
東京オフラインセンター　料金一覧表  2018/10/1

受けテープ

DVD VHS DV Blu-ray HDV DVCPROHD HDCAM

¥2,857 ¥3,810 ¥4,762 ¥5,714 +¥952

HDV

SDカード
メモリースティック

HDDカメラ
CFカード

HDCAM
XDCAM
Blu-ray

DVCPROHD

DVCPRO50

SxSカード

1本あたりの尺

A

B

C

出
し
テ
ー

プ

ODA→HDD
(単純コピー)

※HDD複製作業料金と同じ※

551～650GB

¥5,714

以後100GB毎

+¥952

¥14,000

¥10,000

A (12畳～16畳）

B (8畳～11畳半)

C (5畳～7畳半)

¥18,000

¥15,000

※1：ノートPC(FCS+ACC、AMC+ACC)設置　　※2：ノートPC(ACC、FCS、AMC)設置

広
さ

¥6,667 ¥7,619 ¥8,571 ¥9,524

¥952 ¥1,905

編 集 室 レ ン タ ル

編集機材 ACC+FCS(MacPro BK) ACC+FSC(iMac)　※1

～60分 ¥2,143 ～64GB ¥1,000

～90分 ¥2,571 ～128GB ¥1,500

ア ー カ イ ブ 作 業

テープ→ODA メモリーカード→ODA

～30分 ¥1,714 ～32GB ¥500

HDD→ODA
(mov等のデータ)

651～750GB 751～850GB 851～950GB 951～1050GB

¥2,857 ¥3,810 ¥4,762

◆キューシート作成：1,000円/枚（複製は476円/枚）

Ｈ Ｄ Ｄ 複 製 作 業

0～150GB 151～250GB 251～350GB 351～450GB 451～550GB

¥8,000

C作業 ¥500 ¥1,000 ¥1,500 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000

B作業 ¥1,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥6,000

A作業 ¥1,500 ¥3,000 ¥4,500 ¥6,000 ¥9,000 ¥12,000

以後30分毎

◆同一素材の焼き増し　DVD：476円/枚　Blu-ray：952円/枚（出し素材が複数ある場合、素材本数分の料金）

◆シンク入れ作業　DV：A料金　HDCAM：B料金

時 間 制 作 業

作業時間 ～10分 ～30分 ～45分 ～60分 ～90分 ～120分

C

B B B - C C C

B B B C C C

B

B B B C B C C

B B B B

B B - B B

B B B

B

C

A A A C C C C

- - -

A A A - C C

A A A -

¥1,905 ¥2,381 ¥2,857 ¥3,333 +¥476

¥952 ¥1,429 ¥1,905 ¥2,381 +¥476

ワ ー ク コ ピ ー 作 業

～30分 ～60分 ～90分 ～120分 以後30分毎

¥1,714 ¥2,143 ¥2,571 ¥3,000 +¥429HD素材

+¥476SD素材

¥857 ¥1,286 ¥1,714 ¥2,143 +¥429SD素材

FinalCut・Premiere

～30分 ～60分 ～90分 ～120分 以後30分毎1本あたりの尺

デ ジ タ イ ズ 作 業

AVID・Prunus(渋谷のみ)・EDIUS(谷町のみ)

～30分 ～60分 ～90分 ～120分 以後30分毎1本あたりの尺

+¥1,000

+¥3,000

+¥2,000

VHS

βCAM

DVD
DV

デジβ

¥1,905 ¥2,381 ¥2,857 ¥3,333 +¥476HD素材

¥952 ¥1,429 ¥1,905 ¥2,381

¥13,000 ¥12,000

¥17,000 ¥16,000

¥20,000 ¥19,000 ¥17,000

部屋のみFCP HG/AMC　※2

¥11,000 EOS 80D

EOS 5D Ⅲ/Ⅳ

DSC-W830

HVR-Z5J

HVR-A1J

テレフォンピックアップキット

トランシーバー

シーバーヘッドセットマイク

¥4,500 5inchモニター(CLM-FHD5) ¥2,500 BM HDMI to SDI

¥2,700 7inchモニター(CL76HOXN) ¥3,300 BM UltraStudioExpress　

ハードディスク ノートPC・周辺機器 デッキ

ACC+AMC ¥4,000 7inch 4Kモニター ¥3,300 BM SDI to HDMI

Adobe Creative Cloud ¥2,700 HDMI変換アダプタ ¥300 BM Video Assist 4K ¥3,900 ﾋﾞﾃﾞｵｽｷｬﾝｺﾝﾊﾞｰﾀ

Adobe Production Premium

12.0TB

8.0TB

6.0TB

¥4,000

¥1,000

¥1,000

編 集 機 材 レ ン タ ル

テープレスカメラ テープレスコンパクトカメラ ミニカメラ

¥2,000

HXR-NX100 ¥4,400 ¥4,000 HXR-NX30J ¥3,000

ポブカム カメラヘッド

¥3,900 ポブカム レコーダー ¥3,700 GoPro 4 Silver

HXR-NX5J ¥6,300 HDR-PJ790V ¥5,200 GoPro 5 Black

撮 影 機 材 レ ン タ ル

¥2,900

HXR-NX3 ¥4,550 ¥6,400 HXR-NX70J ¥3,900 HDR-CX390 ¥1,800 4Kポブカム カメラヘッド ¥3,800 GoPro 4 Black ¥3,000

HDR-CX480 ¥2,500 4Kポブカム レコーダー

¥3,800 GoPro 6 Black ¥2,900

PMW-160 ¥8,400 XA25 ¥3,600 HDR-CX485

GZ-RX670 ¥2,700 HDR-CX700V ¥3,500 DJI OSMO

¥2,400 HXR-MC1(まめカム) ¥4,200 GoPro 5 Session ¥1,800

¥8,200 GZ-RY980 ¥2,700

TG-Tracker ¥3,000 FDR-X3000 ¥2,900

PXW-Z280 ¥11,000 ¥3,600 PXW-X70・X70 4K ¥3,700

HDR-CX680 ¥2,400 DJI OSMO+ ¥3,800 HDR-AS50R ¥1,800

360fly 4K ¥3,600 HDR-AS300R ¥2,500FDR-AX30 ¥3,300

EXTENTER EF2・EF1.4 ¥1,000

HX-A500 ¥2,400

PXW-Z150 ¥5,800 α7SⅡ ¥6,200 PXW-Z90 ¥4,200 FDR-AX55 ¥3,500

HXR-NX80 ¥3,700 FDR-AX100 ¥3,900 DSC-RX0 ¥2,900HXR-NX5R ¥5,200 α7Ⅲ ¥5,000

PXW-X200

CF 32GB ¥320 メモリースティック 16GB ¥230 XQD 64GB ¥1,000 一脚 ¥700

Eマウント ¥2,800

CF 64GB ¥580 メモリースティック 32GB ¥340 XQD 128GB ¥1,500 三脚 mini ¥400

XQD 256GB ¥3,000 三脚 ACEBIL i-605 ¥700 ワイコン 52・37mm ¥500

テレコン ¥1,500 EFマウント ¥2,800

SDHC UHS1 32GB ¥100¥1,100CF 128GB

SxS-1 32GB ワイコン 58mm ¥850 魚眼 37・30mm ¥980

三脚 SONY ¥700 ワイコン 72mm ¥850 魚眼 72・62mm ¥1,880¥980 SDXC UHS1 128GB ¥480 CFast2.0 128GB ¥2,000

CFast2.0 64GB ¥1,500

SxS-1 64GB

SDXC UHS1 64GB

¥950

三脚 Libec ¥700¥290¥880

単三電池チャージャーセット ¥200

その他カメラアクセサリー

照明機材 音声機材・トランシーバー バッテリー

5D・α7用バッテリーグリップ ¥1,000

横ポール ¥500

OSMOチャージャー ¥500

Lykos用ドングル

サンテックLEDライト ¥700 ポールキャット用スタンド ¥500 有線ハンドマイク ¥950 ¥1,800

¥500 ミニセンチュリースタンド ¥1,000

¥950 仮ナレスタンドマイク ¥1,300 ¥500

LEDリングライト ¥2,200 バッテラチャージャー ¥1,000 有線ガンマイク SENNHEISER ¥3,280 PCMレコーダー ¥1,680 バッテリーチャージャー

LEDバッテリーライト ¥2,500 ポールキャット(大・小) ¥1,000 有線ピンマイク ¥950 ¥800 Vマウントチャージャー(2連) ¥1,000

Vマウントチャージャー(4連) ¥2,000

ダブルクランプ

¥180

LEDパネルライト(1灯) ¥2,800 バッテラ用バッテリー ¥1,880 有線ガンマイク RODE ¥2,500 8chレコーダー ¥3,500 GoProバッテリーバックパック ¥180

LEDパネルライト(2灯) ¥5,600 パルサーキット ¥3,280 ヘッドセットマイク ¥600 4ch PCMレコーダー ¥2,000 GoPro用モバイルバッテリー

¥950

キャッチミー送信機 ¥2,000 モバイルバッテリー SONY ¥180

LEDライト HVL-LBPB ¥1,500 イオライトキット ¥3,280 キャッチミー受信機 ¥700 4chポータブルレコーダー ¥2,000 モバイルバッテリー Panasonic ¥180

2chポータブルミキサー ¥1,880

ガンシューティングマイク ¥1,000 Vマウントバッテリー ¥1,000

LEDライト VL-1400 ¥700 Caliberライトキット ¥2,500 無線ピンマイク ¥1,800 ショットガンマイク ¥1,000 バッテリー3個　各種

GoPro伸縮ポール(4.5m)

GoPro伸縮ポール(7.5m)

Bi Wireless Line

GoProフローティングカメラグリップ

¥500

¥500

バッテリー1個　各種¥500 ¥11,420 ¥1,000 ￥180～

¥500 無線RAMSA(B帯1波)

無線RAMSA(B帯2波) バウンダリーマイク

¥6,470 ステレオマイク ¥1,000 バッテリー2個　各種 ￥360～

￥360～

¥3,580 無線ハンドマイク ¥1,800

¥2,000

¥2,500

¥500

¥500

¥2,000

¥1,990

¥1,000

¥3,000

¥500

¥950

¥1,500

¥1,880

¥1,880

¥450

¥300

防水ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ MPK-HSR1

マリンパック

レインカバー

液晶フード

ウェイト(3kg)

X3000シューティンググリップ

アクションカムマウントセット

ポブカムVマウントアダプタ

OSMO Mobile

OSMO マウントキット

OSMO俯瞰撮影キット

¥700

¥470

¥1,000

¥1,000

¥2,000

¥1,000

¥2,500

OSMO NDフィルタセット

OSMO ライトキット

OSMO Z-Axis

¥1,880GoPro用バンジーヘルメット

GoPro用ヘルメット

風防

まめカムクランプ

まめカム吸盤

¥2,830

¥470

¥500

¥500

¥300

ビデオウォークマン

ハンディカメラ用グリップ

ゴリラポッド・マグネティック

4.0TB(My Passport)

2.0TB

Eマウント用 MetabonesⅣ

メモリーカードリーダー ¥500 Zacutoファインダー

¥1,000

¥1,000

¥950

¥1,500

¥1,200

¥980

¥680

¥780

¥620

1.0TB ¥390

256GB ¥250

¥1,900

SxSマルチカードリーダー

バリアブルND

500GB ¥280

Edius Pro 7.5 ¥2,700

Media Composer(6.5～)

¥2,700 Thunderbolt Display

¥2,830

¥1,600

ゴリラポッドSLRズーム

iPad ¥2,000 M15J

¥1,000

¥1,000

¥500

¥300

¥500

¥300

¥300

¥300

¥950

¥950

¥2,000

¥1,000

¥2,000

テーブル三脚(MTPIXI)

HDMI-HDMIケーブル

BNCケーブル

キャノンケーブル

メモリーカード

PXW-X180 ¥7,900

¥290

¥100

SDXC UHS2 64GB

SDHC UHS2 32GB 三脚 ACEBIL T705

三脚 Manfrotto

¥6,800 SDXC UHS2 128GB ¥580 microSDXC 128GB

¥950

¥3,500

SxS PRO+ 256GB

SxS PRO+ 128GB

SxS-1 128GB

¥680

microSDXC 64GB ¥250

microSDHC 32GB ¥130

Eマウント用 SIGMA MC-11

リモコン RMT-VP1K

LEDライト C-200RS ¥1,200 LED水中ライト

¥3,000 ミニLED赤外線ライト

LEDライト VL-6000X ¥850 P360LEDライトキット

LEDライト HVL-LBPC ¥1,500 蛍光灯ライトキノフロ ¥3,280

LykosバイカラーLED ¥2,000

¥2,000

XQDカードリーダー

CFastカードリーダー

SxSカードリーダー

¥500

¥500

¥950

偏光フィルターセット

4.0TB(上記以外) Media Composer(～6.0) ¥950 7inch SDIモニター ¥3,810 HDMI 4分配器

LEDライト C-700RSV

XLRアダプター ¥2,000

GoPro KarmaGrip for 5・6

GoProウェアキット

GoProマウントキット

GoPro俯瞰撮影キット

GoPro伸縮ポール(97cm)

GoPro伸縮ﾎﾟｰﾙ(2m/ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ)

GoPro伸縮ﾎﾟｰﾙ(2m/ﾌﾙｶｰﾎﾞﾝ)

CFﾒﾓﾘｰﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

NX5J用ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｰﾕﾆｯﾄ

ストロボ

¥1,880

5D/7D用タイマーリモコン

NDフィルタセット

¥5,800

¥1,000

コンパクトカメラ

HDVカメラ

ワイコン 77・62・30mm ¥950 ﾌﾟﾛｸｻｰ 58mm(3枚) ¥750

¥1,000

¥2,400

三脚・一脚 レンズ

¥3,600 4Kワイコン 55・49mm ¥850 ﾌﾟﾛｸｻｰ 72・62mm(3枚) ¥950

三脚 ザハトラーACE ¥1,700 4Kワイコン 62mm ¥1,200 ﾌﾟﾛｸｻｰ 82・77mm(1枚) ¥500

¥500

上記価格に別途8％の消費税を頂戴いたします。 【総合受付】TEL：03-3589-1647　【URL】www.toc-net.jp　


