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レンタルガイド

ご注文方法
ご希望の機材名・数量・ご使用日・受け取り方法を確認のうえ、お電話または当社HPのお問い合わせページ
よりお申し込みください。

レンタル機材以外にかかる費用
・消費税
・配送費、発送費、設置・撤去費、調整費、オペレーター費、ケーブル線材費などがあります。

当社スタッフが直接機材をお届け、回収に伺います。利用料金は以下の通りです。

弊社～50km圏内・・・¥5,000(1～4月特別価格 )
弊社～50km圏内以上・・・別途相談

お貸出 / ご返却方法

自社便配送

機材のお貸出 /ご返却方法が下記よりお選びいただけます。
機材、状況によって対応できない場合もございますのでご了承ください。

ご来店・・・当社にて機材のお貸出 /ご返却を行います。
自社便配送・・・当社スタッフが機材のお届け、回収を行います。
発送・・・指定運送業者によって機材のお届け・回収を行います。機材によって対応できないものがございます。

延長

料金表

返却時間に間に合わない場合やレンタル中に機材の延長をご希望の場合は必ずご連絡ください。
なお機材の在庫状況によって、延長できない場合があります。

機材の使用日数によって金額が変わります。金額料率は以下の通りです。

1 日間

100%
2 日間

130%
3 日間

160%
4 日間 5日間

180% 200%
6 日間

220%
7 日間

240%
8 日間～

別途相談

例） 1000 円の機材を 2日間レンタルした場合     ¥1,000×1.3=¥1,300



ポータブルスピーカー

キャリングアンプ

メガホン

WA-852D

CGA-200DA 

TRM-119

AC100V 50/60Hz
単一乾電池 (R20P/LR20)×8
専用ニカド蓄電池
定格消費電力　56W
出力　電源接続時 :20W  
電池駆動時 (単一アルカリ電池 ):8W
●CDプレーヤー付き
●カセットデッキ付き
●サイズ
幅 298mm 奥行 205mm 高さ 460mm
質量
8.9 kg( 乾電池、蓄電池を除く )

1 日レンタル価格　￥8,000

1～4月 特別価格 ￥6,000

1 日レンタル価格　￥20,000

1～4月 特別価格 ￥15,000

1 日レンタル価格　￥1,500

1～4月 特別価格 ￥1,000

WA-862CDA
AC100V 50/60Hz
単一乾電池 (R20P/LR20)×8
専用ニカド蓄電池
定格消費電力　42W
出力　電源接続時 :20W 
電池駆動時 (単一アルカリ電池 ):8W
●CDプレーヤー付き
●サイズ
幅 298mm 奥行 205mm 高さ 460mm
質量
10.1 kg( 乾電池、蓄電池を除く )

1 日レンタル価格　￥8,000

1～4月 特別価格 ￥6,000

定格消費電力　75W
出力  100W×2
●CDプレーヤー付き
●サイズ
幅 298mm 奥行 205mm 高さ 460mm
質量
10.2 kg( 乾電池、蓄電池を除く )

使用電源：単 2形乾電池 8 個
出力：（最大）25W　（定格）15W
通達距離：（音声）約 400m （サイレン）500m[JEITA]
電池持続時間：（音声）約 17時間 （サイレン）約 30分 [JEITA]
外形寸法：φ225mm 長さ 356mm
質量：約 1.4kg（乾電池を除く）



出張音響サービス
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全パターン共通付属品
・CDデッキ

・iPhone等のポータブルオーディオ機器接続ケーブル

・マイクスタンド

・スピーカーケーブル・マイクケーブル ー式

30名～50名程度

エリアの広さ (例 )

スピーカー×2 ワイヤレスマイク×1 有線マイク×2

15m×20m = 300㎡
100名～200名程度

エリアの広さ (例 )

スピーカー×4 ワイヤレスマイク×２ 有線マイク×2

※1. オペレーター拘束時間８時間以内（移動時間込み）

※2. 基本料に含まれる移動経費の範囲は、金沢市中心部から、
　　30km圏内とさせていただきます。（30km圏外の場合、別途相談）

※3. 駐車料金等が発生した場合、別途実費請求とさせていただきます。

期間限定サービス価格！

パターン2

60名～100名

パターン3

エリアの広さ (例 )
15m×10m = 150㎡

1～4月特別価格 ￥40,000-

1～4月特別価格 ￥80,000-

1～4月特別価格 ￥60,000-

通常￥60,000- のところ

オペレーター付き

通常￥８0,000- のところ

通常￥100,000- のところ

会議 歓送迎会 パーティ 講演会

スピーカー×2   ワイヤレスマイク×1   有線マイク×2

パターン１
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液晶ディスプレイ

モニタースタンド

22 インチ液晶テレビ

幅：557mm
高さ：401mm
奥行：192mm
質量：約 5.5kg
( テレビスタンド含む )
消費電力：48W

1日レンタル価格　￥9,000

1～4月 特別価格 ￥7,000

40 インチ液晶テレビ

軽量モニター用フロアスタンド

幅：901mm
高さ：550mm
奥行：221mm
質量：約 14.5kg
( テレビスタンド含む )
消費電力：82W

1日レンタル価格　￥25,000

1～4月 特別価格 ￥20,000

1 日レンタル価格　￥5,000

1～4月 特別価格 ￥4,000

55 インチ液晶テレビ

幅：1244mm
高さ：767mm
奥行：292mm
質量：約 19.5kg
( テレビスタンド含む )
消費電力：137W

1日レンタル価格　￥50,000

1～4月 特別価格 ￥40,000

32 インチ液晶テレビ

幅：741mm
高さ：515mm
奥行：184mm
質量：約 7kg
( テレビスタンド含む )
消費電力：65W

1日レンタル価格　￥16,000

1～4月 特別価格 ￥13,000

55 インチ未満のモニター専用スタンド

本体寸法
W924.6×D726.5×H1335



再生機

スクリーン

プロジェクター

Blu-ray プレーヤー

4500lmプロジェクター

80インチロールアップ式 (4:3)

幅：360mm
高さ：39mm
奥行：208mm
質量：約 1.3kg
HDMI 接続

幅：1620mm
高さ：1220mm
質量：約 7.4kg

1 日レンタル価格　￥6,000

1～4月 特別価格 ￥4,500

1 日レンタル価格　￥45,000

1～4月 特別価格 ￥20,000

DVD プレーヤー

幅：420mm
高さ：95.5mm
奥行：281mm
質量：約 2.7kg
(HDMI では接続できません）

1日レンタル価格　￥4,000

1～4月 特別価格 ￥3,000

1 日レンタル価格　￥3,000

1～4月 特別価格 ￥2,500

100インチロールアップ式 (4:3)

幅：1987mm
高さ：1490mm
質量：約 9.0kg

1 日レンタル価格　￥4,000

1～4月 特別価格 ￥3,000

幅：398mm
高さ：115mm
奥行：282mm
質量：約 4.1kg
消費電力：374W

画面サイズ（投写距離）
25～ 300型（0.7 ～ 14.6m）
入力端子
・ミニD-Sub 15 ピン
・HDMI タイプA
・RCA

5000lmプロジェクター

1 日レンタル価格　￥50,000

1～4月 特別価格 ￥30,000

幅：398mm
高さ：115mm
奥行：282mm
質量：約 4.1kg
消費電力：374W

画面サイズ（投写距離）
25～ 300型 (0.6 ～ 13.8m）
入力端子
・ミニD-Sub 15 ピン
・HDMI タイプA
・RCA



映像編集

メモリアルムービー制作

思い出の写真や動画を１つの映像にしませんか？

歓送迎会・卒入学式・旅の思い出・お子様の成長 etc・・・
プロのスタッフが感動的に仕上げます

写真・動画素材提供
(写真：30枚程度 )

完成尺 3 分程度の場合

1～4月 特別価格
 ￥10,000～

他にも、色々な機材を取り揃えています
予算が厳しい・・・ セッティングできるかな・・・
なんでもお気軽にご相談ください！



h t t p : / / www . o t om u r a . c o . j p


