
レンタル申込書 2015/4/22ver

うす黄色部分にご記入ください ご希望の機材の数の欄に、必要な数量をご記入ください
申込日 数 リース価格 小計 物 型番 数 リース価格 小計 物 型番
引取希望日 　　　月　　　日　　　時頃 ¥3,500 ¥0 簡易PAシステムセット PA10/4 ¥4,000 ¥0 簡易照明セットA

使用日程 　　月　　日～　　月　　日 ¥1,000 スピーカー CSP　10インチ2WAY ¥4,000 DX-402A　×１
返却希望日 　　　月　　　日　　　時頃 ¥2,000 パワードミキサー 4chパワードミキサー ¥2,000 PAR36　300w/M PAR36SBG　×2

レンタルday数 ¥500 SPスタンド SPS 黒 ¥1 600 スタンド LS5 ×2

詳しくは　http://ameba.jp/kokomusic-ing/　をご覧ください 4day以降から長期割引あり、10day以降5割引きになります

レンタルday数 ¥500 SPスタンド SPS　黒 ¥1,600 スタンド LS5　×2

イベント名 ¥100 SPケーブル フォンフォン10ｍ ¥400 並行ケーブル 5m　×4

用途 ¥2,000 ¥0 アンプ内蔵スピーカー CUBE Street ¥7,000 ¥0 簡易照明セットB

使用場所 ¥1,500 ¥0 ミキサー XENYX 1002B ¥4,000 DX-402A　×１
機材レンタル以外の希望の有無（有料） ¥2,000 ¥0 ミキサー XENYX 1002B ¥4,000 PAR36　300w/M PAR36SBG　×4

□お届け・引き取りサービス 1行程\10,000 ¥500 ¥0 MIC CM5　ダイナミックマイク ¥1,600 スタンド LS5　×2□お届け 引き取りサ ビス 1行程\10,000 ¥500 ¥0 ダ ナ ック ク ¥1,600 スタンド 　

□搬入・設営希望　2h\20,000 ¥600 ¥0 MIC CM8BD　バスドラ用 ¥2,000 ハイスタンド LS2　×2

□撤去・搬出希望　2h\20,000 ¥500 ¥0 MIC PDM-57　 ¥800 ハンガー ABCLANP　×4

□本番オペレート希望　6h\50,000 ¥1,000 ¥0 MIC SM58 ¥600 並行ケーブル 5m　×6

お客様情報 ‐ MIC スイッチ付きマイク ¥10,000 ¥0 簡易照明セットC
御社名（団体名等） ¥2,000 ¥0 インターフェイス Fast Track ¥4,000 DX-402A　×１
ご住所 ¥800 ¥0 インターフェイス U-CONTROL UCA222 ¥4 000 PAR36 300w/M PAR36SBG ×4ご住所 ¥800 ¥0 インターフェイス U-CONTROL UCA222 ¥4,000 PAR36　300w/M PAR36SBG　×4

¥500 ¥0 DI DI100 Ultra-DI ¥1,600 スタンド LS5　×2

お名前 ¥400 ¥0 ポップガード 23956 ¥2,000 ハイスタンド LS2　×2

携帯 ¥200 ¥0 マイクケーブル MIX100 ¥1,200 ハンガー ABCLANP　×6

固定電話 ¥300 ¥0 マイクケーブル MIX150 ¥6,000 LEDPAR P64 LED

FAX ¥100 ¥0 ケーブル CPP050 ¥1,200 並行ケーブル 5m　×8　10m　×2

E-mail ¥100 ¥0 ケーブル CXP010 ¥4,000 ¥0 調光ユニット DX-402A
備考　通信欄（ご自由にどうぞ） ¥150 ¥0 ケーブル DPP040 ¥2,000 ¥0 ユニット DP-DMX20L

¥400 ¥0 マイクスタンド MSB/BLACK ¥1,000 ¥0 PAR36 PAR36SBG

¥400 ¥0 マイクスタンド MSB/BLACK ¥3,000 ¥0 LEDPAR P64 LED

¥2,000 ¥0 LEDPAR MEGA PAR

数 リース価格 物 型番 ¥5 000 ¥0 LEDPAR DOTZ PAR100数 リース価格 物 型番 ¥5,000 ¥0 LEDPAR DOTZ PAR100

¥12,000 ¥0 電子ピアノ PX-330BK ¥500 ¥0 PAR20 PAR20BG

¥500 ¥0 キーボードベンチ KS20 ¥200 ¥0 ハンガー ABCLANP

¥500 ¥0 キーボードスタンド KST20X ¥1,000 ¥0 ハイスタンド LS2

¥800 ¥0 スタンド LS5

数 リース価格 物 型番 ¥100 ¥0 並行ケーブル 5m

¥1,000 ¥0 フォグマシン SMOKE STREAM JR ¥200 ¥0 並行ケーブル 10m

¥700 ¥0 フォグオイル FLG1 ¥1,000 ¥0 カラーフィルター

- ワイヤードリモコン SMRC 数 リース価格 物 型番

- スモークWL受信 SMRV ¥100 ¥0 キャプテンチェアー

http://ameblo.jp/kokomusic-ing/ - スモークWL送信 SMWT ¥1,000 ¥0 組みたてステージ

FAX 03 6801 7882 E il i f @i t k ¥5 000 ¥0 ６ｋ 発電機FAX 03-6801-7882 E-mail  info@ing-tokyo.com ¥5,000 ¥0 ６ｋｗ発電機

¥5,000 ¥0 業務用簡易無線機 GDB4500SET

2 ¥1,500 ¥3,000 出納手数料

詳しくは　http://ameba.jp/kokomusic-ing/　をご覧ください 4day以降から長期割引あり、10day以降5割引きになります


