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株式会社エッコ ＴＥＬ：０３

□商号  株式会社エッコ

 

□所在地 〒160-0004

東京都新宿区四谷

ＴＥＬ：０３

ＦＡＸ：０３

ＵＲＬ：www.ecco

 

□設立  平成 13 年

 

□資本金 1,000 万円

 

□代表者 代表取締役

 

□取引先 ＣＭ制作会社

ＴＶ番組制作会社

放送技術会社

イベント映像会社

 

□営業時間 月曜～金曜日

土曜日   

（日曜日・

 

□主な業務と特色 

株式会社エッコは、映像の技術会社

特色は、少数精鋭。小さいながらも

単品の機材レンタルのご協力

ンと呼ばれるような取材形態

イトもできます。 

技術協力・技術者派遣・技術者

ンタル等ビデオ映像業界でお

０３－３３５６－６９０５ 

会社概要 

 

エッコ 

0004 

東京都新宿区四谷 4-9 第 2 服部ビル 101 

０３－３３５６－６９０５ 

０３－３３５６－６９０８ 

www.ecco-nv.co.jp 

年８月 

万円 

代表取締役 山下光敏 

制作会社 

番組制作会社 

放送技術会社 

映像会社 

金曜日 10：00～19：00 

    10：00～15：00 

・祝祭日・国民の休日・年末年始は休業です）

技術会社であり放送用ビデオ機材のレンタル会社

さいながらも大きな仕事に携わらせていただいております

協力から、機材と操作するスタッフをセットで、

取材形態も可能ですし、ＣＭのビデオ収録機材をまるごとコーディネ

技術者マネイジメント・技術相談・機材コーディネイト・

でお役に立てるよう日夜がんばっております。 

 

） 

会社であります。 

わらせていただいております。 

、または１チェー

をまるごとコーディネ

コーディネイト・機材レ
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・各イラストはイメージです

・自社車輛による移動については

れば、弊社スタッフと撮影機材

術スタッフ以外は同乗できません

０３－３３５６－６９０５ 

 

コマーシャル 

ビデオエンジニアが中心となり、ＣＭビデオ撮影

をコーディネイトさせていただいております。

基本的に対応させていただいてるパートは、 

ビデオエンジニア及びアシスタント、ビデオ機材

ります。 

このスタイルでは、ＣＭの他に 

映画・ドラマ・プロモーションビデオ・ＶＰ等

す。 

ＥＮＧスタイル 

いわゆる１チェーンと呼ばれる取材スタイルです

カメラマン・ＶＥ（音声）及びアシスタント、

材車で構成されます。 

お客様で不足したパートのみのオーダーにも対応

このスタイルでは、ＣＭのメイキングやクライアント

コメント収録等にも対応可能です。 

ＬＩＶＥ 

コンサートなどのライブイベントをはじめ、イベント

ビデオ映像に関するお手伝いができます。 

カメラマンのみ、ＶＥのみといったオーダーにも

す。 

スイッチング収録などの番組にも対応可能です

ＴＶ番組 

ＥＮＧスタイルの収録現場での技術協力の他にもスタジオ

でもお役に立てます。 

生放送スタッフとしての経験もあります。 

屋外ロケ収録にも出ています。 

イラストはイメージです。受注内容とは必ずしも一致しません。 

については制限があります。東京を中心とする関東近県

撮影機材は機材車によって移動可能です。また、機材車

できません。別途、車輛部さんの手配をお願いする場合

 

撮影に必要な機材

。 

 

機材、機材車とな

等にも対応可能で

スタイルです。 

、ビデオ機材、機

対応いたします。 

のメイキングやクライアント様向けの

イベント会場での

のみといったオーダーにも対応いたしま

です。 

にもスタジオ内

関東近県の現場であ

機材車ですので技

場合があります。 
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弊社では放送用ビデオ機材・

一部機材をご紹介いたします

 

□□□ 新規導入 及び お勧

 

☆ 高峰 ＨＤＣＡＭ－ＳＲ

【ＶＴＲ一体型カメラ

・ＳＲＷ－

 

☆ これからの主流？ データ

【Ｓ×Ｓカード収録

・ＰＭＷ－ＥＸ

   ＥＸ

【録再機】ＸＤＣＡＭ

・ＰＭＷ－ＥＸ

【ＳＤカード収録小型

・ＡＧ－ＨＭＣ

 

☆ 番組で多用されてます 

【ＶＴＲ一体型カメラ

・ＨＶＲ－Ｓ

   レンズ

・ＨＶＲ－Ｚ

   レンズ

・ＨＶＲ－Ｚ

【録再機】 

・ＨＶＲ－

・ＨＶＲ－Ｍ

 

☆ 寄れる！レンズ ☆ 

 【ＨＤズームレンズ

  ・ＨＪ１８

 

０３－３３５６－６９０５ 

・音声機材をレンタルいたします。 

いたします。 

勧め機材 □□□ 

ＨＤＣＡＭ－ＳＲ ☆ 

カメラ】 

ＳＲＷ－９０００   120,000（

データ収録機材 ☆ 

収録カメラ】ＸＤＣＡＭ ＥＸ 

ＰＭＷ－ＥＸ３   15,000 

ＥＸマウント・標準レンズ付属 

ＸＤＣＡＭ ＥＸ 

ＰＭＷ－ＥＸ３０    8,000 

収録小型カメラ】ＡＶＣＨＤ 

ＡＧ－ＨＭＣ４５    5,000 

 ＨＤＶフォーマット機材 ☆ 

カメラ】 

ＨＶＲ－Ｓ２７０Ｊ   15,000 

レンズ交換式・標準レンズ付属 

ＨＶＲ－Ｚ７Ｊ   15,000 

レンズ交換式・標準レンズ付属 

ＨＶＲ－Ｚ１Ｊ   10,000 

ＨＶＲ－１５００Ａ   12,000 

ＨＶＲ－Ｍ３５Ｊ   10,000 

ズームレンズ】 

１８ｅ×２８Ｂ   40,000 

 

（レンズ別） 
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□□□ 技術費・他 □□□

・カメラマン技術料  

・ビデオエンジニア技術料 

・アシスタント技術料  

・セッティング技術料  

・移動日拘束料   

・車輛費   

・レンタル時搬入搬出費  

 都区内に限ります 

 

□□□ その他 □□□ 

・機材は放送用機器の操作経験

おります。 

・表示価格は１日使用のレンタル

・ＦＡＸやＥ－Ｍａｉｌによる

・連続して５日以上のご使用

拘束日数 ５ 

料金日数 ４ 

 

拘束日数 16・17 18

料金日数 １０ 

１ヵ月以上の場合は

 

・レンタルに関するその他詳細

・料金表にない機材もご用意

 

※表示価格について・・・・

ては消費税込の価格表示は義務

ております。お支払い時に消費税等

 

※レンタルの方法、料金等詳細

ください。 

 

 

０３－３３５６－６９０５ 

□□□ 

 ＡＳＫ 

 ＡＳＫ 

 ＡＳＫ 

 10,000 

 技術費の半日分 

 ＡＳＫ 

  5,000（搬入搬出両方の場合は 10,000

 

操作経験や知識がある方々がお使いになることを前提

のレンタル料金（税別）です。 

による受付は行っておりません。 

使用には長期割引があり、下記表による料金になります

６・７ ８・９ 10・11 12・13

５ ６ ７ ８ 

18・19 20・21 22・23 24・25

１１ １２ １３ １４

は拘束日数の５０％を目安に御見積いたします

他詳細は、別途レンタル規約に依ります。 

用意できます。 

について・・・・弊社は一般小売りを想定しておりません。会社間取引

義務づけられていませんので、従来通りの税抜

消費税等を併せてお支払いください。 

料金等詳細はＷＥＢページ（http://www.ecco-nv.co.jp)

 

10,000） 

前提にご用意して

になります。 

13 14・15 

 ９ 

25 26～31 

１４ １５ 

いたします。 

会社間取引におい

税抜き価格で表示し

nv.co.jp)にてご確認
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機材

１．納品書へのサインをもって

２．機材の受渡しは別記営業時間内

ます。 

３．レンタル料金は、弊社レンタル

４．料金の支払いは、機材貸出時

５．機材貸出時に運転免許証

るものをご提示していただきます

６．使用前に充分点検して不都合

くは自然故障がみられても、

７．機材受渡し以後、移動・

ださい。特殊な使用方法や、

有権を害してはなりません。

８．機材は貸出時原状にて返却

造、改装することはできません

９．貸出は使用日前日の 15

がある場合はすみやかに弊社

１０．貸出中に故意・過失を

態が発生した場合は、すみやかに

弊社の受けた損害はお客様にご

す） 

損害保険に加入はしていますが

また民生品の一部、バッテリー

１１．機材を無断で海外に持

保険に加入してください。（通常加入

１２．キャンセルは、料金が

ご予約日の前日のキャンセルはレンタル

セル料金を申し受けます。 

１３．レンタル期間終了後のクレームにつきましても

 

 

 

０３－３３５６－６９０５ 

機材レンタル規約（2013 年版） 

へのサインをもって、当規約に従うものとします。 

別記営業時間内にお願いします。機材の受渡しは弊社窓口

レンタル料金表（ 新版）に依るものとします。 

機材貸出時に現金でお願い致します。 

運転免許証やパスポート等の公的機関の発行した写真付きの

していただきます。 

不都合のないことをご確認下さい。貸出中に弊社の

、損害等の責任は負いません。 

・保管・使用に際しては良心に従い細心の注意をもって

、破損・汚損の恐れのある使用方法はお断りいたします

。 

返却していただきます。弊社の書面による承認なしには

することはできません。 

15 時以降、返却は使用日翌日の 11 時までとなります

弊社までご連絡下さい。延長料金が発生する場合があります

を問わず事故・盗難・紛失・破損・故障等、機材が

すみやかに弊社までご連絡ください。 

にご負担いただきます。（機材の代替のない期間の休業補償

はしていますが、免責部分があります。 

バッテリー等の消耗品は保険の対象外です。 

持ち出すことはお断りいたします。海外でご使用の

通常加入の損害保険が国内限定の為） 

が発生します。 

のキャンセルはレンタル料金の５０％、当日のキャンセルは１００

のクレームにつきましても、一切の責任を負いかねます

 

弊社窓口で行うこととし

 

きの身分を証明でき

の機材に異常もし

をもって取扱ってく

りいたします。弊社の所

なしには、機材を改

となります。日時に変更

があります。 

が使用できない事

休業補償を含みま

の場合は別途損害

１００％のキャン

いかねます。 


