
スタジオ内 当日 24H
YAMAHA Ｐ-８０ ¥220 ¥4,400 ¥6,600

YAMAHA ＤＸ-７ ¥110 ¥2,750 ¥4,400
　　　　　　　ＤＸ-７Ⅱ ¥220 ¥3,300 ¥4,950
　　　　　　　ＳＹ-７７ ¥220 ¥4,400 ¥6,600
　　　　　　　ＫＸ-５ ¥110 ¥2,200 ¥2,750

KORG      TRITON ¥220 ¥4,950 ¥7,700
　　　　　　　ＴRINITY ¥220 ¥4,950 ¥7,700
　　　　　　　０１Ｗ／ＦＤ ¥220 ¥4,400 ¥6,600
　　　　　　　Ｍ１ ¥220 ¥3,850 ¥5,500
Roland     Ｄ-５０ ¥220 ¥3,850 ¥5,500
　　　　   FA-06 ¥220 ¥3,850 ¥5,500

YAMAHA  1段ｽﾀﾝﾄﾞ
LG-100
2段ｽﾀﾝﾄﾞ
LG100+LGA100 
アルティメイト(2段） ¥0 ¥1,650 ¥2,200
サスティーンﾍﾟﾀﾞﾙ ¥0 ¥330 ¥330
ヴォリュームﾍﾟﾀﾞﾙ ¥0 ¥550 ¥550

キーボードｱﾝﾌﾟ LANEY  AH150 ¥110 ¥2,200 ¥3,300

FENDER       The Twin ¥220 ¥3,300 ¥4,950
Ｍａｒｓｈａｌｌ  

JCM900+1960A
¥220 ¥4,400 ¥6,600

Ｍａｒｓｈａｌｌ  

JCM2000+1960A
¥220 ¥4,400 ¥6,600

Marshall ﾍｯﾄﾞのみ ¥220 ¥2,750 ¥4,400
Marshall ｽﾋﾟｰｶｰのみ ¥110 ¥2,200 ¥3,300
Ｒｏｌａｎｄ       JC-120 ¥110 ¥2,200 ¥3,300
MESA Boogie DC-5+スピー

カー
¥220 ¥4,400 ¥6,600

ampegB2R+SWR(Acoustic)

スピーカー
¥220 ¥3,850 ¥5,500

HARTKE

HA3500+SWR(Acoustic)ス

ピーカー

¥220 ¥3,850 ¥5,500

Ashdown Little Giant350ヘッド

のみ
¥110 ¥2,200 ¥3,300

¥220 ¥2,200 ¥3,300

SWRまたはAcousticｽﾋﾟｰｶｰ ¥110 ¥2,200 ¥3,300
ARIAproⅡ ストラト ¥220 ¥2,750 ¥4,400
BLADE          ストラト ¥220 ¥2,750 ¥4,400
GRECO         テレキャス ¥220 ¥2,750 ¥4,400
GRECO         ｼﾞｬｽﾞべ-ス ¥220 ¥2,750 ¥4,400
Fender   ｼﾞｬｽﾞべ-ス ¥220 ¥2,750 ¥4,400

アコギ YAMAHA ¥110 ¥2,200 ¥2,750

コンパクトエフェ 　　　　　　　各種 ¥0 ¥1,100 ¥1,100
ドラムセット Pearl 　     SET ¥1,100 ¥8,800 ¥8,800

                べードラ ¥330 ¥1,650 ¥2,200
                ｽﾈア ¥110 ¥1,100 ¥1,100
                タムタム ¥110 ¥1,100 ¥1,100

機材レンタル税込料金表（2021年4月現在）

電子ﾋﾟｱﾉ

シンセサイザー

キーボードスタン

ド

¥0 ¥550 ¥880

¥0 ¥880 ¥1,100

キーボードﾍﾟﾀﾞﾙ

ｷﾞﾀｰｱﾝﾌﾟ

ベースアンプ

AmpegまたはHARTKE　ﾍｯﾄﾞのみ

ギター・ベース

ドラム単品



                フロアタム ¥220 ¥1,100 ¥1,650
                各種スタンド ¥0 ¥550 ¥550
                キックﾍﾟﾀﾞﾙ ¥110 ¥1,100 ¥1,100
                ツインﾍﾟﾀﾞﾙ ¥110 ¥1,100 ¥1,650
                スﾛｰﾝ ¥0 ¥550 ¥550
                ドラムﾏｯﾄ ¥0 ¥550 ¥550

シンバル各種 ¥110 ¥1,100 ¥1,100

MEINL       ウッドコンガ ¥220 ¥2,200 ¥3,300
LP             ボンゴ ¥110 ¥1,100 ¥1,650
        カウﾍﾞﾙ ¥0 ¥550 ¥550

リズムマシン YAMAHA       RY20 ¥220 ¥1,650 ¥2,200

TAMA RW105 ¥0 ¥1,100 ¥1,100

ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ ¥0 ¥1,650 ¥2,200
MDﾃﾞｯｷ ¥0 ¥1,650 ¥2,200

三脚 　　　　　　三脚 ¥0 ¥550 ¥880

BEHLINGER　MXB-1002 ¥220 ¥2,200 ¥2,750

MACKIE　2404VLZ4 ¥550 ¥7,150 ¥9,900
 YAMAHA      PC-2002 ¥220 ¥2,200 ¥3,300
                     P-4500 ¥220 ¥3,300 ¥4,400
       AMCRON XLR-402 ¥220 ¥3,300 ¥4,400

Electro Voice   FM12C ¥440 ¥3,300 ¥4,950
                        S200 ¥550 ¥3,850 ¥5,500
                        SX500 ¥880 ¥6,050 ¥8,800

SHURE          SM58 ¥110 ¥1,100 ¥1,100
                     SM57 ¥110 ¥1,100 ¥1,100
SONY            ECM-MS957 ¥110 ¥1,100 ¥1,100

マイクスタンド K&M              ST-210 ¥0 ¥550 ¥550
ダイレクトボック BOSS            DI-1 ¥110 ¥1,100 ¥1,100

カナレ　　　　 ８ｃｈ３０ｍ ¥220 ¥2,200 ¥3,300
                 １２ｃｈ３０ｍ  ¥330 ¥2,750 ¥4,400
                 １６ｃｈ３０ｍ ¥440 ¥3,850 ¥5,500
                 ３２ｃｈ５０ｍ ¥660 ¥4,400 ¥7,700

YAMAHA       SPX990 ¥110 ¥1,650 ¥2,200
Lexicon        MPX500 ¥110 ¥1,650 ¥2,200

G・ｲｺﾗｲｻﾞｰ Roland             E-231 ¥110 ¥1,650 ¥2,200

譜面台 ¥0 ¥330 ¥330
電源ドラム ¥0 ¥550 ¥550

8ch　Ａｓｅｔ ¥18,700 ¥18,700
8ch　Ｂｓｅｔ ¥26,400 ¥26,400
12ch　Set ¥33,000 ¥33,000
16ch  Set ¥40,700 ¥40,700
24ch  Set ¥48,400 ¥48,400

モニターセット PC2002+FM12C×２ ¥5,500 ¥7,700

ドラム単品

パーカッション

クリック

マルチエフェク

ター

PAセット

２Ｔｒレコーダー

ミキサー

ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ

PAスピ-カー(2本

組）

マイクロフォン

ﾏﾙﾁｹｰﾌﾞﾙ


