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インターネットLIVE配信

テレビやラジオの生中継のように映像や音声をサーバからリアルタイムにデータ化して、配信する方法のことをいいます。
ライブ配信では、臨場感あふれる映像や音声をリアルタイムに楽しむことができます。

●利用シーン
・講演会、セミナー
・音楽ライブ、舞台
・式典、パーティー
・社内行事
・スポーツ中継
・視聴者限定イベント

配信用エンコーダー
スイッチャー

配信用パソコン

現地配信システム 視聴側 :PC・スマートフォン等

PC

スマートフォン・タブレット

映像+音声 LAN

インターネット回線

映像入力

カメラ

マイク①

マイク②

●ネット配信システム ( 基本 )

●料金プラン

シンプルプラン

・カメラ+三脚 ( 固定 ) *1 台
・配信用パソコン *1 台
・キャプチャーボード *1 台

・配信スタッフ *1 名

※インターネット回線別

¥70,000~( 税別 )
ベーシックプラン

・カメラ+三脚 *1 台
・配信用パソコン *1 台
・配信用スイッチャー *1 台
・有線マイク *2 本
・配信スタッフ *1 名
・カメラマン *1 名

※インターネット回線別

¥110,000~( 税別 )
オプション
・カメラ+三脚 *1 式
・パソコン ( 再生用 ) *1 台
・ワイヤレスマイク *1 波
・インターネット回線
( 事前予約必要 3週間前～)
・音響機材
・照明機材
・映像機材

¥15,000~
¥20,000~
¥  8,000~
¥80,000~

※別途お見積り



LED DISPLAY

Shinning Star Series P-4
4.68mm LEDディスプレイ(屋内用)

消費電力：324w(max)
明るさ：2000cd/m
重量：14kg
サイズ：W600 x  H1350 x D70(コネクター部分)mm
ピクセル数：128 x 288

使用方法により見積価格/1日

基本 SET 110inch(16:9)4 モジュール
¥170,000( トラス・コントローラ込 )

仕様 (1モジュール )

コントローラ NOVASTAR VX4S
DP/HDMI/VGA/DVI/CVBS/SDIなど、
さまざまなフォーマットの信号を扱うことができる
LEDディスプレイコントローラー
■RJ45　LAN入力 x 1
■RJ45　LAN 出力 x 4
■ビデオ入力：DP x 1/HDMI x １/VGA x 2/DVI x 2/CVBS x 2/SDI x 1
■ビデオ出力：DVI Loop x 1/DVI x 1/VGA x 1/SDI Loop x 1

2400 x 1350

2700

4050

6750

2500

3220

6000

600

使用バリエーション



HOLOGRAM DISPLAY 

商品仕様
・材質：PC+アルミニウム
・カラー：ブラック
・ディスプレイサイズ(直径)：64cm
・視野角：176°
・表示色：1,670万色
・電源：AC110-240V
・スタンバイ時消費電力：0.1W
・製品寿命：100,000時間
・使用環境：室内

高速回転するプロペラに内蔵されたLED光源が
残像効果を生みだし、まるで映像が浮かんでいる
ように見えるLEDディスプレイです。

ファン型3Dホログラムディスプレイ

使用方法により見積価格/1日



BUSINESS PROJRCTER

¥20,000-価格 /1日

ビジネス プロジェクター
EPSON EV-100
型番 EV-100/EV-105
解像度 WXGA
方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
有効光束(白の明るさ：lm) (注1) (注2) 2,000lm
カラー光束(カラーの明るさ：lm) (注3) 2,000lm
コントラスト比 2,500,000:1(注7)
液晶パネルサイズ(対角：型) 0.59
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3
色再現性 フルカラー(約1,677万色)
本体サイズ(W×D×H)     プロジェクター本体：φ175×D260(mm)
                                 電源ユニット：361×110×65(mm) 
質量 約5.0kg

高い設置性と柔軟な投写角度
用途に応じて天井や配線ダクト、床に設置が可能です。
スポットライトのようなアーム型の形状で首振り可動範囲が広いため、
投写角度の柔軟性も高く、空間の映像演出の幅が広がります。

映像投写とスポットライトの使い分けが可能
プロジェクターとしての映像投写はもちろん、
商品などを照らすスポットライトとしても活用できます。
展示物や空間の作りに合わせて、映像と照明を使い分けることが可能です。

レーザー光源がもたらす明るさと高コントラスト
明るさ2,000lmと2,500,000：1の高コントラスト比で、
映像を鮮やかに投写することが可能。
投写映像の中で黒色のエリアがほとんど見えないため、
映像の切り抜き投写も違和感なくくっきりと映し出します。

3LCD方式ならではの色再現性
エプソンのプロジェクターは、カラーが明るい3LCD 方式を採用。
「全白(白100％)」と「カラー(カラー光束：Color Light Output)」
の明るさが同じです。

華やかな映像演出はもちろん、商品やコーポレートカラーを正しく発色でき、
カラー映像を明るく映し出せるプロジェクターを活用することは重要なポイントになります。

「EV-100」は、映像投写だけでなくスポットライトとしても活用できるというレーザー光源搭載プロジェクター。
空間になじみやすい円筒型の形状を採用することで、テーブルや展示台、商品などスクリーン以外への投写に活用できるだけでなく、
投写する映像を円や窓の形にするなどのアレンジが簡単に行える。
投写角度は360度自由に変更でき、壁・天井・床などさまざまな場所への設置が可能。店舗や飲食店などレイアウト変更が多い場所でも
優れた設置性を確保すると共に、様々な場所において映像による新しい空間演出を行うことを想定しているという。

3LCD方式の採用で、明るさは全白もカラーも同じ2,000ルーメン。解像度はWXGAを確保する。また3LCD方式のプロジェクターは
投写画面をカメラで撮影するときにノイズが出ないことから、SNSに映える鮮やかな写真が撮れることもアピールされている。

真上・真下・真横など、広範囲に向けられます。
投写角度の柔軟性が高いので、用途に合わせて壁や床、
テーブルなどさまざまな場所に投写できます。

スポットライトの色温度設定
スポットライトは3200K～10000Kまで色温度の設定が可能です。
暖かみのある色から、スタイリッシュな寒色系まで
使用される環境に合わせて色温度を設定できます。

豊富な投写バリエーション
カラーフィルターや切り抜きフィルター、照度設定などを組み合わせることで、
オリジナル映像を容易に作成できます。
豊富な投写バリエーションで、空間演出を盛り上げます。



MULTI DISPLAY CONTROLLER

使用方法により見積価格/1日

4K/60P 入力 マルチディスプレイコントローラー
GeoBox G406
4K/60P 入力、HDCP2.2/HDR対応
3840×2160@60p(YUV/RGB4:4:4)、4096×2160@60p、3840×2400@60pの
4K映像コンテンツ入力に対応します。また、HDCP2.2 の Ultra HD、HDR
（ハイダイナミックレンジ）対応コンテンツにも対応します。

多彩な表示パターン
HDMI、DisplayPort 各 2系統の入力信号を出力先ごとに
シングル 4面、2面マルチ +シングル ×2面、4面マルチなど多彩な表示パターン設定が可能です。

映像の回転・反転表示
出力先ごとに反転（左右、上下、左右 +上下）表示、オリジナル映像を回転させ、
コンテンツを編集することなく縦表示が可能です。（※4K/60P 入力時は非対応）

オーバーラップ機能
ピクセル単位で水平、垂直のベゼル補正が可能なため、ディスプレイのベゼル幅によって生じる
画面のズレを調整できます。また、複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、
重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。エッジブレンディング機能を搭載したプロジェクターと
併用するとで、画面の境目を感じさせないシームレスなマルチプロジェクションを実現します。

主な機能
回転機能

出力先ごとにオリジナル映像の回転が可能

オーバーラップの映像生成

複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。

BrigthSign & GeoBox 組み合わせ
4面マルチ (ヨコ )

上半分を表示したいコンテンツ、下半分を黒色の 4Kコンテンツを 2つ制作します。
または、BrightAuthor のレイアウト項目で、上半分だけコンテンツエリアを設定します。
同一ネットワーク環境下にBrightSign2 台を設置して、同期再生の設定を行います。 
G406L を併用することで、コンテンツをそれぞれフルHD（1080P）で切り出し
8K/1Kのマルチモニター表示を実現します。 

4面マルチ (田の字 )

1 つの映像を複数の表示機器にまたいで表示する場合、多くの機器は 4K入力には
対応していないため、例示のようにフルHD（1920×1080）で入力することになり、
1画面あたり 960×540 の精細さに欠けた表示になります。
G406を併用することで 4K入力が可能になり、1面あたり 1920×1080 のフルHDで
高精細に表示をすることができます。また、BrightAuthor のレイアウト、
スイッチプレゼンテーション機能を使用することでCase1 と Case2 を切替えて
表示することもできます。 



照明機器

KALEIDO SCREEN

使用方法により見積価格/1日

KALEIDO SCREEN(スクリーン用透明フィルム)

カレイドスクリーンは、プロジェクターなどの映像をはっきり映し出せる透明フィルムです。
世界最高水準である約90％の透明度があるので、窓に貼っても外の景色をキレイに眺めることが出来ます。
窓の向こうに見える景色と窓に映し出す映像で、幻想的な世界が表現されます。



TOTAL SHOW CONTROL SYSTEM

Showmaster LE
・2× シリアルポート
・4× ターミナルブロックリレーコネクタ
・4× ターミナルブロックデジタルインプットコネクタ
・1×MIDIインプット
・1×MIDIアウトプット
・1×DMXアウトプット
・2× イーサネットポート
・2×USB2.0ポート
・3× ウェブパネル接続
・1×タイムライン

ショーマスター LE は 1Uサイズのコンパクトなボディーに、必要最低限のイン
ターフェースを搭載した小規模システム向けコントローラです。
4系統の接点出力のほか、４デジタルインプット（電圧入力）、2系統のシリア
ル（RS232）、1系統のDMX512 を持ちます。物理ポートの数を限定したことで、
上位機種の STよりもコストパフォーマンスに優れた製品になります。
少ない物理ポートを補うために、イーサネットポートを 2系統もち、外部機器と
の接続にイーサネットを活用いただくと、物理ポートの数を越えた、より多くの
機器制御も可能になります。

スタンダードなプロトコル
TCP, MIDI, DMX, I/O, Serial, TimeCode

Projector MediaPlayer Pyro LightingSystem StageAutomation SoundSystem

TCP, MIDI, DMX, I/O, Serial, TimeCode

Projector MediaPlayer Pyro LightingSystem StageAutomation SoundSystem

映像再生装置プロジェクターモーター等オーディオ

プログラム内容により見積価格/1日



PROJECTION MAPPING

- Digital Video & Image Control Solution -
多彩な映像出力
・パワフルなキーストーン効果
・カーブ面への補正機能＋球体へのプロジェクション機能
・マルチスクリーン構築 (ブレンディング機能 )
・マルチレゾリューションの映像 /イメージを複数再生
・最大 11520 x1200 Pixcel 読み込み可能
・HD SDI によるDelay のない高品質なカメラ入力
・HD映像のマルチプレイバック
・複数のCatalyst を同期したマルチ画面構築
・プリセット及びキューリスト作成
・カラーエフェクト (カラーキーイング /マスキング等 )

カタリストは、HDD上にストックした映像コンテンツ (クイック
タイム )やグラフィック (JPEG,TIFF,PNG) をリゾリューションの
違いに関係なく、自由に組み合わせて再生することができ、出力
する際にはキーストーンの他、カーブした面への補正を加えて出力
することが可能な映像制御のソフトウェアです。本来は複雑なシ
ステムを構築する必要のある特殊な映像演出のシステムを 1台の
MACに集約することで安価に、そしてシンプルなシステムでの
ショー運営を可能にします。

マルチワイドスクリーンの構築　１台のMACで最大６画面
（Triplehead2Go２個使用時）

レイヤーを使用した自由なスケールとレイアウト

カーブドスクリーンへの映像マッピング

レイヤーのモニター又は
カタリストコントロール画面

様々な映像のコンポジット及びカラーキーイング

HDSDI 4 input
HDMI など

Catalyst with
MAC Pro

PC画面キャプチャー
LiveカメラInputが可能
最大12入力 Sound Out

TB Out

TB Out

RS422/シリアル出力で
スイッチャーやデッキの
制御が可能

TCP/IP

１

２

３

MIDI

外部機器からのプリセット制御

プログラム内容により見積価格/1日



価格/1日 ¥18,000-

価格/1日 ¥60,000- 価格/1日 ¥30,000-

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥2,000-

イメージ寸法 1990x1460mm スカート 880mm

足幅 340mm ケース寸法 2200mm

高さ 2480mm フレーム 8kg

イメージ寸法 1298x910mm スカート 1000mm

足幅 300mm ケース寸法 1410mm

高さ 2000mm 質量 6.4kg

外形寸法 3460x2040mm 有効画面寸法 3250x1830mm

最低位置 160mm 最高位置 1075mm

スクリーン 2.7kg フレーム 8.2kg

スタンド 4.6kg

外形寸法 4250x2490mm 有効画面寸法 4050x2290mm

最低位置 160mm 最高位置 1990mm

スクリーン 3.7kg フレーム 11.4kg

スタンド 9.9kg

外形寸法 5090x2950mm 有効画面寸法 4880x2740mm

最低位置 160mm 最高位置 1685mm

スクリーン 5kg フレーム 12.9kg

スタンド 9.9kg



輝度 10600lm 解像度 1920x1200

方式 DLP3チップ方式 光源ランプ 355wUHMランプx2

コントラスト比 10000：1 消費電力 990w

外形寸法 530x200x549mm 質量 24kg

入力端子 SDI/HDMI/RGB(BNCx5)/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力(BNC)/DVI

輝度 8500lm 解像度 1280x800

方式 DLP1チップ方式 光源ランプ 420wUHMランプx2

コントラスト比 10000：1 消費電力 1050w

外形寸法 498x200x556mm 質量 18.3kg

入力端子 HDMI/RGB(BNCx5)/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力(BNC)/DVI

輝度 2000lm 解像度 WXGA

方式 3LCD方式 光源 レーザーダイオード

コントラスト比 25000：1 消費電力 173ｗ

入力端子 HDMI 質量 5kg

外形寸法 PJ本体175x260電源361x110x65

輝度 5500lm 解像度 1920x1200

方式 3LCD方式 光源ランプ 245w UHE

コントラスト比 15000：1 消費電力 450w

外形寸法 377x110x29mm 質量 3.7kg

入力端子 D-sub15x2/RCA/HDMI/USB/RJ45(HDBaseT)

輝度 4200lm 解像度 1280x800

方式 3LCD方式 光源ランプ 245w UHE

コントラスト比 3000：1 消費電力 353w

外形寸法 377x93x271mm 質量 3.7kg

入力端子 HDMI/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力（RCA）

価格/1日 ¥60,000- 価格/1日 ¥40,000-

価格/1日 ¥20,000-

価格/1日 ¥300,000-
レンズ別￥20,000-

価格/1日 ¥140,000-
レンズ別￥10,000-



画面サイズ W1058xH632mm 画素数 1920x1080

外形寸法 W1089xH671xD57mm 消費電力 108W

質量 13.5kg

接続 HDMIx4/USBx2/LAN端子

画面サイズ W382.3xH234.4mm 入力 SDI,HDMI,RCA,D-sub

質量 2.7kg 画素数 1920x1080

消費電力 18w

画面サイズ W526xH295.5mm 入力 HDMI,D-sub,DVI-D

質量 4kg 画素数 1920x1080

消費電力 532.5x387.5x180 mm

画面サイズ W223xH125mm 入力 HDMI,ｱﾅﾛｸﾞRGB,ﾃﾚﾋﾞ

質量 540g 画素数 1366x768

消費電力 4.5w

画面サイズ W206xH155mm 入力 SD-SDI/HD-HDMI/ﾋﾞﾃﾞｵBNC

質量 730g 画素数 1024x600

消費電力 6w

価格/1日 ¥60,000- 価格/1日 ¥45,000-

価格/1日 ¥40,000- 価格/1日 ¥40,000-

価格/1日 ¥35,000- 価格/1日 ¥15,000-

画面サイズ W1331xH748mm 画素数 1920x1080

外形寸法 W1353xH833xD69mm 消費電力 202w

質量 27.5kg

接続 HDMIx4/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx2/LAN端子

画面サイズ W1152xH648mm 画素数 1920x1080

外形寸法 W1200xH728xD77mm 消費電力 125w

質量 21kg

接続 HDMIx3/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub変換機有)/USBx1

画面サイズ W1074xH604mm 画素数 3840x2160

外形寸法 W1101xH645xD58mm 消費電力 120w

質量 12kg

接続 HDMIx4/USBx3/LAN端子

画面サイズ W886xH498mm 画素数 3840x2160

外形寸法 W926xH556xD200mm 消費電力 120w

質量 11.5kg

接続 HDMIx2/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx1/LAN端子

画面サイズ W396.9xH702.4mm 画素数 1920x1080

外形寸法 W738xH435xD59mm 消費電力 65w

質量 6.5kg

接続 HDMIx4/USBx2/LAN端子

価格/1日 ¥8,000- 価格/1日 ¥8,000-

価格/1日 ¥4,000- 価格/1日 ¥6,000-



入出力 8in 3out 外形寸法 W317xH70xD193mm

映像入力 HDMI 質量 2kg

音声入力 Audio/In:RCA 消費電力 39.6w

出力 HDMI

入出力 8in 6out 外形寸法 W482xH116xD275mm

入力 DVI-D/RGB/BNC 質量 5.5kg

出力 DVI-D/RGB/BNC 消費電力 75w

P出力 PinP/KEY/DSK

入出力 4in 3out 外形寸法 W317xH108xD266mm

入力 HDMI/D-sub/CONPOSITE 質量 3.4kg

音声入力 HDMI/D-sub/CONPOSITE 消費電力 32w

P出力 PinP/DSK

入出力 4in 3out 外形寸法 W339xH87xD217mm

映像入力 1-3:HDMI/4:HDMI.GB.COMPONENT 質量 2.4kg

音声入力 1-4:XLR/5.6:RCA/7.8:StMoni 消費電力 36w

出力 HDMI

入出力 4in 2out 外形寸法 W237.5xH35xD103.5mm

映像入力 HDMI 質量 550g

音声入力 消費電力 36w

出力 HDMI

入出力 4in 2out 外形寸法 W537.5xH35xD103.5mm

映像入力 HDMI 質量 550g

音声入力 消費電力 30w

出力 HDMI

PC側コネクタ USB typeB 外形寸法 W275xH44xD131mm

D-sub15 質量 1.1kg

Console側コネクタ USB typeA 消費電力 6.5w

D-sub15

OS Windows10 Pro(64bit) クロック数 2.3GHz

画面サイズ 15.6インチ メモリ 32GB

画面解像度 フルHD(1920x1080) 無線LAN 有り

CPU Core i7 Webカメラ 有り

OS iPadOS14 Wi-Fi 有り

画面サイズ 10.9インチ

画面解像度 2360x1640

価格/1日 ¥10,000-価格/1日 ¥18,000-

価格/1日 ¥20,000-

価格/1日 ¥45,000- 価格/1日 ¥20,000-

価格/1日 ¥20,000- 価格/1日 ¥25,000-

価格/1日 ¥10,000-

価格/1日 ¥8,000- 価格/1日 ¥6,000-

OS macOS Catalina 10.15 クロック数 2.2GHz

画面サイズ 15.4インチ ワイド メモリ 16GB

画面解像度 Retina(2880x1800) 無線LAN 802.11 a/b/g/n/ac

CPU Core i7 光学ドライブ 無し



入力 HDMI

出力 HDMI

消費電力 100mA

入力 HDMI

出力 HDMI

消費電力 4.6W

入力 SDI

出力 USB

消費電力 4W

入出力 LAN

ポート数 8ポート

消費電力 4W

入力 SDI

出力 SDI

消費電力 2.4W

入出力 LAN

ポート数 5ポート

消費電力 最大2.5W

入力 HDMI/SDI/AUDIO

出力 HDMI/SDI/AUDIO

消費電力 8w

入力 HDMI/AUDIO

出力 HDMI/SDI/AUDIO

消費電力 8w

入力 SDI/AUDIO

出力 HDMI/SDI/AUDIO

消費電力 8w

入力 HDMI/SDI

出力 HDMI/SDI

消費電力 2.5w

入力 SDI

出力 HDMI

消費電力 2w

入力 HDMI

出力 SDI

消費電力 2w

入力 SDI

出力 SDI/HDMI

消費電力 6w

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥3,000-

入力 DVI/3.5ｽﾃﾚｵｼﾞｬｯｸ

出力 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘｱﾙ信号

消費電力 5w

入力 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘｱﾙ信号

出力 DVI/3.5ｽﾃﾚｵｼﾞｬｯｸ

消費電力 5w

入力 DVI-I

出力 DVI-I

消費電力 100mA

入力 HDMI

出力 HDMI

消費電力 100mA

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥1,000-



天板サイズ 818x614mm

ポール長 630/475/445/275mm

天板サイズ 612x460mm

ポール長 450/355/220mm

外形寸法 W197x D80x H25mm ポインター グリーン

質量 550g

備考

対応サイズ 40～63inch 取付可能寸法 930x515mm

付属品 アクリル板 耐荷重 140kg

質量 14kg 角度調整 下部12°
寸法 W350xH1300~2100xD730mm

価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥2,000-

対応サイズ 32～65inch 取付可能寸法 930x515mm

付属品 棚板 耐荷重 40kg

質量 13kg 角度調整

寸法 W750xH1100～1600xD573mm

対応サイズ 37inch～70inch 取付可能寸法 100x100～600x400mm

外形寸法 W700xH440xD22～53 耐荷重 80kg

質量 3.0g 角度調整 上部5°下部10°

価格/1日 ¥1,000-

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法 7.01x6.5x2.01cm

質量 246g

備考



価格/1日 ¥5,000-
入力 SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA

出力 SDI/HDMI/アナログ/XLR

外形寸法 W482xH44xD157mm

質量 2kg

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000-
再生DISC Blu-ray/DVD/CD 外形寸法 W483xH45xD257.8mm

出力 HDMI TypeA 質量 2.26kg

XLR/RCA 消費電力 12w

再生DISC HDD/Blu-ray/DVD 外形寸法 W430xH58xD238mm

出力 HDMI TypeA 質量 3.2kg

RCA 消費電力 30w

再生DISC Blu-ray/DVD 外形寸法 W360xH50xD211mm

出力 HDMI TypeA 質量 2.2kg

RCA 消費電力 17w

再生DISC DVD 外形寸法 W360xH42xD200mm
出力 コンポーネント 質量 2.2kg

RCA 消費電力 6w

再生DISC DVD 外形寸法 W178xH51xD247mm

出力 コンポーネント 質量 1.2kg

RCA 消費電力 9w

再生 Micro SD 外形寸法 W228xH21.9xD204.2mm

出力 HDMI ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ 質量 470g

消費電力 12V/3.0A

価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥15,000-
レンズ 固定/光学20倍 メディア メモリースティックDUO
センサー 1/2.8型3板式Exmor CMOSｾﾝｻｰ SDメモリーカード兼用x1
有効画素数 約207万画素 SDメモリーカードx1
外形寸法 W176xH199.5xD385mm

価格/1日 ¥15,000-

価格/1日 ¥4,000-
PC入出力 USB(TypeC) 外形寸法 W62.3xH44.9xD28.3mm
出力 Micro HDMI 質量 116g
P出力 DVI-D/RGB/BNC

・4K/60fps、1080p/240fps撮影可能
・ハウジング無しで水深10ｍの防水機能
・ジンバル並みの滑らかな映像を撮影可能 価格/1日 ¥5,000-

レンズ 光学30倍 メディア メモリースティックマイクロ
有効画素数 229万画素 マイクロSDカード兼用
出力端子 Micro HDMI
外形寸法 W54.0xH59.5xD128.0mm

価格/1日 ¥15,000-
レンズ 光学12倍 メディア メモリースティックPRO DUO

センサー 1.0型積層型CMOSｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰExmor RS SDメモリーカード兼用x1

有効画素数 約1420万画素 SDメモリーカードx1

外形寸法 W130xH181.5xD287mm

高さ 55～169.5㎝

質量 6.9kg

荷重範囲 2.1～5.0kg

ティルト角度 ±90°

再生 Micro SD 外形寸法 W228xH21.9xD204.2mm

出力 HDMI ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ 質量 470g

消費電力 12V/3.0A

価格/1日 ¥5,000-



外形寸法 W480xH220xD500m 入力 16mono INPUT
質量 12kg 出力 8 OUTPUT

消費電力 95w
備考

外形寸法 W828xH272xD563mm 入力 64mono+8stereo INPUT
質量 21.8kg 出力 16 OUTPUT

消費電力 200w
備考

外形寸法 W468xH272xD562mm 入力 32mono+8stereo INPUT
質量 14.7kg 出力 8OUTPUT

消費電力 135w
備考

外形寸法 W727xH154xd522mm 入力 24mono+4stereo INPUT
質量 17kg 出力 16 OUTPUT

消費電力 200w
備考

外形寸法 W290xH91xD358mm 入力 4mono+2stereo
質量 3.2kg 出力 Master+2output

消費電力 20w
備考 USBオーディオインターフェイス搭載

外形寸法 W270xH97xD328mm 入力 4mono+2sreteo INPUT
質量 2.8kg 出力 Master+2Aux OUTPUT

消費電力 40w
備考 USBオーディオインターフェイス搭載

外形寸法 W298xH73xD216mm 入力 10 INPUT

質量 2.5kg 出力 Master+2output

消費電力 50w

備考

価格/1日 ¥40,000- 価格/1日 ¥25,000-

価格/1日 ¥14,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥20,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法 W255xH76xD230mm 入力 4mono+4stereo INPUT

質量 1.6kg 出力 Master+1Aux OUTPUT

消費電力 13w

備考 USBオーディオインターフェイス搭載

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法 W343xH99xD360mm 入力 12 INPUT

質量 4.3kg 出力 10 OUTPUT

消費電力 16w

備考 SDカード録再生、USBオーディオインターフェイス搭載

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥1,000-
外形寸法 W129xH63xD202mm 入力 1mono/1stereo

質量 0.8kg 出力 1stereo

消費電力 最大2.5w

備考 USBオーディオインターフェイス搭載



外形寸法 W597xH343xD373mm 許容出力 800ｗ
質量 22kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 57Hz-20kHz 指向角度 100°x60°
備考 クランク式スタンド/クランク式ロッド/VRX918S連結金具

外形寸法 W378xH660xD320mm 許容出力 Low700w/Hi300w
質量 14kg 消費電力 55w

周波数レンジ 48Hz-20kHz 指向角度 100°x60°
備考 2ch入力

外形寸法 W597xH508xD753mm 許容出力 800ｗ
質量 37kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 31Hz-25kHz 指向角度

備考

外形寸法 W256xH399xD291mm 許容出力 150w
質量 8kg 消費電力 10w

周波数レンジ 37.5Hz-20kHz 入力 4
備考 バッテリー駆動(最大12時間)

外形寸法 W430xH587xD313mm 許容出力 300w
質量 14.5kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 80Hz-25kHz 指向角度 65°x65°
備考 フライング金具(￥2,000)/チルト金具(￥1,500)

外形寸法 W571xH400xD325mm 許容出力 250ｗ
質量 19kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 60Hz-20kHz 消費電力 50°x90°
備考 Φ35ポールソケット

価格/1日 ¥10,000- 価格/1日 ¥8,000-

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥4,000-

価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥3,000-

外形寸法 480 x 44 x 362mm ポート EtherCon 12Port/OptiCon 1Port/RJ45

質量 4.6kg

消費電力 16w
備考

価格/1日 ¥15,000-
外形寸法 W480xH220xD368mm 入力 32 INPUT

質量 13.5kg 出力 16.OUTPUT
消費電力 4.AES/EBU OUTPUT

備考 Dante 消費電力 120ｗ

外形寸法 W480xH132xD368mm 入力 16. INPUT
質量 9.6kg 出力 8 .OUTPUT

消費電力 72w
備考 Dante

価格/1日 ¥10,000-

外形寸法 W480xH142xD350mm 入力 Analog16
質量 8kg 出力 Analog8

消費電力 65w
備考 EtherSound

価格/1日 ¥10,000- 価格/1日 ¥10,000-



外形寸法 W152xH243xD172mm 許容出力 100w
質量 1.9kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 80Hz-20kHz 指向角度 90°x90°
備考 マイクスタンドアダプター(BMS-10A)

外形寸法 W241xH160xD145mm 許容出力 80w
質量 2.8kg インピーダンス 6Ω

周波数レンジ 65Hz-40kHz 指向角度 120°x120°
備考 スピーカーハンガー(OHASHI VS-50)

外形寸法 W176xH280xD163mm 許容出力 300w
質量 3.6kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 62Hz-20kHz 指向角度 120°x120°
備考

外形寸法 W275xH455.5xD255mm 許容出力 100w
質量 11kg 消費電力 65w

周波数レンジ 65Hz-20kHz
備考 2ch 入力

外形寸法 W147xH214xD192mm 許容出力 10w
質量 2.5kg インピーダンス 4Ω

周波数レンジ 75Hz-18kHz 消費電力 30w
備考

外形寸法 W280xH434xD237mm 許容出力 80w
質量 14.5kg インピーダンス 6Ω

周波数レンジ 65Hz-20kHz 指向角度 120°x120°
備考 カラー：オフホワイト

外形寸法 W386xH236xD358mm 許容出力 35ｗ
質量 2.8kg インピーダンス 8Ω

周波数レンジ 250Hz-6.3kHz 指向角度 40°x40°
備考 ダボ付き

外形寸法 W49.2xH90xD60.8mm 許容出力

質量 45kg インピーダンス 10kΩ
周波数レンジ 指向角度 120°x30°-90°(調節可)

備考 最大消費電力 1100w

外形寸法 W232xH154xD152mm 許容出力 45w
質量 2.1kg インピーダンス 6Ω

周波数レンジ 70Hz-17kHz 指向角度 130°x130°
備考

価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥15,000-

価格/1日 ¥2,000-



外形寸法 W215xH54xD288mm 出力 8Ω30w/70.10V
質量 1.8kg チャンネル数 マイク1入力

ライン3入力(切り替え)

備考

外形寸法 W482xH89xD406mm 出力 8Ω1150w
質量 10kg チャンネル数 4CH

備考

外形寸法 W483xH89xD233mm 出力 8Ω440w
質量 3.9kg チャンネル数 2CH

備考

外形寸法 W482xH89xD305mm 出力 8Ω400w
質量 8.4kg チャンネル数 4CH

備考

外形寸法 W218xH52XD288mm 出力 8Ω35w/ライン出力

質量 3.5kg チャンネル数 マイク1入力

ライン2入力

備考

外形寸法 W480xH88xD456mm 出力 8Ω390ｗ
質量 15kg チャンネル数 2CH

備考

外形寸法 W25.4xH7.62xD15.24mm 出力

質量 0.68kg チャンネル数 4CH

備考 Stereo mono切り替え

価格/1日 ¥10,000- 価格/1日 ¥8,000-

価格/1日 ¥6,000- 価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥3,000-価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥2,000-



外形寸法 W483xH44xD300mm 入力 なし
質量 3.5kg 出力 RCA

消費電力 10w

備考 再生ﾌｫｰﾏｯﾄ：AUDIO-CD/WAVE/MP3

外形寸法 W483xH44xD340mm 入力 RCA or XLR
質量 3.6kg 出力 RCA or XLR

消費電力 30w
備考 ﾒﾃﾞｨｱ：USB/SD ﾌｫｰﾏｯﾄ：WAV/MP3

外形寸法 W482xH44xD301mm 入力 RCA or XLR
質量 3.2kg 出力 RCA or XLR

消費電力 22w
備考 ﾒﾃﾞｨｱ：SD/USB/SD ﾌｫｰﾏｯﾄ：SD-DA/WAV/MP3

外形寸法 W480xH88xD456mm 入力 RCA or XLR
質量 3.7kg 出力 RCA or XLR

消費電力 22w
備考 ﾒﾃﾞｨｱ：USB/SD ﾌｫｰﾏｯﾄ：WAV/MP3

外形寸法 W483xH50xD334mm 入力 なし
質量 3.5kg 出力 RCA

消費電力 10ｗ
備考

外形寸法 W482xH44xD301mm 入力 RCA or XLR
質量 3.7kg 出力 RCA or XLR

消費電力

備考 ﾒﾃﾞｨｱ：SD/USB/SD ﾌｫｰﾏｯﾄ：SD-DA/WAV/MP3

外形寸法 W194xH39xD138mm 入力

質量 0.55kg 出力

消費電力

備考

外形寸法 W218xH44xD235mm 入力 RCA
質量 14kg 出力 ステレオ標準タイプ

消費電力

備考

外形寸法 W482.6xH94xD313mm 入力 RCA or XLR
質量 5.5kg 出力 RCA or XLR

消費電力 13w
備考

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥5,000-

価格/1日 ¥2,000-



外形寸法 W483xH45xD175mm 受信ch 2ch
質量 2.9kg 受信周波数 797.125~8～09.750MHz

消費電力 15ｗ
備考

外形寸法 W65xH83xD2mm 入力 単一指向性

質量 80g 出力 20g
797.12~809.750MHz 消費電力 200Hz-8kHz

備考

外形寸法 直径51 x 長さ251ｍｍ

質量 347g

電源 単3アルカリ x2

外形寸法 W65xH86xD23mm

質量 138g

電源 単3アルカリ x2

外形寸法 W316xH359xD36

質量 317kg

外形寸法 H284 x 直径39mm

質量 275kg

指向性 単一指向性

質量 272g

周波数特性 20Hz-20kHz

指向性 無指向性

質量 21g

周波数特性 20Hz-20kHz

指向性 無指向性

質量 12g

周波数特性 20Hz-20kHz

指向性 無指向性

質量

周波数特性 20Hz-20kHz

価格/1日 ¥8,000-

価格/1日 ¥3,500-

価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥8,000-
外形寸法 W197xH41xD151mm 入力

質量 777kg 出力 30w
レイテンシー 2.9ms 以下 消費電力

周波数 632-714MHz

外形寸法 W197xH41xD151mm 入力

質量 777kg 出力 30w
レイテンシー 2.9ms 以下 消費電力

周波数 (B型)806-810MHz

価格/1日 ¥5,000-
外形寸法 W483xH45xD172mm

質量 1.62kg

価格/1日 ¥10,000-

価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥6,000-

価格/1日 ¥3,000- 価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥3,000-

指向特性 単一指向性

コネクタ HA10A-7P-4S

周波数特性 100Hz-15kHz



指向性 カーディオイド

質量 310g

周波数特性 50Hz-15kHz

指向性 スーパーカーディオイド

質量 275g

周波数特性 50Hz-16kHz

指向性 カーディオイド

質量 310g

周波数特性 50Hz-15kHz

指向性 カーディオイド

質量 98g

周波数特性 50Hz-15kHz

指向性 カーディオイド

質量 284g

周波数特性 40Hz-15kHz

指向性 スーパーカーディオイド

質量 200g

周波数特性 50Hz-20kHz

指向性 スーパーカーディオイド

質量 278g

周波数特性 50Hz-16kHz

指向性 ハイパーカーディオイド

質量 390g

周波数特性 30Hz-15kHz

指向性 カーディオイド

質量 8g

周波数特性 50Hz-18kHz

指向性 カーディオイド

質量 160g

周波数特性 40Hz-20kHz

指向性 カーディオイド

質量 300g

周波数特性 20Hz-20kHz

指向性 カーディオイド

質量 130g

周波数特性 20Hz-20kHz

指向性 カーディオイド

質量 326g

周波数特性 50Hz-18kHz

アクティブ

周波数特性 20Hz-20kHz

アクティブ

周波数特性 20Hz-40kHz

パッシブ

周波数特性 20Hz-18.5kHz

入力 ローインピーダンスx1

出力 ダイレクトｘ１/トランスｘ２

最大入力レベル +20dBu(20Hz時)

価格/1日 ¥1,500- 価格/1日 ¥1,500- 価格/1日 ¥1,500- 価格/1日 ¥1,500-

価格/1日 ¥1,500- 価格/1日 ¥1,500- 価格/1日 ¥2,500- 価格/1日 ¥1,500-

価格/1日 ¥2,500-

価格/1日 ¥2,500-

価格/1日 ¥2,500- 価格/1日 ¥2,500-価格/1日 ¥2,500-

価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥1,000-

価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥500-

最大出力 -3.4dBv

サンプリングレート 32kHz/44.1kHz/48kHz

PAD -20db

入力 RCA or TRS(mono)

出力 SP Terminal

XLR(1500Ω)

価格/1日 ¥1,000-

入力 XLR2 or TRS2

出力 XLR or TRS2



光の残像効果を活かしたLED演出が可能なバーライト
IC搭載で１球ずつ制御でき、多彩な演出が可能

LED数 RGB 3in1 5050x64(192ch)

光束 1300lm

サイズ W1000xH18.5xD18mm

質量 460g

制御信号 DMX

消費電力 最大20w

光源 YODN MSD 350W 外形寸法 W418xH620xD378mm
ビーム角 2° 質量 25kg
カラー 11色+Open 消費電力 700w
ゴボ Fix12+1 プリズムx2

光源 Philips-MSD Platinum5r 外形寸法 W415xH538xD344mm
質量 19kg

カラー 14Fixed 消費電力 330w
ゴボ 17Fixed

光源 180wｼﾝｸﾞﾙﾓｼﾞｭｰﾙ白色 外形寸法 W400xH626xD294mm
ZOOM 15°-35° 質量 25kg

カラー 7色+Open2 消費電力 480w
ゴボ ROTATION/7+OPEN STATIC/11+OPEN

光源 91個(RGBWA) 外形寸法 W339xH361xD252mm
ZOOM 8°-40° 質量 11kg

消費電力 330w

光源 14個(RGBW) 外形寸法 W325xH236xD283mm
質量 8.6kg

消費電力 183w

光源 100wﾎﾜｲﾄCOBLED*1 外形寸法 W275xH224xD491mm
ビーム角 11°-35° 質量 3.4kg
演色性 90Ra 消費電力 90w
色温度 3000K

光源 7個(RGB) 外形寸法 W205xH157xD207mm
質量 2.5kg

消費電力 37w

外形寸法 W240xH445xD490mm
質量 4.5kg

消費電力 575w

光源 ﾊﾛｹﾞﾝ300w 外形寸法 W170xH170xD224mm
ZOOM 質量 1kg

消費電力 300w

価格/1日 ¥20,000- 価格/1日 ¥15,000-価格/1日 ¥15,000-

価格/1日 ¥7,000- 価格/1日 ¥3,500- 価格/1日 ¥3,000-

価格/1日 ¥2,500- 価格/1日 ¥2,000-価格/1日 ¥4,000-

価格/1日 ¥3,000-



送信機 SS34DXT 受信機 SS34DXR

外形寸法 W175xH75xD213mm 外形寸法 W175xH75xD286mm

質量 1.7kg 質量 2.1kg

消費電力 10w 消費電力 10w

DMXﾕﾆﾊﾞｰｽ 64系統 外形寸法 W515xH88xD257mm
DMXﾁｬﾝﾈﾙ 32768 質量 3.6kg
DMXﾎﾟｰﾄ 2
USBﾎﾟｰﾄ 5(4out/1in)

DMXﾕﾆﾊﾞｰｽ 24系統 外形寸法 W525xH60xD350mm
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 10.1inchﾏﾙﾁﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ 質量 7kg
DMXﾎﾟｰﾄ 5Pin x4
UPS 内臓

DMXﾕﾆﾊﾞｰｽ 外形寸法 W457xH64xD2574m
DMXﾁｬﾝﾈﾙ 512 質量 3kg
DMXﾎﾟｰﾄ 1
USBﾎﾟｰﾄ

使用 MIXER,MARGERweb ﾌﾞﾗｳｻﾞにて設定512ch 個別設定

ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙ Art-Net,DMX512,sACN E1.31,RDM ANSI E1.20

消費電力 4W

記録時間 SP/27h、LP/54h

外部接点再生 8ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

寸法/質量 W213xH42xD134mm/1kg

消費電力 10w

出力 最大10A/各ch

DMX接続 XLR3ﾋﾟﾝ ｵｽﾒｽ

外形寸法 W220xH260xD75mm

出力 最大10A 

DMX接続 XLR３ﾋﾟﾝ ｵｽﾒｽ

外形寸法 W220xH260xD75mm

外形寸法 W417xH198xD227mm

質量 7.7kg

DMX接続 対応

スモーク液 STANDARD、CLEAR、Stage&Studio

外形寸法 W417xH260xD

質量 14.1kg

DMX接続 対応(２ch)

フォグ出力 175.56m3/分

外形寸法 W316xH368xD124mm

質量 6.3kg

DMX接続 対応

価格/1日 ¥2,000-

価格/1日 ¥3,000-価格/1日 ¥15,000-価格/1日 ¥15,000-

価格/1日 ¥2,000- 価格/1日 ¥1,000-

価格/1日 ¥5,000-価格/1日 ¥5,000- 価格/1日 ¥10,000-

価格/1日 ¥10,000-価格/1日 ¥18,000-価格/1日 ¥20,000-

外形寸法 W55.6xH98xD45mm

質量 335g

備考

価格/1日 ¥2,500-
高さ 132cm～338㎝

質量 9.15kg

耐荷重 40kg

直径 50cm

質量 6.2kg

備考 吊り下げ式

価格/1日 ¥2,000-



価格

音響・照明・映像　技術員 (チーフ )
音響・照明・映像　技術員 (サブ )

ディレクター
アシスタントディレクター

カメラマン

1日
1日
1日
1日
1日

項目 単位 価格
¥26,000
¥22,000

¥35,000~¥50,000
¥25,000~¥35,000

¥30,000

人件費

機材運搬費 (普通車～ハイエースクラス )旧広島市内
機材運搬費 (2t 車以上 ) 旧広島市内
機材運搬費　旧広島市内　以遠

項目 単位
1日
1日
1日

¥6,000~
¥15,000~
別途御見積り

諸経費

パワーポイント制作費（原稿・素材支給・アニメーションなし )
CG制作料金
映像編集料金

項目 単位 価格
1枚
一式
一式

¥2,500~
別途ご相談ください
別途ご相談ください

コンテンツ制作費

映像機器・インターネット関連機材
日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 以降 1日追加につき
料率 1.0 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 +0.2

音響・照明関連機材・スクリーン
日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 以降 1日追加につき
料率 1.0 1.6 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 +0.2

PC
日数 ~5日間 ~10 日間 ~15 日間 ~20 日間 ~25 日間 ~30 日間 ~35 日間 ~40 日間 ~45 日間 ~50 日間 以降 5日間追加につき
料率 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 +0.3

1ヶ月以上の長期間割引料率
1 ヶ月以内
2ヶ月以目
3ヶ月以目
4ヶ月以目
5ヶ月以目
6ヶ月以目
7ヶ月以目

8ヶ月以目以上

各カテゴリー日数料率 x1
各カテゴリー日数料率 x0.9
各カテゴリー日数料率 x0.8
各カテゴリー日数料率 x0.75
各カテゴリー日数料率 x0.7
各カテゴリー日数料率 x0.65
各カテゴリー日数料率 x0.6
別途ご相談

レンタル価格表日数表料率

機材レンタルのお問い合わせ　Tell:082-962-3790/Fax:082-962-3791/E-mail:info@connect-line.jp


