GO-SEES.HIROO-PRICE LIST No.1
スタジオ料金(Ast/Bst/Cst)

ストロボアクセサリー各種

スチール

¥18,700(税込)/h

Proリングフラッシュ2

¥8,800(税込)/day

ムービー

¥27,500(税込)/h

Proマグナムリフレクター

¥1,320(税込)/day

Proマグナム用グリッド

¥1,100(税込)/day

深夜・早朝割増(21:00～8:00)20%
最低使用時間

4h

白ホリ塗装料

¥16,500(税込)/面

館内・館外

MOLAオパライト各種

¥4,400～(税込)/day

Proオパライト白/銀(グリッド付)

¥3,520(税込)/day

Pro用グリッド(3枚セット)

¥2,530(税込)/day

Proジャンボアンブレラ ディープXL(白/銀)

¥3,850(税込)/day

スチール

¥33,000（税込）/1h

バルカージャンボアンブレラ(銀)

¥4,400(税込)/day

ムービー

お受けできません

Proフレネルスポット

¥6,050(税込)/day

ブロンリングライト

¥11,000(税込)/day

ブロンBeauty Dish

¥3,850(税込)/day

ブロンPソフト(グリッド付)

¥3,850(税込)/day

最低使用時間
サイコロ(小・中・大)

2h
¥550（税込）～/day

ストロボ/定常光/HMI使用料

パラ170FB

¥18,700(税込)/day

Pro7s2400w(1台1灯)

¥2,200(税込)/h

エリンクロームロータラックス(φ135)

Pro8a1200w(1台1灯)

¥2,750(税込)/h

エリンクロームオクタバンク(φ190)

Pro8a2400w(1台1灯)

¥3,300(税込)/h

TKボックス各種(SS/S/M/L)

Pro10 2400w(1台1灯)

¥3,300(税込)/h

broncolor スコロ3200S(1台1灯)

¥3,300(税込)/h

Pro追加ヘッド

¥1,100(税込)/h

タングステン各種

Proツインヘッド(バイチューブ)

¥2,750(税込)/h

アイランプ500w(ゲージ付き)

¥1,100(税込)/day

broncolorパルソG4追加ヘッド

¥1,100(税込)/h

アイランプ500w(ブルー)

¥1,100(税込)/day

broncolorパルソツイン4

¥3,850(税込)/h

プリモスポットライト(5kw)

¥7,150(税込)/day

¥50％/h

ストロボ/HMI持込み使用料(弊社所有同機材)

外部ストロボ使用料(1灯)

¥550(税込)/h

定常光2kw以下(1灯)

¥550(税込)/h

定常光2kw以上(1灯)

¥880(税込)/h

¥4,400(税込)/day
¥14,300(税込)/day
¥3,300～(税込)/day

ARRI TRUE BLUE D25(HMI 2.5kw)

¥22,000(税込)/day

ARRI TRUE BLUE D40(HMI 4kw)

¥27,500(税込)/day

送風機各種

ARRI TRUE BLUE D25(HMI2.5kw使用料)※

¥1,650(税込)/h

RE-FAN Ⅱ ターボ

¥5,500(税込)/day

ARRI TRUE BLUE D40(HMI 4kw使用料)※

¥2,000(税込)/h

ブロワ

¥2,750(税込)/day

※弊社のHMI 2.5kw/4kwをご使用の場合、
定常光2kw以上とHMI使用料の金額がかかり
ます。

コードレスブロワ

¥4,400(税込)/day

ワーカービー

¥1,650(税込)/day

ライトスタンド各種

黒布・紗幕・フレーム

メガブーム(ワインドアップ付き)

¥5,500(税込)/day

黒布各種

¥3,300～(税込)/day

スーパーブーム

¥3,520(税込)/day

紗幕各種

¥2,750～(税込)/day

ミニブーム

¥2,200(税込)/day

モジュラーフレーム各種

¥2,640～(税込)/day

ハイジュニアローラースタンド

¥1,320(税込)/day

アルミフレーム(4×4)

センチュリースタンド

¥770(税込)/day

ミニベースセンチュリー

¥550(税込)/day

マジックスタンド

¥2,200(税込)/day

ローローラースタンド

¥1,100(税込)/day

株式会社ゴーシーズ
〒150-0011 東京都渋谷区東4-12-5
TEL:03-6805-5043/FAX:03-6805-5044
HP:http://www.go-sees.co.jp

¥1,100(税込)/day

GO-SEES.HIROO-PRICE LIST No.2
コンパネ・アクリル

ロケ各種

コンパネ各種

¥770～(税込)/day

アクリル各種

¥1,100～(税込)/day

ロケアシスタント
Aランク

弊社規定対象者 8h(1日)

¥16,500(税込)/日

Bランク

入社1年～1年半 8h(1日)

¥13,200(税込)/日

Cランク

入社3ヶ月～1年 8h(1日)

¥11,000(税込)/日

¥2,420(税込)/本

延長料

Aランク

¥1,650(税込)/h

ケント紙各種(黒・白・銀鼠)

¥330(税込)/枚

延長料

Bランク

¥1,320(税込)/h

黒ガムテープ(25m巻)

¥880(税込)/本

延長料

Cランク

¥1,100(税込)/h

消耗品各種
パーマセルテープ各種(黒・白・ベージュ)

トレーシングペーパー各種

¥220～(税込)/m

アキレスフィルム(タフニール)

¥330～(税込)/m

¥1,100(税込)/h

深夜・早朝割増(21:00～8:00)

アートレWマット(1500mm)

¥4,400～(税込)/m

LEEフィルター(610×610)

¥2,200(税込)/枚

Pro7s 2400ws(1台1灯)

¥11,000(税込)/日

¥770(税込)/枚

Pro8a 1200ws(1台1灯)

¥11,000(税込)/日

¥2,530(税込)/m

Pro8a 2400ws(1台1灯)

¥14,300(税込)/日

LEEフィルター(1/4サイズ)
スーペリア(背景紙)

出張ストロボ

Pro追加ヘッド(1灯)

¥2,200(税込)/日

デジタル機材
Mac Pro 12core(8h以内)
Apple 30inch Cinema Display
ColorEdge CG2730w
WACOM intuos3/intuos Pro Tablet

Dual-Link DVI Adapter

¥3,300(税込)/h
¥5,500(税込)/day
¥11,000(税込)/day
¥1,650(税込)/day
¥550(税込)/day

THUNDERBOLT EXPRESS DOCK

¥1,100(税込)/day

EPSON

¥3,300(税込)/day

PX-5800

インクジェットプリント(A4)

¥110(税込)/枚

インクジェットプリント(A3)

¥220(税込)/枚

インク代(B5/A4/B4)

¥55(税込)/枚

インク代(A3)

¥110(税込)/枚

CD-R

¥550(税込)/枚

♦施設管理料金（スタジオ管理者【人件費】及び諸経費）
入替手数料（複数媒体でのご利用時）として
スタジオ料金の小計10％を各ご請求させていただきます。
◆弊社保有機材と同じ機材をお持ち込みの場合、
弊社が設定している金額の50％を請求させていただきます。
◆上記以外の機材のお貸出しも行っております。
機材に関するお問い合わせは、
03-6805-5043(フロント直通)までお願い致します。
◆ロケアシスタントの交通費、その他経費につきましては
別途実費ご請求とさせていただきます。

その他
Kenko

フラッシュメーター

¥1,650(税込)/day

Kenko

カラーメーター

¥3,630(税込)/day

GITZO三脚＋雲台

¥3,850(税込)/day

Profoto Air Remote

¥2,530(税込)/day

Profoto Air Sync Remote

¥2,530(税込)/day

LEDエリスポットライト

¥3,300(税込)/day
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