンはおりませんので、技術的サポート、撮影プランニングはいたしかねます。
・ご予約確定いただきました機材につきましては、ご利用の有無にかかわらず料金が発生いたします。
・初回は現金でのお支払いとさせていただきます。

〈備品について〉

・機材、コピー代を含む当日貸出しいたしました備品類も、スタジオ料金とともにご請求させていただきます。

【機材レンタル申込方法】

レンタル当日、身分の確認できるもののコピーもご持参いただきますようお願い申し上げます。

〈 スタジオシロバコ　機材/備品 ご注文一覧表 ② 〉

株式会社�⇥⇥⇤　宛  

単価(税抜)

・スタジオ内でのご利用に限ります。外部へのデリバリーは行っておりません。

・スタジオにはゴミ箱を用意しておりますが、ゴミ箱に入りきらない大きなゴミは処分代として400円(１袋／45L)いただきます。

こちらの〈スタジオシロバコ機材/備品ご注文一覧表〉と〈機材レンタル利用申込兼利用規約書〉に
必要事項をご記入の上、一週間前までにFAXにて送信ください。　FAX:06-6886-3400



〈スタジオシロバコ 機材レンタル申込書　兼　利用規約書〉

フリガナ フリガナ

会社・団体名 ご担当者名

※ご担当者名もご記入ください。

電話 FAX

利用期間 令和　　　　　　　　　 　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　日　　　　　　　　　〜　　　　　　　　　令和 　　　　　　　　　　年　　　　　　　　 　　月　 　　　　　　　　　日　（合計　　　　　　　　　　　日）

備考欄

　※ご要望等ございましたらご記入ください。

以下の利用規約の内容を確認し理解した上で、同規約を遵守することを約束して申し込みます。

★利用規約は必ずお読みください★

□貸出日から返却日までを含めて利用期間とさせていただきます。利用期間を超えますと当該超過日数の追加料金が発生致します。

□長期間（５日間以上）使用される場合の割引につきましては，ご相談をお受けしますので別途ご連絡ください。

□キャンセルにつきましては、ご利用期間１日目から起算して１週間前までにご連絡頂きますようお願い致します。

□利用料等のお支払方法につきましては、当日、現金にてお支払い頂きますようお願い致します。

　ただし，スタジオレンタルをご利用のお客様で継続的なお取引先様は，口座振込でのお支払も可能です。

　この場合，利用最終日の翌月末迄にお振込みください。（スタジオレンタル料と一緒にご請求させて頂きます。）

　スタジオレンタルのお客様のみのレンタルとさせていただきます。（機材ののみのレンタルはお断りさせていただいております。）

□火災、機材の盗難・破損及びその他の事故などにより、利用期間内にレンタル機材に発生した損害に関しては、事情の如何を問わず

　全て利用者様にご負担いただき、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。

□レンタル機材のお渡し後，速やかに動作確認等利用可能であることをご確認ください。利用上の問題がある場合には，

　貸渡後３時間以内にご連絡ください。ご連絡が無い場合には，当社は動作不良による責任は一切負いません。

□利用期間中のレンタル機材破損時に、当該機材につき他の利用客（予約客）があり又当該利用客の利用期間に　修理が間に合わない場合には

　当該利用客に発生した損害及び弊社が当該利用客から受け取る予定であった金銭もご負担いただきます。

□特殊な状況下（空撮，砂漠，火気を取り扱う場所，水中，森林等）での撮影に利用されるの場合は、必ず事前に当社にご相談ください。

　なお、当社が前記括弧内の環境下での利用を承諾しても、レンタル中の破損については、その責任は全て利用者様のご負担となります。

□国外に持ち出しは不可と致します。

　反社会的勢力であることが判明した場合には、無条件で契約を解除致します。また、損害賠償請求をさせて頂く場合がございます。

□当社から，個別に利用上の条件を付した際には，必ず遵守して頂きますようお願いいたします。

□ご利用日前に弊社から事前確認はございませんので、ご利用期間については、お間違いないようにお願いいたします。

□当社から、お電話、ＦＡＸ又はメールでお返事をさせていただき、ご利用日時が確定したときに契約成立とさせていただきます。

□前記各規約に違反した場合その他前記各規約違反に準じる事項が判明した場合には、いつでも当社が契約を解除することができるものとします。

□この際，当社は、利用者様に生じた損害については、一切責任を負いません。

★利用規約は必ずお読みください。★

■プライバシーポリシー■

上記個人情報については、弊社の業務（弊社のご案内資料の送付等も含む。）以外の目的では利用いたしません。

また、法令に基づき開示する場合を除き，ご本人様の同意がない限り、個人情報を第三者へ開示または提供することはありません。

⌅⇧⌃⌥�⇥⇥⇤� FAX：０６－６８８６－３４００

E-mail（携帯不可）

【テンジンベース又は機材レンタルを知られたきっかけを教えて下さい】

□インターネット検索で　　　　□雑誌・チラシの広告を見て　　　□知人の紹介で
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　利用規約　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□土日祝日のレンタル価格は，弊社ホームページ(http://www.shirobako.photos/#kizai_top)記載の価格の20％ＵＰとなります。

　１週間を過ぎますとスタジオレンタルと同様のキャンセル料(http://www.shirobako.photos/#kizai_top)が発生致しますのでご注意下さい。

□暴力や威力、詐欺的手法を用いて、経済的利益を追求する集団や個人(反社会的勢力)のスタジオの利用は、固くお断りしております。

http://www.shirobako.photos/#kizai_top
http://www.shirobako.photos/#kizai_top
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