
Rental Guide
2022  JULY

Audio Visual

Solution

Live stream

Innovation Service Company



1

ミキサー
デジタルミキサー Roland  M-5000
⼀⽇レンタル料⾦：￥50,000- (税込 \55,000)

24フェーダー＋アサイナブル４フェーダー
Stage Unit  S-2416 ２台付属

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
デジタルミキサー Roland M-5000 \50,000 税込 \55,000 S-2416 2台付属

デジタルミキサー

YAMAHA

LS9-32 \30,000 税込 \33,000 32in･16out

アナログミキサー

PM4000 \30,000 税込 \33,000 24in

MX12/6 \3,000 税込 \3,300 8mono2st in

MG12/4 \3,000 税込 \3,300 8mono2st in

MG12 \3,000 税込 \3,300 4mono4st in

アナログミキサー SOUNDCRAFT GB8 \26,000 税込 \28,600 32mono4st in

アナログミキサー ALLEN&HEATH
ZEDi-10 \3,000 税込 \3,300 4mono3st in,4in4outUSB

ZED-6 \2,000 税込 \2,200 2mono2st in

アナログミキサー MIDAS Venice240 \14,000 税込 \15,400 16mono4st in

デジタルミキサー CLASSIC PRO DM20 \8,000 税込 \8,800 MIC⼊⼒x12 LINE⼊⼒ stx2

株式会社ミックス イベント･機材レンタルのお問い合わせは (TEL) 082-239-4577 (FAX) 082-295-6628

パワーアンプ
4ch パワーアンプ QSC PLD4.5
⼀⽇レンタル料⾦：￥10,000- (税込 \11,000)

1150W(8Ω) 1250W(4Ω) 625W(2Ω) 4ch使⽤時

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

パワーアンプ

QSC
PLD4.3 \8,000 税込 \8,800 625W(8Ω) 625W(4Ω)

625W(2Ω) 4ch使⽤時

PLD4.5 \10,000 税込 \11,000
1150W(8Ω) 1250W(4Ω)
625W(2Ω) 4ch使⽤時

YAMAHA

P2360 \6,000 税込 \6,600 8Ω 350W+350W

PC1000 \4,000 税込 \4,400 8Ω 100W+100W

PC3000A \6,000 税込 \6,600 8Ω 300W+300W

PC3500 \6,000 税込 \6,600 8Ω 350W+350W

Accuphase PRO6 \8,000 税込 \8,800 8Ω 300W+300W

AMCRON MA2401 \8,000 税込 \8,800 8Ω 510W+510W

BOSE
1706 \2,000 税込 \2,200 4Ω 20W+20W

1705 \2,000 税込 \2,200 4Ω 20W+20W

2705 \3,000 税込 \3,300 4Ω 50W+50W

Roland SRA-5050A \3,000 税込 \3,300 4Ω 50W+50W



2
株式会社ミックス イベント･機材レンタルのお問い合わせは (TEL) 082-239-4577 (FAX) 082-295-6628

スピーカー
スピーカー JBL  VRX932LA-1
⼀⽇レンタル料⾦：￥10,000- (税込\11,000)

2-Wayラインアレイ・スピーカーシステム
指向⾓度(⽔平×垂直): 100°×15°

サブウーファー JBL  VRX918S
⼀⽇レンタル料⾦：￥8,000- (税込\8,800)

18インチ低域ドライバーを搭載
VRX932LA-1と連結してフライングやグランドスタックが可能

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
ラインアレイスピーカー

JBL
VRX932LA-1 \10,000 税込 \11,000 指向⾓度(⽔平×垂直): 

100°×15°
サブウーファー VRX918S \8,000 税込 \8,800 Sub LowBox

スピーカーシステム RENKUS-HINZ SR-2A \30,000 税込 \33,000 アンプ･プロセッサー込

スピーカー BOSE
802Ⅱ \4,000 税込 \4,400

101AD \1,500 税込 \1,650

101 \1,500 税込 \1,650

フットモニタースピーカー
Electro-Voice

FM-1202ER \3,000 税込 \3,300

FM-1502ER \4,000 税込 \4,400

スピーカー
SX300 \4,000 税込 \4,400

SX80 \2,000 税込 \2,200

アンプ内臓
モニタースピーカー YAMAHA

MS-101 \1,500 税込 \1,650

MSP3 \1,500 税込 \1,650

スピーカー
Meyer Sound

MSL-4 \20,000 税込 \22,000 HighBox 65〜18KHz

サブウーファー 650P \14,000 税込 \15,400 Sub LowBox 28〜100Hz

スピーカー
NEXO

PS15 \12,000 税込 \13,200

サブウーファー LS1200 \10,000 税込 \11,000

スピーカーブラケット
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

802バトン吊り⽤
BOSE

BB-1 \2,000 税込 \2,200

101パンスタンド GMA-3 \1,000 税込 \1,100

101マイクスタンド MK-4 \1,000 税込 \1,100

SX300フライング⾦具 Electro-Voice MB206/MB207 \2,000 税込 \2,200

スピーカースタンド K&M 21300 \1,000 税込 \1,100

ハンドクランク式
ディスタンスロッド K&M 21340 \1,000 税込 \1,100

スピーカースタンド⽤
チルトコネクター K&M 19670 \1,000 税込 \1,100 パイプ径35mm ⾓度15度

耐荷重25kg
⾦具は単品のレンタル価格（1set）

※ NEXOスピーカーについて…PS15･LS1200⽤プロセッサーとアンプは１ラックになっています。
（1ラック：プロセッサー×2、アンプ×2）
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サンプラー
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

サンプラー Roland SP404 \3,000 税込 \3,300 コンパクトフラッシュ内臓

テープレコーダー
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

オープンリールデッキ OTARI MX-55 \20,000 税込 \22,000 2tr/19' 38'

カセットテープレコーダー TASCAM
112MkⅡ \3,000 税込 \3,300

322 \3,000 税込 \3,300 Wカセットデッキ

プレーヤー・レコーダー
CD/メモリープレーヤー TASCAM SS-CDR200
⼀⽇レンタル料⾦：￥4,000- (税込\4,400)

業務⽤ＣＤ/メモリープレーヤー
CF/SD/SDHC/USBメモリに加えCDレコーダーも搭載

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
CD/メモリーレコーダー

TASCAM

SS-CDR200 \4,000 税込 \4,400 CF,SD,SDHC,USB,CDレコー
ダー搭載

CDプレーヤー CD-500 \3,000 税込 \3,300

ダイレクト再⽣
リモートコントローラー RC-20 \1,000 税込 \1,100 SS-CDR200／CD-500対応

メモリーレコーダー SS-R05 \3,000 税込 \3,300 CFメディア

MDレコーダー MD801R MKⅡ \6,000 税込 \6,600 MD録⾳･再⽣

マルチトラックレコーダー Roland R-1000 \20,000 税込 \22,000 48トラックレコーダー、HDD 
500GB

リニアPCM/IC
ハンディレコーダー ZOOM H4n Pro \3,000 税込 \3,300 4トラック、XLR/TRS⼊⼒２系

統
Smaart 測定システム Apple MacBookPro \30,000 税込 \33,000 Smaart v8、専⽤ﾏｲｸ･ｵｰﾃﾞｨｵI/F

エフェクター
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

リバーブ
Roland

SRV-2000 \3,000 税込 \3,300

ディレイ SDE-3000 \3,000 税込 \3,300

マルチエフェクト
YAMAHA

SPX900 \3,000 税込 \3,300

SPX990 \3,000 税込 \3,300

リバーブ REV5 \3,000 税込 \3,300

コンプレッサー・スプリッター・ヘッドフォンアンプ
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

コンプレッサー
dbx

160X \3,000 税込 \3,300 1ch

160XT \3,000 税込 \3,300 1ch

160A \3,000 税込 \3,300 1ch

166 \3,000 税込 \3,300 2ch

1046 \3,000 税込 \3,300 4ch

BSS DPR-402 \4,000 税込 \4,400 2ch

KLARK TEKNIK DN500 \4,000 税込 \4,400 2ch

スプリッター

KLARK TEKNIK Square ONE Splitter \8,000 税込 \8,800 8⼊⼒/16出⼒リア・8出⼒フロ
ント

WhirlWind MLTSP １×３ \4,000 税込 \4,400 1⼊⼒3出⼒

ART S8-3WAY \3,000 税込 \3,300 1⼊⼒3出⼒×8ch

iconic DA-0106W \10,000 税込 \11,000 1⼊⼒6出⼒

ヘッドフォンアンプ
FOSTEX PH-50 \3,000 税込 \3,300 5ch

BEHRINGER HA400 \1,500 税込 \1,650 4ch
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チャンネルディバイダー
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

チャンネルディバイダー
BSS FDS-318 \4,000 税込 \4,400 2Way 4ch 3.4Way 2ch

dbx DriveRack260 \4,000 税込 \4,400 2in 6out

イコライザー
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

グラフィックイコライザー
ASHLY CQ-231 \4,000 税込 \4,400 2ch

YAMAHA Q2031 \3,000 税込 \3,300 2ch

KLARK TEKNIK DN360 \4,000 税込 \4,400 2ch

パラメトリック
イコライザー

Inter City AEF-1PLUS \8,000 税込 \8,800 2ch

ATL DFP-24 \8,000 税込 \8,800 2ch 12バンド

ラインドライバー
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ラインドライバー Meyer Sound LD-1A \10,000 税込 \11,000

ノイズゲート
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ノイズゲート KLARK TEKNIK Square ONE 
Dynamics \5,000 税込 \5,500 8ch(ノイズゲート/コンプ

レッサー)

マイクロフォン
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

マイクロフォン

AKG
C451E(CK1) \2,000 税込 \2,200 E/C
C451EB(CK1) \2,000 税込 \2,200 E/C

AMCRON PCC-160 \2,000 税込 \2,200 バウンダリー E/C

audio-technica
ATL-180 \1,500 税込 \1,650 クリップ型 E/C

AT857QMLa \2,000 税込 \2,200 グースネックマイク E/C

ATM25 \2,000 税込 \2,200

SENNHEISER MD-421U \1,500 税込 \1,650

SHURE

SM-58LC \1,500 税込 \1,650

SM-57LC \1,500 税込 \1,650

565SD \1,000 税込 \1,100 スイッチ付
SM-58S \1,500 税込 \1,650 スイッチ付

WH20XLR、 TQG \1,000 税込 \1,100 ヘッドセット

BETA87A \2,000 税込 \2,200 E/C

BETA52 \2,000 税込 \2,200 低⾳域楽器⽤
BETA57A \2,000 税込 \2,200

CLASSIC PRO GNM-1 \1,000 税込 \1,100 楽器⽤ E/C 
ヴァイオリン⽤クリップ付属

SONY ECM-322BC \1,000 税込 \1,100 W/L⽤ヘッドセット

ワイヤレスマイク
1.2GHz帯デジタルワイヤレスシステム
SONY DWR-R02DN/G
⼀⽇レンタル料⾦：￥14,000- (税込\15,400) /１波

ハンドマイク DWM-02N/G，ピンマイク DWT-B01N/G

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ワイヤレスマイク

SAMSON UR-5DA(2ch) \8,000 税込 \8,800 B帯 58/MKE-2

SONY
DWR-R02DN/G \14,000 税込 \15,400 1.2GHz帯ハンド×2  Pin×2 

WRR-840(2ch) \5,000 税込 \5,500 B帯ハンド×2 Pin×2

SHURE QLXD24/SM58-JB(2ch) \8,000 税込 \8,800
デジタルB帯
ハンド×2 Pin×2

※ワイヤレスマイクは１波あたりの価格になります。
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ダイレクトボックス・カフBOX
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ダイレクトボックス

ART AV Direct \1,000 税込 \1,100 STライン⇒XLRモノ変換

BOSS DI-1 \1,000 税込 \1,100 ファンタム可

BSS AR-116 \2,000 税込 \2,200 バッテリー

COUNTRYMAN TYPE-85 \2,000 税込 \2,200 ファンタム可

PC USB出⼒⽤ダイレクト・
ボックス whirlwind PC USB \1,500 税込 \1,650 USB→ST XLR

カフBOX
TOMOKA TCC-60 \2,000 税込 \2,200 ファンタム可

KO-ON FUB-2100 \3,000 税込 \3,300 トランス⼊り

マイクスタンド
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ブームスタンド
K&M

ST-210 \200 税込 \220

ST-259 \200 税込 \220

フレキシブルスタンド 29390 \200 税込 \220

フレキシブルグースネック SHURE G12-CN \200 税込 \220 300mm,XLR

卓上スタンド
National WN-272 \200 税込 \220

SONY \200 税込 \220

直⽴スタンド TOA ST208 \200 税込 \220

卓上スタンド
SUGIPRO DS-30M \500 税込 \550

⾼砂 MS-205A \1,000 税込 \1,100

直⽴スタンド ⾼砂 MF-22TM \2,000 税込 \2,200

デジタルオーディオ伝送システム
デジタルオーディオ伝送システム
Roland REAC Digital Snake
⼀⽇レンタル料⾦：￥10,000- (税込\11,000)

⼊出⼒ユニット「S-1608」「S-0816]、リモートコントローラー
「S-4000R」「S-4000R」、接続ケーブル「W100S-R」「SC-W20F」

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

REACシステム Roland
Digital Snake S-0808 \6,000 税込 \6,600 8in/8out⇔8in/8out

Digital Snake 
S-1608/0816 \10,000 税込 \11,000 16in/8out⇔8in/16out

マルチケーブル
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

マルチマイクケーブル
CANARE

32ch 50m \6,000 税込 \6,600 BOX/BOX

32ch 30m \4,000 税込 \4,400 BOX/BOX

32ch 0.5m中継ケーブル \1,000 税込 \1,100

16ch 50m \3,000 税込 \3,300 BOX/BOX

16ch 30m \2,000 税込 \2,200 BOX/BOX

8ch  20m \2,000 税込 \2,200 先バラ

8ch 10m \1,000 税込 \1,100 BOX/BOX

4ch 24m \1,000 税込 \1,100 先バラ

4ch 30m \1,000 税込 \1,100 先バラ

4ch 10m \1,000 税込 \1,100 先バラ

2ch 5m \500 税込 \550 先バラ

マルチスピーカーケーブル
2ch 30~40m \1,000 税込 \1,100 先バラ

4ch 30m \1,500 税込 \1,650 NL8
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液晶・ＤＬＰプロジェクター
ＤＬＰプロジェクター Panasonic PT-DZ8700
⼀⽇レンタル料⾦：￥350,000- (税込\385,000)

10600Lmの⾼輝度３チップDLPプロジェクター
解像度：フルHDもカバーする1920×1200リアル対応
オプションレンズ必要

レーザー光源液晶プロジェクター EPSON EB-L1405U
⼀⽇レンタル料⾦：￥130,000- (税込\143,000)

レーザー光源・8000Lmの⾼輝度
解像度：フルHDもカバーする1920×1200リアル対応
ポートレート映写可能・４K映像対応・オプションレンズ必要

超短焦点DLPプロジェクター RICOH WX4152N
⼀⽇レンタル料⾦：￥25,000- (税込\27,500)

超短焦点プロジェクター・マルチプロジェクション対応
解像度：1280×1200ドット 出⼒光束：3500Lm
投射画⾯サイズ：48〜80型（投射距離11.7〜24.9cm）

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
10600Lm
3チップDLPプロジェクター Panasonic PT-DZ8700 \350,000 税込\385,000 WUXGA  オプションレンズ必要

8000Lm 
レーザー光源プロジェクター EPSON EB-L1405U \130,000 税込\143,000 WUXGA  オプションレンズ必要

8200Lm 1ﾁｯﾌﾟDLPプロジェクター Panasonic PT-DX810S \110,000 税込\121,000 XGA オプションレンズ必要

6000Lm 3ﾁｯﾌﾟDLPプロジェクター Panasonic TH-DW7000-K \150,000 税込\165,000 WXGA オプションレンズ必要

4500Lm 液晶プロジェクター NEC
NP-P451WJL-N2 \35,000 税込 \38,500 WXGA レンズ交換不可

NP-P451WJL-N3 \35,000 税込 \38,500 WXGA レンズ交換不可

3400Lm 超短焦点プロジェクター EPSON EB-535W \30,000 税込 \33,000 WXGA 超短焦点モデル

3500Lm 超短焦点プロジェクター RICOH WX4152N \25,000 税込 \27,500 WXGA 超短焦点モデル

3500Lm 液晶プロジェクター Panasonic PT-LB90NT \25,000 税込 \27,500 XGA レンズ交換不可

3000Lm 液晶プロジェクター Panasonic PT-VW330 \30,000 税込 \33,000 WXGA レンズ交換不可

プロジェクター 交換レンズ・オプション
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

中焦点レンズ
EPSON

ELPLM10 \10,000 税込 \11,000 EPSON EB-L1405U⽤

⻑焦点レンズ ELPLM11 \10,000 税込 \11,000 EPSON EB-L1405U⽤

超短焦点固定レンズ

Panasonic

ET-D75LE5 \20,000 税込 \22,000 Panasonic ３チップDLP⽤

短焦点ズームレンズ ET-D75LE6 \20,000 税込 \22,000 Panasonic ３チップDLP⽤

中焦点ズームレンズ
ET-D75LE20 \20,000 税込 \22,000 Panasonic ３チップDLP⽤

ET-D75LE30 \20,000 税込 \22,000 Panasonic ３チップDLP⽤

⻑焦点ズームレンズ ET-D75LE4 \20,000 税込 \22,000 Panasonic ３チップDLP⽤

短焦点ズームレンズ ET-DLE100 \10,000 税込 \11,000 Panasonic １チップDLP⽤

中焦点ズームレンズ
ET-DLE200 \10,000 税込 \11,000 Panasonic １チップDLP⽤

ET-DLE310 \10,000 税込 \11,000 Panasonic １チップDLP⽤

⻑焦点ズームレンズ ET-DLE410 \10,000 税込 \11,000 Panasonic １チップDLP⽤

超⻑焦点ズームレンズ ET-DLE450 \10,000 税込 \11,000 Panasonic １チップDLP⽤

PT-DZ8700⽤天吊⾦具 ET-PKD310S \3,000 税込 \3,300 低天井⽤
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ロールアップスクリーン
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

60インチロールアップ 4:3 KIC KP-60 \3,000 税込 \3,300 1220×910

100インチロールアップ 4:3 IZUMI RS-100 \4,000 税込 \4,400 1990×1490

⾃⽴組⽴式スクリーン
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

150インチフロント 4:3
Draper

DF-150E \18,000 税込 \19,800 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ3,000×2,300mm

210インチフロント 4:3 DF-210E \25,000 税込 \27,500 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ4,267×3,200mm

210インチフロント 4:3 stumpfl MBF-210 \25,000 税込 \27,500 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ4,267×3,200mm

240インチフロント 4:3 Draper DF-240E \45,000 税込 \49,500 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ4,877×3,658mm

120インチフロント 16:9

stumpfl

MBCF-100HD \15,000 税込 \16,500 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ2,180×1,230mm

147インチフロント 16:9 MBF-147HD \18,000 税込 \19,800 外形⼨法 3,460×2,040mm

183インチフロント 16:9 MBF-183HD \30,000 税込 \33,000 外形⼨法 4,260×2,500mm

183インチリア 16:9 MBR-183HD \35,000 税込 \38,500 外形⼨法 4,260×2,500mm

220インチフロント 16:9 MBLF-220HD \60,000 税込 \66,000 外形⼨法 5,090×2,950mm

275インチフロント 16:9 MBLF-275HD \90,000 税込 \99,000 外形⼨法 6,310×3,640mm

330インチフロント 16:9 MBLF-330HD \120,000 税込\132,000 外形⼨法 7,530×4,320mm

三脚式スクリーン
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

80インチ三脚式 4:3 KIC KS-80 \2,000 税込 \2,200 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ1626×1219

100インチ三脚式 4:3 KIKUCHI KDX-100W \5,000 税込 \5,500 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ2032×1524

100インチ三脚式 4:3
KIC

KS-100 \5,000 税込 \5,500 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ2032×1524

120インチ三脚式 4:3 KS-120 \7,000 税込 \7,700 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ2438×1829

120インチ三脚式 4:3 オーエス PT-120VWG103 \7,000 税込 \7,700 ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ2438×1829

吊り下げ式スクリーン
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

150インチ吊り下げ式 4:3
オーロラ

\8,000 税込 \8,800 3.0x2.3m

200インチ吊り下げ式 4:3 OS HT特型 \12,000 税込 \13,200 4.0x3.0m

250インチ吊り下げ式 4:3 \20,000 税込 \22,000 5.0x4.0m

270インチ吊り下げ式 4:3
オリジナル

\21,000 税込 \23,100 5.5x4.2m

200インチ吊り下げ式 4:3 \16,000 税込 \17,600 4.0x４.0m

270インチ吊り下げ式 4:3 CINEMA CKH-270 \21,000 税込 \23,100 ⿊ブチ無し

映写台
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

映写台
ラクサー

LEL-DUO \3,000 税込 \3,300 ⼤ラクサー

LE-DUO \2,000 税込 \2,200 ⼩ラクサー

映写台オプション
ラクサードレス ⼤ \500 税込 \550 LEL-DUO⽤ H:1,200mm

ラクサードレス ⼩ \500 税込 \550 LE-DUO⽤ H:1,020mm

※ 各サイズ リアスクリーンもご準備できます。
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液晶テレビ・液晶ディスプレイ
75V型4K液晶テレビ SONY KJ-75X8000H
⼀⽇レンタル料⾦：￥75,000- (税込\82,500)

アスペクト１６：９ ７５型４Ｋ液晶テレビ
解像度：3840×2160ドット
ビデオ・ＰＣ・HDMI⼊⼒可能 消費電⼒374W

10.1V型マルチモニター CENTURY LCD-10169VH
⼀⽇レンタル料⾦：￥4,000- (税込\4,400)

アスペクト１６：９ １０.１型ハイビジョンモニター
解像度：1366×768ドット
ビデオ・ＰＣ・HDMI⼊⼒可能 チルト傾斜スタンド付

フロアロースタンド SDS ML-2640
⼀⽇レンタル料⾦：￥5,000- (税込\5,500)

出演者への返しモニター等へ利⽤可能です。
３２〜５２インチモニター装着可能。

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
10.1型ワイド液晶モニター CENTURY LCD-10169VH \4,000 税込 \4,400 HD対応（16:9)

11.6型ワイド液晶モニター 各種メーカー \4,000 税込 \4,400 HD対応（16:9)

13型ワイド液晶テレビ CENTURY CL-SU13TV1B \4,000 税込 \4,400 HD対応（16:9)

15.6型ワイド液晶モニター ADTECHNO LCD1560S \8,000 税込 \8,800 SDI⼊⼒

15.6型ワイド液晶モニター ADTECHNO LCD1560 \4,000 税込 \4,400 HDMI⼊⼒

21.5型ワイド液晶ディスプレイ 各種メーカー \8,000 税込 \8,800 HD対応（16:9)

23.8型ワイド液晶ディスプレイ 各種メーカー \12,000 税込 \13,200 HD対応（16:9)

32型ワイド液晶ディスプレイ 各種メーカー \15,000 税込 \16,500 HD対応（16:9)

19型ハイビジョン液晶テレビ SHARP LC-19K90･2T-C19DE-B \8,000 税込 \8,800 HD対応（16:9)

32型ハイビジョン液晶テレビ SHARP LC-32V5-B \15,000 税込 \16,500 HD対応（16:9)

42型ハイビジョン液晶テレビ SHARP LC-42DS6 \30,000 税込 \33,000 HD対応（16:9)

43型ハイビジョン液晶ディスプレイ Panasonic TH-43EQIJ \30,000 税込 \33,000 HD対応（16:9) 4K対応

52型ハイビジョン液晶テレビ SHARP LC-52G7 \45,000 税込 \49,500 HD対応（16:9)

60型ハイビジョン液晶テレビ SHARP LC-60XL20 \60,000 税込 \66,000 HD対応（16:9)

75型4K液晶テレビ SONY KJ-75X8000H \75,000 税込 \82,500 4K対応（16:9)

10型液晶ディスプレイ Quixun QT-1005B-AVG \4,000 税込 \4,400 RGB･ビデオ対応(4:3)

15型液晶ディスプレイ ELMO EM-151LC \4,000 税込 \4,400 RGB･ビデオ対応(4:3)

15型液晶ディスプレイ 各種メーカー \4,000 税込 \4,400 RGB対応(4:3) HDMI対応(16:9)

20型液晶テレビ SHARP LC-20S4 \8,000 税込 \8,800 ビデオ対応(4:3)

フロアスタンド カラテック LCD-12-2 \5,000 税込 \5,500 42型､52型､60型⽤

フロアスタンド 各種メーカー \5,000 税込 \5,500 37〜80型⽤

フロアロースタンド SDS ML-2640 \5,000 税込 \5,500 32型､42型､,52型⽤

傾斜付壁掛け⾦具 カラテック MT-5040 \2,000 税込 \2,200 42型､52型⽤

天井吊⾦具 カラテック LCD-7-3 \3,000 税込 \3,300 42型､52型⽤

傾斜付壁掛け⾦具 MKB-S2 \2,000 税込 \2,200 32型⽤

傾斜付壁掛け⾦具 STAR PLATINUM TVSTIFT100MB \1,000 税込 \1,100 37型〜65型⽤

※写真はモニター装着イメージです。
(モニターは付属しておりません。）

ブラウン管モニターテレビ
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

９インチモニター SONY
PVM-9040 \4,000 税込 \4,400 9インチ業務⽤

PVM-9041Q \4,000 税込 \4,400 9インチ業務⽤

NEW

NEW 75V
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ＨＤ・ＲＧＢ関係 周辺機器
マルチフォーマットスイッチャー Roland  V-800HD MkⅡ
⼀⽇レンタル料⾦：￥45,000- (税込\49,500)

SDI・RGB・コンポーネント・HDMI・コンポジット⼊⼒対応
HDMI⼊出⼒はHDCP対応。

ストリーミングビデオスイッチャー Roland V-160HD
⼀⽇レンタル料⾦：￥45,000- (税込\49,500)

⼊⼒：1080p対応HDMI8系統・3G-SDI8系統、映像出⼒：HDMIx3系統・
SDIx3系統・USB-C1系統、8レイヤーまで対応した映像合成機能

HDビデオスイッチャー Roland V-8HD
⼀⽇レンタル料⾦：￥30,000- (税込\33,000)

HDMI⼊⼒対応８系統、出⼒３系統を装備。
全⼊⼒にフレームレート･コンバーターとフレーム･シンクロナイザー搭載。

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

マルチフォーマット
スイッチャー

Roland

V-1600HD \65,000 税込 \71,500 全13⼊⼒,HD対応

V-800HDMkⅡ \45,000 税込 \49,500 全8⼊⼒,HD対応

V-160HD \45,000 税込 \49,500 SDI８⼊⼒・HDMI８⼊⼒

V-40HD \20,000 税込 \22,000 全4⼊⼒,HD対応

IMAGENICS SL-41B \15,000 税込 \16,500 全4⼊⼒,HD対応,IMG.Link out

HDビデオスイッチャー Roland V-8HD \30,000 税込 \33,000 HDMIx8⼊⼒,HDMIx3出⼒

マトリックススイッチャー Roland XS-42H \15,000 税込 \16,500 4⼊⼒2出⼒マルチフォーマット

ビデオプロセッサー Roland VP-42H \20,000 税込 \22,000 HDMIx4⼊⼒,HDMIx2出⼒(1 系
統)

HD AVミキサー Roland VR-4HD \20,000 税込 \22,000 全4⼊⼒,HD対応,ライブ配信に
最適

ＲＧＢスケーラー KRAMER
VP-730 \15,000 税込 \16,500 VGA/CV/COMP/HDMI ⼊⼒

VP-725DS \30,000 税込 \33,000 VGA/CV/COMP/S 各4⼊⼒

Mini Converter Black Magic Design 各種 \3,000 税込 \3,300 HDSDI対応

Micro Converter Black Magic Design SDI⇔HDMI 各種 \2,000 税込 \2,200 HDSDI対応

SDI分配器 Black Magic Design SDI Distribution \3,000 税込 \3,300 HDSDI対応

デジタルスキャンコンバーター SONY
DSC-1024G \30,000 税込 \33,000 Vx2/PCx1

DSC-1024HD \30,000 税込 \33,000 Vx1/PCx2

スキャンコンバーター Roland VC-1-SC \8,000 税込 \8,800 HDSDI対応

ＲＧＢセレクター SANWA SW-EV4 \2,000 税込 \2,200 4⼊⼒1出⼒(D-sub)

ＲＧＢ分配器 SANWA
VGA-SP8 \3,000 税込 \3,300 1in8out(D-sub)

VGA-SP4 \3,000 税込 \3,300 1in4out(D-sub)

ＲＧＢケーブル補償器 KRAMER VP-210Xl \2,000 税込 \2,200 1⼊⼒1出⼒＋1ループ出⼒

RGB-UTP変換器
IMAGENICS UTX/URX-500A \8,000 税込 \8,800 RGB-UTP変換器

hypertools
VGA-E＋PRO \3,000 税込 \3,300 RGB-UTP変換器

AVE-301T/R \3,000 税込 \3,300 RGB-UTP変換器

SDIオプチカルコンバーター Black Magic Design OpticalFiber \8,000 税込 \8,800 １セット２台⼊り（双⽅向）

オプチカル
ファイバーケーブル

100ｍ \4,000 税込 \4,400 LCーLC

150ｍ \6,000 税込 \6,600 LCーLC

200ｍ \8,000 税込 \8,800 LCーLC

NEW

NEW
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ＨＤ・ＲＧＢ関係 周辺機器
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

DVI延⻑器
IMAGENICS CRO-DCE15ATX/RX \8,000 税込 \8,800 DVI-同軸変換器

IDK HDC-TD/RD100 \8,000 税込 \8,800 DVI-UTP変換器

HDMI分配器
IDK VAC-5002HD \8,000 税込 \8,800 2⼊⼒5出⼒HDMI分配器

SANWA VGA-HDSP4K \4,000 税込 \4,400 1⼊⼒4出⼒HDMI分配器

ビデオコンバーター Roland
VC-30HD \8,000 税込 \8,800 信号変換⇒IEEE1394/USBビデオ

VC-1-DL \5,000 税込 \5,500 HDMIとSDIの双⽅向変換

DVI-I/RGBエミュレーター IMAGENICS DM-C2 \2,000 税込 \2,200 プラグアンドプレイエミュレーター

RGBエミュレーター KOWA KT-EM \2,000 税込 \2,200 プラグアンドプレイエミュレーター

リモートプレゼンテーション
システム MIX

有線キーボードマウス仕様 \10,000 税込 \11,000

無線キーボードマウス仕様 \10,000 税込 \11,000

HDMIケーブル補償器 IDK VLC-30HD \3,000 税込 \3,300 HDMIロングケーブル⽤

ビデオ関係 周辺機器
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ケーブルブースター(1in2out) ビクター DU-501 \3,000 税込 \3,300

映像分配器

ビクター DU-102 \2,000 税込 \2,200 2in6out

TOA CC-3301 \2,000 税込 \2,200 映2in3out/1in6out BNC

イメージニクス DA-120A \2,000 税込 \2,200 映⾳1in4out BNC

FOR A VA310 \4,000 税込 \4,400 1in10out

ビデオモデムシステム VDS VDS2800 \5,000 税込 \5,500
映像･⾳声を同軸１本で伝送
(1000m)

HDVカメラ・ハンディカム・⼩型カメラ
NXCAMカメラ SONY HXR-NX5R
⼀⽇レンタル料⾦：￥25,000- (税込\27,500)

1/3型 フルHD 3CMOSセンサーカムコーダー
広⾓28.8mm・光学20倍 Gレンズ 三脚 504HD-546GBK付属

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
NXCAMカメラ SONY HXR-NX5R \25,000 税込 \27,500 三脚 504HD-546GBK付属

カメラ三脚 Manfrotto 504HD-546GBK \5,000 税込 \5,500 段数:3段、脚ロック⽅式:レバー式

HDVカメラ SONY HVR-Z7J \20,000 税込 \22,000

書画カメラ ELMO P30HD \15,000 税込 \16,500 RGB出⼒（1280×1024）

4Kビデオカメラ JVC GZ-RY980-A \10,000 税込 \11,000 三脚付属

HDハンディカム SONY HDR-CX535 \8,000 税込 \8,800 HDMI、AV出⼒

アクションカメラ GoPro HERO5 \5,000 税込 \5,500

HD webカメラ Logicool C615 \1,500 税込 \1,650 1080p @ 30fps

ビデオスイッチャー
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

マトリックススイッチャー IMAGENICS SW-320F \6,000 税込 \6,600 マトリックス 4in2out

ライブスイッチャー Panasonic AW-SW350 \20,000 税込 \22,000 5in ライブスイッチャー
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録･再⽣機器
SSDレコーダー BlackMagicDesign HyperDeckStudio Pro2
⼀⽇レンタル料⾦：￥18,000- (税込\19,800)

ＳＤＩ・ＨＤＭＩ⼊⼒ビデオレコーダー
デュアルＳＳＤスロット（４８０ＧＢ ＳＳＤ SanDisk 1枚付属）

業務⽤BDプレーヤー TASCAM BD-01U
⼀⽇レンタル料⾦：￥5,000- (税込\5,500)

業務⽤BD再⽣機

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
SSDレコーダー Black Magic Design HyperDeckStudio PRO2 \18,000 税込 \19,800 480GB SSD1枚付属

SSDストレージ SanDisk SDSSDXPS-480G-G25 \3,000 税込 \3,300 480GB 2.5インチSSD

SDカードレコーダー
Black Magic Design HyperDeckStudio Mini \15,000 税込 \16,500 256GB SD2枚付属

Black Magic Design HyperDeckStudio HD 
Mini \15,000 税込 \16,500 256GB SD2枚付属

メディアプレーヤー BrightSign
HD223 \8,000 税込 \8,800 32GBマイクロSD付属

HD1023 \10,000 税込 \11,000 32GBマイクロSD付属/USB制御
対応

ポータブルレコーダー AVerMedia AVT-C878 \3,000 税込 \3,300 64GBマイクロSD付属

業務⽤BDレコーダー
JVC SR-HD1500 \10,000 税込 \11,000 500GB HDD内臓

TASCAM BD-01U \5,000 税込 \5,500

HDD内臓BDレコーダー Panasonic DMR-BWT630 \5,000 税込 \5,500 1TB HDD内臓

BDプレーヤー
SONY

BDP-S370 \3,000 税込 \3,300

BDP-S380 \3,000 税込 \3,300

DENON DN-500BD MKⅡ \5,000 税込 \5,500

TEAC BD-MP1 \5,000 税込 \5,500

HDD内臓DVD/VHSレコーダー PIONEER DVR-RT700D \5,000 税込 \5,500 地デジチューナー内蔵

業務⽤DVDプレーヤー TASCAM DV-D6500 \5,000 税込 \5,500

業務⽤HDVデッキ SONY HVR-M35J \25,000 税込 \27,500 HD-SDI出⼒装備

業務⽤DVCAMデッキ SONY DSR-25 \18,000 税込 \19,800 録⾳･再⽣機

DVミニデッキ Panasonic NV-DM1 \8,000 税込 \8,800

βカムデッキ SONY PVW-2800 \30,000 税込 \33,000

ネットワークデジタルAV
プレーヤー DENON DN-V750 \10,000 税込 \11,000 ２GB コンパクトフラッシュ付属

ビデオプレゼンター・プロジェクションマッピングシステム
プロジェクションマッピングシステム
MadMapper + Qlab Pro Video 仕様
⼀⽇レンタル料⾦：￥50,000- (税込\55,000)

MacbookPro(2.6GHzクアッドコアCorei7,16GBメモリ,512GBSSD）仕様
※プロジェクションマッピングには別途プロジェクター、周辺機器、

コンテンツ制作等が必要となります。
お⾒積もりいたしますので、ご相談ください。

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考
HDリアルタイム
ビデオプレゼンター QLab Qlab 4 Video Standard \35,000 税込 \38,500 MacBookPro仕様

プロジェクションマッピング
システム

MadMapper+QlabPro
Video \50,000 税込 \55,000 MacBookPro仕様

リアルタイムビデオ
プレゼンター Roland PR-80 \40,000 税込 \44,000 エディター/プレゼンター装備



12
株式会社ミックス イベント･機材レンタルのお問い合わせは (TEL) 082-239-4577 (FAX) 082-295-6628

ＰＣ・周辺機器
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ノートＰＣ

DELL/MSI/mouse Windows10 Pro \20,000 税込 \22,000 Office2019インストールモデル

各種 Windows10 Pro \25,000 税込 \27,500 Office2010～2019インストール
モデル

Apple MacBookPro \35,000 税込 \38,500 Corei7,16GBﾒﾓﾘ,512GBSSD 
Office2011

タブレットPC Apple iPad \8,000 税込 \8,800 10.2インチ Wi-Fiモデル

ワイヤレスマウス エレコム M-D10UR \500 税込 \550 2.4GHz 動作距離30m

ワイヤレスマウスキーボード
エレコム TK-FDM031BK \2,000 税込 \2,200 2.4GHz 動作距離10m

ロジクール MK245nBK \2,000 税込 \2,200 2.4GHz 動作距離10m

KVMスイッチ CONNECT PRO UR-14+ \8,000 税込 \8,800 PC4台 接続･切替

スピーカーフォン YAMAHA YVC-200B \5,000 税込 \5,500 360°全⽅位カバーマイク

PCヘッドセット SENNHEISER VoIP PC 8.2 USB \1,500 税込 \1,650 USB接続

インターネット・ライブ配信関係機材
ストリーミングビデオスイッチャー
Black Magic Design ATEM Mini Pro
⼀⽇レンタル料⾦：￥8,000- (税込\8,800)

収録･配信コントロールボタン搭載
USBフラッシュディスクにH.264で直接⼊⼒

ビデオキャプチャー
Black Magic Design Web Presenter HD
⼀⽇レンタル料⾦：￥8,000- (税込\8,800)

⾃⼰完結型の配信ソリューション。
放送⽤H.264エンコーダー、YouTubeなどへの直接配信、USBウェブカム、
フォーマット変換に対応した12G-SDI⼊⼒

機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

業務⽤ルーター YAMAHA
RTX1210 \15,000 税込 \16,500

RTX810 \8,000 税込 \8,800

⺠⽣⽤ルーター 各種 \3,000 税込 \3,300

GIGAビット8ポートスイッチ NETGEAR GS108PE \3,000 税込 \3,300 VLAN/PoE対応（4ポート）

16ポートHUB 各種 \2,000 税込 \2,200

８ポートHUB 各種 \1,500 税込 \1,650

５ポートHUB 各種 \1,000 税込 \1,100

無線LANルーター
BUFFALO WXR-1750DHP \5,000 税込 \5,500

NEC PA-WX3000HP \3,000 税込 \3,300

LTE無線LANルーター NEC HT100LN-SW \10,000 税込 \11,000 通信料10GB分含む
超過料⾦\1,000/GB

5G Wi-Fi ステーション SHARP SH-52B \10,000 税込 \11,000 ドコモSIM内蔵、通信料込み

業務⽤無線LANアクセスポイント BUFFALO WAPM-HP-AM54-G54 \8,000 税込 \8,800

無線LAN拡張アンテナ BUFFALO WLE-HG-DA \2,000 税込 \2,200

ライブ配信ユニットLiveShell.X Cerevo CDP-LS04A \8,000 税込 \8,800 最⼤1080/60pライブ配信
ストリーミング
ビデオスイッチャー Black Magic Design ATEM Mini Pro \8,000 税込 \8,800 HDMIx4⼊⼒、HDMIx1出⼒

ストリーミング
ビデオコンバーター Black Magic Design ATEM Streaming Bridge \5,000 税込 \5,500 H.264-SDI/HDMI変換

ビデオキャプチャー Black Magic Design Web Presenter HD \8,000 税込 \8,800 SDIビデオ⼊⼒x1、SDIビデオ
出⼒ループx1・モニターx1

SDI キャプチャーデバイス AJA Video 
System U-TAP-SD1 \5,000 税込 \5,500

HDMIビデオキャプチャー 各種 \3,000 税込 \3,300

USBオーディオインターフェイス BEHRINGER
UMC202HD \1,500 税込 \1,650

UFO202 \1,000 税込 \1,100

NEW

NEW

NEW
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電源関係
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

カットアウト電源BOX オリジナル \5,000 税込 \5,500 4線 100A

電源BOX RDS ゲタ \2,000 税込 \2,200 ３線

UPS オムロン、APC \10,000 税込 \11,000 許容電⼒ 800〜1500W

楽器類
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

キーボードスタンド YAMAHA LG-100 \1,000 税込 \1,100

ギターアンプ Fender STAGE100 \6,000 税込 \6,600

ベースアンプ AMPEG BA-115V2 \6,000 税込 \6,600

ドラムセット Pearl EXX725S/C/31 \12,000 税込 \13,200 Sn14' TT10'12' FT16' BD22'

スピーカー台
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

スピーカー台 オリジナル MSS-1 \3,000 税込 \3,300 H:900/1300/1600

スピーカー台⽤ジャッキベース ジャッキベース \500 税込 \550

無線機
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

無線機 STANDARD VXD460U \4,000 税込 \4,400 定格出⼒5w デジタル65ch

会議⽤備品
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

レーザーポインター 各種 \2,000 税込 \2,200 ⾚⾊・緑⾊

パーフェクトキュー D’san PC-Micro/AS3-Grn \5,000 税込 \5,500
レザポ機能付き・送信機２台
セット

デジタル計時回線 D’san PRO-2000 \10,000 税込 \11,000 進⾏・演者・座⻑⽤

⼿元ライト ⼭⽥照明 マノンZM002 \500 税込 \550 卓上⼩型ライト

撮影⽤ライト
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

LEDビデオライト/スタンド
キット Neewer 3200K-5600K CRI 96+ \3,000 税込 \3,300 １灯あたり（スタンド付き）

養⽣関係
機材名 メーカー 型 番 価格 備 考

ケーブルプロテクター \1,000 税込 \1,100 ２列 連結タイプ 1m

ジャンピングポール STAGE 
EVOLUTION \1,000 税込 \1,100 3段式簡易ポール 1.92〜5m
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⼈件費
項 ⽬ 単位 価 格

⾳響・照明・映像 技術員（チーフ） １⽇ \30,000 (税込 \33,000)

⾳響・照明・映像 技術員（サブ） １⽇ \25,000 (税込 \27,500)

ディレクター １⽇ \35,000 (税込 \38,500)〜\50,000 (税込 \55,000)

アシスタントディレクター １⽇ \25,000 (税込 \27,500)〜\35,000 (税込 \38,500)

カメラマン １⽇ \35,000 (税込 \38,500)

諸経費
項 ⽬ 単位 価 格

機材運搬費（普通⾞〜ハイエースクラス）旧広島市内 １⽇ \6,000 (税込 \6,600) より
機材運搬費（2t⾞以上）旧広島市内 １⽇ \15,000 (税込 \16,500) より
機材運搬費 旧広島市内 以遠 １⽇ 別途お⾒積もり

コンテンツ制作費
項 ⽬ 単位 価 格

パワーポイント制作費（原稿･素材⽀給･アニメーション無し） １枚 \2,500 (税込 \2,750) より
ＣＧ制作料⾦（３Ｄ） １式 別途ご相談下さい。
映像編集料⾦ １式 別途ご相談下さい。
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■ プロジェクター、ＴＶモニター、映像関連機器、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

レンタル価格⽇数料率表

■ ⾳響関連機器・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 1.7 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ヶ⽉以上の⻑期割引料率

１ヶ⽉以内 各カテゴリ⽇数料率 × 1.0

２ヶ⽉⽬ 各カテゴリ⽇数料率 × 0.9

３ヶ⽉⽬ 各カテゴリ⽇数料率 × 0.8

４ヶ⽉⽬ 各カテゴリ⽇数料率 × 0.75

５ヶ⽉⽬ 各カテゴリ⽇数料率 × 0.7

６ヶ⽉⽬ 各カテゴリ⽇数料率 × 0.65

７ヶ⽉⽬ 各カテゴリ⽇数料率 × 0.6

８ヶ⽉⽬以上 別途ご相談
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社名 株式会社ミックス
創業 昭和57年3⽉15⽇（1982年）
設⽴ 平成元年1⽉30⽇（1989年）
資本⾦ 2000万円

事業内容 ビジネスソリューション事業
デジタルコンテンツ事業
イベントサービス事業

役員 代表取締役会⻑兼社⻑ 浴靖典
常務取締役 秋信⿓⼆
取締役 ⼭尾和彦

主要取引銀⾏ 広島銀⾏、もみじ銀⾏、広島信⽤⾦庫

加盟団体 ⼀般社団法⼈広島県情報産業協会
⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協議会
公益社団法⼈⽇本照明家協会
公益財団法⼈広島観光コンベンションビューロー
広島商⼯会議所
広島ITコーディネータ協同組合
⽇本映像機器レンタル協会(JVRA)
広島インドネシア協会
せとうちDMOメンバーズ

関連会社 有限会社ミックス・イベントコミュニケーションズ
有限会社メディアドーム

ACCESS MAP
◆イベント・機材レンタルのお問い合わせ
機材の引き取り・ご返却

株式会社ミックス 本社

〒730-0802 広島市 中区 本川町2丁⽬6-3
本川リバーサイドビル2F

TEL : 082-292-3652
FAX : 082-295-6628

株式会社ミックス 楠⽊機材センター

〒733-0002 広島市 ⻄区 楠⽊4丁⽬17-1
TEL：082-239-4577
FAX：082-295-6628


