
.1

2
018

 7
月
改
装
版



2

バックグラウンド

■クラッシュデイ・モス
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

モスリン・クラッシュデイ 薄手のモスリン生地使用した、たたんで運べる軽量な布バックです。布製なので様々な表情をつけて使うことができ、クリエイティブな撮影に役立ちます。洗濯は、出来ません。お買上げの際は、タタミジワが、御座いますので、あらかじめご了承下さい。  

■クラッシュデイ・ハーヴェスト
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・パステルスポンジ
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・グレークラウド
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・ブルークラウド
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・レインフォレスト
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・サンドストーム
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・バーントアンバー
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・プラム
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・ベリー
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・ラプソディー
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

■クロマキー・グリーン
3,000 ×7,300mm 　¥37,500（税別）

軽量クロマキー   

■クロマキー・ブルー
3,000 ×7,300mm 　¥37,500（税別）

■ソリッドカラースタンダード・ナチュラル
3,000×7,300mm 　 ¥28,500（税別）

ソリッドカラー・スタンダード　無地   

■ソリッドカラースタンダード・グレー
3,000×7,300mm 　 ¥28,500（税別）

■ソリッドカラーヘビー・ホワイト
3,000×7,300mm 　¥37,500（税別）

ソリッドカラー・ヘビー　厚手、無地    

■ソリッドカラーヘビー・ブラック
3,000×7,300mm 　¥37,500（税別）

■クラッシュデイ・ブルークラウド
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

廃盤

■クラッシュデイ・ラプソディー
3×7.3m 　 ¥37,500（税別）

廃盤
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かべ紙

■ 1・RH-9324
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

白壁系 在庫以外にもかべ紙各社商品のお取り寄せが出来ます。店頭にてサンプル帳をご覧ください。※予告なくメーカー生産完了になる場合がございます。  

■ 2・Y-8315
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 3・BA-5233
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 4・Y-8311
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 5・LL-3414
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 6・FE-4285
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 7・RH-9323
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 8・RH-9386
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

木目調   

■ 9・RH-9379
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 10・SG-5978
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 11・FE-4160
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 12・RH-9378
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 13・FE-4149
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 14・FE-4150
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 15・FE-4151
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 16・FE-4156
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 17・BB-9500
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 18・RE-8321
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 19・Y-8077
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 20・SG-5411
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

■ 5・LL-3414
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

廃盤

■ 18・RE-8321
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

廃盤

■ 8・RH-9386
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

廃盤

■ 10・SG-5978
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

廃盤

■ 14・FE-4150
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

廃盤

■ 20・SG-5411
約900㎜巾� 　¥1,000（税別）／m

廃盤
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かべ紙

■ 21・LW-668
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

木目調 在庫以外にもかべ紙各社商品のお取り寄せが出来ます。店頭にてサンプル帳をご覧ください。※予告なくメーカー生産完了になる場合がございます。  

■ 22・LW-669
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 23・FE-4157
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 24・YO-502-2
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 25・BB-9456
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

レンガ・タイル   

■ 26・BB-9457
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 27・LV-6119
約900㎜巾 　¥1,100 （税別）／m

■ 28・LV-6120
約900㎜巾 　¥1,100 （税別）／m

■ 29・Y-8496
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 30・BB-9453
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 31・RH-9391
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 32・LW-680
約900㎜巾 　¥1,100 （税別）／m

■ 33・FE-3836
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 34・LW-682
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 35・RH-9392
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 36・SG-5971
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 37・SG-5972
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 38・LW-683
約900㎜巾 　¥1,100 （税別）／m

■ 39・BB-9467
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 40・FE-4697
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

石目調   

廃盤

廃盤
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かべ紙

■ 41・RH-9072
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

石目調 在庫以外にもかべ紙各社商品のお取り寄せが出来ます。店頭にてサンプル帳をご覧ください。※予告なくメーカー生産完了になる場合がございます。  

■ 42・YJ-709-2
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 43・YJ-710-2
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 44・YJ-714-2
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 45・YJ-715-1
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 46・YJ-717-1
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 47・YJ-724-1
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 48・YJ-727-4
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 49・YJ-728-2
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 50・YJ-728-3
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 51・YJ-728-4
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 52・YJ-728-5
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 53・YJ-728-6
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 54・YJ-728-1
約900㎜巾 　¥1,500 （税別）／m

■ 55・BB-9392
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 56・LW-689
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 57・LW-687
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 58・LW-691
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 59・RH-9389
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 60・LL-3239
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

抽象柄   

廃盤

廃盤 廃盤

廃盤 廃盤
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かべ紙

■ 61・SG-5910
約900㎜巾(横使い） 　¥1,000 （税別）／m

抽象柄 在庫以外にもかべ紙各社商品のお取り寄せが出来ます。店頭にてサンプル帳をご覧ください。※予告なくメーカー生産完了になる場合がございます。  

■ 62・FE-3953
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 63・RH-9365
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 64・YQ-755-1
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 65・SG-6195
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 66・LW-684
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 67・SG-5151
約900㎜巾 　¥1,950 （税別）／m

■ 68・SW-7215
約900㎜巾 　¥2,700 （税別）／m

■ 69・LV-6177
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 70・BB-9279
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 71・Y-8548
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 72・Y-8547
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 73・Y-8546
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 74・Y-8545
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 75・Y-8549
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 76・RE-7550
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 77・LY-14701
約900㎜巾 　¥5,800 （税別）／m

■ 78・SG-5059
約900㎜巾 　¥6,250 （税別）／m

■ 79・SG-5058
約900㎜巾 　¥6,200 （税別）／m

■ 80・SG-5060
約900㎜巾 　¥4,800 （税別）／m

■ 70・BB-9279
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 69・LV-6177
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

廃盤

廃盤 廃盤

廃盤

廃盤 廃盤

廃盤
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かべ紙

■ 81・BB-9656
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

抽象柄 在庫以外にもかべ紙各社商品のお取り寄せが出来ます。店頭にてサンプル帳をご覧ください。※予告なくメーカー生産完了になる場合がございます。  

■ 82・LW-685
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 83・LY-14696
約900㎜巾 　¥5,800 （税別）／m

■ 84・YK-501-1
約900㎜巾 　¥1,200 （税別）／m

■ 85・YK-501-2
約900㎜巾 　¥1,200 （税別）／m

■ 86・YK-501-3
約900㎜巾 　¥1,200 （税別）／m

■ 87・SG-5984
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 88・LV-6121
約900㎜巾 　¥1,100 （税別）／m

■ 89・FE-3715
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 90・FE-3739
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 91・FE-3744
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 92・FE-3723
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 93・FE-3737
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 94・FE-3750
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 95・FE-4682
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 96・RE-8272
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 97・RE-8273
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 98・SG-5856
約900㎜巾 　¥1,200 （税別）／m

■ 99・RH-9366
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 100・RH-9367
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 82・LW-685
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 94・FE-3750
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 93・FE-3737
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 92・FE-3723
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

廃盤

廃盤

廃盤 廃盤

廃盤 廃盤

廃盤 廃盤

廃盤 廃盤
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かべ紙

■ 101・RH-9149
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

抽象柄 在庫以外にもかべ紙各社商品のお取り寄せが出来ます。店頭にてサンプル帳をご覧ください。※予告なくメーカー生産完了になる場合がございます。  

■ 102・RH-9277
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 103・RH-9275
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 104・BB-9645
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 105・BB-9815
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 106・BB-9817
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 107・BB-9857
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 108・BB-9249
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 109・BB-9531
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 110・BB-9685
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 111・BB-9871
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 112・LL-4037
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 113・YZ-924-2
約900㎜巾 　¥3,000 （税別）／m

■ 114・RH-9234
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 115・SG-5123
約900㎜巾 　¥4,000 （税別）／m

■ 116・FE-4129
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 117・FE-4148
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 118・FE-4136
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 119・FE-4137
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 120・LW-574
約900㎜巾 　¥1,100 （税別）／m

■ 108・BB-9249
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

■ 106・BB-9817
約900㎜巾 　¥1,000 （税別）／m

廃盤

廃盤廃盤 廃盤 廃盤

廃盤

廃盤

廃盤 廃盤
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ロール

■ シルバーグリーム（ビニール製）
1,360mm巾� 　¥3,100（税別）／m

■ ゴールドグリーム（ビニール製）
1,360mm巾� 　¥3,100（税別）／m

■ シルバーダイヤモンド（ ビニール製）
1,370mm巾� 　¥3,100（税別）／m

■ シルバークロス（布製）
930mm巾� 　¥2,000（税別）／m

■ シルバーフルート（ビニール製）
1,360mm巾� 　¥3,100（税別）／m

■ ゴールドフルート（ビニール製）
1,360mm巾� 　¥3,100（税別）／m

■ SG マイラー
1,400mm 巾× 5.4m巻�　¥12,000（税別）／本
片面ゴールド、片面シルバーの光沢のあるフィルム。

■ ヘアーライン粘着シート（ツヤなし）
1m巾� 　¥3,200（税別）／m
軽くて扱いやすいフィルムロールです。片面
はシールになっています。

■ PCミラー（エンビ製）
900×900×0.5mm（厚）� 　¥6,800（税別）
900×1,800×0.5mm（厚）� 　¥13,000（税別）

■ ダイヤモンドフロア ブラック（ ビニールマット）
1,800mm 巾 2mm（厚）�　¥9,500（税別）／m

（お取り寄せ品）

■ ダイヤモンドフロア シルバー（ ビニールマット）
1,800mm 巾 2mm（厚）�　¥9,500（税別）／m

（お取り寄せ品）

■ ウェーブロック（ ビニール製）
LT-G01 1870mm巾　ライトシリーズ�　¥5,000（税別）／m
クロマキー用のグリーンシートです。
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ロール

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

C

D

E

F

A

B

■ レザック つむぎ

■ 岩はだ  ■ あららぎ　

■ つづれ　■ レザック ろうけつ

■ アトモス

A あおねず B くろ C まつば
D そら E つゆくさ F しろ 
Gだいだい H べに I ぶどう
J ばら

A つち B てつ C レンガ
D セイジ Eみかげ F かわらA 濃鼠 B 藍 C 淡鼠

D オリーブ E 白茶 F 黒

A うすねず B わさび
C あい D からし
E さびしゅ

からし 使用

つゆくさ 使用

かわら 使用藍 使用

しゅ 使用

ぼたん 使用

788×1,091mm

788×1,091mm

788×1,091mm788×1,091mm

788×1,091mm

各�¥900（税別）／枚

各�¥700（税別）／枚各�¥600（税別）／枚

各�¥700（税別）／枚各�¥900（税別）／枚

A ピース B シャモア C ブラック
D ブルー E くり F マリン
G サファイア H ぼたん

788×1,091mm 各�¥500（税別）／枚

A すみ B ねずみ C みどり
D こそめ E はだ F しらちゃ
G こがね H しゅ I しろ
J みず K あい

A

B

C

D

E

F

G

H

■ レザック96オリヒメ

マスタード 使用

A ラベンダー B ローズ
C マスタード D アイス
E コットン F ブラック
G グレー 

788×1,091mm 各�¥800（税別）／枚

A
B

C
D

E
F

G

■ バクバクシート アジアンムードあふれるシートです。
¥2,800（税別）／枚900 × 900mm
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ロール

コルクペーパー 各種

■ みやぎぬ（ペーパー）

ファブリック 各種

A しゅ B やまぶき C もも
D りんどう E きぬ F ねず 
Gすみ

丸められて持ち運びも手軽!!本物のコルクを扱いやすい薄さに加工。手軽に撮影出来ます。ハレパネなどに貼ってボードとしても使えます。

ペーパーの上に本物の繊維を加工したナチュラルな素材です。和風テイストな撮影などに最適。

788×1,091mm 各�¥720（税別）／枚
■ ワーロンシート

順光で撮影（柿渋使用） 透過光で撮影（柿渋使用）

オリエンタルなムードをかもし
出す1枚。和紙をエンビでサンド
イッチしてラミネートした耐久性
抜群の素材。多少の水にも強く、
また同色の紙を下に敷くとさら
に色がくっきりします。

桜（さくら）

山吹（やまぶき）

利休鼠（りきゅうねず）

紅藤（べにふじ）

枯葉（かれは）

柿色（かきいろ）

深緋（こきひ）

柿渋（かきしぶ）

紅梅（こうばい）

菜の花（なのはな）

ひわもえぎ

柳茶（やなぎちゃ）

淡水（うすみず）

濃藍（こいあい）

銀鼠（ぎんねず）

606×930×0.2mm（厚）

各�¥980（税別）／枚

■ コルクペーパー ピレネー ■ コルクペーパー ネバダ

■ コルクペーパー セビリア コルクペーパー グラナダ 使用

650×950mm 650×950mm

650×950mm

¥2,300（税別）／枚 ¥2,300（税別）／枚

¥3,800（税別）／枚

■ ファブリック ハナゴザ ■ ファブリック バショウ ■ ファブリック パナマ ■ ファブリック カゴメ■ ファブリック ストロー
650×960mm 650×960mm 650×960mm 650×960mm 650×960mm

¥2,200（税別）／枚 ¥2,200（税別）／枚 ¥2,200（税別）／枚 ¥2,200（税別）／枚 ¥2,200（税別）／枚

A
B
C
D
E
F
G
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ロール

■トータルエクリプスブラック（つなぎ目無し）
2.95m 巾 × 6m� 　¥39,800（税別）

トータルエクリプスブラック   

■ ウールペーパー＃515
1.07m巾×10m巻� 　¥7,600（税別）／本
マット表面（裏地ブラック）

ウールペーパー 各種   

■ ウールペーパー＃117
1.07m巾×20m巻� 　¥9,800（税別）／本
マット表面（裏地ベージュ）

■ モズリン（綿生地） 全サイズつなぎ目無し。
3m（巾）×6m（長さ）（薄手）�　¥29,800（税別）
5m（巾）×6m（長さ）（厚手）�　¥59,800（税別）
5m（巾）×9m（長さ）（厚手）�　¥79,800（税別）

モズリン（綿生地）   

■ ウーペ
800×1,090mm� 　¥2,000（税別）／枚
全5色（ブラック）

ウーペ 各種 しっとりとした表面で光を吸収。厚手ボード状なので平面性が良好。大きく丸められます。

■ ウーペ
800×1,090mm� 　¥2,000（税別）／枚
全5色（グリーン）

■ ウーペ
800×1,090mm� 　¥2,000（税別）／枚
全5色（グレー）

■ ウーペ
800×1,090mm� 　¥2,000（税別）／枚
全5色（レッド）

■ ウーペ
800×1,090mm� 　¥2,000（税別）／枚
全5色（ブルー）

■ ルドルフ#03 ベージュ
約930mm巾� 　¥1,800（税別）／m

ルドルフ 各種 高級感のある、しわ加工されたスエード調のマットな布。  

■ ルドルフ#10 グレー
約930mm巾� 　¥1,800（税別）／m

■ ルドルフ#21 ブラック
約930mm巾� 　¥1,800（税別）／m

■ ルドルフ#19 ブルー
約930mm巾� 　¥1,800（税別）／m

■ ファインサテン#35ブラック
約900mm巾� 　¥1,400（税別）／枚

ファインサテン シルクのような細やかで、なめらかな光沢感がある布です。  

■ ファインサテン#21ブルー
約900mm巾� 　¥1,400（税別）／枚

■ ファインサテン#22アイボリー
約900mm巾� 　¥1,400（税別）／枚

■ ファインサテン#12ワインレッド
約900mm巾� 　¥1,400（税別）／枚

■ モズリン（綿生地） 全サイズつなぎ目無し。
3m（巾）×6m（長さ）（薄手）�　¥29,800（税別）
5m（巾）×6m（長さ）（厚手）�　¥59,800（税別）
5m（巾）×9m（長さ）（厚手）�　¥79,800（税別）

廃盤
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ロール

■ パルパス　【ブラック】
1000㎜巾� 　¥11,000（税別）/m

パルパスシート 美術品・宝飾品の撮影に最適な、遮光・無反射のロールシート。ウレタン製。  

■ パルパス　【グレー】
1800㎜巾� 　¥13,000（税別）/m

■ ハイミロン（ 布製）
920mm巾� 　各�¥2,800（税別）／m
A ブラック B ダークグレー C グレー D ホワ
イト

ハイミロン   

■ コムクロス
1.35m巾� 　¥3,000（税別）／m
マットで幅広な黒布。マシューズのフラッグに
使用されている布地と同素材。

■ ダイノックフィルム ME-432
1200㎜巾� 　¥9,480（税別）
カッティングシート状・裏面ノリ付

■ リアテックTA-1813
1200mm巾� 　¥4,800（税別）／m
カッティングシート状・裏面ノリ付

■ ホワイトバックシート
1360mm巾� 　¥1,500（税別）／m
ターポリン地で白のロールバックとして最
適。

■ 難燃シャワー 巾広 （布製）
2m 巾� 　¥5,800（税別）／m

■ オニオンクロス
1.16m巾� 　¥1,500（税別）／m

■ 麻メッシュ
1.05m 巾� 　¥2,500（税別）／m

■ オーロラペーパー
930mm ×3m� 　¥2,500（税別）
フィルム状極薄エンビ。芯に巻いてあります。

■ ビニスター（透明ビニール）
900mm 巾×0.8mm（厚）�　¥1,500（税別）／m

■ ダブルビニール
900mm 巾� 　各�¥3,300（税別）／m
外面はマットですが、光沢面が面合わせになっているので剥がすと、ウェットなイメージの艶シー
トになります。A レッド　B ホワイト　C ピンク 　D イエロー　E ブルー　F ダークブルー　G 
グリーン　H グレー　 I ブラック

■ GF-741
920mm巾� 　¥7,900（税別）／m

ガラスフィルム 本来はガラス等の飛散防止のために粘着加工のしてあるフィルムです。透過するのでバックに紙を入れたり、工夫次第で様々なバリエーションが作り出せます。  

■ GF-720
920mm巾� 　¥5,900（税別）／m

■ GF-740
920mm巾� 　¥7,900（税別）／m

コムクロス   

■ パルパス　【ブラック】
1000㎜巾� 　¥11,000（税別）/m

廃盤

■ リアテックTA-1813
1200mm巾� 　¥4,800（税別）／m
カッティングシート状・裏面ノリ付

廃盤
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アクリル

■ 乳半  片面マット（価格は下記の表参照）

■ 黒  片面マット（価格は下記の表参照）

■ クリア  両面光沢　（価格は下記の表参照）

■ アクリライトMRクリア ■ アクリルグレー片面マット

片面マット、片面光沢で拡散率のよい定番アクリル。

マット面

マット面

傷のつきにくいアクリル。
MRクリアと通常のクリアアクリルを並べて同じ強さでスチールウー
ルでこすりました。MRクリアは傷がほとんど目立ちません。

A K3A003　ライトグレー：900×1,800×3mm（厚）
¥16,750（税別）

B K3A004　ミドルグレー：900×1,800×3mm（厚）
¥16,750（税別）

#K3A004使用例

  2mm厚 3mm厚 5mm厚

乳 半 片面マット ¥9,350（税別）	 ¥15,000（税別）	 ¥22,300（税別）

クリア 両面光沢 ¥8,600（税別）	 ¥13,000（税別）	 ¥20,300（税別）

クリア 片面マット ¥11,000（税別）	 ¥15,000（税別）	 ¥22,300（税別）

白・黒 片面マット ¥11,500（税別）	 ¥17,300（税別）	 ¥27,000（税別）

カラー 両面光沢 ¥10,200（税別）	 ¥15,300（税別）	 ¥23,300（税別）

カラー 片面マット ー	 ¥17,300（税別） ー
ミラー 通常品 ¥20,500（税別）	 ¥25,500（税別）	 ¥30,000（税別）

  2mm厚 3mm厚 5mm厚

乳 半 片面マット ¥13,000（税別）	 ¥19,250（税別）	 ¥31,000（税別）

クリア 両面光沢 ¥10,750（税別）	 ¥15,000（税別）	 ¥22,900（税別）

クリア 片面マット ー ¥19,250（税別） ー
白・黒 片面マット ¥15,400（税別）	 ¥23,100（税別）	 ¥34,650（税別）

ミラー 表面鏡 ー ¥52,000（税別） ー
ハーフミラー 30%透過 ー	 ¥60,000（税別） ー

  2mm厚 3mm厚 5mm厚

乳 半 片面マット ¥4,800（税別） ¥7,650（税別）	 ¥11,300（税別）

クリア 両面光沢 ¥4,450（税別）	 ¥6,650（税別）	 ¥10,300（税別）

クリア 片面マット ¥5,650（税別）	 ¥7,650（税別）	 ¥11,300（税別）

白・黒 片面マット ¥5,900（税別）	 ¥8,800（税別）	 ¥13,700（税別）

3×3判（900×900mm）

光沢面

光沢面

A

B

■ 白  片面マット（価格は下記の表参照）

光沢面マット面

不透過の純白で片面マット、片面光沢。不透過の純黒で片面マット、片面光沢。

クリアMR クリアアクリル

■ クリア 片面マット  スリガラス風（価格は下記の表参照）
クリアアクリルの片面マット、片面光沢。
ライティングの違いにより同じマット面でも変化をつけられます。

マット面　順光 マット面　透過光

【アクリル板価格表】

3×6判（900×1,800mm）

4×6判（1,200×1,800mm）

    3mm厚

乳 半 片面マット   ¥27,500（税別）

1,350×2,200mm

※上記の大きなサイズのものは、全てお取り寄せとなります。
※配送の場合は、別途送料がかかります。
　なお、場所によりお届けできない場合もありますので、お電話でお問合せください。
※上記のサイズ以外も、お取り寄せできますので、お問合せください。

【お取り寄せ品】

    10mm厚

乳 半 両面光沢   ¥47,300（税別）

クリア 両面光沢   ¥48,400（税別）

  2mm厚 3mm厚 5mm厚

乳 半 両面光沢 ¥24,200（税別） ¥35,200（税別） ¥55,900（税別）

クリア 両面光沢 ¥23,100（税別） ¥34,100（税別） ¥54,800（税別）

1,500×2,400mm

  2mm厚 3mm厚 5mm厚

乳 半 両面光沢  ¥28,600（税別） ¥40,150（税別） ¥62,700（税別）

クリア 両面光沢 ¥27,500（税別） ¥39,000（税別） ¥61,600（税別）

3×6判（900×1,800×10mm）

【お取り寄せ品】

1,800×2,400mm【お取り寄せ品】

1,100×1,300×2mm（厚） ¥9,800（税別）
1,100×1,300×3mm（厚） ¥14,850（税別）
1,100×1,300×5mm（厚） ¥22,550（税別）

（不透過）（両面光沢）
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アクリル

■ アクリルミラー　表面鏡
1,200×1,800×3mm（厚）	　¥52,000（税別）
通常品はミラーの厚みの底を鏡面処理してい
る為、写り込みが2重になります。表面鏡は前
面処理のため2重写りしません。

ミラー板 各種   

■ アクリルミラー　通常品

900×1,800×2mm（厚）	 　¥20,500（税別）
900×1,800×3mm（厚）	 　¥25,500（税別）
900×1,800×5mm（厚）	 　¥30,000（税別）

通常品はミラーの厚みの底を鏡面処理している
為、写り込みが2重になります。表面鏡は前面処
理のため2重写りしません。

■ アクリルハーフミラー（透過率30％）
1,200×1,800×3mm（厚）	　¥60,000（税別）

■ アクリルパールホワイト LZ-600
1,100×1,300×2mm（厚）	　¥12,400（税別）
1,100×1,300×3mm（厚）	　¥17,000（税別）
1,100×1,300×5mm（厚）	　28,600（税別）

■ ノングレア（無反射ガラス）

全紙 457 ×560×2mm（厚）	 　¥5,600（税別）
半切 356 ×432×2mm（厚）	 　¥3,600（税別）
大四切 280 ×356×2mm（厚）	　¥2,700（税別）
四切 254 ×305×2mm（厚）	 　¥2,000（税別）
六切 203 ×254×2mm（厚）	 　¥1,600（税別）

ノングレアは通常絵画や印刷物を複写する時に
反射を抑えるために使用しますが、商品撮影で
は商品と背景の間にノングレアを使用する事に
より、ガラスの表面にまわりの映り込みを防ぎな
がら背景空間に素材をセットできるので撮影に
幅が出てきます。

■ ノングレア（無反射アクリル）
670 ×550 ×2mm（厚）	 　¥9,500（税別）
破損の危険性が少なく、ガラスと比べて軽い
ので扱いが簡単です。

■ カラー乳半 #313K（ブルー）
900 ×1,800 ×2mm（厚）	　¥10,200（税別）
900 ×1,800 ×3mm（厚）	　¥15,300（税別）
900 ×1,800 ×5mm（厚）	　¥23,300（税別）
順光撮影。

カラー乳半（両面光沢） 美しい映り込みを求めるならば！！　透過光撮影も可能。  

■ カラー乳半 #317K（ウルトラマリン）
900 ×1,800 ×2mm（厚）	　¥10,200（税別）
900 ×1,800 ×3mm（厚）	　¥15,300（税別）
900 ×1,800 ×5mm（厚）	　¥23,300（税別）

■ カラー乳半 #215K（レモンイエロー）／  #105K（レッド）
900 ×1,800 ×2mm（厚）	　¥10,200（税別）
900 ×1,800 ×3mm（厚）	　¥15,300（税別）
900 ×1,800 ×5mm（厚）	　¥23,300（税別）
#215K（レモンイエロー）　#105K（レッド）

■ カラー乳半 #257k（オレンジマダー）
900 ×1,800 ×2mm（厚）	　¥10,200（税別）
900 ×1,800 ×3mm（厚）	　¥15,300（税別）
900 ×1,800 ×5mm（厚）	　¥23,300（税別）
#257k（オレンジマダー）

■ カラー乳半 #365K（エメラルド）
900 ×1,800 ×2mm（厚）	　¥10,200（税別）
900 ×1,800 ×3mm（厚）	　¥15,300（税別）
900 ×1,800 ×5mm（厚）	　¥23,300（税別）
順光撮影。

透過光撮影。
■ クリアカラー（両面光沢）

900 ×1,800 ×2mm（厚）	 　¥10,200（税別）
900 ×1,800 ×3mm（厚）	 　¥15,300（税別）
900 ×1,800 ×5mm（厚）	 　¥23,300（税別）

#202K（オレンジクリア） #102K（カーマイン） 
#212K（レモンクリア） #310K（ライトブルー）

■ カスミ
1,100×1,350×3mm（厚）	　¥12,000（税別）
透明アクリルの片面に細かなテクスチャー。

■ ルミネーティング
900×1800×3mm（厚）	 　¥16,000（税別）
透明アクリルの片面に、幅5mm。高さ1mm
の山切りストライプ。

■ ダイヤモンド
900×1800×3mm（厚）	 　¥16,000（税別）
透明アクリルの片面に、3mm角の格子模様が
入っています。

■ ピラミッド
900×1800×3mm（厚）	 　¥16,000（税別）
透明アクリルの片面に、高さ2mmの三角錐
パターンが入っています。

■ ノングレア（無反射アクリル）
670 ×550 ×2mm（厚）	 　¥9,500（税別）
破損の危険性が少なく、ガラスと比べて軽い
ので扱いが簡単です。

廃盤
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アクリル

■ ファンタレックス C505AM グリーンクリアーマット
1200×1400×3mm（厚）	　¥17,000（税別）

アクリル ファンタレックス 各種   

■ ファンタレックス C512EM ブラウンクリアーマット
1200×1400×3mm（厚）	　¥17,000（税別）

■ ファンタレックス C513EM グレークリアーマット
1200×1400×3mm（厚）	　¥17,000（税別）

■ サンプレート R925
900×1,800×1mm（厚）	 　¥5,300（税別）
透過光撮影可能な乳半の両面マットのエンビ
板。

サンプレート 各種   

■ サンプレート R920
900×1,800×0.5mm（厚）	　¥3,500（税別）
厚み0.5mm のブラック両面マット。人気の
定番品です。

■ サンプレート R915
900×1,800×0.5mm（厚）	　¥3,500（税別）
白の両面マットのエンビ板。

■ サンプレート R919
900×1,800 ×1mm（厚）	 　¥5,300（税別）
グレー両面マットのエンビ板。

■ サンプレート S-900（光沢）
900×1,800 ×1.5mm（厚）	　¥14,500（税別）
塩ビ板シルバー光沢。

■ サンプレート G-900
900×1,800 ×1.5mm（厚）	　¥14,500（税別）
塩ビ板ゴールド光沢、片面はシルバー。

■ プラビジョンパール7
900×1,800 ×1mm（厚）	 　¥6,500（税別）
塩ビ板ブルー、ツヤ有り（ムラ模様柄）

■ プラビジョンパール9
900×1,800 ×1mm（厚）	 　¥6,500（税別）
塩ビ板グレー、ツヤ有り（ムラ模様柄）
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アクリル

約14mm角の格子状のアクリル。

 直径 厚み クリアー 乳半

 200 2mm ¥3,600（税別） ¥3,750（税別）

 300 3mm ¥5,650（税別） ¥5,800（税別）

 400 3mm ¥7,600（税別） ¥7,900（税別）

 500 3mm ¥10,300（税別） ¥10,700（税別）

 600 3mm ¥18,300（税別） ¥18,800（税別）

 700 5mm ¥29,800（税別） ¥30,500（税別）

 800 5mm ¥35,200（税別） ¥36,100（税別）

 900 5mm ¥40,500（税別） ¥41,500（税別）

 1000 5mm ¥52,200（税別） ¥53,300（税別）

■ アクリル研磨剤

■ アクリル専用接着剤

プラスチックや金属等の磨きに。

ルーバー 各種

アクリル補材 各種

プ
ラ
ド
ー
ム
価
格
表

■ PPシート（エンビ板、つや消し）

A シルバー  B ホワイト C イエロー D オレンジ E レッド
F 乳半 G グリーン Hブルー Iブラック

570×980mm 各	¥950（税別）

B

C

D

E

F

G

H

I

■ エンビクリア
900×1,800×1mm（厚） ¥2,500（税別）

■ サンプレートⅢ
ワイヤー入り塩ビ板
900 × 1,800 × 1mm（厚） ¥7,000（税別）

A

■ ポリカーボネート 乳半 ■ ポリカーボネート クリア ■ ポリカーボネート ブルー
衝撃に強く軽い透明感のある素材。カット不可 衝撃に強く軽い透明感のある素材。カット不可衝撃に強く軽い中空素材。カット不可
1,000×1,000×6mm（厚） ¥7,500（税別）
1,000×2,000×6mm（厚） ¥15,000（税別）

■ プラドーム
アクリル製の半球体ドームです。※すべて取り寄せになります。

■ ポリカ波板（エンビクリア素材）
650×1,800mm ¥3,200（税別）

■ ルーバークリア ■ ルーバー乳半
600×1,200×13mm（厚） 600×1,200×13mm（厚）¥8,200（税別） ¥5,500（税別）

1,000×1,000×6mm（厚） ¥7,500（税別）
1,000×2,000×6mm（厚） ¥15,000（税別）

1,000×1,000×6mm（厚） ¥9,800（税別）
1,000×2,000×6mm（厚） ¥19,600（税別）

注入器付き

100ml ¥450（税別）

30ml ¥550（税別） プラスチック、
アクリル専用カッター

¥400（税別）

■ アクリルカッター
帯電防止効果が長時間持続します。
1,000cc ¥2,200（税別）

■ 帯電防止クリーナー MX-50 ■ アクリルクリーナー
静電防止剤入。アクリル、メラミン
ボード等のクリーニングに使用。拭
きムラが出にくい。 236ml

¥1,500（税別）

ポリカーボネート 各種
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アクリル

■ P-200M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

アクリル　ファンタレックス各種 片面マット仕上げ、もう片方は光沢仕上げとなっております。  

■ P-201M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

■ P-204M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

■ P-209M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

■ P-211M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

■ P-213M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

■ P-215M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）

■ P-217M
約1100×1300×3㎜厚	 　¥18,000（税別）



19

メラミン化粧板

■ アイカ　H-5414KG（白ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

ホワイト/グレー/ブラック 商品撮影の状況・仕様変更などに伴い、若干のデザインやカラーなどが実際の商品と異なる場合があります。店頭にてご確認ください。  

■ アイカ　H-5414KM(白ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ KJ-6200KS89（つや消しエンボス）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ アイカ　K-6300KN（グレーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　K-6301KN（グレーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　K-6302KN（グレーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　K-6303KN（グレーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　K-6304KN（グレーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　K-6306KN（グレーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　H-7101KG（黒ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ アイカ　H-7101KM(黒ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 3 × 6 判用（黒のみ）
� 　¥9,800（税別）

メラミンキャリングケース ロケの時メラミンボードに傷をつけることなく、手軽に運搬することができます。  

■ 4 × 8 判用（青に赤ラインのみ）
� 　¥13,000（税別）

■ ボードキャリングケース
（約900×1,200mm）� 　¥10,000（税別）
3×4サイズのボード類を持ち運べます。

セット例：メラミン板にアールをつけることが
出来ます。
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メラミン化粧板

■ 1・アイカ K-6501KN（イエローツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

プレーン   

■ 2・アイカ K-6504KN（ライトオレンジツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 3・アイカ K-6505KN（オレンジツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 4・アイカ K-6507KN（レッドツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 5・アイカ K-6522KN（ダークレッドツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 6・アイカ K-6523KN（パウダーピンクツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 7・アイカ K-6524KN（シェルピンクツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 8・アイカ K-6532KN（ピンク ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 9・アイカ K-6533KN（マゼンタ ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 10・イビ B-7663U（ブランブルローズ（紫）ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 11・アイカ K-6534KN（ダークパープルツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 12・アイカ K-6610KN（ベビープルーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 13・アイカ K-6618KN（パールラベンダーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 14・アイカ K-6624KN（ピーコックブルーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 15・アイカ K-6625KN（テールブルーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 16・アイカ K-6621KN（マリンブルーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）
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メラミン化粧板

■ 17・アイカ K-6613K（ネイビーツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

プレーン   

■ 18・アイカ K-6601KN（ペールグリーンツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 19・アイカ K-6603KN（サニーグリーンツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 20・アイカ K-6604KN（ビビッドグリーンツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 21・アイカ K-6605KN（グリーンツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 22・アイカ K-6606KN（藍海松茶ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 23・アイカ K-6508KN（ペールベージュツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 24・アイカ K-6510KN（サンドベージュツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 25・アイカ K-6512KN（薄茶ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 26・アイカ　K-6628KN（亜麻色ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 27・アイカ K-6513KN（朽葉色ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 28・アイカ　K-6514KN（栗皮色ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 29・アイカ　K-6515KN（檜皮色ツヤ消し）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 30・アイカ TJY-499K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

木目調   

■ 31・アイカ TJY-500K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 32・アイカ LN-1940KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）
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メラミン化粧板

■ 33・イビ BYX-5737D2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

木目調   

■ 34・アイカ　TJY-2080K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 35・アイカ　AY-1928KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 36・アイカ　LJ-2015K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 37・アイカ　JC-2075K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 38・イビ BYX-3435K2
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 39・イビ BYX-5747WH2
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 40・イビ BY-4201U
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 41・アイカ TJY-468K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 42・イビ BY-5559C
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥7,500（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥13,300（税別）

■ 43・アイカ　AI-1914KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 44・イビ B-5560C
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥7,500（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥13,300（税別）

■ 45・イビBEX-8464B2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)　¥8,400（税別）

4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)　¥15,000（税別）

■ 46・アイカ ANY-281KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 47・アイカ　AY-1936KM(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 48・アイカ　AI-294KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 46・アイカ ANY-281KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

廃盤
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メラミン化粧板

■ 49・イビ BYX-5748WH2
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥14,500（税別）

木目調   

■ 50・イビ BEX-3437K2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 51・イビ BYX-3436K2
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 52・アイカ TJ-461K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 53・アイカ TJ-426K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 54・イビ BYX-5751WH2
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 55・アイカ TJ-509K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 56・アイカ TJY-497K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 57・アイカ TJ-656K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 58・アイカ TJ-655K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 59・アイカ　AI-2120KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 60・アイカ AI-721KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 61・アイカ TJ-462K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 62・イビ B-5554G（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥7,500（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥13,300（税別）

■ 63・アイカ AI-153KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 64・アイカ　TJ-680K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）
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■ 65・アイカ　TJ-546K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

木目調   

■ 66・アイカ　TJ-698KQ
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 67・アイカ　TJ-407K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 68・アイカ　AI-2774KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 69・アイカ　TJ-2058K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 70・イビ BEX-5638D2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 71・イビ BEX-5749WH2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 72・アイカ TJ-681K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 73・アイカ TJ-653K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 74・イビ BEX-5753WH2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 75・イビ BEX-5752WH2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 76・アイカ TJ-629K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 77・イビ BEX-8464B2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 78・イビ B-5561C
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥7,500（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥13,300（税別）

■ 79・イビ B-5607G（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥7,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,200（税別）

■ 80・アイカ TJN-699K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 77・イビ BEX-8464B2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

廃盤

■ 75・イビ BEX-5752WH2
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

廃盤

■ 72・アイカ TJ-681K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

廃盤

■ 73・アイカ TJ-653K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

廃盤
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■ 81・アイカ JI-24K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

木目調   

■ 82・アイカ JI-88K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 83・イビ BWX-3522U
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥15,000（税別）

石目調   

■ 84・アイカ L-1801KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 85・アイカ AI-904KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 86・アイカ AI-905KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 87・イビ BWX-3523U
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥15,000（税別）

■ 88・アイカ　TJY-1788K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 89・アイカ　L-4309KXP
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 90・アイカ　LJ-802K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 91・イビ BWX-3541G(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥15,000（税別）

■ 92・イビ BWX-3543G(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥15,000（税別）

■ 93・アイカ L-1827KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 94・アイカ　L-1809KM(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 95・アイカ　L-1811KM(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 96・アイカ　L-1828KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）
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■ 97・アイカ AI-928KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

石目調   

■ 98・アイカ AI-935KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 99・アイカ AI-929KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 100・イビ Ｂ-5027Ｇ（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥15,000（税別）

■ 101・アイカ TJ-893K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 102・アイカ　AI-927KM(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 103・アイカ AI-926KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 104・アイカ　TJ-932KT74
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 105・アイカ TJ-897K
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥17,000（税別）

■ 106・イビ B-3195G（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥9,000税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥16,000（税別）

■ 107・アイカ AI-934KG
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 108・イビ Ｂ-5028Ｇ（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥15,000（税別）

■ 109・イビ BB-3542G(ツヤあり)
3×6(約900×1,800×0.9㎜厚)�　¥8,900（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.9㎜厚)�　¥15,000（税別）

■ 110・アイカ　AI-931KM(ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

■ 111・アイカ　HJ-7101KS69（3×6のみ）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）

■ 112・アイカ AN-842KM（ツヤあり）
3×6(約900×1,800×0.95㎜厚)�　¥8,400（税別）
4×8(約1,200×2,400×0.95㎜厚)�　¥14,500（税別）

抽象柄   
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アイカ　ME-2932 使用

メタル化粧板（4×8のみ）   

■ アイカ　ME-2935
4×8(約1,200×2,400×0.8㎜厚)�　¥29,000（税別）

■ アイカ　ME-2934
4×8(約1,200×2,400×0.8㎜厚)�　¥29,000（税別）

■ アイカ　ME-2932
4×8(約1,200×2,400×0.8㎜厚)�　¥29,000（税別）

■ アイカ　ME-2933
4×8(約1,200×2,400×0.8㎜厚)�　¥29,000（税別）

■ アイカ　XKJ6000KV01
4×8(約1,200×2,400×0．95㎜厚)�　¥19,000（税別）

ホログラム（4×8のみ）   

■ アイカ　XKJ6000KV03
4×8(約1,200×2,400×0．95㎜厚)�　¥19,000（税別）

■ アイカ　XKJ6400KV01
4×8(約1,200×2,400×0．95㎜厚)�　¥19,000（税別）

■ アイカ　XKJ6400KV03
4×8(約1,200×2,400×0．95㎜厚)�　¥19,000（税別）

アイカ　XKJ6400KV03 使用
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ボード

■ サンロイド　クロームヘアーライン（エンビ）
900 ×1,800×2mm（ 厚）�　¥31,000（税別）

■ サンプレート RG-50（エンビヘアーラインゴールド）
900 × 1,800 × 1.5mm（厚）�　¥13,800（税別）
表面は光沢コーティングしてあります。片面
はシルバー

■ サンプレート RS-50（エンビヘアーラインシルバー）
900 × 1,800 × 1.5mm（厚）�　¥13,800（税別）
表面は光沢コーティングしてあります。

■ ヘアーライン粘着シート（ツヤなし、ロール物）
1m 巾� 　¥3,200（税別）／�m
軽くて扱いやすいフィルムロール。 片面は
シール状になっています

■ シャイニーカード ブラック
700 × 1,100mm� 　¥1,500（税別）

シャイニーカード（紙製） Made in U.S.A.  

■ シャイニーカード ホワイト
700 × 1,100mm� 　¥1,500（税別）

■ シャイニーカード シルバー
700 × 1,100mm� 　¥1,500（税別）

■ ヘアーラインステンレス（ステンレス金属板）
500 × 500 ×0.8mm（ 厚）�　¥4,000（税別）
1,000× 1,000 ×0.8mm（ 厚）�　¥15,000（税別）
1,000× 2,000 ×0.8mm（ 厚）�　¥28,000（税別）
1,200× 2,400 ×1mm（ 厚）�　¥44,000（税別）

■ シャイニーカード ゴールド
700 × 1,100mm� 　¥1,500（税別）
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■ デラニュウム　ブラック
900 × 1,800 × 3mm（厚）�　¥6,900（税別）
ハッポウを極薄のブラックアルミでサンドイッチした金属複合板です。両面使用可能。

■ デラニュウム　ホワイト
900 × 1,800 × 3mm（厚）�　¥6,900（税別）
ハッポウを極薄のホワイトアルミでサンドイッチした金属複合板です。両面使用可能。

■ デラニュウム　アルミ
900 × 1,800 × 3mm（厚）�　¥6,900（税別）
ハッポウを極薄のアルミでサンドイッチした
金属複合板です。両面使用可能。

■ デラニュウム　ストライプ
900 × 1,800 × 3mm（厚）�　¥6,900（税別）
ストライプエンボスのアルミ金属複合板です。
両面使用可能。

■ デラニュウム　ステンレス
900 × 1,800 × 3mm（厚）�　¥6,900（税別）
ハッポウを極薄のステンレスでサンドイッチ
した金属複合板です。両面使用可能。

■ 鉛シート
900 × 900 × 0.5mm（厚）�　¥14,000（税別）
900 × 1,800 × 0.5mm（厚）�　¥27,000（税別）
900 × 900 × 0.8mm（厚）�　¥17,000（税別）
900 × 1,800 × 0.8mm（厚）�　¥33,000（税別）

■ チェッカープレート（アルミ）
600 × 600 × 2.5mm（厚）�　¥7,875（税別）

■ マットシルバーカード（紙製）
700 × 1,100mm� 　¥1,500（税別）

■ アルミパンチング
1m × 2m × 2mm（厚）／穴径：5mm φ× 8mm ピッチ�　¥25,000（税別）

■ 真鍮板
1,000 × 1,000 × 1mm（厚）�　¥24,000（税別）

【お取り寄せ品】

■ アルミ板
1,000 × 1,000 × 2mm（厚）�　¥12,500（税別）
1,000 × 2,000 × 0.5mm（厚）�　¥13,000（税別）
1,000 × 2,000 × 2mm（厚）�　¥23,000（税別）

【お取り寄せ品】

■ 銅板
1,000 × 1,000 × 1mm（厚）�　¥28,000（税別）
1,000 × 2,000 × 1mm（厚）�　¥54,000（税別）

【お取り寄せ品】

■ デラニュウム　ストライプ
900 × 1,800 × 3mm（厚）�　¥6,900（税別）
ストライプエンボスのアルミ金属複合板です。
両面使用可能。

廃盤
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ボード（天然大理石）

■ドラマチックホワイト
400 × 400 × 14mm（厚）�　¥3,500（税別）

■ クレママーフィル　ファーストチョイス
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥3,300（税別）

■ ボテチーノ
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥4,000（税別）

■ アラベストカート
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥5,400（税別）
透過光可能

■ ロッソアリカンテ
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥3,000（税別）

■ ローザティー
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥4,200（税別）

■トラバーチンクラシコ
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥3,900（税別）

■ キャンティパールダーク
400 × 400 × 15 ～18mm（厚）�　¥3,800（税別）

■ マリーローズ
400 × 400 × 10mm（厚）�　¥4,100（税別）

■ シャローアッシュ
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥3,600（税別）

■ エリーザローズ
400 × 400 × 10mm（厚）�　¥4,100（税別）

■ ネロクラウン
400 × 400 × 15mm（厚）�　¥4,000（税別）

■ シェルブラック
400 × 400 × 12mm（厚）�　¥2,800（税別）

ボテチーノ使用イメージ

■ キャンティパールダーク
400 × 400 × 15 ～18mm（厚）�　¥3,800（税別）

廃盤

■ シェルブラック
400 × 400 × 12mm（厚）�　¥2,800（税別）

廃盤
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ボード

■ オールドバーンタイル エンジ
200mm 角　約12mm（厚）� 　¥1,200（税別）

タイル各種   

■ オールドバーンタイル アンバー
200mm 角　約12mm（厚）� 　¥1,200（税別）

■ 古窯レンガタイル　白
100mm 角　約10mm（厚）�　¥300（税別）／枚

■ 古窯レンガタイル　黒
100mm 角　約10mm（厚）�　¥300（税別）／枚

■ ユーストブリックプライム100
約195～203×62～65×10～13mm（厚）�　¥200（税別）
生産ロットにより、色幅・寸法にばらつき、色
合いが異なる場合が異なります。

■ ユーストブリックプライム130
約195～203×62～65×10～13mm（厚）�　¥200（税別）
生産ロットにより、色幅・寸法にばらつき、色
合いが異なる場合が異なります。

■ ユーストブリックプライム140
約195～203×62～65×10～13mm（厚）�　¥200（税別）
生産ロットにより、色幅・寸法にばらつき、色
合いが異なる場合が異なります。

■ ユーストブリックプライム150
約195～203×62～65×10～13mm（厚）�　¥200（税別）
生産ロットにより、色幅・寸法にばらつき、色
合いが異なる場合が異なります。

■ ユーストブリックプライム170
約195～203×62～65×10～13mm（厚）�　¥200（税別）
生産ロットにより、色幅・寸法にばらつき、色
合いが異なる場合が異なります。

■ ユーストブリックプライム180
約195～203×62～65×10～13mm（厚）�　¥200（税別）
生産ロットにより、色幅・寸法にばらつき、色
合いが異なる場合が異なります。

■ インディアタイル ベンガラ
300 × 300 × 8mm（厚）� 　¥800（税別）

インディアタイル 各種   

■ インディアタイル ベナレス
300 × 300 × 8mm（厚）� 　¥800（税別）

■ インディアタイル ユドラス
300 × 300 × 8mm（厚）� 　¥800（税別）

■ インディアタイル ジェイバ
300 × 300 × 8mm（厚）� 　¥800（税別）

■ エナメルタイル
105 × 105 × 15mm（厚）�　各¥980（税別）／枚
ブルー、レッド、ホワイト、グリーン、ブラウン、
などの光沢感のあるアンティークなタイル。

■ 100 角タイル（バラ）
1 枚� 　¥80（税別）
1 ケース（200 枚）� 　¥14,500（税別）
白、黒、グレー、ピンク、ベージュの5 色。他の色を希望の方
は、店頭に色見本サンプルがありますので、その中からお選
びください。お取り寄せの場合は1 ケース単位になります。

■ スレートタイル
400 × 400 × 10mm（厚）�　¥2,400（税別）
水やオイルを塗る事で黒色がしまります。

■ スレートストーン
約500 × 400 × 10mm（厚）�　¥12,000（税別）～ 約200 × 300 × 10mm（厚）�　¥3,000（税別）～
天然物のためサイズ、テクスチャーは様々です。水やオイルを塗ることによりしまった感じを演出
できます。在庫状況は変化しますので、サイズや価格はお問い合わせください。※ 注意　発送の
場合、輸送途中で割れる可能性がございますのでご了承ください。

■ オールドバーンタイル エンジ
200mm 角　約12mm（厚）� 　¥1,200（税別）

廃盤

■ オールドバーンタイル アンバー
200mm 角　約12mm（厚）� 　¥1,200（税別）

廃盤

■ 古窯レンガタイル　白
100mm 角　約10mm（厚）�　¥300（税別）／枚

廃盤

■ 古窯レンガタイル　黒
100mm 角　約10mm（厚）�　¥300（税別）／枚

廃盤

■ インディアタイル ジェイバ
300 × 300 × 8mm（厚）� 　¥800（税別）

廃盤
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セットサプライ（アイス各種）

■  フローティングソフトアイス

■ アナモフィックアイス
   （アクリル製）

水に浮くイミテーション氷で
す。ゼリー状のため、手でち
ぎれます。

約35×35×80mm
¥6,000（税別）

約110×150×45mm
¥25,000（税別）

約28×28×28㎜
¥11,000（税別）／個

■  ビッグダイヤ（アクリル製）ビッグダイヤ（アクリル製）
トロピカルドリンクなどに最適な小粒ア
イス。アクリル製。1Kg（約220個）入。

約24×17×18mm／個
¥2,900（税別）／箱

■  アイスキューブエフェクト（ポリマー製）
小さなゼラチンの様なキューブが水に10〜15時
間以上浸けておくと約30mm角のアイスキューブ
に変わります。

¥5,200（税別）／10ヶ入り

S（約60×40×20mm）
¥10,000（税別）／個

M（約70×50×30mm）
¥12,500税別）／個

L（約80×60×40mm）
¥14,000（税別）／個

水に少量入れ、膨張するのを待つだけで、
溶けないかき氷が簡単に作れます。

（約 6 リットル分）
6 オンス入 ¥9,000（税別）

アイスパウダーキャップ3杯
分をグラスに入れます。

アイスパウダーにまんべんな
く水がかかる様に、かき混ぜ
ながら水を注ぎます。

水を含むとすぐにかき氷状の
アイスが出来上がります。

■  NEW ICE（アクリル製）

約35×45×50mm／個
¥2,000（税別）／5ヶ入り

アクリル製のロックアイス。型から作っています。
大きさ、形はそれぞれ違いますのでご注意ください。

1つ1つ職人技でアクリルを切り出し、磨き上げた芸術品とも呼べる美しく溶けないアイス。

アイスパウダーの作り方クリスタルアイスの作り方

■  クラッシュアイス（アクリル製）

イミテーションアイス 各種

■  クリスタルアイス （ポリマー製）
■  アイス パウダー（ポリマー製）水に少量入れ、 膨張するのを待つだけで、

10mm〜20mmの透明感の高い細か目の氷
が作れます。（約8リットル分）

6オンス入 ¥9,000（税別）

水を満たしたグラスにクリス
タルアイスをキャップ1杯分
入れます。

そのまま2時間以上置いてお
くとクリスタルアイスが出来
上がります。

※気温によりクリスタルアイ
スの吸水する時間が異なりま
すので、なるべく一晩以上吸
水させてください。

職人による削り出しのアクリル製アイス。個体ごとに若干形状が異なります。

■ アイスキューブ S（アクリル製）
約28×28×28㎜
　　　　　　　　　　¥12,000（税別）／個

■ アイスキューブ M（アクリル製）
約32×32×32㎜
　　　　　　　　　¥12,000（税別） ／個
　

■ ソーダアイスキューブ   
　（アクリル製）

約15×15×15㎜
¥6,000（税別）／個

■ ラウンドアイスキューブ
　（6.35㎝）（アクリル製）

約635㎜パイ
¥50,000税別）／個

■ アイスキューブ（6.35㎝）

約635×635×635㎜
¥55,000（税別）／個
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セットサプライ（スノー各種）

アメリカ製のスチロール微粒子のリアルな雪。スタジオショップ
オリジナルの人気品。冬のシーンの撮影にかかせません。

■  スノーマット
広範囲にパウダースノーなどを敷きつめる時などのベースに最適な綿のマット。

■  スノーインセコンズ

吸水ポリマーの雪。1袋（約
100g入） に1ℓの水を加
え、約11ℓのリアルな雪が
できます。およそ1㎡に1㎝
の高さの雪ができます。

¥1,524（税別）

しっとりとした雪を降らせるシーンに使える雪。
アメリカの映画で多用されています。

1袋（約300g入） ¥1,900（税別）

付属のスプーンで取り分けます。
※スノーインセコンズは膨張率が非常に高いので、

少量づつ作ることをおすすめします。

❶

スプーン 6 杯分を容器に入れます。
※今回使用した容器は 15cm 角のボックスです。

❷

まんべんなく水がかかる様にかき混ぜな
がら水を注ぎます。

❸

すぐに吸水してリアルな雪ができあがりま
す。15cm角のボックスに六分目程度の量
ができました。

❹

スノーインセコンズの作り方

■  パウダースノー ■  スキャタースノー

1袋（約190g入） ¥1,300（税別）

1,000×2,500mm ¥3,200（税別）

■  スノースプレー すりこみくん
キメの細かい雪景色が描けます。
除去方法は、専用のスノークリーナーを使用するか、ヘラでかき
とるか、薄めた中性洗剤で拭き取ってください。

300ml ¥1,000（税別）

■  ふきとりスプレー
スノースプレー後の除去に。人工雪の付着面にまんべん
なくかけ、しばらくしてから（30㎤ で約5秒前後）布等で
拭き取ってください。1本で約2㎡ 使用できます。（ガラ
ス専用の拭き取り剤です。）

¥800（税別）

■  フロストスプレー
スプレーするだけで細かいリアルな霜付けを簡単につくること
ができます。（アクリルポリマー製）
※人体には直接吹きかけないでください。

400ml ¥5,200（税別）

1 袋 で 約 7 0 0 × 6 5 0 ×
10mm(厚)程度敷きつめるこ
とが出来ます。
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セットサプライ（エフェクト各種）

■  水ガラス（珪酸ナトリウム）
ガラスの成分に溶液を加えた物で、水分が蒸発すると無色透明のガラス状になるの
で、思い通りのフィルターが作れます。ワセリンや植物性油よりも透明度が高く、それ
らと違った効果が得られます。（水性インク等で色づけも可能です）

※水ガラスをガラス板、アクリル板に塗り商品に近づけて置く。適当な粘度がありますが多少硬化させ
てから使用した方が流れません。厚みを変えたり、粘度の違う1号と3号を使い分けることで、透過と
屈折がコントロールできます。また、1号は粘度が高いので、透明感の高い大きな水滴を長時間保てま
す。水溶性なのでぬるま湯で洗い流せます。表面が固まるまで1号は8〜9時間、3号は2〜3時間かか
ります。

1号 ¥1,500（税別）

■  グリセリン＆ アートマイザー

■  スモークテスター

シズル感の演出に流れにくい水滴をつくります。アートマイザーの中にグリセリンと水を混ぜ入れポンプで吹き出します。水滴の大きさは
吹き付けの距離で調整します。  ※はじめは1:1の比率で混ぜ合わせて試してから好みの粘度に調節してください。

写真に「ゆげ」の演出でより良い効果が得られます。もちろんVTRにも効果を発揮
します。発煙管の両端を折り、片側にゴム球を取り付けて握ると白煙が発生します。
1本で約50回使用可能。使い切れない場合は両端にキャップをして保管してくだ
さい。※刺激のある煙なので吸い込まない様にご注意ください。※演出後の飲食はおやめください。

料理撮影などに大好評です。

【セット内容】
発煙管6本／ゴム球2ヶ
キャップ2ヶ／ケース付

¥5,800（税別）

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ アートマイザー　¥4,725（税別）　　Ⓑ グリセリン（177ml）　¥2,300（税別）

■ 別売スペア発煙管
6本入り ¥4,800（税別）

■  ディフュージョンスプレー

■  ダスト（ホコリ演出） 手軽にスモークが出せる
スモークスプレー。使い方色々。
スモークマシンより繊細な煙。
逆光で使うと効果的。

粒子の細かいリアルなほこり。

227g

Ⓐ ニューヨークダスト（約300g）
¥2,500（税別）

¥4,300（税別）

使用後使用前

Ⓐ

ガラス管の両端をペンチ等で折ります。 片側に付属のゴム球を差し込みます。

ゴム球の穴を塞ぎながらガラス管に空
気を送り込むと反対側から煙がでます。

使用しない時は薬品が空気に触れない
様にゴムキャップをつけてください。

❶ ❷

❸ ❹

スモークテスターの使い方

水ガラス1号使用例

1号

3号

3号 ¥1,340（税別）

■ 水ガラス（珪酸ナトリウム）
ガラスの成分に溶液を加えた物で、水分が蒸発すると無色透明のガラス状になるの
で、思い通りのフィルターが作れます。ワセリンや植物性油よりも透明度が高く、それ
らと違った効果が得られます。（水性インク等で色づけも可能です）

※水ガラスをガラス板、アクリル板に塗り商品に近づけて置く。適当な粘度がありますが多少硬化させ
てから使用した方が流れません。厚みを変えたり、粘度の違う1号と3号を使い分けることで、透過と
屈折がコントロールできます。また、1号は粘度が高いので、透明感の高い大きな水滴を長時間保てま
す。水溶性なのでぬるま湯で洗い流せます。表面が固まるまで1号は8〜9時間、3号は2〜3時間かか
ります。

1号 ¥1,500（税別）

水ガラス1号使用例

1号

3号

3号 ¥1,340（税別）廃盤
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セットサプライ（植物類）

■ 桜の枯れ葉
約100g入� 　¥1,200（税別）

■ どんぐり雑木枯れ葉ミックス
約100g入� 　¥800（税別）

■ 雑木ミックス
1 袋約100g� 　¥1,500（税別）

■ オレンジ
約5cm 約14 枚入� 　¥1,200（税別）

■ ワタの実 ワタ入り
約6cm 5ヶ入� 　¥800（税別）

■ ミニ流木N
約4〜18cm　1袋約10本� 　¥1,250（税別）

■ ミニ流木
約4cm〜18cm 1袋約10本�　¥1,250（税別）

■ ソラナム
1袋4個� 　¥1,000（税別）

■ 白樺ベース長方形
約30cm×7.5cm×4cm� 　¥1,000（税別）

■ 白樺太枝バンドル
約25cm〜35cm 約30cm 1 束( 約8 本)�　¥1,100（税別）

■ シートモスグリーン
1 袋約150g� 　¥2,200（税別）

■ ピープルスケルトン　白
約10〜15cm　約20枚入� 　¥800（税別）

■ 桜の花びら
1袋（約45g入）� 　¥1,650（税別）
紙でできた花びら。ほんのりピンク色。

■ ソフトミニカスミ草
約30g� 　¥2,000（税別）

※季節により入荷状況が変わります。

■ 白樺ベース長方形
約30cm×7.5cm×4cm� 　¥1,000（税別）

廃盤
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セットサプライ（植物類）

■ Aリーフ
1袋約200g400枚入り� 　¥1,500（税別）

■ ハートポッド 白
1 袋約100g� 　¥800（税別）

■ フレキシブル白樺ベース　大
約18cm×18cm� 　¥900（税別）

■ ベルベットリーフ　グリーン
約5cm×11cm　1袋25枚入�　¥850（税別）

■ ソフトコノデヒバ　グリーン
約45〜50㎝L　1束約70g� 　¥1,200（税別）

■ タイサンボクリーフ
約50g入� 　¥800（税別）

■ どんぐり皮付ヘッド
約20ヶ前後入� 　¥550（税別）

■ 松ぼっくり
約5〜6cm 5〜6ヶ入� 　¥450（税別）

■ ヤシの実
約17〜20cm� 　¥1,800（税別）

■ スターアニス
約35g入� 　¥900（税別）

■ タマラックコーン
約1㎝　1袋約30g　約130コ�　¥500（税別）

■ ベルベットリーフ・レッド
約7〜11cm 1袋25枚入� 　¥900（税別）

■ ストロバスコーン
約15〜20cm 1袋5ヶ入� 　¥750（税別）

■ グイの実ヘッド（白）
約1.5〜2.5cm 約55ヶ入� 　¥700（税別）

■ 小麦
約40本� 　¥600（税別）

■ 大麦
約25本� 　¥600（税別）

■ アワ
約10本� 　¥800（税別）

■ ススキ
約50本� 　¥1,000（税別）

■ ソフトススキ
約50本� 　¥1,000（税別）

■ 稲穂
約50本� 　¥500（税別）

■ タイサンボクリーフ
約50g入� 　¥800（税別）

廃盤

■ ハートポッド 白
1 袋約100g� 　¥800（税別）

廃盤
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セットサプライ（砂、石）

■ 珪砂（ケイサ）6号
1kg� 　¥300（税別）
1 袋（25kg）� 　¥2,900（税別）
砂浜タイプ

砂 各種   

■ 珪砂（ケイサ）7号
1kg� 　¥300（税別）
1 袋（25kg）� 　¥2,900（税別）
6 号よりも細かい粒

■ サンゴ砂 SSS
直径0.5 〜1mm� 　¥300（税別）／�kg

サンゴ砂 各種   

■ サンゴ砂 SS
直径1 〜2mm� 　¥300（税別）／�kg

■ サンゴ小粒
直径5 〜10mm� 　¥300（税別）／�kg�直

■ サンゴ大粒
直径10 〜20mm� 　¥300（税別）／�kg

■ 寒水（カンスイ） 3 厘
1kg� 　¥300（税別）
1 袋（20kg）� 　¥2,900（税別）

寒水 （カンスイ） 各種 白くて上品な化粧砂。3厘が一番小さな粒で、5厘、7厘と順に粗い粒になります。

■ 寒水（カンスイ） 5 厘
1kg� 　¥300（税別）
1 袋（20kg）� 　¥2,900（税別）

■ 寒水（カンスイ） 7 厘
1kg� 　¥300（税別）
1 袋（20kg）� 　¥2,900（税別）

■ 寒水（カンスイ）3 分
1kg� 　¥300（税別）
1 袋（30kg）� 　¥2,900（税別）

■ 黄聚楽土（きじゅらくど）
1kg� 　¥1,000（税別）
1 袋（20kg）� 　¥20,000（税別）
京都、伏見の聚楽第近辺で採取されたもの。

■ 白玉 （小）
1kg� 　¥350（税別）
1 袋（20kg）� 　¥6,500（税別）
小（約20〜30mm φ）

■ 白玉 （中）
1kg� 　¥350（税別）
1 袋（20kg）� 　¥6,500（税別）
中（約30〜40mm φ）

■ 白玉 （大）
1kg� 　¥350（税別）
1 袋（20kg）� 　¥6,500（税別）
大（約40〜50mm φ）

■ ナチ石（ 小）
1kg� 　¥350（税別）
1 袋（20kg）� 　¥6,500（税別）
小（約20〜30mm φ）

■ ナチ石（ 中）
1kg� 　¥350（税別）
1 袋（20kg）� 　¥6,500（税別）
中（約30〜40mm φ）

■ ナチ石（ 大）
1kg� 　¥350（税別）
1 袋（20kg）� 　¥6,500（税別）
大（約40〜50mm φ）

■ 黄聚楽土（きじゅらくど）
1kg� 　¥1,000（税別）
1 袋（20kg）� 　¥20,000（税別）
京都、伏見の聚楽第近辺で採取されたもの。

廃盤



38

セットサプライ（貝殻類）

■ インテリアシェル
M（250g）� 　¥500（税別）
L（500g）� 　¥1,000（税別）

■ オウム貝
約12〜18cm� 　¥3,200（税別）

■ オウム貝 半割
約10〜15cm� 　¥3,500（税別）

■ ヒオウギ　オレンジ
約7〜9cm� 　¥800（税別）

■ ヒオウギ　パープル
約7〜9cm� 　¥800（税別）

■ ヒオウギ　イエロー
約7〜9cm� 　¥800（税別）

■ リュウキュウアオイ
約3〜5cm� 　¥300（税別）

■ オウム貝ミガキ
約12〜18cm� 　¥5,000（税別）

■ クチベニオオサザエ
約10cm� 　¥1,300（税別）

■ ショウジョウ
約11.5cm� 　¥7,500（税別）

■ イケチョウ貝
約5cm� 　¥600（税別）

■ クレナイガンセキ
約10cm前後� 　¥700（税別）

■ チサラ貝
約6.5cm� 　¥400（税別）

■ ヒメゴゼンソデ
約13.5cm� 　¥3,800（税別）

■ サツマツブリ
約8〜9cm� 　¥900（税別）

■ ホネ貝
約10〜13cm� 　¥2,800（税別）

■ チヂミカゴ
約7.5cm� 　¥400（税別）

■トナカイイチョウ
約8cm� 　¥1,500（税別）

■ マルオミナエシ
約4〜5cm� 　¥680（税別）

■ ミヤシロ貝
約10cm� 　¥800（税別）

■ ヒトデ
約15〜20cm� 　¥1,300（税別）

■ カリフォルニアヒトデ
大 15cm前後� 　¥1,200（税別）
小 6cm前後� 　¥500（税別）

■ タツノオトシゴ
約5〜6cm� 　¥500（税別）

■ ヤヨイハルカゼ
約10cm� 　¥800（税別）

■ サメの口
長さ 約18cm� 　¥1,800（税別）

※季節により入荷状況が変わります。
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セットサプライ

■ DANGER BOX S／M
S：430 ×320 ×165mm（h）�　¥3,350（税別）
M：430×320 ×320mm（h）�　¥5,000（税別）
上／S 下／M

■ DANGER BOX L／LL
S：430 ×320 ×165mm（h）�　¥5,000（税別）
M：430×320 ×320mm（h）�　¥6,600（税別）
L／LLのカラーはカントリーとグレーの2 色
あり　上／L 下／LL

■ メタルプレートBOX

M：360×256×256mm（ h）� 　白木:¥2,800（税別）
� 　ライトオーク:¥3,900（税別）
L：430×320×320mm（ h）�　白木：¥3,900（税別）
� 　ライトオーク:¥5,600（税別）
LL：500×384×384mm（ h）�　白木:¥5,600（税別）
� 　ライトオーク:¥7,200（税別）

■ サイコロ BOX（四面体）
A 25cm 角� 　¥3,000（税別）
B 30cm 角� 　¥4,500（税別）
C 35cm 角� 　¥5,900（税別）

■ クレートラベルBOX
400 ×280 ×290mm（h）�　各¥3,800（税別）
箱のサイドのラベルはロットにより変わりま
す。

■ ミニパレット
150 × 150 × 40mm� 　各¥1,000（税別）
ブラウン、ナチュラル、イエローの全3 色。

■ ウッドバレル（コーヒータイプ）
S：280mmφ×360mm（h）�　�¥5,500（税別）
M：300mmφ×420mm（h）�　�¥7,200（税別）
L：390mmφ×490mm（h）�　¥10,100（税別）

■ ダーティーボックス
200 × 150 × 100mm� 　各¥1,800（税別）
オレンジ、グリーン、ブルー、レッド、ブラウン
の全5 色

■ ベジタブルケース
360 ×240 ×70mm� 　各¥1,500（税別）
ブラウン、グレー、オレンジ、イエロー、レッド、
グリーン、ブルーの全7色

■ ジャムケース
W330 ×D240×H110（mm）�　¥3,000（税別）

■ アンティークワイン木箱S・L
S：W370×D200×H130（mm）�　¥2,800（税別）
L：W420 ×D290×H140（mm）�　¥3,750（税別）

■ コーヒー麻袋
1,000×750mm� 　¥500（税別）
本物のコーヒー麻袋。1 枚1 枚プリント柄が
違います。

■ カチンコ
235 ×280mm� 　¥9,500（税別）
アクリル製、ペンが付属します。

■ 注射器（ガラス製）
10cc 用� 　¥980（税別）
30cc 用� 　¥1,670（税別）
100cc 用� 　¥4,680（税別）
200cc 用� 　¥20,000（税別）
注射針� 　¥200（税別）
※注射針は共通です。

■ スポイト
ガラス製 5ml� 　¥500（税別）

■ アクリル BOX

AB-1：100 ×100 ×100mm� 　¥860（税別）
AB-2：150 ×150 ×150mm� 　¥1,320（税別）
AB-3：200 ×200 ×200mm�　¥2,110（税別）
AB-4：300 ×300 ×300mm�　¥3,410（税別）
AB-5：100 ×200 ×50mm� 　¥860（税別）
AB-8：200 ×300 ×100mm�　¥2,000（税別）

透明五面体アクリルBOX。3mm 厚
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セットサプライ

 クリアー 乳半／カラー

 クリアー 乳半・白 カラー  クリアー 白

 クリアー 乳半・白 カラー

スタジオショップ オリジナルのアクリルブロックです。
1つ1つ型を起こして、丁寧に作ってありますので被写体としてもOKです。
その他のサイズは特注品となり、別途お見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
アクリルブロックのサイズの単位はmm（ミリメートル）です。

■ 加工品

御希望によりネジ穴空け加工や表示以外のサイズでも特注にて
お作りいたします。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
ネジ穴加工 1ヶ所 ¥2,000（税別）

■ 卵形

70H ￥5,000（税別） ￥5,600（税別）

■ ブロック

■ ピラミッド

50 × 50 × 35H

80 × 80 × 60H

¥2,500（税別）

¥4,600（税別）

¥2,700（税別）

¥5,000（税別）

■ 四角錐

40 × 40 × 80H

40 × 40 × 110H

¥4,200（税別）

¥4,500（税別）

¥4,350（税別）

—

■ 円錐

50 φ× 50H

50 φ× 70H

70 φ× 70H

￥2,100（税別）

￥2,300（税別）

￥4,300（税別）

￥2,300

￥2,500

—

■ 球

50φ

60φ

70φ

100φ

¥2,400（税別）

¥3,950（税別）

¥6,000（税別）

¥16,200（税別）

¥2,700（税別）

¥4,150（税別）

¥6,800（税別）

¥17,800（税別）

¥2,700（税別）

¥4,150（税別）

¥6,800（税別）

—

■ 円柱

—

￥2,300（税別）

￥2,700（税別）

—

—

—

—

—

￥2,400（税別）

—

￥1,500（税別）

￥2,000（税別）

￥2,400（税別）

￥2,600（税別）

￥2,800（税別）

￥3,100（税別）

￥3,400（税別）

￥1,700（税別）

￥2,100（税別）

￥2,550（税別）

30φ×20H

40φ×80H

40φ×100H

40φ×110H

40φ×120H

40φ×130H

40φ×140H

50φ×50H

50φ×80H

50φ×100H

■ 四角柱

￥2,900（税別）

￥3,200（税別）

￥3,500（税別）

￥2,600（税別）

￥2,900（税別）

￥3,200（税別）

￥3,500（税別）

￥3,800（税別）

￥4,100（税別）

40×40×80H

40×40×100H

40×40×120H

40×40×130H

40×40×140H

40×40×160H

30 × 30 × 30H

40 × 40 × 40H

50 × 50 × 50H

60 × 60 × 60H

70 × 70 × 70H

100 × 100 × 100H

￥870
（税別）

¥1,090
（税別）

¥1,520
（税別）

¥2,610
（税別）

¥4,000
（税別）

¥12,000
（税別）

￥980
（税別）

¥1,300
（税別）

¥1,700
（税別）

¥2,900
（税別）

¥4,400
（税別）

¥13,300
（税別）

￥980
（税別）

¥1,300
（税別）

¥1,630
（税別）

 クリアー 乳半・白  クリアー カラー／乳半

 クリアー 乳半・白

 クリアー 乳半／カラー
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デジタル

17インチノートPCが載せられる台です。T6
系ジュラルミン製で軽くて丈夫です。下部に4
本のネジでガッチリと取り付けられたアダプ
ターでスタンドや三脚などに取り付け可能です。

テザーテーブル エアロ
MacBook Pro(17インチ) ブラック

付属の専用アダプターの
下部3/8インチ太ネジ
穴。1/4インチ小ネジ穴。
16mmメスダボ。アルカ
スイス互換プレート付き。

TTAM17BLK

テザーテーブル エアロの下面に取り付けて外
付けHDDを収納するためのオプションパーツ。

エアロ XDC (ブラック)
AXDCBLK

ケーブル同士の接続部分を保護するアイテム。
対応ケーブル径は4.0-8.5mm。

ジャークストッパー・インライン 
ケーブルサポート (4pcs)

JS030

カメラのストラップホール、三角環などに取
り付けて使用するジャークストッパーです。約
3.5-8.5mmのケーブル径に対応しています。

ジャークストッパー
デザリングカメラサポート

JS020

左右のフックで引っ掛けてコンピュータをしっ
かりと保持することができます。サイズ調整可。

セキュアストラップ
SS004

テザーテーブル エアロを斜めにした状態でも
コンピュータを滑りにくくします。

PDMAC17-2

エアロ プロパッド
MacBook(17インチ)

コンピュータの空いている各種端子に差し込んで使用す
るケーブル抜け落ち防止ツールです。約3.5-8.5mmの
ケーブル径に対応しています。

USB端子用 JS005
RJ11端子用 JS003
RJ45LAN端子用  JS004

ジャークストッパー・
コンピューターサポート各種

ACアダプターやバッテリーを三脚やスタンドに
固定出来ます。裏面に滑り止め付き。

ストラップ・ムーア
for ラップトップパワーブリック

SSMRST

三脚などを挟んでケーブルを保護します。ク
リップのサイズは1インチと2インチをご用意。

ジャークストッパー Aクランプ

１インチ

２インチ

JS080A1

JS080A2

￥30,800（税抜）

￥9,600（税抜）

￥2,000（税抜）

￥2,900（税抜）

￥2,700（税抜）

￥2,700（税抜）

各￥1,200（税抜） ￥3,500（税抜）

１インチ ￥3,400（税抜）
２インチ ￥3,700（税抜）
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デジタル

■ ジャークストッパー・テザリングカメラサポート（JS020）
1個入り 　¥2,900（税別）
カメラのストラップホール、三角環などに取り
付けて使用します。既に多くの現場で活躍し
ている、テザーツールズを代表する商品です。

テザーツールズ   

■ ジャークストッパー・コンピューターサポート（JS016）
1個入り 　¥1,200（税別）
USBケーブルやHDMIケーブルなどの整理
や抜け落ち防止に役立つジャークストッパー
です。付属のベルクロテープで貼り付けます。

■ ジャークストッパー・ロッドクランプ15ｍｍ用（JS080RC）
1個入り 　¥6,000（税別）
動画業界で一般的な15ｍｍ径ロッドに取り付
けることができるジャークストッパーです。ク
ランプ部を外すと1/4ネジ穴が利用できます。

■ ジャークストッパー・スレッドマウント（JS080）
1個入り 　¥2,800（税別）
1/4インチネジのついたジャークストッパーで
す。カメラ底部の三脚穴などに取り付けることが
できます。ケーブルのとりまわしが楽になります。

■ ジャークストッパー・クイッククリップ（JS009）
1個入り 　¥1,500（税別）
12ｍｍ径までのバーなどに引っ掛
けることが可能です。

■ジャークストッパー・アジャスト６”（JS011）
1個入り 　¥2,200（税別）
平紐のついたタイプ。7.6ｃｍまで
の径の対象物に引っ掛けておくこ
とができます。

■ ジャークストッパー・アジャスト１０”（JS012）
1個入り 　¥2,500（税別）
平紐のついたタイプ。12.7ｃｍまで
の径の対象物に引っ掛けておくこ
とができます。

■ジャークストッパー・ストレッチ４”（JS013）
1個入り 　¥2,200（税別）
ゴム紐のついたタイプ。約10ｃｍの
ゴム紐が付属しています。さまざま
な場所にとめておくことができます。

■ジャークストッパー・ストレッチ６”（JS014）
1個入り 　¥2,500（税別）
ゴム紐のついたタイプ。約15ｃｍの
ゴム紐が付属しています。さまざま
な場所にとめておくことができます。

■ジャークストッパー・ジップ６”（JS017）
1個入り 　¥2,200（税別）
伸び縮みするジップタイのついた
タイプ。7.6ｃｍまでの径に対応しま
す。

■ジャークストッパー・ジップ１２”（JS01８）
1個入り 　¥2,500（税別）
伸び縮みするジップタイのついた
タイプ。15.2ｃｍまでの径に対応し
ます。

■ジャークストッパー・ツイスト３”（JS023）
1個入り 　¥2,200（税別）
自在な針金状のツイストがついた
ジャークストッパーです。2.5ｃｍまで
の径に取り付けることができます。

■ジャークストッパー・ツイスト６”（JS024）
1個入り 　¥2,500（税別）
自在な針金状のツイストがついた
ジャークストッパーです。6.4ｃｍまで
の径に取り付けることができます。

■ジャークストッパー・クリップオン（JS022）
1個入り 　¥1,500（税別）
テザーツールズ製エアロテーブル用のプ
レート挟み込みタイプのクリップオンで
すが、3.3ｍｍ厚までの板に固定可能です。

■ ジャークストッパー・Aクランプ　1インチ（JS080A1）
1個入り 　¥3,400（税別）
三脚などを挟むことができるジャー
クストッパーです。

■ ジャークストッパー・Aクランプ　2インチ（JS080A2）
1個入り 　¥3,700（税別）
三脚などを挟むことができるジャー
クストッパーです。

■ ジャークストッパー・インラインケーブルサポート（JS030）
4個入り 　¥2,000（税別）
ケーブルとケーブルの接続部を保
護するアイテムです。対応ケーブル
径は4-8.5ｍｍです。

■ ジャークストッパー・コンピューターサポートUSB用（JS005）
1個入り 　¥1,200（税別）
コンピュータの空いている各種端
子に差し込んで使用するケーブル
抜け落ちツールです

■ ジャークストッパー・コンピューターサポートRJ11用（JS003）
1個入り 　¥1,200（税別）
コンピュータの空いている各種端
子に差し込んで使用するケーブル
抜け落ちツールです

■ ジャークストッパー・コンピューターサポートRJ45LAN用（JS004）
1個入り 　¥1,200（税別）
コンピュータの空いている各種端
子に差し込んで使用するケーブル
抜け落ちツールです

■ テザーテーブルエアロ　MacBook 
Pro(17インチ）ブラック（TTAM17BLK）
1個入り 　¥30,800（税別）
17インチノートPCが載せられる台です。下部の
ネジでしっかりと取り付られたアダプターでス
タンドや三脚などに取り付けることができます。

■エアロXDC（AXDCBLK）
1個入り 　¥9,600（税別）
テザーテーブルエアロの下部に取
り付けることができます。HDDなど
を収納するケースです。

■ エアロプロパッド　MacBook１７インチ（PDMAC17-2）
1枚入り 　¥2,700（税別）
テザーテーブルエアロを斜めにし
た状態でも、コンピュータが滑りに
くくするパッドです。

■セキュアストラップ（SS004）
1個入り 　¥2,700（税別）
左右のフックで引っ掛けてコン
ピューターをしっかりと保持するこ
とができます。サイズ調整可能

■ ストラップ・ムーアforラップトップパワーブリック（SSMRST）
1個入り 　¥3,500（税別）
ACアダプターやバッテリーを三脚
やスタンドに固定できます。裏面に
滑り止め付き。

■ LoPro-2 ブラケット for テザーテーブル エアロ ブラック（LP2BLK）
1個入り 　¥8,600（税別）
テザーテーブルエアロに標準搭載されている
アダプターより薄くすることができます。1/4
インチネジの他、アルカスイス互換プレート付。

■ Rock Solid Aero Elbow(RS606)
1個入り 　¥8,600（税別）
エアロテーブルに載せたコンピュータ
などをスタンドにセットし、最適な角度
に調整できるのが、このエルボーです。
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ディフュージョン

■ ディフューザーなし
ストロボ1灯ダイレクト、ディフューザー無し
での撮影。

■トレーシングペ−パ−50g
0.841m（巾）� 　¥1,530（税別） 1.1m（巾）� 　¥2,430（税別）
PH＝7.中性紙・無蛍光染料 20m（巻）

■ 特殊難燃トレーシングペ−パ− 62g
1.1m（巾）×20m（巻）� 　¥3,300（税別）
2.0m（巾）×20m（巻）� 　¥15,000（税別）
2.0m（巾）×40m（巻）� 　¥18,800（税別）

■トレーシングペ−パ−40g

0.841m（巾）� 　¥1,395（税別）
1.1m（巾）� 　¥1,863（税別）
1.53m（巾）� 　¥3,726（税別）
1.8m（巾）� 　¥6,210（税別）
2.2m（巾）� 　¥8,793（税別）

PH＝7.中性紙・無蛍光染料20m（巻）

■ ユポ

1.25m（巾）� 　¥6,900（税別）
1.6m（巾）� 　¥9,900（税別）
1.9m（巾）� 　¥11,900（税別）
2.2m（巾）� 　¥16,900（税別）
3.1m（巾）� 　¥22,500（税別）

トレペよりも紙の目の出にくい紙厚の合成紙。
5,250°K →4,950°K(-2/3 絞り)　75ミクロ
ン（厚）×10m（巻）

■ アートレW
1.1m（巾）×5m（巻）75ミクロン（厚）�　¥9,770（税別）
1.5m（巾）×5m（巻）75ミクロン（厚）�　¥18,900（税別）
75ミクロン厚のポリエステルフィルム。油性マジッ
クなど以外は拭き取り可能で再度使用できます。

■ ビニ−ルディフュ−ジョン
1.8m（巾）×50m（巻）0.08mm（厚）�　¥8,500（税別）
3.0m（巾）×50m（巻）0.08mm（厚）�　¥18,000（税別）
ロケなど太陽光のディフューズ向き5,250°
K→5,100°K（-1/3絞り）

■ 難燃シャワー
2m （巾）切売り� 　¥5,800（税別）／m
ポリエステル製2m 巾のディフューザー布。
5,450°K →5,250°K（-3/4 絞り）

■ アクリル乳半 2mm
0.9m ×1.8m ×2mm（厚）�　�¥9,350（税別）
5,150°K →4,830°K（-1/2 絞り）乳半アク
リル片面マット

■ アンブレラディフューザー
最大直径約1m（スタンド、光源ヘッドは別売）�　¥12,000（税別）
傘トレが布のディフューザーで手軽にできま
す。

■ フラットアンブレラディフューザー
最大直径約1m（スタンド、光源ヘッドは別売）�　¥11,500（税別）
フラットな傘トレが布のディフューザーになり
ました。

■ オパライトディフューザー
直径53cm。収納袋付き。（スタンド、光源ヘッドは別売）�　¥5,000（税別）

■ オパライトディフューザ 72
直径72cm。収納袋付き。� 　¥8,500（税別）
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■ スーパージェル エフェクト／ディフュージョン
500×610mm� 　各�¥980（税別）
熱に強く、あらゆるスペシャル・エフェクト・ライティング
に適しています。ポリエステル製です。
#00～#96 、#100～#119（フロスト・ディフュージョン）、
#120～#152（カラー・ディフュージョン）、#300～

フィルター 各種   

■ ロスコ シネジェル
610×610mm� 　各¥1,050（税別）

【 ロスコ シネジェル（色温度変換）
タングステンコンバージョンフィル
ター】
3200°K光源をデイライト光相当に
変換します。
各変換温度有。
＃3202 （3200°K → 5500°K）
＃3203 （3200°K → 4700°K）
＃3204 （3200°K → 4100°K）
＃3206 （3200°K → 3800°K）
＃3208 （3200°K → 3500°K）
＃3216 （3200°K → 3300°K）

ロスコ シネジェル   

■ ロスコ シネジェルロール
1,220×7,620mm�　各¥22,000（税別）～

【 デイライトコンバージョンフィル
ター 】
デイライト光をタングステン光相当
に変換させます。
各変換温度有。
＃3407（5500°K → 2900°K）
＃3411 （5500°K → 3200°K）
＃3408 （5500°K → 3800°K）
＃3409 （5500°K → 4500°K）
＃3410 （5500°K → 4900°K）

■ シュアー CP743（ブラック）

1/2インチ（約12.5mm巾×55m）� 　¥1,300（税別）
3/4インチ（約19mm巾55m）� 　¥1500（税別）
1インチ（約25mm巾×55m）�　¥1,600（税別）
1 1/2インチ（約37.5mm巾×55m）�　¥2,400（税別）
2インチ（約50mm巾×55m）�　¥3,000（税別）

スタジオ必需品の黒ツヤ消しテープ
です。

テープ各種   

■ シュアー FP-227（ホワイト）
1/2インチ（約12.5mm巾×55m）�　¥590（税別）
3/4インチ（約19mm巾×55m）�　¥800（税別）
1インチ（約25mm巾×55m）�　¥1,000（税別）
2インチ（約50mm巾×55m）�　¥1,800（税別）
文字も書ける便利な白テープ。

■ シュアー FP-202（ベージュ）
1/2インチ（約12.5mm巾×55m）�　¥880（税別） 1インチ（約25mm巾×55m）�　¥1,300（税別）
スタジオ必需品のテープ。耐熱性があり、光を反射しにくいテープです。

■ mt fotoテープ( 黒・グレー・白)
約25mm巾× 50m� 　¥900（税別）
約38mm巾× 50m�　¥1,400（税別）
約50mm巾× 50m�　¥1,800（税別）
和紙ベースの日本製。のりが残りに
くく、薄く強いテープです。

■ テラオカ紙両面テープ
約12mm 巾× 20m� 　¥235（税別）
約25mm 巾× 20m� 　¥490（税別）

■ テラオカ両面テープ
1インチ（約25mm巾×15m）�　¥470（税別）

■ テラオカ両面テープ
2インチ（約50mm巾×15m）�　¥950（税別）

■ コードガードテープ
（約140mm巾×27m）�　¥9,000（税別）
撮影時のケーブル類の処理に便利です。粘着部がテープの両サイドにしかな
いので、ケーブルに粘着物がつきません

■ 布ガムテープ（白・黒）
50mm巾×25m� 　¥640（税別）

■ 布ガムテープ（ベージュ）
50mm巾×25m� 　¥490（税別））

■ セキスイ フィットライトテープ
50mm巾×25m� 　¥560（税別）
マットで糊残りの少ない仮止めに最
適なテープです。

■ ウールテープ（ブラック）
50mm巾×20m� 　¥2,200（税別）
表面がウールペーパー風のテープ
です。

■ mtアピールテープ（汚すな・のるな）
50mm巾×50m　�　¥1,800（税別）
テープに（汚すな・のるな）の印字あ
り。

■ mtアピールテープ（録音中・撮影中）
50mm巾×50m　�　¥1,800（税別）
テープに（録音中・撮影中）の印字あ
り。

■ シュアー透明テープ
1インチ（約25mm巾× 66m）�　¥1,700（税別）
フィルターのつなぎなどに便利。

■ シュアーCP-101（ベージュ）
1インチ（約25mm巾× 55m）�　¥460（税別）
糊が残りにくく、曲面、発泡体に良く
なじむマスキングテープです

■ ガッファーテープP-665
2インチ（約48mm巾× 46m）�　¥4,200（税別）
不規則な面に馴染みやすい木綿布、
ガッファーテープ。

■ mtアピールテープ（汚すな・のるな）
50mm巾×50m　�　¥1,800（税別）
テープに（汚すな・のるな）の印字あ
り。

廃盤

■ mtアピールテープ（録音中・撮影中）
50mm巾×50m　�　¥1,800（税別）
テープに（録音中・撮影中）の印字あ
り。

廃盤
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■ ペックパッド（CCD清掃ワイプ）
10cm 角／100 枚入り�　¥2,200（税別）
センサースワブに使用されているレンズクリーニングペー
パーのと同じ不織布をCCD 面が露出するデジタルバッグ
の為に、使いやすいレンズペーパー状にパックしました。

■ CURA レンズクリーナー
300mℓ� 　¥3,000（税別）
50mℓ� 　¥800（税別）
アルコール不使用でガラス、プラス
チックを問わず安心して使えます。
オールドレンズにもお勧めです。

■ ティッフェン レンズクリーナー
37ml� 　¥850（税別）
レンズクリーニングペーパーと併せ
て使うためのレンズ清掃溶液。拭きム
ラが残りにくく、取り扱いが簡単です。

■ レンズクリーニングペーパー
50 枚入り／使い捨て�　¥360（税別)
ソフトな風合いに定評のある清掃
紙。非常に柔らかく、レンズのコー
ティングに使用しても安全です。

■ ケイドライ
� 　¥350（税別）
普通のティッシュペーパーと違っ
て、繊維からのチリを極力抑えてい
るので、ふき取り後がきれいです。

■ キムワイプ
� 　¥180（税別）
ケバ立ちや紙粉がなく、ふき取り後
も繊維の附着がありません。

■ ウエス
約350 × 360mm（10 枚入り）�　¥1,400（税別）
ネル地の吸収力に優れたウエスで
す。

■ 銀一オリジナル 純綿クロス（赤別珍ダブル）
45×45cm� 　¥1,500（税別）
綿100% 高級ベルベット製カメラ用クロス
です。シリコン成分を一切含まずに製造して
おり、カメラ・レンズに樹脂成分が移りません。

■ ザヴィーナ　ミニマックス
約225x225mm� 　¥1,500（税別）
クリーンルーム用ワイピングクロス

（２枚入り）

■ モイスレガート・フォト
大165 ×215mm�　¥5,000（税別）
小82 ×107mm� 　¥1,500（税別）
湿度が高い時には吸湿して、レンズのカ
ビなどを防ぎ、湿度が低い時は放湿して
カメラの貼革のひび割れ等を防ぎます。

■ ディスペンサー
140cc� 　¥2,460（税別）
ソルベントを入れる専用容器です。

■ ソルベント S
280cc� 　¥950（税別）
鉄板等に付いた油や指紋落とし、
シールはがし等に便利です。

■ ソルベント M
1,570cc� 　¥3,200（税別）
鉄板等に付いた油や指紋落とし、
シールはがし等に便利です。

■ ソルベント XL
3,800cc� 　¥5,800（税別）
鉄板等に付いた油や指紋落とし、
シールはがし等に便利です。

■ ナチュラルクリーナー 30
330ml� 　¥1,924（税別）
油汚れや接着剤取りに最適です。天
然柑橘油使用。

■ ハイパークリーン
100ml� 　¥1,500（税別）
貴重品や宝石類の汚れ落としに最
適。メラミンボード等にも効果あり。

■ ケセル1
300ml� 　¥1,900（税別）
テープの糊残り落としに最適です。

■ アクリルクリーナー
236ml� 　¥1,500（税別）
静電防止剤入。アクリル、メラミン
ボード等のクリーニングに使用。拭
きムラが出にくい。

■ ポリケア
220ml� 　¥880（税別）
静電防止剤入、泡状タイプで艶も出
せます。みがき剤入。

■ ガラスクリーナー
768ml� 　¥1,500（税別）
アンモニア入りで頑固な油汚れも、
すばやく落とします。

■ 帯電防止クリーナー MX-50
1,000cc� 　¥2,200（税別）
帯電防止効果が長時間持続します。

■ 静電防止ブラシ　S
S� 　¥1,200（税別） DL� 　¥6,000（税別）
静電気除去効果の優れたアクリル系の制御性繊維と伝導性プラスチック製
ホルダーを組み合わせたニュータイプ。

■ サンブラシ筆
� 　¥1,800（税別）
静電気除去効果のあるミニブラシ
です。

■ ハクバ デジタルファイングローブ（化学繊維）
M� 　¥950（税別）
L� 　¥1,000（税別）
静電気が起きにくい繊維で作られた手
袋です。吸湿、放湿性のある生地を使用。
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■ King 静電防止手袋シルスタ（化学繊維）
� 　¥1,600（税別）
伸縮性、通気性に優れホコリもほと
んどでません。

■ 白手袋（作業手袋）　綿100%
特厚手L 1ペア� 　¥300（税別） 特厚手L 1パック（12組入）�　¥1,980（税別）

■ 写真整理用手袋（コットン製）
薄手L 10ペア� 　¥1,700（税別）
薄手L 1ペア� 　¥200（税別）
厚手L 10ペア� 　¥2,600（税別）
厚手L 1ペア� 　¥300（税別）

■ 手術手袋（ゴム製）
1ペア� 　¥450（税別）
滑り止めになっているので細かな
仕事に便利です。

■ シリコンブロアーCP（ハクバ）
55パイ×155mm�　¥1,100（税別）
オレンジ

■ ジャンボブロアー（ハクバ）
62パイ×182mm�　¥1,400（税別）

■ ジャイアントブロアー（エツミ）
55パイ×170mm／ラテックス製�　¥3,200（税別）

■ ミステリーグローブ　グリーン
フリーサイズ�　¥3800（税別）／一双
合成撮影用手袋　

■ ミステリーグローブ　ブルー
フリーサイズ�　¥3800（税別）／一双
合成撮影用手袋　

■ 銀一オリジナル 冠布
4×5用（90×100cm）�　5,000（税別）
黒とグレーの二枚縫い合わせの別珍製布です。黒面を被ればピントや構
図の確認がとても容易になり、夏期はグレーを表にして、日照による熱
を低減できます。グレー面の四隅に滑り落ち防止のベルクロテープ付き

■ 銀一オリジナル 冠布
5×7用（90×120cm）�　7,000（税別）
黒とグレーの二枚縫い合わせの別珍製布です。黒面を被ればピントや構
図の確認がとても容易になり、夏期はグレーを表にして、日照による熱
を低減できます。グレー面の四隅に滑り落ち防止のベルクロテープ付き

■ 銀一オリジナル 冠布
8×10 用（90×150cm）�　¥9,000（税別）
黒とグレーの二枚縫い合わせの別珍製布です。黒面を被ればピントや構
図の確認がとても容易になり、夏期はグレーを表にして、日照による熱
を低減できます。グレー面の四隅に滑り落ち防止のベルクロテープ付き

■ グルーガン（高温タイプ）
190L×160M×30Dmm�　¥3,800（税別）
宝石等を固定する時に便利です。

■ グルースティック（高温）
11mmφ×200mm　クリアー30 本入�　¥2,000（税別）

■ グルースティック（高温）
11mmφ×200mm　クリアー5 本入� 　¥450（税別）

■ グルーガン（低温タイプ）
120L× 110M ×25Dmm�　¥1,980（税別）
発砲スチロールの接着も可能。

■ グルースティック（低温）
スティック径 7mmφ× 100mm 
クリアー30 本入� ¥500（税別）

■ アルミワイヤー
1mmφ×1,000mm�　¥160（税別）
3mmφ×1,000mm�　¥200（税別）
5mmφ×1,000mm�　¥360（税別）

■ ファンタック（ブルースティック）
� 　¥500（税別）
軽いものを固定するのに便利。

■ イエローワックス
� 　¥500（税別）
粘性が高いので比較的重い物も固
定できます。

■ ホワイトワックス
� 　¥1,000（税別）
万能タイプのワックス。

■ アルミバンド
10mm×1m� 　¥400（税別）
細長いアルミ板。ハサミでカットし
て使えます。

■ K-LINEスプレー
400ml� 　¥4,200（税別）
各色揃ったダーリングスプレー。被写体、
用途別に使い分けてください。　ブラック
　セミマット　ホワイト　グレー　マット

■ ミステリーグローブ　グリーン
フリーサイズ�　¥3800（税別）／一双
合成撮影用手袋　

廃盤

■ グルースティック（高温）
11mmφ×200mm　クリアー30 本入�　¥2,000（税別）

廃盤

■ アルミワイヤー
1mmφ×1,000mm�　¥160（税別）
3mmφ×1,000mm�　¥200（税別）
5mmφ×1,000mm�　¥360（税別）

廃盤

■ グルースティック（低温）
スティック径 7mmφ× 100mm 
クリアー30 本入� ¥500（税別）

廃盤

■ グルーガン（低温タイプ）
120L× 110M ×25Dmm�　¥1,980（税別）
発砲スチロールの接着も可能。

廃盤
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■ B クリップ雲台
� 　¥4,600（税別）
コメットの軽量小型雲台にBクリップが固定
され、ハレ切り等に使用できます。スタンド別
売り。

■ B クリップ（5ヶセット）
� 　¥2,000（税別）

■ B クリップ（1ヶ）
� 　¥480（税別）

■ ミニB クリップ（1ヶ）
� 　¥390（税別）

■ ポニークランプ
最大使用径 約25mm� 　¥850（税別）
最大使用径 約50mm� 　¥1,250（税別）
最大使用径 約80mm� 　¥1,850（税別）

■ 大型せぼね君（ブラックのみ）
5連タイプ（20cm）� 　¥600（税別）
10 連タイプ（28cm）� 　¥850（税別）
約20mmφのパイプをがっちり挟んで、固定
できます。（内側ゴム付き）

■ せぼね君（ブラック、ホワイト）
5連（全長15cm）� 　各�¥300（税別）
10連（全長23cm）� 　各�¥500（税別）
軽量なレフ、ハレぎれ等を微妙な角度でフレ
キシブルに固定できます。

■ ブラックピンチ
16ヶ入� 　¥950（税別）

■ サンピンチ
24ヶ入� 　¥278（税別）

■ DX2wayレベラー（ユーエヌ）
� 　￥3,222（税別）
アクセサリーシューに挿入して、前後左右方
向の2wayが同時に測れます。

水準器   

■ VHSレベラー（ユーエヌ）
� 　￥3,156（税別）
今までのレベラーと違い、縦位置・ 横位置ど
ちらでもカメラから取り外さずに使用できま
す。

■ プリズム型レベラー（ユーエヌ）
� 　￥5,100（税別）
アクセサリーシューに挿入して、アイレベルで
カメラの水平位置が正確に測れます。

■ レベラーATタイプ（ハクバ）
サイズ：100×50×19mm　重量：60g�　￥3,500（税別）
アルミ・樹脂製角形、据え置きタイプ

■ レベラーSTタイプ（ハクバ）
サイズ　70 × 25 × 15mm　重量30g�　￥1,700（税別）
アクリル製角型、据置タイプ

■ クリーニング用ペーパークロスMICRO WIPER(ミクロワイパー )　CP-100
� 　¥380（税別）
特殊な製法の割繊された繊維の一部はナノサイズまで細
分化し、さらにその断面は異型断面で、ミクロの汚れを内部
まで繊維が侵入して汚れを掻き取っていきます。50枚入り

■ 光学レンズ専用クリーナー・アルコールフリー　CLC-050
50ml� 　¥800（税別）
アルコール系不使用のクリーナーなのでコーティング、塗装、ゴム
など使う個所、場所を選びません。※ご使用に際しましては予め拭
きテストをして問題が無いかどうかを、ご確認の上ご使用下さい。

■ 光学レンズ専用クリーナー・アルコールフリー　CLCS-150
スプレータイプ 150ml� 　¥1,650（税別）

■ 光学レンズ専用クリーナー・アルコールフリー　CLC-300
300ｍｌ� 　¥3,000（税別）

■ 防カビ・抗菌エアダスター　B-OFF　CAD-100
� 　¥1,315（税別）
防カビ・抗菌・消臭作用のあるエアーでホコリやゴミを吹き飛ばします。 
使用している抗菌剤の経口毒性は塩・カフェインの 20 倍安全。玩具
や 食品工場、介護施設等で使用されているくらい安全なものです。

■ クリーナー＆ペーパーセット　AST-015
� 　¥680（税別）
ミクロワイパー（30 枚）とクリーナー（15m
ℓ）がセットになった、お手軽なセットです。

■ B クリップ雲台
� 　¥4,600（税別）
コメットの軽量小型雲台にBクリップが固定
され、ハレ切り等に使用できます。スタンド別
売り。

廃盤

■ ポニークランプ
最大使用径 約25mm� 　¥850（税別）
最大使用径 約50mm� 　¥1,250（税別）
最大使用径 約80mm� 　¥1,850（税別）

廃盤

■ 防カビ・抗菌エアダスター　B-OFF　CAD-100
� 　¥1,315（税別）
防カビ・抗菌・消臭作用のあるエアーでホコリやゴミを吹き飛ばします。 
使用している抗菌剤の経口毒性は塩・カフェインの 20 倍安全。玩具
や 食品工場、介護施設等で使用されているくらい安全なものです。

廃盤
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■ 131両開クランプ（大）
使用径：5～100mmφ 柄：11mmφ×200mm�　¥1,300（税別）

両開クランプ 各種   

■ 133 両開クランプ（小）
使用径：5～50mmφ 柄：10mmφ×150mm�　¥900（税別）

■ 134 両開クランプ（極小）
使用径：1～26mmφ 柄：8mmφ×110mm�　¥700（税別）
セミミクロ用

■ 141丸型クランプ（特大）
使用径：60～100mm φ 柄：12mm φ× 220mm�　¥1,800（税別）

丸型クランプ 各種   

■ 142 丸型クランプ（大）
使用径：35～70mmφ 柄：11mmφ×190mm�　¥1,200（税別）

■ 144 丸型クランプ（小）
使用径：15～35mm φ 柄：10mm φ× 140mm�　¥900（税別）

■ 161-03両開ムッフ付クランプ（大）
適合径：5～80mm φ� 　¥3,700（税別）

ムッフ付きクランプ 各種   

■ 161-01 両開ムッフ付クランプ（小）
適合径：5～50mmφ� 　¥2,000（税別）

■ 162丸型廻転式ムッフ付クランプ
� 　¥2,000（税別）

■ 191回転式ムッフ
� 　¥1,100（税別）
20mm φまで可能。

ムッフ&クランプ用小物 各種   

■ 183角型トンボネジ
� 　¥550（税別）
13mmφまで可能。

■ 185爪付きムッフ角型
� 　¥800（税別）
16mm φまで可能。

■ 196クロスジョイントクランプ
� 　¥530（税別）
13mm φまで可能。

■ 198理振ムッフ（理振用）
� 　¥1,100（税別）
13mm φまで可能。

■ カニ型Wスタンド
� 　¥1,600（税別）
小物撮影に大変重宝する強力クリップスタン
ドです。

■ グリップイットダブルクランプ
� 　¥9,000（税別）
ハレぎれ等をフレキシブルに固定できます。

■ マジカルポップクリップ5 個入りクリア
全長205mm� 　¥1,500（税別）
クリックスの真中が針金になっていて自由に
曲げられる優れもの。

■ 141丸型クランプ（特大）
使用径：60～100mm φ 柄：12mm φ× 220mm�　¥1,800（税別）

廃盤



49

スタジオサポート

■ 20"D ／ R ミニベース
750 〜1,500mm ／ 3.1kg�　¥55,000（税別）

MATTHEWS　センチュリースタンド 各種 アメリカで映画、TV用、写真の世界で長年にわたり貢献しているマシューズ社製のライティングツール。堅牢性抜群。  

■ 20"D／R スタンダード
830〜1,580mm／3.7kg�　¥42,000（税別）

■ B20"D ／ R スタンダード
830 〜1,580mm ／ 3.7kg�　¥42,000（税別）

■ 30"D／R スタンダード
1,090〜2,450mm／4.5kg�　¥65,000（税別）

■ B30"D／R スタンダード
1,090mm〜2,450mm／4.5kg�　¥65,000（税別）

■ 40"D／R スタンダード
1,340〜3,220mm／5.0kg�　¥42,000（税別）

■ B40"D／Rスタンダード
1,340〜3,220mm／5.0kg�　¥42,000（税別）

■ 20"コンプリートセット
� 　¥42,000（税別）

20"コンプリートセット
・センチュリースタンド
・ハリウッドヘッド
・20" ハリウッドアームの3点セット
シルバー・ブラック

ハリウッドセンチュリーコンプリートセット 各種   

■ 40"コンプリートセット
� 　¥43,000（税別）
・センチュリースタンド
・ハリウッドヘッド
・40" ハリウッドアームの3点セット
シルバー・ブラック

■ 30"D／R スライディング
1,090〜2,450mm／4.5kg�　¥68,000（税別）

スライディングタイプ 各種   

■ 40"D ／ R スライディング
1,340 〜3,220mm ／ 5.2kg�　¥60,000（税別）

■ B40"D／R スライディング
1,340〜3,220mm／5.2kg�　¥60,000（税別）

■ 20”ハリウッドアーム（ミニ型）
0.5ｍ／0.6kg� 　¥12,000（税別）

ハリウッドアーム 各種   

■ B20”ハリウッドアーム ブラック（ミニ型
0.5ｍ／0.6kg� 　¥12,000（税別）

■ 20”ハリウッドアーム（ミニ型）&ヘッド コンプリートセット
� 　¥17,000（税別）

■ 40”ハリウッドアーム（スタンダード）
1ｍ／1.5kg� 　¥12,000（税別）

■ B40”ハリウッドアーム ブラック（スタンダード）
1ｍ／1.5kg� 　¥12,000（税別）

■ 40”ハリウッドアーム（スタンダード）&ヘッド コンプリートセット
� 　¥17,000（税別）

■ ハリウッド ヘッド2-1/2　シルバー
0.5kg� 　¥8,800（税別）

ハリウッドヘッド 各種   

■ ハリウッド ヘッド2-1/2　ブラック
0.5kg� 　¥8,800（税別）

■ ゲルフレーム
36"×36"（90×90cm）�　¥26,000（税別）
48"×48"（120×120cm）�　¥28,000（税別）
60"×60"（150×150cm）�　¥41,000（税別）

ゲルフレーム   

■ ゲルフレーム(48"×48")用オリジナル紗幕(ベルクロ付)
� 　¥13,000（税別）

■ カッター
10"×42"（25×105cm／1.0kg）�　¥16,000（税別）
18"×48"（45×120cm／1.3kg）�　¥18,000（税別）
24"×72"（60×180cm／2.1kg）�　¥26,000（税別）
48"×48"（120×120cm）�　¥25,000（税別）

ライティング・カッター／フラッグ 各種   

■ フラッグ
12" ×18"（30 ×45cm／0.6kg）�　¥10,000（税別）
18" ×24"（45 ×60cm／0.9kg）�　¥11,000（税別）
24"×36"（60×90cm／2.3kg）�　¥12,500（税別）

■ フラッグフレーム（シルバー）
12" ×18"（30 ×45cm）�　¥5,500（税別）
18" ×24"（45 ×60cm）�　¥5,800（税別）
24"×36"（60×90cm）�　¥6,800（税別）
48"×48"（120×120cm）�　¥16,000（税別）

■ カメラネジ変換アダプター
E-6661　Sサイズ　全高5mm�　¥400（税別）
E-6662　Mサイズ　全高8mm�　¥400（税別）
E-6663　Lサイズ　全高10.5mm�　¥400（税別）
1/4インチネジを3/8インチネジ
に変換する止めネジアダプター

アダプター各種   

■ ICダボ受けアダプター2
� 　¥3,500（税別）
1/4、3/8インチ径のネジ穴を持ち
スピゴットを三方向から接続可能
なアダプター

ブーム各種   

■ ICトレペアームB(100cm)
全長1000mm径φ16mm�　¥5,000（税別）
全長600mm径φ16mm�　¥4,700（税別）
全長300mm径φ16mm�　¥4,500（税別）
スピゴットの形状をした両端に3/8イン
チネジと3/8インチネジ穴を持つアーム
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■ バックグラウンド・サポート GP6090
重さ：6.1kg／幅：115-282ｃｍ 高さ（最高）：90-300cm�　¥25,000（税別）
セットペーパー等の背景紙やバックドロップをセットするサポートシステムです。専用バッグ付き。（クロスバーの長さは115-282cm。）
・クロスバーはGP0124テレスコピックバー ・スタンドヘッドはオスタイプ固定型
フルサイズ(2.72m幅)でもハーフサイズ(1.36m幅)にも使用可能です。

ギンイチ・ブランド シリーズ   

■ ロースタンド GP6025
収納時サイズ：42.5cm／段数：4 段 高さ： 最高
125cm／最低45cm　重さ：0.9kg�　¥4,000（税別）

■ 2.4m キットスタンド GP6030
収納時サイズ：70cm／段数：4 段 高さ： 最高
248cm／最低：72cm 重さ：1.3kg�　¥6,000（税別）

■ 3m キットスタンド GP6040
収納時サイズ：87cm／段数：4 段 高さ： 最高
305cm／最低：92cm 重さ：1.8kg�　¥8,000（税別）

■ 4m ライトスタンド GP6060
収納時サイズ：108cm／段数：4 段 高さ： 最高
399cm／最低：108cm 重さ：3 kg�　¥10,000（税別）

■ ウルトラコンパクトスタンド GP0109
収納時サイズ：51cm／段数：5 段 高さ： 最高
185cm／最低：51cm 重さ：1.2 kg�　¥5,000（税別）

■ オートポールセット GP0055
外径：約4.0〜4.5cm φ長さ：最長370cm／最短：210cm�　2�本セット�¥25,000（税別）
背景を設置するスタンドやライティング機材設置用の支柱、横渡のハンガー
設営などに最適な、簡単で安定性の高い伸縮自在のポールセットです。天井
の高さや壁の幅にあわせポールを伸縮させ、ハンドル操作でロックします。

■ テレスコピッククロスバーGP0124
最長：282cm 最短：115cm� 　¥7,000（税別）

■ ダブルライザーグリップスタンド・キット20"GP0111
重さ：5.4 kg／高さ：最高130cm／最低：79.5cm�　¥20,000（税別）
カラー：ブラック

■ ダブルライザーグリップスタンド・キット40"GP0112
重さ：7.2 kg／高さ：最高330cm／最低：146.5cm�　¥22,000（税別）
カラー：ブラック

■ エクステンションアーム GP0051
� 　¥2,000（税別）

■ アンブレラアダプター GP0052
� 　¥4,000（税別）

■ スウィベルアンブレラアダプターGP0053
� 　¥3,000（税別）

■ フラッシュシューアダプター GP0056
� 　¥2,000（税別）

■Ｊフック GP6828
� 　¥2,500（税別）

■ ミニクランプGP0048
� 　¥2,500（税別）

■ スタジオ・クランプGP6820
� 　¥3,000（税別）
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■ マルチクリップGP0119
� 　¥1,500（税別）

■ 5/8インチアダプタースピゴットGP0069
� 　¥1,000（税別）

■ メイルアダプター GP0115
� 　¥1,200（税別）

■ オリジナルスタンドケース GP0114
内寸：19 ×25×113cm�　¥9,334（税別）

■ ライトコントロールパネル・ディフュー
ザー42x42" 107x107cm GP0036
� 　¥3,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・シルバー/
ホワイト42x42" 107x107cm GP0038
� 　¥4,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・シルバー/
ブラック42x42" 107x107cm GP0039
� 　¥4,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・ディフュー
ザー42x78" 107x198cm GP0041
� 　¥4,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・シルバー/
ホワイト42x78" 107x198cm GP0043
� 　¥6,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・シルバー/
ブラック42x78" 107x198cm GP0044
� 　¥6,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・42サポートバー GP0031
� 　¥3,000（税別）
GP0028とGP0029 に装着可能
アルミパイプ使用

■ ライトコントロールパネル・フレーム42x42　GP0028
サイズ：107 × 107cm、アルミパイプ使用�　¥6,000（税別）

■ ライトコントロールパネル・フレーム42x78　GP0029
サイズ：107× 198cm、アルミパイプ使用�　¥8,000（税別）

■ リフレクターセットGP0655
サイズ：90 ×135cm／段数：1段�　¥12,000（税別）
リフレクターとスタンドのセットです。
シルバー／ホワイト（リバーシブル）

■ ホワイト・アンブレラ90cm　GP0142
直径:90cm センターポール経:8mm�　¥4,000（税別）
銀一オリジナルのホワイト・アンブ
レラです。

■ アンブレラ115cm GP0024
センターポール径7mm�　¥5,000（税別）

■ ソフトボックスS GP0005
55 × 75× 35cm�　¥14,000（税別）
※スピードリング別売

■ ソフトボックスM GP0006
75 × 100 × 40cm�　¥18,000（税別）
※スピードリング別売

■ ソフトボックスL GP0007
100 × 132 × 45cm�　¥23,000（税別）
※スピードリング別売

■ アダプターリング・コメット用 GP0020
� 　¥2,000（税別）

■ アダプターリング・プロフォト用 GP0018
� 　¥6,000（税別）

■ ユニバーサルスピードリング GP0110
� 　¥4,000（税別）

■ ソフトボックスS 用ワンズ GP0005R
� 　¥1,500（税別）

■ ソフトボックスM用ワンズ GP0006R
� 　¥1,700（税別）

■ ソフトボックスL用ワンズ GP0007R
� 　¥2,000（税別）
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■ ＃024B ライトブーム ブラック■ ＃098B ウォールブーム ブラック ■ ミニブーム
■  #025BSL スーパーブーム ブラック

■  #025BS スーパーブーム スタンドセット

※スタンドは別売です。

#173B（ブラック）1m             ¥5,400（税別）

3セクションアーム：25mmφ
長さ：71〜200cm／重さ：5.6kg
【セット内容】
3セクションアーム×1、＃023カウンターウエイト×1
＃124ピボティングクランプ×1

壁面、オートポールの両方に使用可。壁面には
ネジで固定、オートポールにはスーパークラン
プで固定。2セクションアーム：35.29mmφ
長さ：120〜210mm
抑角：160°／水平：180°／重さ：2.3kg

シャフト径：20mmφ
ライト動作をリモコン制御します。
シャフト径：35mmφ ／全長270cm
【セット内容】
#123ピボティングクランプ×1／#022
カウンターウエイト×1／ケーブルクリップ

【セット内容】#008シネスタンド（キャスター付）

¥23,000（税別）¥23,000（税別）
¥80,000（税別）

¥130,000（税別）

ブーム 各種

※スタンドは別売です。

■ #244
バリアブルフリクションアーム 

¥25,000（税別）

※オートポールと
スーパークランプ
は別売りです。

■ #039 Uフック（2ヶ1組）
クロスバーのホルダー、
スーパークランプ用

¥3,800（税別）
※スーパークランプ別売り

■ #041“L”ブラケット（2ヶ入）
¥3,400（税別）

※スーパークランプ別売り

■ #237フレックスアーム
¥3,400（税別）

※スーパークランプ別売り

■ #143Aマジックアーム
¥23,200（税別）

※スーパークランプ別売り

■ #046MCエクスパン
（バック紙巻き上げ装置）

¥22,000（税別）
※スーパークランプ

B／Pシングルフック別売り

■ #059 B／Pシングルフック （2ヶ1組）
#046エクスパン用フック
#035スーパークランプに接続

¥3,400（税別）

■ #171ミニクランプ
バーくわえ込み径：35mmφまで

¥3,200（税別）

■ #044 背景紙3本掛フック
    #046エクスパン用フック
（3本掛け用）

¥16,000（税別）
#035スーパークランプ2ヶ含む 

■ #196B-3
アーティキュレーテッドアーム
3セクション

¥10,000（税別）
※スーパークランプ別売り

マンフロット商品の表示価格は全て定価で表示しています。
店頭販売価格は異なりますので、スタッフまでお問い合わせください。

■ #143マジックアームセット
3方向の動きをロックするセンターレバー付
アーティキュレーティッドアーム
#035スーパークランプ
#003バックライトベース ¥31,200（税別）

■ #133エクステンションバー
長さ16.5cm、スーパークラン
プ用のエクステンションバー

¥3,000（税別）

■ #042エクステンション
長さ19.5cm

¥4,700（税別）

■ #196BASE
アーティキュレーティッド
アーム用ベース

¥9,200（税別）

■ #196B-2
アーティキュレーテッドアーム2セクション

¥7,500（税別）
※スーパークランプ別売り

■ #176 ミニUフック（2ヶ1組）
ミニクランプ専用のU字フック

¥2,200（税別）

※チェーンの色は写真と
異なる事があります。 
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■ #035スーパークランプ
� 　¥5,600（税別）

クランプ 各種 ／ その他   

■ #038 ダブルスーパークランプ
� 　¥10,000（税別）

■ スプリングクランプ
#175� 　¥2,800（税別）
#275ミニ� 　¥3,200（税別）

■ #386BC-1 ナノクランプ
� 　¥5,500（税別）

■ #124ピボティングクランプ
シャフト径：19.2mmφ�　¥5,800（税別）

■ #123ピボティングクランプ
シャフト径：35mmφ�　¥10,600（税別）

■ #026ライトタイト
� 　¥4,600（税別）

■ アベンジャー C500ペリカンガッファーグリップ
� 　¥13,500（税別）

■ ブームスタンド ＃ 420B
最短高：131cm 最長高：392cm 重さ：
2.7kg／許容荷重：9kg�　¥36,000（税別）
スタンドとブームの一体型の経済
的なスタンドです。ウェイト袋付。

スタンド 各種   

■ テレスコピックポール#272B
� 　¥10,000（税別）
伸縮幅：112〜298cm両端はメス
受けのクロスバー。

■ #032B（ブラック）オートポール/#032（シルバー）オートポール
最短2.1ｍ〜最長3.7ｍ／外径約40〜45mmφ�　¥21,000（税別）

オートポールシリーズ すぐれたデザインと機能性で、撮影のセッティングには欠かせないオートポール。  

■ #332-3.7B（ブラック）/#332-3.7（シルバー）ミニオートポール
最短2.1ｍ〜最長3.7ｍ／外径約32〜35mmφ�　¥17,400（税別）

■ #170B（ブラック）/#170（シルバー）ミニポール
最短1.75ｍ〜最長3.3ｍ／外径約25〜28mmφ�　¥9,000（税別）

■ エクステス（約40mmφ×1.5m）
#034 シルバー／#034B ブラック�　¥7,100（税別）
オートポールの延長用パイプ。背景
紙をセットする時のクロスバーとし
ても使用できます。

■ エクステル（約40mmφ×2m）
#033 シルバー ／#033B ブラック�　¥7,800（税別）
オートポールの延長用パイプ。背景
紙をセットする時のクロスバーとし
ても使用できます。

■ オートポールキャリングケース(スタジオショップオリジナル）
� 　¥18,900（税別）
オートポール・延長ポール・スタンドなどを5本入
れられます。

（開いた時900×2400／オートポールなど別売）

■ #032SPLオートポール レベル
� 　¥1,000（税別）
オートポールに取り付ける水準器。
ゴムで締め付けるタイプなので、どのサ
イズのオートポールにも使用できます。

■ #032BASE（B）オートポールベース ブラック
� 　¥10,000（税別）
天井が高い所、または屋外ロケの時
などに使用します。オートポールの
オプションです。

■ ミニポール用石突ゴム 上下共用
� 　¥800（税別）

■ オートポール用石突ゴム
上部用� 　¥1,540（税別）
下部用� 　¥1,510（税別）

■ ミニオートポール用石突ゴム
上部用� 　¥1,210（税別）
下部用� 　¥1,280（税別）

■ D230
� 　¥10,000（税別）
スーパークランプとグリップヘッド
が合体したすぐれ物。

AVENGER アベンジャー商品の表示価格は全て定価で表示しています。店頭販売価格は異なりますので、スタッフまでお問い合わせください。  

■ D200／D200B
� 　¥5,000（税別）
定番のグリップヘッド。
ブラックとシルバーの2タイプ有。

■ A2033LJ
� 　¥34,000（税別）
Cスタンド スライディング
1,340〜3,280mm

■ A2033LJCB
� 　¥36,000（税別）
Cスタンド スライディング
1,340〜3,280mm

■ A2033LJCB キット
� 　¥40,000（税別）
Cスタンドとシングルアーム、グリップヘッド
の便利な3点キットです。
キット内容：A2033LJCB+D210JB+D520B

■ D600JCB
� 　¥25,800（税別）
頑丈なスチール製。2段伸縮タイプ。
117〜212mm、17mmのオスダボ
付

■ D520／D520B
� 　¥6,400（税別）
40シングルアーム
アーム長さ約95cm
ブラックとシルバーの2タイプ有。

■ D500／D500B
� 　¥6,000（税別）
20シングルアーム
アーム長さ約45cm
ブラックとシルバーの2タイプ有。
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■ ブラックラップ
60cm（巾）×20m（巻）�　¥9,000（税別）／本
片面ブラック、片面シルバーのアル
ミホイル。

アルミホイル 各種   

■ シネホイル（ 両面ブラック）
30cm（巾）×15m（巻�　¥9,000（税別）／本
61cm（巾）×7.5m（巻）�　¥9,000（税別）／本

■ フォトホイル（ 両面ブラック）
30cm（巾）×3m（巻）�　¥3,000（税別）／本
61cm（巾）×3m（巻）�　¥4,500（税別）／本

■ アイランプ各種

フラッド150W� 　¥3,285（税別）
フラッド300W� 　¥3,984（税別）
フラッド500W� 　¥5,427（税別）
カラー350W� 　¥5,922（税別）
カラー500W� 　¥6,075（税別）
スポット150W� 　¥3,312（税別）
スポット300W� 　¥4,482（税別）
スポット500W� 　¥5,427（税別）

アイランプ 各種   

■ ハクバ サンクリップ3
� 　¥3,600（税別）

■ LPL ランプホルダーDX-Si 500w対応
� 　¥6,000（税別）

■ 東芝ランプケージ
� 　¥1,700（税別）

■ オスダボ
直径16〜16.5mm φ長さ107mm�　¥1,700（税別）

ダボ 各種   

■ アベンジャー E 200
28mm／16mm� 　¥3,900（税別）
変換オスダボ。

■ ピポティング クランプ用ダボ
� 　¥3,900（税別）
マンフロット＃124 用。
メス受けのスタンドとピポティング
クランプを連結します。

■ ＃088 1/4～3/8
� 　¥900（税別）
細ネジを太ネジに変換します。

アダプター 各種   

■ ＃015 アダプター3/8～1/4
� 　¥1,400（税別）
太ネジを細ネジに変換します。

■ ＃013 アダプタースピゴット
� 　¥2,000（税別）
16mm 径のオスオスダボ。汎用性
のある定番です。

■ メス受け 変換アダプター
� 　¥6,500（税別）
マシューズ純正の穴径17mmのメ
スメスアダプター。

■ ＃152 メスメスアダプター
� 　¥3,000（税別）
穴径17mm と穴径18mm のメス
受け変換アダプター。

■ #241 ポンプカップ
カップ径：150mmφ�　¥16,800（税別）
小型器具や軽量機械用の吸い込み
カップ。

■ ＃036-14ライトスタッド
� 　¥3,000（税別）
ス－パークランプ用の細ネジアダ
プター。

スーパークランプ用スタッド 各種    

■ ＃ 036MRライトスタッドMR
� 　¥3,000（税別）
360°回転可能であり、ヘッドをつ
かむか、あるいはスーパークランプ
2ヶを連結。

■ ＃066ダブルネジスタッド
� 　¥1,900（税別）
スーパークランプ用の大小凹ネジ。

■ ＃036-38ライトスタッド
� 　¥3,000（税別）
スーパークランプ用太ネジアダプ
ター。

■ ＃ 037　カメラスタッド
� 　¥1,900（税別）
スーパークランプ用大小両用凸ネ
ジ。クランプにカメラを装着する時
に使用。

■ ＃061　ジョイニングスタッド
� 　¥1,900（税別）
6ステップ固定回転により#035 
スーパークランプ2ヶを連結。

■ ＃061RA　ジョイニングスタッドRA
� 　¥1,900（税別）
このダボ1 個でスーパークランプ
2 個が簡単に合体。
取り外しワンタッチでOK。

スポット150W� 　¥3,312（税別）
スポット300W� 　¥4,482（税別）
スポット500W� 　¥5,427（税別）廃盤



55

スタジオサポート

■ マルチウエイトスリング（外袋、中袋2 袋、鉛粒）

4kgセット� 　¥8,500（税別）
3kgセット� 　¥7,300（税別）
外袋� 　¥2,200（税別）
中袋� 　¥750（税別）
鉛粒（1kg）� 　¥1,200（税別）

ウエイト 各種   

■ マルチウエイトジュニア（外袋、中袋1 袋、鉛粒）

4kgセット� 　¥7,450（税別）
3kgセット� 　¥6,250（税別）
外袋� 　¥1,900（税別）
中袋� 　¥750（税別）
鉛粒（1kg）� 　¥1,200（税別）

■ マルチウエイトビッグ （外袋、中袋2 袋、鉛粒）

10kgセット� 　¥16,700（税別）
8kgセット� 　¥�14,300（税別）
外袋� 　¥3,200（税別）
中袋� 　¥750（税別）
鉛粒（1kg）� 　¥1,200（税別）

■ 鉛粒
1kg� 　¥1,200（税別）

■ スタジオウエイトS（ 砂入り）
10kg� 　¥6,000（税別）
外袋のみ� 　¥5,500（税別）

■ 鉛ウエイト
（10kgセット）� 　¥14,100（税別） （5kgセット）� 　¥8,300（税別）
鉛インゴット入りタイプ。
箱馬などのズレ防止やパネル貼り製作時のウエイトなどに巾広く流用可能！！

■ 鉛インゴット／中袋
鉛インゴット2.5kg� 　¥2,400（税別）／本
中袋� 　￥750（税別）
鉛粒は含みません。

■ マルチウエイトS（ 砂入り）
4kg� 　¥3,700（税別）

■ マンフロット カウンターウエイト （ #022／#023）
#022（6.7kg）� 　¥15,200（税別）
#023（4.3kg）� 　¥12,800（税別）
シャフト径：22〜35mmφを締付け。

■ マンフロット ミニカウンターウエイト（#172）
#172（1.3kg）� 　¥3,000（税別）
シャフト径：13〜30mmφを締付け。

■ DUPLE ／コーン L（ アクリル製）
高さ：500mm／底面：500mm φ／上面：160mm φ／重さ：2.3kg�　¥78,000（税別）

すっぽりかぶせて、上面の穴からカメラをのぞ
かせて撮影するだけ。球形のツヤのあるもの、ど
うやっても写り込みが汚いなどの悩みを解消し
ます。

ライトドーム 各種   

■ DUPLE ／コーン S（ アクリル製）
高 さ：215mm／底面：195mmφ／上面：110mmφ／重さ：450g�　¥25,000（税別）

すっぽりかぶせて、上面の穴からカメラをのぞ
かせて撮影するだけ。球形のツヤのあるもの、ど
うやっても写り込みが汚いなどの悩みを解消し
ます。

■ 鉛粒
1kgあたり� 　¥1,200（税別）
中袋� 　¥750（税別）

■ ライトドーム（アクリル製）
500mmφ×約230mm（サイドに穴）�　¥14,500（税別）
B400mm φ×約195mm（トップに穴）�　¥11,300（税別）
光ものの撮影に必需品、乳半アクリルで驚く
ほど光がきれいに回ります。
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■ SJ-5B(シルバー2段)
[2 段] 設置時　49x68x80cm 収納時　49x4.8x86cm 
天板高さ　56cm 重量　4.3kg� 　¥31,000（税別）

ナローステップ アルミ製折りたたみ式踏み台。折りたたむと薄さ48mmとコンパクト収納。スタイリッシュなデザイン、ワイドなステップで腰掛けての作業にも最適です。  

■ SJ-5BK(ブラック2 段)
[2 段] 設置時　49x68x80cm 収納時　49x4.8x86cm 
天板高さ　56cm 重量　4.3kg� 　¥31,000（税別）

■ SJ-8B（シルバー3段）
[3 段] 設置時　49x85x101cm 収納時　49x4.8x109cm 
天板高さ　78cm 重量　5.9kg� 　¥38,000（税別）

■ SJ-8BK（ブラック3段）
[3 段] 設置時　49x85x101cm 収納時　49x4.8x109cm 
天板高さ　78cm 重量　5.9kg� 　¥38,000（税別）

■ 東芝エルティーエンジニアリング ミニスタンドMS-2
� 　¥25,000（税別）
高さ700〜2,550mm自重1.9kg／許容範
囲5kg
スチール製の重量感のあるスタンド。

■ 東芝エルティーエンジニアリング ベースプレート
180mmφ× 90mm（h）／ 1.8kg�　¥12,000（税別）

■ 東芝エルティーエンジニアリング 1K 補助スタンド
285 〜370mm（h）／3.5kg�　¥22,000（税別）

■ LPL ワンロックアーム OA-280L
対荷重2kg／250g� 　¥8,900（税別）

■ LPL MS-5 ソケットフレキアーム
全長420mm／300g� 　¥9,800（税別）
と16.5mm のオスダボを両端に持つフレキ
シブルなアームです。ソケットテーブルと組
み合わせると便利です。

■ LPL MS-8 ソケットテーブル
195×190 ×9 mm／650g�　¥4,600（税別）
17mm φのメスダボ付きプレート。ソケット
フレキアームを固定するのに便利です。

■ ガーメントラック　N・Y製
1,200（W）× 650（D）× 1,400mm（H）�　¥29,800（税別）
折りたたむ事も可能です。ロケなどで洋服を
かけてそのまま車へ。耐久性も抜群です。

■ LPL ハンディカート HC-700
最大積載重量:80kg� 　¥17,500（税別）

■ LPL ハンディカート HC-230
最大積載重量:40kg� 　¥13,400（税別）

■ 台車
750 × 490mm ／車輪：100mm φ荷重150kg�　¥11,200（税別）
スタジオに1 台あればとても便利。

■ TRUSCO 3 個口延長コード
10m ／ 3 ヶ口（コンセント付） 125V ー15A�　¥3,000（税別）

■ スタジオツールワゴン（組み立て式）
600(W)×400(D)×900(H)mm�　¥44,800（税別）
組み立て式のスタジオワゴン。導電タイヤ。タ
イヤストッパー付。ブラック塗装仕上げ。引き
出し付。
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■ ロールレフⅡ（シルバーフレーム）

R-60 ：65 ×60cm� 　¥15,500（税別）
R-80 ：90 ×80cm� 　¥19,800（税別）
R-120 ：90 ×120cm� 　¥27,500（税別）
R-180 ：90 ×180cm� 　¥36,000（税別）

片面はホワイト、もう片面はシルバーのリバー
シブルタイプ

レフ 各種   

■ F1504
� 　¥7,500（税別）
F1504（ダボ付き）

ハレ切り用品 各種   

■ #143Fフォーク
� 　¥4,500（税別）
143F（大小ネジ穴付き）

■ NKタック（片面のり付き）
B全：800×1,100 ×7mm（厚）�　¥1,640（税別）
3×6：900×1,800 ×7mm（厚）�　¥2,980（税別）
エスレンコアの、のり付きボードです。

■ 白黒カポック
900×1,800 ×24mm（厚）�　¥4,500（税別）
1,200×2,400 ×30mm（厚）�　¥9,000（税別）
発泡スチロールで片面ホワイト、片面ブラッ
クのボード。レフ板、ハレギレ用に使用可能。

■ 難燃カポック
900×1,800 ×25mm（厚）�　¥1,800（税別）
1,200×2,400 ×30mm（厚）�　¥4,300（税別）
白難燃発泡スチロール

■ 黒カポック
900×1,800 ×25mm（厚）�　¥4,700（税別）
黒発泡スチロール

■ エスレンコア
【B全】800×1,100 ×7mm�　¥1,140（税別）
【3 ×6】900×1,800 ×7mm�　¥2,570（税別）

■ セットホース（2 脚1 組）
450mm� 　各�¥19,800（税別）
600mm� 　各�¥19,800（税別）
750mm� 　各�¥19,800（税別）
撮影台用の馬1m巾
耐重量約80kg（2脚1組）　木製おりたたみ式

セットホース 各種   

■トート.ア. ホース（2 脚1 組）
625〜1,030mm（高）×965mm（巾） 重さ：15.8kg（2 脚）�　¥29,800（税別）
スチール製でコンパクトにおりたためるホー
ス。
高さは4段階に調節可能。

■ MB MBAG120PN
� 　¥20,000（税別）
全体にパッド入り、全長120cm

三脚ケース 各種   

■ MB MBAG100PN
� 　¥17,800（税別）
全体にパッド入り、全長100cm

■ MB MBAG90PN
� 　¥15,300（税別）
全体にパッド入り、全長90cm

■ ライトスタンドケース110cm MB LBAG110
� 　¥8,800（税別）
連結されたスタッカ-スタンド4本(マスター
/1004JBAC、ランカー/1005BAC)を収納す
ることが可能です。全長110cm

■ ライトスタンドケース90cm MB LBAG90
� 　¥6,800（税別）
連結されたスタッカ-スタンド4本(ミニコンパ
クト/1051JBAC、コンパクトー/1052JBAC) 
を収納することが可能です。全長90cm

■ MB MBAG80PN
� 　¥13,900（税別）
全体にパッド入り、全長80cm

■ MB MBAG80N
� 　¥9,400（税別）
雲台部分のみパッドパッド付き、全長80cm

■ MB MBAG70N
� 　¥6,400（税別）
雲台部分のみパッドパッド付き、全長70cm

三脚ケース 各種 Manfrotto 非対称なテーパー形状で、三脚に雲台を取り付けたまま収納できます。三脚の脚はバッグの細い方に、雲台は幅広の方に入れます。ジッパーはバッグの頂部から先端まで開くので、三脚の出し入れが楽に行えます。耐久性に優れたバリスティクナイロンを使用。  
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■ サイコロ（白塗装）

300mm 角 　¥8,000（税別）

450mm 角 　¥12,000（税別）

600mm 角 　¥22,000（税別）

厚み12mm のシナベニヤを使用。※
こちらの商品は受注生産品です。オー
ダーメイドのご相談に応じます。

■ サイコロ（塗装なし）

300mm 角 　¥7,500（税別）

450mm 角 　¥11,500（税別）

600mm 角 　¥21,000（税別）

※こちらの商品は受注生産品です。
オーダーメイドのご相談に応じます。

■ サイコロ五面体（白塗装）

300mm 角 　¥8,000（税別）

450mm 角 　¥12,000（税別）

600mm 角 　¥22,000（税別）

厚み12mm のシナベニヤを使用。※
こちらの商品は受注生産品です。オー
ダーメイドのご相談に応じます。

■ サイコロ五面体（塗装なし）

300mm 角 　¥7,500（税別）

450mm 角 　¥11,500（税別）

600mm 角 　¥21,000（税別）

※こちらの商品は受注生産品です。
オーダーメイドのご相談に応じます。

■ 箱馬
150 ×300 ×450mm（木製・白ペイント） 　¥8,000（税別）

150 ×300 ×450mm（塗装なし） 　¥7,500（税別）

スタジオワークにかかせない木製の箱馬。 厚み
12mm のシナベニヤを使用。※こちらの商品は受
注生産品です。オーダーメイドのご相談に応じます。

■ ケント紙ケース（木製白ペイント）
1,400（巾）×280（奥行）×830mm（高） 　¥65,000（税別）

1,400（巾）×280（奥行）×830mm（高）※こち
らの商品は受注生産品です。オーダーメイドのご
相談に応じます。仕切り板2 枚、キャスター付き

■ 木製レフ板
木製レフ板　360°回転／白、黒ペイント済み／重量 約20kg 折り
たたみ時：0.9× 2.4m／全開時：1.8 ×2.4m 　¥39,800（税別）

※こちらの商品は受注生産品です。
オーダーメイドのご相談に応じます。

■ 製図板
600 ×900 ×30mm　大 　¥14,000（税別）

900 ×1,200×30mm　特大 　¥26,500（税別）

■ フラットパネル
900 ×1,800 ×30mm（厚） 　¥19,000（税別）

1,200× 2,400 ×30mm（厚） 　¥23,000（税別）

撮影台に最適なハニカム構造の軽量
ボード。セットホースは別売りです。

■ KB ボード
900 ×1,800 ×18mm（厚） 　¥12,000（税別）

1,200× 2,400 × 18mm（厚） 　¥20,000（税別）

ランバーコアの両面につや消しのメラミン板
が貼ってあり、平面性が良く天板として最適。
カラー：白のみ セットホースは別売りです。

■ セットホース（2 脚1 組）
S450mm／M 600mm／L750mm 　各 ¥19,800（税別）

撮影台用の馬 1m 巾／耐重量約
80kg（ 2脚1組） 木製おりたたみ
式

■ カンペSW20（ホリゾント用）
18リットル 　¥6,600（税別）

撮影スタジオ御用達、スタジオの白
ホリゾント用水性ペイント。蛍光染
料は使用していません。

■ ローラーバケット
29×29× 21cm（高さ） 　¥4,800（税別）

ローラーバケット用ネット 　¥550（税別）

ローラーバケットは、カンペを注いでローラー
を付けるために便利なバケツです。ブリキ製。

■ ローラーハンドル 9 インチ
 　¥600（税別）

スタジオ壁面塗料「カンペ」を塗る
際に使う、 万能タイプのペイント
ローラーと、そのハンドルです。

■ ウーローラー 9インチ
 　¥890（税別）

■ ネジ空け加工
 　1 穴：¥2,000（税別）

アクリル製の円柱やブロックに大
ネジ穴や小ネジ穴をあけます。納期
約1 週間。

■ 白黒カポックレフ板　3×6判セット
900mm×1800mm 　¥26,000（税別）

■ カポックレフ板用アダプター　3×6
60mm×68(幅）×1800mm （外寸） 　¥17,000（税別）

カポック2枚を差し込んで装着し、レフ板として使用できるアダプターです。蝶番が
付いているので360°開閉することができ、折りたたんで持ち運びも可能です。裏表
にはそれぞれ白と黒の塗装が施されており白黒カポックと合わせて使用できます。

■ 白黒カポック　3×6
900mm×1800mm　24mm（厚） 　¥4,500（税別）

■ 白黒カポックレフ板　3×8判セット
900mm×2400mm 　¥37,400（税別）

■ カポックレフ板用アダプター　3×8
60mm×78(幅）×2400mm （外寸） 　¥19,000（税別）

カポック2枚を差し込んで装着し、レフ板として使用できるアダプターです。蝶番が
付いているので360°開閉することができ、折りたたんで持ち運びも可能です。裏表
にはそれぞれ白と黒の塗装が施されており白黒カポックと合わせて使用できます。

■ 白黒カポック　4×8
1200mm×2400mm 30mm（厚） 　¥9,000（税別）

■ 4×8から3×8へカット代金（2カット）
 　¥200（税別）
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ワークショップ

■ ベニヤ板

3 × 6 ラワンベニヤ シナベニヤ
厚み（mm） 税別価格 税別価格

2.5 ¥1,100 —
3 ¥1,500 ¥2,700
4 ¥1,700 ¥2,900

5.5 ¥2,000 ¥3,700
9 ¥3,200 ¥5,800

12 ¥4,200 ¥7,400
15 ¥5,400 ¥9,300
18 ¥6,500 ¥11,600
21 ¥7,400 ¥13,600
24 ¥8,700 ¥15,500

4 × 8 ラワンベニヤ シナベニヤ
厚み（mm） 税別価格 税別価格

4 ¥3,200 ¥5,600
5.5 ¥4,200 ¥7,600
9 ¥5,900 ¥12,200

12 ¥7,900 ¥15,000
15 ¥9,800 ¥18,500
18 ¥11,700 ¥21,700
21 ¥13,700 ¥24,400
24 ¥15,700 ¥27,900

■ 加工承ります ベニヤ板やKBボード、メラミン化粧板、アクリル板などをご指定のサイズにカット加工いたします。詳しくはスタッフにお問い合わせください。
＊加工は材料をご購入いただいた場合に限ります。材料持込での加工はお受けできませんのでご了承ください。

オリジナル暗幕 オリジナル紗幕収納袋付き

ベニヤ板カット・加工承ります。カットサイズによってはお時間がかかる事もございます。単純1カット：¥200〜

【シナベニヤ表面仕上げ】

木の表面をやすりで滑らかに仕
上げた化粧合板。色を塗ったり
する加工に適しています。

【ラワンベニヤ表面仕上げ】

木の表面に粗さの残る合板。
撮影台等に適しています。

プロによるプロの為のスタジオ設計・施工
　銀一（株）映像機材営業部は、数多くの雑誌社・教育機関・美術館・公官庁・プロダクションのスタジオ設備及び暗室設備を設計・施工した実績を持つプロ集団です。機能

性第一のフレキシブルな設計方針は、数多くの施主様から好評を頂いています。30 年以上にわたるノウハウの蓄積で、大規模コマーシャルスタジオから写真家個人の自宅兼スタジ

オまで、そして大規模暗室から個人宅の暗室まであらゆる設計を手がけてきました。既存スタジオにデジタル対応の最新機材を導入したい、外注コスト削減のために社内スタジオを

新設したい、低予算で省スペースの簡易スタジオを持ちたい、新たに暗室を設計したい企業の方など様々なニーズに最良の答えを用意できるのは我々がプロフェッショナルだから

です。具体的なお問い合わせ、設計依頼や見積もり、「より詳しく聞きたい」というだけの方も、ご連絡お待ちしています。

銀一株式会社 ・映像機材営業部　スタジオショップ www.ginichi.com（フォトプロダクション、レンタルスタジオ、学校、法人営業）

東京都中央区月島 1 丁目 14 番 9 号　旭倉庫 1F 電話：03-5548-5131 ファクシミリ：03-5548-5135　HP でその他の施工例をご覧下さい→ www.ginichi.com

大暗室流し他設備

電動式ペーパー昇降装置と電動式ライトバトン スカイ枠にストロボ、蛍光灯ライト配線

スタジオ操作盤に各電源を接続し操作可能
スタジオ設備一式

日本映像スタジオ協会一覧表

アートプラザ
〒107-0052 東京都港区赤坂９－６－１９
TEL:０３－３４７９－８８２１　FAX:０３－３４７９－８８２９
URL:http://www.artplaza.jp/

アバコ撮影スタジオ
〒216-0006 神奈川県宮前区宮前平２－１１－１
TEL:０４４－８５５－８１７８　FAX:０４４－８５５－１１４９
URL:http://www.avaco-st.co.jp/

インタースタジオ
〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋４－１０-4
TEL:０４４－８６５－７５５５　FAX:０４４－８６５－７０７７
URL:http://www.interstudio.co.jp

ABCスタジオ
〒135-0063 東京都江東区有明１－３－３３
TEL:０３－３５２９－５１６１　FAX:０３－３５２９－５１６３
URL:http://www.abc-st.com/

GalleryGoh
〒171-0044 東京都豊島区千早２－６－１１
TEL:０３－３５５４－５５５９　FAX:０３－３５５４－５５３１
URL:http://www.gohgroup.co.jp/

黒澤フィルムスタジオ
〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘3-2-1
TEL:045-922-3600
URL:http://www.kurosawafilmstudio.com

クロースタジオ
〒135-0043 東京都江東区塩浜１－３－２１
TEL:０３－5632－1030 FAX:０３－５６３２－１０４０
URL:http://www.crow-studio.co.jp

麹町スタジオ
〒102-0093 東京都千代田区平河町１－１５－１６
TEL:０３－３２６４－３９５１ FAX:０３－３２６４－３９８２
URL:http://www.kpla.co.jp/studio/index.html

１０BANスタジオ
〒158-0097 東京都世田谷区用賀２－４１－１１
TEL:０３－３７０７－５１１０ FAX:０３－３７０７－９４１7
URL:http://www.10ban.jp

スタジオエビス
〒150-00１３ 東京都渋谷区恵比寿１－９－２
TEL:０３－３４４４－５５２２　FAX:０３－３４４６－０７６９
URL:http://www.ebis.co.jp

スタジオギア
〒104-0052 東京都中央区月島１－１４－７旭倉庫内
TEL:０３－３５３３－３９１３　FAX:０３－３５３３－３９１４
URL:http://www.gearhouse.co.jp/studio/studio.html

スタジオD２１
〒160-0003 東京都新宿区本塩町１１
TEL:０３－３３５４－００４１ FAX:０３－３３５４－２１５５
URL:http://www.studiod21.co.jp/

スタジオランティーユ
〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布２－９－１０
TEL:０３－３７２２－５２６１　FAX:０３－３７２２－５０７０
URL:http://www.lentille.co.jp/

スタジオロフト
〒108-0022 東京都港区海岸３－９－１８山田倉庫6F
TEL:０３－３４５１－９７７８ FAX:０３－３４５１－９５９２
URL:http://www.aoren.co.jp/

パオラスタジオ
〒142-0051 東京都品川区平塚２－９－３３
TEL:０３－５７０２－２９６０　FAX:０３－５７０２－２９６５
URL:http://www.paolastudio.com

フォトム
〒106-0031 東京都港区西麻布１－３－１7
TEL:０３－３４０５－５６８３　FAX:０３－３４２３－３６２２
URL:http://www.photom.co.jp

ユーアール代官山スタジオ/ 中
目黒スタジオ/スタジオロック/
VIEWスタジオ

〒158-0097東京都目黒区中目黒１－２－１７
TEL:０３－３７１９－０２２２　FAX:０３－３７１９－０２２１
URL:http://www.urg.co.jp/

クロースタジオ東雲
〒135-0062 東京都江東区東雲２－１４－４
TEL:０３－３570－9696 FAX:０３－３570－9705
URL:http://www14.ocn.ne.jp/~crow-st/

横浜スーパーファクトリー
〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町１－１１
TEL:０４５－５０６－８１８１　FAX:０４５－５０６－８１８５
URL:http://www.y-s-f.co.jp/

■ オリジナル暗幕・紗幕制作（防炎加工済）
ご指定いただいたサイズで暗幕、紗幕を制作いたします。店頭に各種生地
サンプルがございますので、お好みの生地をお選びいただいてからお見積
もりいたします。指定サイズによっては縫い合わせができます。価格表は標
準的な生地を使用した場合になりますので、目安としてご覧ください。

4 辺に 50cm 間隔でハトメ処理をして制作した場合です。

サイズ 暗幕 紗幕
- 税別価格 税別価格

2 × 3 ¥20,000 ¥24,000
3 × 6 ¥49,000 ¥63,000
4 × 6 ¥66,000 ¥83,000
6 × 8 ¥129,000 ¥145,000
 8×10 ¥195,000 ¥228,000
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40"D ／ R スライディング ���������������������������������������� 49

40" コンプリートセット ������������������������������������������� 49

40”ハリウッドアーム（スタンダード） ������������������������ 49

40”ハリウッドアーム（スタンダード）& 

ヘッド コンプリートセット ������������������������������������� 49

4m ライトスタンド GP6060 ������������������������������������� 50
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A
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B

B20"D ／ R スタンダード ����������������������������������������� 49
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B30"D ／ R スタンダード ����������������������������������������� 49

B40"D ／ R スタンダード ����������������������������������������� 49

B40"D ／ R スライディング �������������������������������������� 49

B40”ハリウッドアーム ブラック（スタンダード） ��������� 49

D

DANGER BOX S ／ M、 L ／ LL ���������������������������������� 39

G

GP シリーズ各種 ���������������������������������������������� 50・51

J

JS003 ジャークストッパー・コンピューターサポート 

RJ11 用 �������������������������������������������������������������� 42

JS004 ジャークストッパー・コンピューターサポート
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JS005 ジャークストッパー・コンピューターサポート 
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JS009 ジャークストッパー・クイッククリップ �������������� 42
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アイス パウダー ( ポリマー製 ) ����������������������������������� 32

アイランプ各種 ������������������������������������������������������� 54

アクリライト MR クリア ������������������������������������������� 14

アクリル BOX ��������������������������������������������������������� 39

アクリル各種 ���������������������������������������������������������� 14

アクリルカッター ���������������������������������������������������� 17

アクリルカラー乳半各種 �������������������������������������������� 15

アクリルクリーナー ������������������������������������������ 17・45

アクリルグレー片面マット ����������������������������������������� 14

アクリル研磨剤 ������������������������������������������������������� 17

アクリル専用接着剤 ������������������������������������������������� 17

アクリル乳半各種 ���������������������������������������������������� 14

アクリルハーフミラー（透過率 30％） �������������������������� 15

アクリルパールホワイト LZ-600 �������������������������������� 15

アクリル板 ������������������������������������������������������������� 14

アクリルブロック各種 ����������������������������������������������� 40

アクリルミラー　通常品 �������������������������������������������� 15

アクリルミラー　表面鏡 �������������������������������������������� 15

麻メッシュ ������������������������������������������������������������� 13

アダプター各種 ������������������������������������������������������� 54

アダプタースピゴット 013 ���������������������������������������� 54

アトモス紙 ������������������������������������������������������������� 10

アナモフィックアイス ( アクリル製 ) ��������������������������� 32

アベンジャー各種 ���������������������������������������������������� 53

アラベストカート ���������������������������������������������������� 30

あららぎ ���������������������������������������������������������������� 10

アルミ板 ���������������������������������������������������������������� 29

アルミパンチング ���������������������������������������������������� 29

アルミバンド ���������������������������������������������������������� 46

アルミワイヤー ������������������������������������������������������� 46

アワ ���������������������������������������������������������������������� 36

アンティークワイン木箱 S・L ������������������������������������ 39

アンブレラディフューザー ����������������������������������������� 43

い

イエローワックス ���������������������������������������������������� 46

イケチョウ貝 ���������������������������������������������������������� 38

稲穂 ���������������������������������������������������������������������� 36

イビ　（メラミン化粧板） ������������������������������������20 〜 27

岩はだ ������������������������������������������������������������������� 10

インディアタイル各種 ����������������������������������������������� 31

インテリアシェル ���������������������������������������������������� 38

う

ウーペ ������������������������������������������������������������������� 12

ウールテープ（ブラック） ������������������������������������������ 44

ウールペーパー ������������������������������������������������������� 12

ウーローラー 9 インチ ���������������������������������������������� 58

ウェーブロック クロマキー（ ビニール製） ���������������������� 9

ウエス ������������������������������������������������������������������� 45

ウォールブーム ブラック　098B �������������������������������� 52

ウッドバレル（コーヒータイプ）���������������������������������� 39

ウルトラコンパクトスタンド GP0109 ������������������������� 50

え

エアロ XDC（AXDCBLK） ������������������������������������������ 42

エアロ XDC ( ブラック ) ������������������������������������������� 41

エアロ プロパッド MacBook (17 インチ ) �������������������� 41

エアロプロパッド　MacBook １７インチ（PDMAC17-2）

 ������������������������������������������������������������������������� 42

エクステス（約 40mm φ× 1.5m） ������������������������������ 53

エクステンション ���������������������������������������������������� 52

エクステンションアーム GP0051 ������������������������������ 50

エクステンションバー ����������������������������������������������� 52

エクスパン 046 ������������������������������������������������������ 52

046 MC エクスパン（メタルチェーン） ������������������������ 52

SG マイラー ������������������������������������������������������������� 9

エスレンコア ���������������������������������������������������������� 57

エナメルタイル ������������������������������������������������������� 31

NK タック（片面のり付き） ���������������������������������������� 57

“NU”フック (2 ヶ 1 組 ) ������������������������������������������ 52

mt foto テープ各種 ��������������������������������������������������� 44

エリーザローズ ������������������������������������������������������� 30

“L”ブラケット (2 ヶ入 (041)) ���������������������������������� 52

延長コード ������������������������������������������������������������� 56

エンビクリア ���������������������������������������������������������� 17

お

オウム貝 ���������������������������������������������������������������� 38

大型せぼね君（ブラックのみ） ������������������������������������ 47

オートポール各種 ���������������������������������������������������� 53

オートポールキャリングケース

( スタジオショップオリジナル） �������������������������������� 53

オートポールセット GP0055 ������������������������������������ 50

032BASE（B）オートポールベース ブラック ��������������� 53

オートポール用石突ゴム �������������������������������������������� 53

032SPL オートポール レベル ������������������������������������ 53

大麦 ���������������������������������������������������������������������� 36

オールドバーンタイル ����������������������������������������������� 31

オーロラペーパー ���������������������������������������������������� 13

オスダボ ���������������������������������������������������������������� 54

オニオンクロス ������������������������������������������������������� 13

オパライトディフューザ 72 ��������������������������������������� 43

オパライトディフューザー ����������������������������������������� 43

オリジナル暗幕・紗幕制作 ( 防炎加工済 ) ���������������������� 59

オリジナルスタンドケース GP0114 ���������������������������� 51

オレンジ ���������������������������������������������������������������� 35

か

ガーメントラック　N・Y 製 ��������������������������������������� 56

カウンターウエイト各種 �������������������������������������������� 55

カスミ ������������������������������������������������������������������� 15

カチンコ ���������������������������������������������������������������� 39

カッター ���������������������������������������������������������������� 49

ガッファーテープ P-665 ������������������������������������������ 44

カニ型 W スタンド ��������������������������������������������������� 48

かべ紙 ���������������������������������������������������������������3 〜 8

カポックレフ板用アダプター �������������������������������������� 58

カメラスタッド　037 ���������������������������������������������� 54

カメラネジ変換アダプター ����������������������������������������� 49

ガラスクリーナー ���������������������������������������������������� 45

ガラスフィルム各種 ������������������������������������������������� 13

カリフォルニアヒトデ ����������������������������������������������� 38

枯れ葉各種 ������������������������������������������������������������� 35

寒水 各種 ��������������������������������������������������������������� 37

カンペ SW20（ホリゾント用） ������������������������������������ 58

き

黄聚楽土（きじゅらくど） ������������������������������������������ 37

キムワイプ ������������������������������������������������������������� 45

キャンティパールダーク �������������������������������������������� 30

銀一オリジナル 冠布 ������������������������������������������������ 46

銀一オリジナル 純綿クロス（赤別珍ダブル） ������������������ 45

ギンイチブランドシリーズ（GP シリーズ） �������������������� 50

King 静電防止手袋シルスタ（化学繊維） ������������������������ 46

く

グイの実ヘッド（白） ������������������������������������������������ 36

クチベニオオサザエ ������������������������������������������������� 38

クラッシュアイス ( アクリル製 ) ��������������������������������� 32

CURA レンズクリーナー ������������������������������������������� 47

ク リ ー ン マ ッ ト ( 3 0 シ ー ト )������������������������������ 1

クリスタルアイス ( ポリマー製 ) ��������������������������������� 32

グリセリン & アートマイザー ������������������������������������� 34

グリップイットダブルクランプ ����������������������������������� 48

グルーガン ������������������������������������������������������������� 46

グルースティック ���������������������������������������������������� 46
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インデックス

クレートラベル BOX������������������������������������������������� 39

クレナイガンセキ ���������������������������������������������������� 38

クレママーフィル　ファーストチョイス ����������������������� 30

黒カポック ������������������������������������������������������������� 57

クロマキー・グリーン＆ブルー ������������������������������������� 2

け

珪砂（ケイサ）各種 ������������������������������������������������� 37

ケイドライ ������������������������������������������������������������� 45

KB ボード �������������������������������������������������������������� 58

K-LINE スプレー������������������������������������������������������ 46

ケセル 1 ���������������������������������������������������������������� 45

ゲルフレーム ���������������������������������������������������������� 49

ゲルフレーム用オリジナル紗幕 ( ベルクロ付 ) ���������������� 49

ケント紙ケース（木製白ペイント） ������������������������������� 58

こ

光学レンズ専用クリーナー・アルコールフリー ��������������� 47

コードガードテープ ������������������������������������������������� 44

コーヒー麻袋 ���������������������������������������������������������� 39

氷各種 ������������������������������������������������������������������� 32

ゴールドグリーム（ビニール製）������������������������������������ 9

ゴールドフルート（ビニール製）������������������������������������ 9

小麦 ���������������������������������������������������������������������� 36

コムクロス ������������������������������������������������������������� 13

コメット ディフューザーアーム ���������������������������������� 56

コメット トップアーム N ������������������������������������������� 56

コメット トップアーム N 40cm ���������������������������������� 56

コルクペーパー 各種 ������������������������������������������������ 11

さ

サイコロ BOX（四面体） �������������������������������������������� 39

サイコロ各種 ���������������������������������������������������������� 58

ザヴィーナ　ミニマックス ����������������������������������������� 45

桜の枯れ葉 ������������������������������������������������������������� 35

桜の花びら ������������������������������������������������������������� 35

サツマツブリ ���������������������������������������������������������� 38

サメの口 ���������������������������������������������������������������� 38

三脚ケース　MBAG 各種 ������������������������������������������� 57

サンゴ砂 各種 ��������������������������������������������������������� 37

サンピンチ ������������������������������������������������������������� 47

サンブラシ筆 ���������������������������������������������������������� 45

サンプレート III ������������������������������������������������������� 17

サンプレート R925 ������������������������������������������������� 16

サンプレート RG-50（エンビヘアーラインゴールド） ������ 28

サンプレート RS-50（エンビヘアーラインシルバー） ������ 28

サンロイド　クロームヘアーライン（エンビ） ���������������� 28

し

シートモスグリーン ������������������������������������������������� 35

GP シリーズ各種 ���������������������������������������������� 50・51

Ｊフック GP6828 ��������������������������������������������������� 50

JS003 ジャークストッパー・コンピューターサポート 

RJ11 用 �������������������������������������������������������������� 42

JS004 ジャークストッパー・コンピューターサポート

RJ45LAN 用 �������������������������������������������������������� 42

JS005 ジャークストッパー・コンピューターサポート 

USB 用 ��������������������������������������������������������������� 42

JS009 ジャークストッパー・クイッククリップ �������������� 42

JS011 ジャークストッパー・アジャスト６” ������������������ 42

JS012 ジャークストッパー・アジャスト１０” ��������������� 42

JS013 ジャークストッパー・ストレッチ４” ������������������ 42

JS014 ジャークストッパー・ストレッチ６” ������������������ 42

JS016 ジャークストッパー・コンピューターサポート ����� 42

JS017 ジャークストッパー・ジップ６” ������������������������ 42

JS01 ８ジャークストッパー・ジップ１２” �������������������� 42

JS022 ジャークストッパー・クリップオン ������������������� 42

JS023 ジャークストッパー・ツイスト３” ��������������������� 42

JS024 ジャークストッパー・ツイスト６” ��������������������� 42

JS030 ジャークストッパー・インラインケーブルサポート 

 ������������������������������������������������������������������������� 42

JS080A1 ジャークストッパー・A クランプ　1 インチ ���� 42

JS080A2 ジャークストッパー・A クランプ　2 インチ ���� 42

JS080RC ジャークストッパー・ロッドクランプ 15 ｍｍ用

 ������������������������������������������������������������������������� 42

JS080 ジャークストッパー・スレッドマウント �������������� 42

シェルブラック ������������������������������������������������������� 30

シナベニヤ 　3 × 6/4 × 8 ��������������������������������������� 59

シネホイル（ 両面ブラック） �������������������������������������� 54

ジャークストッパー各種 �������������������������������������������� 41

ジャイアントブロアー（エツミ）���������������������������������� 46

シャイニーカード ���������������������������������������������������� 28

写真整理用手袋（コットン製） ������������������������������������ 46

ジャムケース ���������������������������������������������������������� 39

シャローアッシュ ���������������������������������������������������� 30

ジャンボブロアー（ハクバ） ��������������������������������������� 46

シュアーテープ各種 ������������������������������������������������� 44

手術手袋（ゴム製） ��������������������������������������������������� 46

ジョイニングスタッド各種 ����������������������������������������� 54

ショウジョウ ���������������������������������������������������������� 38

白樺太枝バンドル ���������������������������������������������������� 35

白樺ベース長方形 ���������������������������������������������������� 35

シリコンブロアー CP（ハクバ） ����������������������������������� 46

シルバーグリーム（ビニール製）������������������������������������ 9

シルバークロス（布製） ����������������������������������������������� 9

シルバーダイヤモンド（ ビニール製） ����������������������������� 9

シルバーフルート（ビニール製）������������������������������������ 9

白黒カポック ��������������������������������������������������� 57・58

白黒カポックレフ板　3 × 6 判セット /3 × 8 判セット ��� 58

白玉 （小）/（中）/（大） ������������������������������������������� 37

白手袋（作業手袋）　綿 100% ����������������������������������� 46

真鍮板 ������������������������������������������������������������������� 29

す

スウィベルアンブレラアダプター GP0053 ������������������� 50

035 スーパークランプ ���������������������������������������������� 53

スーパークランプ 035 ��������������������������������������������� 53

スーパージェルフィルター ����������������������������������������� 44

スーパーブーム各種 ������������������������������������������������� 52

スキャタースノー ���������������������������������������������������� 33

ススキ ������������������������������������������������������������������� 36

スターアニス ���������������������������������������������������������� 36

スタジオウエイト S（ 砂入り） ������������������������������������ 55

スタジオ・クランプ GP6820 ������������������������������������� 50

スタジオ設計・施工 ������������������������������������������������� 59

スタジオツールワゴン（組み立て式） ���������������������������� 56

ストロバスコーン ���������������������������������������������������� 36

スノーインセコンズ ������������������������������������������������� 33

スノースプレー すりこみくん ������������������������������������� 33

スノーマット ���������������������������������������������������������� 33

スプリングクランプ ������������������������������������������������� 53

スポイト ���������������������������������������������������������������� 39

スモークテスター ���������������������������������������������������� 34

スレートストーン ���������������������������������������������������� 31

スレートタイル ������������������������������������������������������� 31

せ

製図板 ������������������������������������������������������������������� 58

静電防止ブラシ　S �������������������������������������������������� 45

セキスイ フィットライトテープ ���������������������������������� 44

セキュアストラップ ������������������������������������������������� 41

セットペーパー各種 ��������������������������������������������������� 1

セットホース（2 脚 1 組） ���������������������������������� 57・58

せぼね君（ブラック、ホワイト）���������������������������������� 47

センチュリースタンド各種 ����������������������������������������� 49

そ

雑木ミックス ���������������������������������������������������������� 35

ソーダアイスキューブ ( アクリル製 ) ��������������������������� 32

ソフトコノデヒバ　グリーン �������������������������������������� 36

ソフトススキ ���������������������������������������������������������� 36

ソフトボックス（GP シリーズ各種） ����������������������������� 51

ソフトミニカスミ草 ������������������������������������������������� 35

ソラナム ���������������������������������������������������������������� 35

ソルベント各種 ������������������������������������������������������� 45

た

ダーティーボックス ������������������������������������������������� 39

タイサンボクリーフ ������������������������������������������������� 36

台車 ���������������������������������������������������������������������� 56

帯電防止クリーナー MX-50 �������������������������������� 17・45

耐熱テープ P212 ���������������������������������������������������� 44

ダイノックフィルム ME-432 ������������������������������������� 13

ダイヤモンド ���������������������������������������������������������� 15

ダイヤモンドフロア （ ビニールマット）各種 ������������������� 9

大理石（タイル） ������������������������������������������������������ 30

タイル 100 角（バラ） ���������������������������������������������� 31

ダスト ( ホコリ演出 ) ������������������������������������������������ 34

タツノオトシゴ ������������������������������������������������������� 38

ダブルスーパークランプ 038 ������������������������������������� 53

ダブルネジスタッド　066 ����������������������������������������� 54

ダブルビニール ������������������������������������������������������� 13

ダブルライザーグリップスタンド・キット �������������������� 50

タマラックコーン ���������������������������������������������������� 36

ち

チェッカープレート（アルミ） ������������������������������������ 29

チサラ貝 ���������������������������������������������������������������� 38

チヂミカゴ ������������������������������������������������������������� 38

注射器（ガラス製） ��������������������������������������������������� 39

つ

つづれ ������������������������������������������������������������������� 10

て

ディスペンサー ������������������������������������������������������� 45

ティッフェン レンズクリーナー ���������������������������������� 45

DUPLE ／コーン （ アクリル製） ���������������������������������� 55

テザーツールズ各種 ������������������������������������������ 41・42

テザーテーブル エアロ ��������������������������������������� 41・42

デラニュウム ���������������������������������������������������������� 29

テレスコピッククロスバー GP0124 ���������������������������� 50

テレスコピックポール 272B �������������������������������������� 53

デンジャーボックス ������������������������������������������������� 39

と

東芝 1K 補助スタンド ���������������������������������������������� 56

東芝ベースプレート ������������������������������������������������� 56

東芝ミニスタンド MS-2 �������������������������������������������� 56

東芝ランプケージ ���������������������������������������������������� 54

銅板 ���������������������������������������������������������������������� 29

トータルエクリプスブラック �������������������������������������� 12

トート . ア . ホース（2 脚 1 組） ��������������������������������� 57

トナカイイチョウ ���������������������������������������������������� 38

トラバーチンクラシコ ����������������������������������������������� 30

ドラマチックホワイト ����������������������������������������������� 30

トレーシングペ−パ−各種 ����������������������������������������� 43

どんぐり皮付ヘッド ������������������������������������������������� 36

どんぐり雑木枯れ葉ミックス �������������������������������������� 35

な

ナチ石（小）/（中）/（大） ���������������������������������������� 37

ナチュラルクリーナー 30 ������������������������������������������ 45

ナノクランプ 386BC-1 �������������������������������������������� 53

鉛ウエイト各種 ������������������������������������������������������� 55

鉛シート ���������������������������������������������������������������� 29

鉛粒 ���������������������������������������������������������������������� 55

ナローステップ各種 ������������������������������������������������� 56

難燃カポック ���������������������������������������������������������� 57

難燃シャワー ��������������������������������������������������� 13・43

難燃トレーシングペ−パ− ����������������������������������������� 43

に

NEW ICE( アクリル製 ) ��������������������������������������������� 32

ぬ

布ガムテープ ���������������������������������������������������������� 44

ね

ネジ穴加工 ������������������������������������������������������������� 58

ネロクラウン ���������������������������������������������������������� 30

の

ノングレア（無反射アクリル） ������������������������������������ 15

ノングレア（無反射ガラス） ��������������������������������������� 15

は

ハートポッド 白 ������������������������������������������������������ 36

背景紙 3 本掛フック　044 ���������������������������������������� 52

ハイパークリーン ���������������������������������������������������� 45

ハイミロン（ 布製） �������������������������������������������������� 13

パウダースノー ������������������������������������������������������� 33

バクバクシート ������������������������������������������������������� 10

ハクバ サンクリップ 3 ���������������������������������������������� 54

ハクバ デジタルファイングローブ（化学繊維） ��������������� 45

箱馬 ���������������������������������������������������������������������� 58

バックグラウンド・サポート GP6090 ������������������������� 50

バックドロップ各種 ��������������������������������������������������� 2

バリアブルフリクションアーム各種 ����������������������������� 52

ハリウッドアーム各種 ����������������������������������������������� 49

ハリウッド ヘッド 2-1/2　シルバー / ブラック ������������� 49

パルパス ���������������������������������������������������������������� 13



61 62

インデックス インデックス

ひ

B クリップ ������������������������������������������������������������� 47

PC ミラー（エンビ製） ������������������������������������������������ 9

PP シート ( エンビ板、つや消し ) �������������������������������� 17

B/P シングルフック (2 ヶ 1 組 ) ���������������������������������� 52

ピープルスケルトン　白 �������������������������������������������� 35

ヒオウギ　オレンジ / パープル / イエロー ��������������������� 38

ビッグダイヤ ( アクリル製 ) ��������������������������������������� 32

ヒトデ ������������������������������������������������������������������� 38

ビニスター（透明ビニール） ��������������������������������������� 13

ビニ−ルディフュ−ジョン ����������������������������������������� 43

ピボティングクランプ ����������������������������������������������� 53

ピポティング クランプ用ダボ ������������������������������������� 54

ヒメゴゼンソデ ������������������������������������������������������� 38

ふ

ファインサテン ������������������������������������������������������� 12

ファブリック ���������������������������������������������������������� 11

ファンタック（ブルースティック） ������������������������������� 46

ファンタレックス C505AM グリーンクリアーマット ������ 16

ファンタレックス C512EM グレークリアーマット ��������� 16

ファンタレックス C512EM ブラウンクリアーマット ������ 16

ファンタレックス P-200M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-201M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-204M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-209M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-211M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-213M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-215M ���������������������������������������� 18

ファンタレックス P-217M ���������������������������������������� 18

ブームスタンド 420B ���������������������������������������������� 53

フォトホイル（ 両面ブラック） ����������������������������������� 54

ふきとりスプレー ���������������������������������������������������� 33

フラッグ ���������������������������������������������������������������� 49

ブラックピンチ ������������������������������������������������������� 47

フラッグフレーム ���������������������������������������������������� 49

ブラックラップ ������������������������������������������������������� 54

フラットアンブレラディフューザー ����������������������������� 43

フラットパネル ������������������������������������������������������� 58

プラドーム ������������������������������������������������������������� 17

プラビジョンパール ������������������������������������������������� 16

古窯レンガタイル　白、黒 ����������������������������������������� 31

フレキシブル白樺ベース　大 �������������������������������������� 36

フレックスアーム ���������������������������������������������������� 52

フローティングソフトアイス �������������������������������������� 32

フロストスプレー ���������������������������������������������������� 33

へ

ヘアーラインステンレス（ステンレス金属板） ���������������� 28

ヘアーライン粘着シート（ツヤなし） ������������������������������ 9

ヘアーライン粘着シート（ツヤなし、ロール物） ������������� 28

ペーパーグリップ (2 ケ 1 組） ��������������������������������������� 1

ベジタブルケース ���������������������������������������������������� 39

ペックパッド（CCD 清掃ワイプ） �������������������������������� 45

ベニヤ板 ���������������������������������������������������������������� 59

ベルベットリーフ ���������������������������������������������������� 36

ほ

防カビ・抗菌エアダスター　B-OFF　CAD-100 ������������ 47

ボテチーノ ������������������������������������������������������������� 30

ポニークランプ ������������������������������������������������������� 47

ホネ貝 ������������������������������������������������������������������� 38

ポリカーボネート ���������������������������������������������������� 17

ポリカ波板 ( エンビクリア素材 ) ��������������������������������� 17

ポリケア ���������������������������������������������������������������� 45

ホワイト・アンブレラ 90cm　GP0142 ����������������������� 51

ホワイトバックシート ����������������������������������������������� 13

ホワイトワックス ���������������������������������������������������� 46

ポンプカップ 241 ��������������������������������������������������� 54

ま

マジカルポップクリップ �������������������������������������������� 48

マジックアーム 143������������������������������������������������� 52

マットシルバーカード（紙製） ������������������������������������ 29

松ぼっくり ������������������������������������������������������������� 36

マリーローズ ���������������������������������������������������������� 30

マルオミナエシ ������������������������������������������������������� 38

丸型クランプ各種 ���������������������������������������������������� 48

マルチウエイト各種 ������������������������������������������������� 55

マルチクリップ GP0119 ������������������������������������������ 51

マンフロット各種 ��������������������������������������������52 〜 54

み

水ガラス ( 珪酸ナトリウム ) ��������������������������������������� 34

ミステリーグローブ　グリーン・ブルー ����������������������� 46

ミニ B クリップ ������������������������������������������������������ 47

ミニ U フック 176 ��������������������������������������������������� 52

ミニエアバッグ MBAGD �������������������������������������������� 57

ミニオートポール各種 ����������������������������������������������� 53

ミニオートポール用石突ゴム �������������������������������������� 53

ミニクランプ 171 ��������������������������������������������������� 52

ミニクランプ GP0048 ��������������������������������������������� 50

ミニパレット ���������������������������������������������������������� 39

ミニブーム 173B ���������������������������������������������������� 52
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〒104-0052  東京都中央区月島1-14-9
TEL：03-5548-5131 /レンタル：03-5548-5132 / FAX：03-5548-5135
営業時間：月～金 10：00～18：30/土曜11：00～17：00/日曜・祭日休

駐車スペースあり

スタジオショップと銀一オンラインショップ、レンタル会員のポイントが共通となり、どちらでお買い物をしてもポイントが貯まり、ポイントはどちらのショップでも使えます。

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

スタジオショップメンバーシップ

Membership
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