
この度は、スタジオリバーをご予約頂きありがとうございます。

機材をお申し込みの際は、 色の付いた箇所へ 必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールにてご送付ください。

　撮影日： 月 日 スタジオ名： ｓｔ / ご担当者： 様

※ご注文内容確認の為、お電話させていただく場合がございますのでご連絡先は必ずご記入ください。

数量 数量

　【常備消耗品】　トレペ(840 /1100/1800/2200)　ケント紙(白・黒・グレー)　梨地(ﾀﾌﾆｰﾙ)　ウールペーパー　ブラックアルミ　ミクロトレース

　【無料】　カポック ・ 箱馬 ・ サイコロ ・ 砂ウエイト ・ サービスランプ ・ エレン ・ クランプ ・ AC延長は各スタジオにご用意してあります。

　【リスト外機材記入欄】

・常備機材以外をご予約の方で、撮影日前日にキャンセルをされた場合には「外注機材費」をご負担いただく場合が

　ございます。予めご了承ください。

ご不明な点などありましたら下記番号までご連絡ください。 　弊社記入欄(記入不要）

　特記事項

STUDIO　RIVER TEL :０３－３３５８－３８６１
月～土　１０：００～１９：００ FAX：０３－３３５８－３８６２
休　日曜、祝日 MAIL：ｓｔｕｄｉｏ-ｒｉｖｅｒ＠ｏｕｔｌｏｏｋ.ｊｐ

mobile Mail

スタジオ リバー 機材予約申込書

お申込み期限：　撮影日の２営業日前　PM１３：００まで

お名前 ※所属がある場合は会社名もご記入下さい

TEL Fax

レンタル機材一覧
※価格は税込表記　　　

　※常備機材はすべて共有機材となりますので、先着順となります。

機材名 価格 機材名 価格

ストロボ1600ｗ　　(Photona/1ｾｯﾄ) 1,650/ｈ スーパーブームスタンドセット 3,300

ストロボ2400ｗ　　(Photona/1ｾｯﾄ) 1,980/ｈ ジャンボアンブレラ　　(直径145cm) 2,200

ストロボ2400ｗ　　(Photona/ｼﾞｪﾈのみ) 1,100/ｈ 小型ファン 1,100

ストロボ1600ｗ　　(Photona/ｼﾞｪﾈのみ) 1,430/ｈ ブロアー 2,200

シングルヘッド　　　　  (Photona) 550/ｈ 紗幕 3,850

バイチューブヘッド　  (Photona) 2,200/ｈ 黒幕 3,850

グリッド　　　　　　　　　  (4枚/1ｾｯﾄ) 1,100 アクリル板 3,300

グリッド　　　　　　　　　  (3枚/1ｾｯﾄ) 550 無反射ガラス 2,200

ソフトライトボックス　　  (80cm×80cm) 2,200 LEDライト　　　　　 (FalconEyes/ﾌﾗｯﾄ) 5,500

ウェハーライトボックス (1m×1.3m) 4,400 LEDスポット　　　　(FalconEyes) 8,800

オパライト　　　　  (中50cm・小40cm) 2,200 Aputure LS-600x Pro 11,000

オパライト　　　　  (大70cm) 3,300 ライトドームⅡ　　 (Aputure/ｱｸｾｻﾘｰ) 2,200

センチュリースタンド(M/S) 880 Spotlightマウント26° (Aputure/ｱｸｾｻﾘｰ) 2,200

ハイスタンド (ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ) 2,200 ARRI compact ＨＭＩ ４kw　(8h以上定額) 3,300/h

2,420/m

受注確認日 確認担当者

０.５ｋWスポット 1,100 500ｗアイランプ

２ｋｗスカイパン 2,200 バックペーパー (2.7ｍ巾)  ※色見本別途

550

１ｋｗスポット 1,650 500ｗブルーランプ 1,100



この度は、スタジオリバーをご予約頂きありがとうございます。

機材をお申し込みの際は、 色の付いた箇所へ 必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールにてご送付ください。

　撮影日： 4 月 日 スタジオ名： 3 ｓｔ / ご担当者： 様

※ご注文内容確認の為、お電話させていただく場合がございますのでご連絡先は必ずご記入ください。

数量 数量

3

1

1
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　【常備消耗品】　トレペ(840 /1100/1800/2200)　ケント紙(白・黒・グレー)　梨地(ﾀﾌﾆｰﾙ)　ウールペーパー　ブラックアルミ　ミクロトレース

　【無料】　カポック ・ 箱馬 ・ サイコロ ・ 砂ウエイト ・ サービスランプ ・ エレン ・ クランプ ・ AC延長は各スタジオにご用意してあります。

　【リスト外機材記入欄】

・常備機材以外をご予約の方で、撮影日前日にキャンセルをされた場合には「外注機材費」をご負担いただく場合が

　ございます。予めご了承ください。

ご不明な点などありましたら下記番号までご連絡ください。 　弊社記入欄(記入不要）

　特記事項

STUDIO　RIVER TEL :０３－３３５８－３８６１
月～土　１０：００～１９：００ FAX：０３－３３５８－３８６２
休　日曜、祝日 MAIL：ｓｔｕｄｉｏ-ｒｉｖｅｒ＠ｏｕｔｌｏｏｋ.ｊｐ

mobile ０００-１２３４-５６７８ Mail studio-river@outlook.jp

スタジオ リバー 機材予約申込書

15 山田　花子

お申込み期限：　撮影日の２営業日前　PM１３：００まで

お名前 スタジオリバー　　山田　花子 ※所属がある場合は会社名もご記入下さい

TEL ０３-３３５８-３８６１ 会社 Fax ０３-３３５８-３８６２

レンタル機材一覧
※価格は税込表記　　　

　※常備機材はすべて共有機材となりますので、先着順となります。

機材名 価格 機材名 価格

ストロボ1600ｗ　　(Photona/1ｾｯﾄ) 1,650/ｈ スーパーブームスタンドセット 3,300

ストロボ2400ｗ　　(Photona/1ｾｯﾄ) 1,980/ｈ ジャンボアンブレラ　　(直径145cm) 2,200

ストロボ2400ｗ　　(Photona/ｼﾞｪﾈのみ) 1,100/ｈ 小型ファン 1,100

ストロボ1600ｗ　　(Photona/ｼﾞｪﾈのみ) 1,430/ｈ ブロアー 2,200

シングルヘッド　　　　  (Photona) 550/ｈ 紗幕 3,850

バイチューブヘッド　  (Photona) 2,200/ｈ 黒幕 3,850

グリッド　　　　　　　　　  (4枚/1ｾｯﾄ) 1,100 アクリル板 3,300

グリッド　　　　　　　　　  (3枚/1ｾｯﾄ) 550 無反射ガラス 2,200

ソフトライトボックス　　  (80cm×80cm) 2,200 LEDライト　　　　　 (FalconEyes/ﾌﾗｯﾄ) 5,500

ウェハーライトボックス (1m×1.3m) 4,400 LEDスポット　　　　(FalconEyes) 8,800

オパライト　　　　  (中50cm・小40cm) 2,200 Aputure LS-600x Pro 11,000

オパライト　　　　  (大70cm) 3,300 ライトドームⅡ　　 (Aputure/ｱｸｾｻﾘｰ) 2,200

センチュリースタンド(M/S) 880 Spotlightマウント26° (Aputure/ｱｸｾｻﾘｰ) 2,200

ハイスタンド (ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ) 2,200 ARRI compact ＨＭＩ ４kw　(8h以上定額) 3,300/h

2,420/m

APUTURE LS 600d Pro　×　１セット

受注確認日 確認担当者

０.５ｋWスポット 1,100 500ｗアイランプ

２ｋｗスカイパン 2,200 バックペーパー (2.7ｍ巾)  ※色見本別途

550

１ｋｗスポット 1,650 500ｗブルーランプ 1,100

mailto:studio-river@outlook.jp

