
㈱アペックス 札幌支社 ①

HMI 数 脚 タングステン 数 脚 キノフロ,蛍光灯ライト 数 脚

18kw　 アリ ・ LTM ・ アルファ 24kw ・ 20kw スーパーレオ（200V） ブランケットライト　 　  (D ・ T)

12kw　 アリ ・ LTM ・ アルファ 24kw ・ 20kw アリ T-24 （200V） メガ　　　 8ft　2灯　　(D ・ T)

  6kw　 アリコン ・ ピッコロ 12kw プリモ　(200V) 　　　　　  8ft　1灯　　(D ・ T)

　4kw　 アリコン ・ ピッコロ ・ D40 10kw プリモ 　　　　　  6ft　4灯　　(D ・ T)

2.5kw　アリコン ・ ピッコロ   5kw プリモ 　　　　 　 6ft　2灯　　(D ・ T)

1.2kw　アリコン ・ ピッコロ ・ D12   2kw プリモ　　　（17Φ/25Φ） 　　　　 　 6ft　1灯　　(D ・ T)

575w　 アリコン ・ ピッコロ ・ D5   1kw プリモ フラットヘッド 80        (D ・ T)

200w   アリコン ・ ピッコロ 500w Q-スポット

575w　 ユニフォーカス 650w アリジュニア キノフロ   4ft  4灯　   (D ・ T)

300w アリジュニア 　　　　　  4ft  2灯　　 (D ・ T)

4kw / 2.5kw  アリ [M 40] 150w アリジュニア             4ft  1灯　　 (D ・ T)

1.8kw / 1.2kw  アリ [M 18] 　　　　　  2ft  4灯　　 (D ・ T)

800w　 アリ [M 8] 　　　　　  2ft  2灯　 　(D ・ T)

　6kw   アリサン 3kw  ボーダー 　　　　    2ft  1灯　 　(D ・ T)

　4kw   アリサン 6kw  メイン　　( シルクフィン  有・無 ) メガフロ ハーネスセット

2.5kw  アリサン 4kw  メイン　　( シルクフィン  有・無 ) キノフロ ハーネスセット

1.2kw  アリサン ・ シネパー スクープ 　　　(1kw ・ 2kw) 単管ホルダー　     (シングル・ダブル)

575w   アリサン ・ シネパー パー64 ﾛﾝｸﾞ (黒・銀/1kw・500w/VN・N・W) メガ単管ホルダー　(シングル・ダブル)

400w ジョーカー (チューブ 有/無) パー64 ｼｮｰﾄ (黒・銀/1kw・500w/VN・N・W) ﾊﾞｯﾄｳｨﾝｸﾞｾｯﾄ(4灯用・２灯用・１灯用)

400w ジョーカーソースフォー パー36 ﾛﾝｸﾞ (黒・銀/500w・300w/ S ・ F ) ディーバライト 400

200w ジョーカー (チューブ 有/無) パー36 ｼｮｰﾄ (黒・銀/500w・300w/ S ・ F ) バーフライ 100

　4kw/2.5kw  ゴヤ ・ アリX ミニパー16    (クランプ　有・無 ) ビスタ シングル

1.2kw ゴヤ 12vシングル 2灯キット

2kw アリライト ・ 500w アリライトキット ミニフロ 2灯キット　(9インチ ・ 12インチ)

チューブライト　/ オプション(9m) 1kw ローウェル ・ 500w オムニキット マイクロフロ 4灯キット

500w パルサーキット ・ イオキット 10灯ハーネスセット (MY-400)

HMI     　  　　　　　　kw　用延長コード アリミニフラッド (750w・500w・300w) 街灯ライトキット

HMI     　  　　　　　　kw　用延長コード 750w ソースフォー (19°/26°/36°/50°)

HMI     　  　　　　　　kw　用延長コード ソースフォー用ツインスピン メガ　8ft　蛍光管　　　　　 (D / Ｔ)

キメラ/スクリム キ ス エリスポット (1kw ･ 500w ･ 200w) メガ　6ft　蛍光管　　　　　 (D / Ｔ)

HMI ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ　　　　　　 　　kw用 デドライト2灯キット キノフロ  4ft  蛍光管  　　 (D / T)

HMI ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ　　　　　　 　　kw用 スティックアップ3灯キット 　　　　　2ft  蛍光管 　 　 (D / T)

HMI ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 　　　　　　　　kw用 トータライト (750w・500w・300w/ｸﾘｱ・ﾌﾛｽﾄ) 映画撮影用55 　　40w

575ｗ ユニフォーカス用 キャッチライト 　　　　　　　　　　　  20w

シャッター AAA蛍光管　　  　 40w　　(D / T)

HMI ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 　　　　　　　　kw用 ランタン 30㌅ (1kw・500w)   (ｸﾘｱ・ﾌﾛｽﾄ) 　　　　　　　　　　 　 20w　　(D / T)

HMI ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 　　　　　　　　kw用 ランタン 20㌅ (500w)    ( ｸﾘｱ・ﾌﾛｽﾄ ) 映撮ｻｰｸﾗｲﾝ55　(40型・32型・30型・セット)

LEDライト ﾗﾝﾀﾝﾊﾟﾝｹｰｷ M (1kw・500w) (ｸﾘｱ・ﾌﾛｽﾄ) ブラックライト蛍光管　(40w ・ 20w)

イメージＬ80 ﾗﾝﾀﾝﾊﾟﾝｹｰｷ S  (500w)  ( ｸﾘｱ・ﾌﾛｽﾄ )

アリ　スカイパネル S60-C リファ- ライト　（88型・66型・44型） シネキンライト

アリ　L７-C アイランプコード シネキン球　　　　　　　　( S / F )

キノフロ　セレブ (401Q ・ 200) ゲージ　　　　　　　　　    (大 / 小) シネキンバッテリー

ケルビンボード・ケルビンミニ アイランプ球は在庫限りでレンタル中止です シネキンバッテリーチャージャー

ケルビンハーフ ・ ケルビンハーフ2 アイランプ球　　　　　　　　w　(S / F) ハンドバッテリーライト

ケルビンスティックセット (D / T) アイランプ球　　　　　　　　w　(S / F) ドライバッテリー

ケルビンポケットキット アイランプ球　　　　　　　　w　(S / F) ドライバッテリーチャージャー

ﾗｲﾄﾊﾟﾈﾙ 1x1 (ｱｽﾄﾗ･ﾊﾞｲｶﾗｰ) Vマウント バッテリー

ﾗｲﾄﾊﾟﾈﾙ (ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛ･ﾏｲｸﾛ) レフ　　　　　(大 ・ 中 ・ 小) Vマウント バッテリーチャージャー

ロスコ ライトパッドキット レフアーム インバーター　(1.5kw ・ 1kw)

Zylight Z90 4×4 USレフレクター ストロボライト / サーチライト

LEDフレックス１×１ ミラー　　　　( 大 ・ 標準  ) 1kw パーストロボ

LEDフレックス１×２ ミラーアーム 5kw (200V) ･ 1.8kw ハイパーブラスト

LEDワイヤレスコントローラー ゼノンミラー (9連・4連・単品)/(丸・角・角大) 15kw ストロボスコープ（200V)

Q-Line （50w・25w） アクアウェイブ　・　アクアミラー 2kwサーチ（上・下）

500wサーチ（上・下）

レフ、ミラー

バッテリーライト関係

蛍光管

照明技師/チーフ:　　　　　　　　　　　　氏/　　　　　          　　　 氏

Tel:　　　　　　　　　　　  　          /Tel:

(返却・バラシ・搬出) 予定日： 車輌：(来社・積込・搬入) 日時：

HMI 延長コード　 (灯体1に 1 本は付属それ以上を記入）

照明機材発注書 No.1

場所: 期間:              　　　　　～

(来社・積込・搬入)　　    Tel：011-299-3039　　Fax：011-299-3951

Mail:sapporo@apexnet.jp
制作:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        様
Tｅｌ:

作品名:
会社名:

Tｅｌ:　　　　　　　　　　　　　Fax:



②

No.1

グリップ 数 ゼネ、電源 数 バタフライ 6×6 6×9 9×9 9×12 12×12 20×20

フラッグケースセット 5.5kw ゼネ 枠 (フレーム)

5×5フレーム 2.8kw ゼネ 黒幕

4×4フレーム 1.6kw ・ 900w ゼネ バウンスシルク

オープンフレーム            大 ガス缶  (20L) ｳﾙﾄﾗﾊﾞｳﾝｽ ・ ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｳﾝｽ

　　　　　　　　　　　　　　　 中 サイレントグリッドクロス

　　　　　　　　　　　　　　　 小 60 スケア ｻｲﾚﾝﾄﾗｲﾄｸﾞﾘｯﾄｸﾛｽ

4×4フロッピー 38 スケア シルク

黒フラッグ　　　　　　　　　　大 22 スケア グリフォリン

　　　　　　　　　　　　　　　 中 Y分岐 ・ T分岐 ﾏｼｭﾚｸﾀｰ ・ ｼﾙﾊﾞｰﾗﾒ
マシュレクター無し

　　　　　　　　　　　　　　　 小 スパイダーBOX 大 100A～

フレックスセット    (大・中・小) スパイダーBOX 小 100A～

メタルスクリム　　　 (大 ・ 中) スパイダーBOX 小  60A～ スタンド 数 数

サバイバルキット 中間スルーBOX センチュリースタンド

ドットフィンガーキット ミニセンチュリー

ショットバック ゼネひげ　 ( 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12mm) ロングテンション

グリップカーゴ　　(大 ・ 小) ショートテンション

100A延長コード

マシューズハンガー  60A延長コード ロングジョンシルバー

5k ハンガー  30A延長コード ス-パークランク

1k ハンガー  (ｽﾁｰﾙ ･ ｱﾙﾐ) 100A→60A×2又 クランクスタンド

セーフティーワイヤー  60A→30A×2又 ミドルクランク

エンドジョーズ スーパーシネベーター 4ｍ ｼﾞｮｲﾝﾄ

センタージョーズ ドラムコード シネベーター 3ｍ ｺｰﾅｰ

6インチジョーズ 2P延長コード ロードランナー 2ｍ ｽｼﾞｶｲ

ミニジョーズ 板タップ　　(60A ・ 30A) 1ｍ T字

ジャー タコタップ マンボコンボ

スーパークランプ ハイローラー

ナノクランプ スライダック　　(10kw ・ 5kw) ハイハイローラー

エレンクリップ スライダック　　(2kw ・ 1kw)

プラグリップ　　　　　(大 ・中・ 小) 2kw トライダック ハイスタンド          25Φ

ガッファーグリップ プロディマー      (12kw ・ 6kw) スチールコンボ       25Φ

ﾌｧﾆﾁｬｰｸﾗﾝﾌﾟ (特大・大・中・小) フリッカーマシン  (10kw ・ 2kw) アルミコンボ          25Φ

ﾛｰｳｪﾙ ﾌｧﾆﾁｬｰｸﾗﾝﾌﾟ 1kwDMX調光器 ローコンボ            25Φ

チェーンバイスグリップ 3kw ステップダウン シネスタンド          17Φ

チューブハンガー フォグマシーン アルミスタンド        17Φ

ビッグベンクランプ ロスコ V ヘイザー

モヤマシーン [DF-50] ランウェイベース

オーバーヘッドグリップ 送風機 [ReFANⅡ] 5ｋロースタ

グリップヘッド　　（オス） 脚立　　　　　　　　(12尺 ・ 9尺) 1ｋロースタ

グリップヘッド　　（メス） 脚立　　　　　　　　　　　　6尺 プレート

ミニグリップヘッド 脚立　　　　　　　　　(4尺 ・ 3尺) ローベース

25mm→17mm変換アダプター ﾘﾄﾙｼﾞｬｲｱﾝﾄﾗﾀﾞｰ　　 (6尺・5尺）

サクションカップ　(大・小・ミニ) ｽﾀﾝﾄﾞ・ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ (25･17Φ)

メガブーム　・　MJブーム 備考：

カポックサシ 張り出しアーム

3x6 カポックホルダー トンボアーム

4x8 カポックホルダー 張り出し　・　エレベーター

ボードホルダー　（大 ・ 小） 1m ライトパイプ

ポケットコンソール

オートポール　（大） 12chライトピューター

オートポール　（中） 6chDMXコントローラー

オートポール　（小） 4chスプリッター

オートポールジョイント　　 2ｍ DMXコード　20m

オートポールジョイント　1.5ｍ DMXコード　10m

オートポールジョイント　 　1ｍ DMXコード　　5m

（コーナー ・ T字）

暗幕　　　　　 4m×6m

　　　　　　　　 5m×8m

                   8m×10m

単管パイプ（鉄・アルミ） 4m

オートポール

単管パイプ（鉄・アルミ） 3m

単管パイプ（鉄・アルミ） 2m

単管パイプ（鉄・アルミ） 1m

イレクターパイプ

クランプ（自在・直交）

アップルボックスセット

テニスボール

箱馬

マグライナー（大 ・ 小）

台車 

リヤカー

場所：会社名：

(来社・積込・搬入) 日時： (返却・バラシ・搬出) 予定日： 照明技師/チーフ：　　　　　　　　　　　　氏/　　　　　　　　　　　　　　氏

作品名：

キャプタイヤ

ケーブルマット (4線 ・ 5線)

ブルーシート ・ ファニチャーマット

イージーアップテント

トランシーバー

80kw

50kw

70kw

2t ・ 3t ・ 4ｔ トラック

車輌・電源車

カラーメーター

電源車

ボーダーロープ ・ 細引き

ワンボックスハイルーフ

その他


