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セット料金
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

セット 料金

映像・音響・照明・舞台

セット
¥750,000

映像・音響・照明

セット
¥300,000

音響・照明・舞台

セット
¥250,000

※設置費、工事費等は別途お見積り致します。

※別途、各セクション1名の立会人件費を申し受けます。

※各セクションのオペレーターは別途お見積り致します。

iTSCOM STUDIO ＆ HALL 二子玉川ライズ　付帯設備料金表

・音響 Ｂセット

・照明 C セット

・舞台　　スタッキングチェア×240脚

　　　　　長机(W1800)×120台

　　　　　ステージ×15台

　　　　　キャスターパネル3連×6台

　　　　　演台×1台

　　　　　司会者台×1台

　　　　　花台×2台

セット内容

・映像　　DLPプロジェクター×1台

　　　　　映像ラック

　　　　　スクリーン×1枚

・音響 Aセット

・照明 Aセット

・舞台　　スタッキングチェア×340脚

　　　　　ステージ×30台

　　　　　キャスターパネル3連×6台

　　　　　黒幕orジョーゼット×4辺分

　　　　　スタンドミラー×2台

・映像　　DLPプロジェクター×1台

　　　　　映像ラック

　　　　　スクリーン×1枚

・音響 B セット

・照明 C セット



放送設備料金
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

４Kプロジェクターセット料金

４Kプロジェクター

投影システム
¥1,200,000

※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

放送設備セット料金

SUB（調整室）利用セット ¥400,000

・SUB（調整室）設備一式使用

・４Kプロジェクター　DLA-SH7NL

・HD ビデオスイッチャー

　　　MVS-3000A　一式

・VTR/MXFファイル録再機器

　　　XDCAM STATION XDS-PD1000 ×3台

　　　HDCAM HDW-D1800　一式

　　　Clip Server MBP-125SX  一式

・HD/SD フレームシンクロナイザー

　　　FA-9520 ×2台

・キャラクタージェネレイター/テロップ

　　　NIXIA CG 100  2式

・各種モニター　　一式

・デジタルミキサー

　　　DM1000VCM　×1台

・SS/CDレコーダー

　　　SS-CDR200 　×2台

・テレホンハイブリッド

　　　DH20　×2式

・インカムシステム　一式

・フロアーモニター

　　　（Hi）　　KDL-40W600B　×1台

　　　（(Low）　KDL-40W600B　×2台

・カメラケーブル

　　　30ｍ×5・50ｍ×３・100ｍ×３

・フロアースピーカー（防磁型）

　　　301V　一式



※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

カメラセット料金

Ａセット

（４Kカメラセット）
¥100,000

Ｂセット ¥80,000

※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

備品 単価 保有数

ワイヤレスインカム ¥15,000 一式

編集機 ¥32,000 一式

TWITTER CONNECTION ¥17,000 一式

ストリーミング配信 ¥75,000 一式

音声折り返しシステム ¥12,500 一式

ネットキューシステム ¥55,000 一式

映像伝送回線 別途見積り

４Wメタル回線 別途見積り

映像設備料金
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

備品 単価 保有数

DLPプロジェクター（スクリーン含む） 2台

映像ワゴン 一式

スクリーン（メインステージ側） ¥10,000 1台

スクリーン（サブステージ側） ¥10,000 1台

モニターテレビ ¥15,000 1台

ブルーレイディスク ¥10,000 1台

移動式プロジェクター ¥10,000 1台2900lm

16：9　220インチ

46インチ

電動巻取り式　250インチ

10600lm、フルHD対応

・4Kカメラ

・7型ビューファインダー

・ズームレンズ

・フォーカスデマンド

・ズームデマンド

・三脚

・ヘッドセット

・ＨＤカメラ/ハンディーカメラ

・7型ビューファインダー

・ズームレンズ

・フォーカスデマンド

・ズームデマンド

・三脚

・ヘッドセット

CATCH ME C型

¥250,000

※機器の数量・型番等の詳細はお問合せください。

※機器の数量・型番等の詳細はお問合せください。



音響設備料金
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

セット料金

Aセット ¥200,000

Ｂセット ¥100,000

Cセット ¥35,000

※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

備品 単価 保有数

■スピーカーシステム
LR各1セット
セット内容/ﾌﾙﾚﾝｼﾞ×1台、ｳｰﾌｧｰ×2台

メインスピーカーＢ ¥20,000 一式

シーリングスピーカ ¥30,000 一式

■移動用スピーカ・アンプ

はね返りスピーカ ¥1,000 2台

中型スピーカ ¥8,000 2台

パワードフルレンジ/ウーファー ¥10,000 2セット

小型パワードモニタ ¥1,000 2台

■周辺機器

オーディオミキシングコンソール ¥30,000 1台

CDプレーヤ ¥3,000 1台

メモリレコーダ ¥5,000 1台

SS/CDレコーダ ¥5,000 2台

デジタルワイヤレスインカム装置 ¥30,000

■マイクロホン

ダイナミックマイク ¥2,000 20本

コンデンサーマイク ¥2,500 22本

ワイヤレスマイク　（注＊） ハンド型（スイッチ付）4本 ¥10,000 4本

¥10,000 5本

■マイクスタンド

床上型 無料 14本

ブーム型 無料 6本

卓上型 無料 4本

グースネック型 無料 4本

・メインスピーカーA・Ｂ

・シーリングスピーカー

・オーディオミキシングコンソール

・CDプレーヤー、CD/MDレコーダ、

　SS/CDレコーダ

・インカム装置一式

・移動用スピーカ×４台

・ダイナミックマイクロフォン×12本

・ワイヤレスマイクロホン×5本

・メインスピーカーAまたはＢいずれか一式

・シーリングスピーカー

・オーディオミキシングコンソール

・CDプレーヤー、CD/MDレコーダ、

　SS/CDレコーダのうち2台

・インカム装置一式

・移動用スピーカ×2台

・ダイナミックマイクロフォン×4本

・ワイヤレスマイクロホン×2本

・シーリングスピーカー 一式

・オーディオミキシングコンソール

・CDプレーヤー、CD/MDレコーダ、

　SS/CDレコーダのうち1台

・ダイナミックマイクロフォン×2本

SM15V

SX300E

DSR115/DSR118W

MS101Ⅲ

YAMAHA CL3

CD-500B

MD-CD1BMKⅢ

メインスピーカーＡ ¥60,000 一式

天井埋込み

スピーチ用 8本

スピーチ用（スイッチ付）8本

楽器用 4本

楽器録音・収録用 12本

集音用 2本

ステージ集音用 4本

演台用　4本

SS-CDR200

タイピン型

注＊　ワイヤレスマイクはＢ帯、5波まで使用可能。

※機器の数量・型番等の詳細はお問合せください。



照明設備料金
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

セット料金

Aセット ¥150,000

Ｂセット ¥80,000

Cセット ¥30,000

※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

備品 単価 保有数

調光システム ¥30,000 一式

フレネルレンズスポット ¥1,000 30台

平凸レンズスポット ¥1,000 30台

パーライト ¥1,000 24台

６灯式蛍光灯フラッドライト ¥1,000 20台

４灯式蛍光灯フラッドライト ¥1,000 20台

LEDフラットバー ¥2,000 12台

フォローピンスポット　（注＊） ¥20,000 2台

ミラーボール ¥4,000 1台

スモークマシーン ¥10,000 2台

注＊　足場設営・オペレーターは別途料金です。

※機器の数量・型番等の詳細はお問合せください。

持込電気使用料
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

数量 単価 単位

１日あたり ¥500 1kW

※持込機器は事前に総電気容量をお申し出ください。

・調光システム

・スポットライト×124台

※LEDﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄは含みません

・調光システム

・スポットライト×80台

※LEDﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄは含みません

1kW

500W

・調光システム

・スポットライト×20台

※LEDﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄは含みません

1kW

ROXCYC/TZ

2kW

φ450

ツアーヘイザーⅡ



舞台設備料金
※記載の料金にはすべて別途消費税を申し受けます。

備品 単価 保有数

ステージ ¥1,000 50台

¥1,000 4台

スタッキングチェア ¥200 420脚

ハイスツール ¥2,500 4台

長机 ¥500 120台

長机（幕板付） ¥500 6台

机 ¥300 10台

丸テーブル ¥1,000 12台

演台 ¥3,000 1台

司会者台 ¥2,000 1台

花台 ¥1,000 2台

スタンドミラー ¥2,000 2台

キャスターパネル ３連 ¥5,000 6台

ホワイトボード 無料 1台

サインスタンド（横型） 無料 4台

サインスタンド（縦型） 無料 1台

引割幕　（黒別珍） ¥20,000 一式

黒幕　（黒別珍） ¥30,000 一式

¥30,000 一式

¥20,000 一式

リボンストリート側 ¥20,000 一式

ジョーゼット幕　（アムンゼン） ¥40,000 一式

¥20,000 一式

¥20,000 一式

¥20,000 一式

※機器の数量・型番等の詳細はお問合せください。

※料金表は予告なく変更する場合がございます。

A4サイズ

1818mm ×909mm

909mm×909mm

H770mm～1035mm

W1800mm×Ｄ450ｍｍ×H700mm

W1500mm×Ｄ600ｍｍ×H720mm

W700mm×Ｄ450ｍｍ×H700mm

φ910ｍｍ　H740mm～1040mm

サブステージ側

中央広場側

リボンストリート側

電動開閉

メインステージ側

サブステージ側

中央広場側

メインステージ側

W1200mm×H2400mm×3枚


