
●カメラ本体

1-2日間 3-5日間 6日間以上 画素数 撮影速度 記録時間
センサー

サイズ

対応

メモリ

レンズ

マウント

4,096×2,304 900fps 27.6ｘ15.5

3,840×2,160 1,000fps 25.8ｘ14.6

(税込¥352,000) (税込¥316,800) (税込¥246,400) 1,920×1,080 2,000fps 13.8ｘ7.3

2,048×1,952 6,600 fps 3.8秒 27.8ｘ26.5

1,920×1,080 12,000 fps 4.1秒 26.1ｘ14.7

(税込¥308,000) (税込¥277,200) (税込¥215,600) 1,280×720 19,000 fps 5.7秒 17.4ｘ9.8

2,048×1,952 3,270 fps 3.8秒
27.6 x

26.3

1,920×1,080 6,160 fps 3.9秒 25.8ｘ14.5

(税込¥242,000) (税込¥217,800) (税込¥169,400) 1,280×720 13,050 fps 4.0秒 17.2ｘ9.7

2,560×1,600 1,450 fps 25.6ｘ16

1,920×1,080 2,500 fps

(税込¥198,000) (税込¥178,200) (税込¥138,600) 1,920×1,080 1,000 fps 10.1秒

2,560×1,600 1,450 fps 25.6ｘ16

1,920×1,080 2,500 fps

(税込¥198,000) (税込¥178,200) (税込¥138,600) 1,920×1,080 1,000 fps 10.1秒

2,048×2,048 550 fps 4.8秒 25.6ｘ25.6

1,920×1,080 1,000 fps 24ｘ13.5

(税込¥66,000) (税込¥59,400) (税込¥46,200) 1,280×720 1,500 fps 16ｘ9

4.8秒

シネマグⅣ

1TB

2TB

ハイスピードカメラPhantomレンタル料金表
2021年5月

商品
レンタル料金(日額) 主仕様

機能

¥224,000¥288,000¥320,000

Phantom ｖ2640

メモリ　144GB

PL

EF

F

B4(op)

・オーバーサンプリン

グ

・アクティブスルー

Phantom FLEX 4K

メモリ　64GB

シネマグⅣ

1TB

2TB

・10Gb通信（本体）

Phantom T1340

メモリ　72GB
対応無し

¥280,000 ¥252,000 ¥196,000

¥220,000 ¥198,000 ¥154,000 ・10Gb通信（本体）

Phantom FLEX

メモリ　32GB

3.8秒
シネマグ

128GB

256GB

・HQモード

・オーバーサンプリン

グ

¥180,000 ¥162,000 ¥126,000
19.2ｘ10.8

5秒

Phantom HD GOLD

メモリ　16GB

シネマグ

128GB

256GB

PL

F

B4(op)

Phantom v641

メモリ　32GB

3.8秒
シネマグ

128GB

256GB

・アクティブスルー
19.2ｘ10.8

¥180,000 ¥162,000 ¥126,000

¥60,000 ¥54,000 ¥42,000

ISO:390ISO:210

ISO:300

ISO:1200

ISO:250-2000

ISO:4000

ISO:1100

ISO:4000ISO:5000



1-2日間 3-5日間 6日間以上

¥100,000 ¥90,000 ¥70,000
(税込¥110,000) (税込¥99,000) (税込¥77,000)

¥60,000 ¥54,000 ¥42,000
(税込¥66,000) (税込¥59,400) (税込¥46,200)

¥50,000 ¥45,000 ¥35,000
(税込¥55,000) (税込¥49,500) (税込¥38,500)

¥30,000 ¥27,000 ¥21,000
(税込¥33,000) (税込¥29,700) (税込¥23,100)

¥50,000 ¥45,000 ¥35,000
(税込¥55,000) (税込¥49,500) (税込¥38,500)

¥40,000 ¥36,000 ¥28,000
(税込¥44,000) (税込¥39,600) (税込¥30,800)

1-2日間 3-5日間 6日間以上

¥75,000 ¥67,500 ¥52,500
(税込¥82,500) (税込¥74,250) (税込¥57,750)

¥100,000 ¥90,000 ¥70,000
(税込¥110,000) (税込¥99,000) (税込¥77,000)

¥120,000 ¥108,000 ¥84,000
(税込¥132,000) (税込¥118,800) (税込¥92,400)

¥50,000 ¥45,000 ¥35,000
(税込¥55,000) (税込¥49,500) (税込¥38,500)

¥40,000 ¥36,000 ¥28,000
(税込¥44,000) (税込¥39,600) (税込¥30,800)

●メモリオプション1　（シネマグ類　単品）

※カメラをレンタルされる方が対象のセット価格になります。

レンタル料金(日額)
備考

高速PCとシネステーションⅣ&シネマグⅣ 1TB4枚のセット。

高速PCとシネステーション&シネマグ256GB2枚のセット。

高速PCとシネステーション&シネマグ128GB2枚のセット。

高速PCとシネステーションⅣ&シネマグⅣ 1TB2枚のセット。

高速PCとシネステーションⅣ&シネマグⅣ 1TB3枚のセット。

商品

シネステーションⅣ & シネマグⅣ 1TB ｘ2 

シネステーションⅣ & シネマグⅣ 1TB ｘ3 

シネステーションⅣ & シネマグⅣ 1TB ｘ4 

シネステーション & シネマグ256GB ｘ2 

シネステーション & シネマグ128GB ｘ2 

フラッシュメモリマガジン シネマグⅣ 2TB

商品

フラッシュメモリマガジン シネマグⅣ 1TB

フラッシュメモリマガジン シネマグ256GB

フラッシュメモリマガジン シネマグ128GB

シネステーションⅣ (高速PC付き）

シネステーション　 (高速PC付き）

●メモリオプション2　（カメラセット価格）

Flex4K,ｖ2640用長時間記録装置。高速転送。マルチファイル収録、RAW収録対応。

Flex4K,ｖ2640用長時間記録装置。高速転送。マルチファイル収録、RAW収録対応。

PhantomHD、FLEX,v641用長時間記録装置。高速転送。マルチファイル収録、RAW収録対

応。

PhantomHD、FLEX,v641用長時間記録装置。高速転送。マルチファイル収録、RAW収録対

応。

シネマグⅣ専用リーダー。高速ダウンロード、MacPRO,モニター、10TBHDDセット。

シネマグ専用リーダー。高速ダウンロード、WindowsデスクトップPC、モニターセット。

レンタル料金(日額)
備考



1-2日間 3-5日間 6日間以上

¥30,000 ¥27,000 ¥21,000
(税込¥33,000) (税込¥29,700) (税込¥23,100)

¥6,000 ¥5,400 ¥4,200
(税込¥6,600) (税込¥5,940) (税込¥4,620)

¥7,000 ¥6,300 ¥4,900
(税込¥7,700) (税込¥6,930) (税込¥5,390)

1-2日間 3-5日間 6日間以上

¥4,000 ¥3,600 ¥2,800
(税込¥4,400) (税込¥3,960) (税込¥3,080)

¥4,000 ¥3,600 ¥2,800
(税込¥4,400) (税込¥3,960) (税込¥3,080)

¥3,000 ¥2,700 ¥2,100
(税込¥3,300) (税込¥2,970) (税込¥2,310)

¥3,000 ¥2,700 ¥2,100
(税込¥3,300) (税込¥2,970) (税込¥2,310)

¥3,000 ¥2,700 ¥2,100
(税込¥3,300) (税込¥2,970) (税込¥2,310)

レンタル料金(日額)
備考

KenjiSuematsuシグネチャーシリーズ 18mm、25mm、35mm、50mm、85mm T1.9　各1

本

KenjiSuematsuシグネチャーシリーズ 35mm、50mm、85mm T1.9　のうち1本

KenjiSuematsuシグネチャーシリーズ 18mm、25mm　 T1.9　のうち1本

レンタル料金(日額)
備考

uniQoptics PLレンズ　標準1本

uniQoptics PLレンズ　広角1本

●Fマウントレンズ

商品

●PLプライムレンズ　Kenji Suematuシグネチャーシリーズ

商品

uniQoptics PLレンズ5本セット

28-70ｍｍ F2.8

80-200ｍｍ F2.8

50ｍｍ F1.2

85ｍｍ F1.8

105ｍｍマクロ F2.8

その他レンズも各種取り揃えております。別途ご相談ください。



●カメラオプション　（アクセサリー類）

1-2日間 3-5日間 6日間以上

¥4,000 ¥3,600 ¥2,800
(税込¥4,400) (税込¥3,960) (税込¥3,080)

¥10,000 ¥9,000 ¥7,000
(税込¥11,000) (税込¥9,900) (税込¥7,700)

¥8,000 ¥7,200 ¥5,600
(税込¥8,800) (税込¥7,920) (税込¥6,160)

¥12,000 ¥10,800 ¥8,400
(税込¥13,200) (税込¥11,880) (税込¥9,240)

¥7,000 ¥6,300 ¥4,900
(税込¥7,700) (税込¥6,930) (税込¥5,390)

¥7,000 ¥6,300 ¥4,900
(税込¥7,700) (税込¥6,930) (税込¥5,390)

¥10,000 ¥9,000 ¥7,000
(税込¥11,000) (税込¥9,900) (税込¥7,700)

¥1,500 ¥1,350 ¥1,050
(税込¥1,650) (税込¥1,485) (税込¥1,155)

¥8,000 ¥7,200 ¥5,600
(税込¥8,800) (税込¥7,920) (税込¥6,160)

¥1,500 ¥1,350 ¥1,050
(税込¥1,650) (税込¥1,485) (税込¥1,155)

¥13,000 ¥11,700 ¥9,100
(税込¥14,300) (税込¥12,870) (税込¥10,010)

¥22,000 ¥19,800 ¥15,400
(税込¥24,200) (税込¥21,780) (税込¥16,940)

¥1,000 ¥900 ¥700
(税込¥1,100) (税込¥990) (税込¥770)

¥1,000 ¥900 ¥700
(税込¥1,100) (税込¥990) (税込¥770)

Vマウント対応リチウムバッテリ2台接続にて使用可能。全てのカメラに接続可能です。

（バッテリは付属されません。）

PLマウントカメラにB4レンズを取り付けるアダプタです。

各種PhantomカメラにB4レンズを取り付けることが可能です。

2個1組。　光SCケーブルとカメライーサネットケーブルを変換し、

カメラを遠隔操作（100ｍ以上）することが出来ます。

ハイスピード撮影対応のLEDライト。CRI 98とTLCI97を達成した非常に高い演色性を持ちま

す。

C100の倍の光量を持つ上位モデル。主な構成、特徴は上記と同様。ボディ、DMX操作対応。

スマートホンアプリからの遠隔操作にも対応しています。

トリガースイッチケーブル

MIOPSスマート高速トリガー

ZACUTOユニバーサルベースプレートとY字サポートのセット。

4K HDMI,SDI入力に対応したモニター一体型レコーダ。コンバータ機能も搭載。

4K,2K全てのPhantomに対応。500GB SSDが2枚付属します。

レンタル料金(日額)
備考

Apple ProRes 422 QuickTimeファイルを、簡単にコンピュータとの接続が可能な専用メディア

に記録できます。HD/SD-SDI及び、HDMI、アナログコンポーネントの入力が装備されていま

Phantom用リモートコントローラ。タッチパネルとジョグダイヤルおよびボタンでの操作にな

ります。

パナソニック社　BT-LH-1700W　マルチフォーマット対応。

パナソニック社BT-LH900A。マルチフォーマット対応。

AC100VもしくはVマウント対応リチウムバッテリ。（バッテリは付属されません。）

カメラ用三脚　ザハトラー社DV8

17インチHD液晶モニタ　　　　　　　　　　　　　

8.4インチHDモニタ

カメラ三脚　ザハトラーDV8

リチウムバッテリアダプタ

B4レンズアダプタ

光－LAN変換メディアコンバーター

HIVE C100 + 三脚セット

HIVE C200 + 三脚セット

ATOMOS SHOGUN INFERNO

AJA キープロ

RCUリモートコントローラー

MIOPSスマート高速トリガー キット

商品

ザクトレンズサポート

トリガースイッチ



以下の注意事項をご一読の上、内容に関してご了承頂き、お申し込みくださいますようお願いいたします。

*ご注意事項

　　・レンタル期間中での途中解約は原則致しかねます。

　　・レンタル開始日の3日前まではキャンセル料は発生いたしません。2日前、前日のキャンセルに関しては50％、 　　　当日、機材受け渡し後のキャンセルは100％のキャンセル料金をいただきます。

　　・輸送期間はレンタル期間に含まれません。レンタル機材はレンタル開始日AM:10:00着での発送となり、レンタル期間最終日の集荷時間内でのご返却願います。

　　・レンタル機材を弊社まで引き取り及び返却をご希望の場合、お貸出は使用日前日の15時以降、ご返却は使用日翌日の12時までとなります。

　　・レンタル期間の終了後、賃借人は速やかにレンタル物品をご返却下さい。返却が遅延した場合、遅延損害金をお支払い頂きます。

　　・レンタル機材の延長は、レンタル終了後機材の予約が入っていない限りにおいて可能です。予約が入っている場合は、延長はお受けできません。

　　・賃借人の過失による機材の破損、故障、滅失等があった場合、購入代価もしくは修理相当額をお支払い頂きます。

　　・上記の修理、または購入に過大な時間、諸経費がかかる場合賃借人はこれを負担し、他のレンタル契約に支障があるようならば、その費用もお支払い頂きます。

　　・お貸出中に機材の事故（盗難・紛失）が発生した場合、直ちにご連絡ください。損害及び破損・損傷についての全責任はお客様にご負担頂きます。

　　・レンタル期間終了後のクレームにつきましては、一切の責任を負いかねます。  

　　・本価格表に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

　　・その他レンタルに関する契約の詳細は、レンタル規約の契約条項をご覧になってください。

お問い合わせ：映像機材部 直通Tel☎ 03（3443）2677

株式会社ノビテック　映像機材部

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18東急不動産恵比寿ビル7F

TEL:03(3443)2633   FAX:03(3443)2660

https://www.nobby-tech.co.jp/broadcast.html

¥10,000

料金 備考

¥80,000

(税込¥11,000)

作業時間が10時間を超える場合は別途追加作業料金が発生いたします。

深夜作業（深夜0時以降）はさらに20％増しとなります。

(税込¥88,000)

●カメラオペレーター派遣

商品

オペレーター　1日　（10時間）

オペレーター延長料金　1時間


