
 STUDIO EARLYBiRD 

【無料備品】  

◯撮影補助ツール 
・遮光カーテン  
・半円ステージ（⼤・中・⼩） 
・カポック 

・4×8 ⾒開き⽩⿊カポック ×3 枚 

・3×6 ⾒開き⽩⿊カポック ×2 枚 

・3×6 ⽩⿊カポック ×2 枚 

・3×6 ⽩カポック ×2 枚 

・2 ⼈掛けソファー ×2 台 
・各種テーブル  
・各種チェア  
・アンティーク⾵ランプ  
・フレーム（⼤×2 つ・⼩）  
・イーゼル 
・マントルピース 
・コンソール 
・トルソー 
・フェイクグリーン  
・ドライフラワー  
・ベビーカー（アンティーク） 
・各種カゴ  
・各種キャンドル 
・各種ディッシュプレート 
・各種クッション  
・各種オブジェブック  
 
・カウンターウェイト  
・サンドウェイト 10kg ×2 個  
・平台 ×9 台 
・ステップ（⼤⼩各 4 脚） 



・各種脚⽴ （７尺、６尺、４尺） 
・サポートスタンドキット(全伸⾼ 306cm 最⼤幅 388cm) 
・モニター 

・42.5 インチ 4K モニター(3840×2160)  

・6 ポート⼊⼒端⼦付き(HDMI×4、DisplayPort、USB Type-C)  

・キャリー付きモニター台  

・8K 対応接続ケーブル：HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C  
・カメラワゴン ×2台 

・電源コード ×8本 

・ケーブルマット ×6枚 
・電源タワー ×3台 
・コードレススチームアイロン 
・アイロン台（⾼さ調整可能）  
・扇⾵機 
・ブロアー 
・アルミ定規 
・A1 カッターマット 
・掃除機 ×2台 
 

◯イベント用椅子/テーブルセット 
・折りたたみ椅⼦ 20 脚常備(20 脚以上はご相談ください。合計 40 脚まで。) 
・折りたたみテーブル 幅 180cm×奥⾏ 74cm  ×3 台 
 

◯メイク/ドレッシングセット 
・姿⾒鏡 ×2 枚 
・スタンドミラー ×2 枚 
・ライト付きドレッサー ×3 台 
・メイクテーブル ×2 台 
・メイクワゴン ×3 台 
・ハンガーラック ×4 台 
・カッティングチェアー ×２脚 
 
  



【有料備品】  
ストロボ／定常光ライト／センチュリースタンド 
レンタル料⾦：1 セット各 2,200 円／1 ⽇ 
ストロボ/定常光ライト共にスタジオ在庫数 6 灯(3 灯 ×2 セット) 
 

◯ストロボセット（以下の 1 セット。2 セットまでご用意） 
・Godox300w ×3 
・ワイヤレスフラッシュトリガー  
・3Way アンブレラ ×3（⽩/銀/ディフューザー） 
・ソフトボックス ×3 

 

◯定常光ライトセット（以下の１セット。2 セットまでご用意） 
・Godox SL200WII ×1  
・Godox SL150WII ×2 各調光リモコン付き  
・3Way アンブレラ ×3（⽩/銀/ディフューザー） 
SL200WII 最⼤出⼒：200W ⾊温度：5600（FIX) 100%照度（LUX 1m）：74,000 
SL150WII 最⼤出⼒：150W ⾊温度：5600（FIX) 100%照度（LUX 1m）：58,000 

 

◯センチュリースタンドセット 
（・AVENGER A2033LJ ×1 ・D210J ×1 ・D520 ×1）×2 

全伸⾼：328cm 格納⾼：134cm 設置⾯積直径：95cm ⾃重：5.5kg  
⽔平設置時最⼤耐荷重：10kg サンドウェイト 10kg ×2 

 

◯ライトプロジェクター 
レンタル料⾦：定常光ライトレンタル料に込み 

・スタジオ定常光ライト専⽤ライトプロジェクターOT1  
・各種グラフィックパターン ×1（スタジオの定常光ライトのレンタルが必要） 
※系列スタジオとの共有備品となります。 

 

  



◯バック紙 
レンタル料⾦：1,650 円/1m  
SAVAGE No.1 スーパーホワイト 2.72×11m 
スーペリア No.54 スティンガー クロマキーグリーン 2.72×11m 
 

◯ライブ配信セット 
レンタル料⾦：ご相談ください 
■ビデオカメラ  
・SONY XDCAM メモリーカムコーダー PXW-Z90 ×2  
・HDMI 2.1 ケーブル 8K 60Hz 48Gbps 7680x4320p 1m ×２  
・3G-SDI ケーブル 20m ×2  
 
■三脚  
・Manfrotto ビデオ三脚雲台 MVK502AM-1 ×2  
 
■コンバーター  
・Blackmagic Design Mini Converter SDI to HDMI 6G ×2  
 
■スイッチャー 
  ・Blackmagic Design ライブプロダクションスイッチャー ATEM Mini Pro ISO ×1  
 
■ワイヤレスピンマイクセット 
  ・SONY B帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージ 

・ピンマイク ×1  
・受信機 ×1  
・シューマウントアダプター ×1 
 

・SONY B帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージ 
・ピンマイク ×2  
・受信機 ×1  
・シューマウントアダプター ×1 

 
  



■ガンマイク マイクスタンド 
 ・SONY エレクトレットコンデンサーマイクロホン（ECM-678/9X ×1）  
 
■デジタルミキサー 
  ・ZOOM ズーム デジタルミキサー 8ch 
  ・ライブ配信 オーディオインターフェース（THE LIVETRAK L-8. THE BOARD FOR 
CREATORS ×1）  
■モニター 
  ・42.5 インチ 4K モニター(3840×2160) ×1 
  ・HDMI 2.1 ケーブル 3m ×1 
  ・DisplayPort 1.4 8K ケーブル 3m ×1 
  ・TypeC ACTIVE ケーブル 8.1Gbps ×4.5m ×1  
 
■LAN 変換アダプター 
  ・Thunderbolt 3  10G イーサネット アダプタ 10Gb/s×1 
  ・USB Type-C 5Gb/s×1 ・USB Type-A 3.0 5Gb/s×1 
   ※系列スタジオとの共有備品となります。 
 


