
 

 

 

 

カテゴリー 写真 メーカー 型番 仕様 付属品 台数 備考

ノートパソコン
(Windows)

HP
Probook
6560b

<OS>windows7
<Office>2013
・Adobe Photoshop Elements 10
※Adobe Illustratorはインストールさ
れていません

・ACアダプター(1) ・電源コード(1)
・マウス
※(　)内は個数

40

○インターネット使用可
○ネットワークドライブ使用可
○印刷可
○スキャナー使用可(Photoshopで取り込み)

ノートパソコン
(Windows)

HP
Probook

450

<OS>windows7professional
64ビット
<Office>2013
・WindowsLiveMovieMaker(動画編
集)
・SoundEngine(音楽編集)
・WindoｗｓMediaPlayer(音楽CD作
成)など
※AdobePhotoshop/ Illustratorはイ
ンストールされていません

・ACアダプター(1) ・電源コード(1)
・マウス 3

○インターネット使用可
×ネットワークドライブ使用不可
×印刷不可
○DVD視聴可
○スキャナー使用可(Canoscanlide)

Apple
MacBooｋ Pro

15インチ

<OS>Mac OS X(バージョン10.6.8)
･Adobe CS5 ･Final Cut Express
・Logic Express
・iLife 09 ・Microsoft office 2008

・ACアダプター(1)+電源コード(1)
･VGAアダプターpro2008(1)pro2010(2)
・ACウォールプラグ(1)
・マウス(1)
・USBハブ(1)

20

○インターネット使用可
×ネットワークドライブ使用不可
×印刷不可
○DVD視聴可
○スキャナー使用可(Canoscanlide)

Apple
MacBooｋ
13インチ

<OS>Mac OS X(バージョン10.6.8)
･Adobe CS5 ･Final Cut Express
・Logic Express
・iLife 09 ・Microsoft office 2008

・ACアダプター(1)+電源コード(1)
･VGAアダプター(1)
・ACウォールプラグ(1)
・マウス(1)
・USBハブ(1)

10

○インターネット使用可
×ネットワークドライブ使用不可
×印刷不可
○DVD視聴可
○スキャナー使用可(Canoscanlide)

SONY DSC-W80

(画素)約741万画素
※動画・音声記録可
(記録媒体)内臓メモリ約31MB・メモ
リースティックデュオ

・充電池(リチウムイオン蓄電池)(1)
・メモリースティック(1)
・マルチ端子専用USB・A/Vケーブル(1)
・充電器(1)
・取扱説明書

8 返却時には画像を消去してから返却。

SONY DSC-W810

(画素)約2040万画素
※動画・音声記録可
(記録媒体)内臓メモリ約29MB・
SDHCメモリーカード4GB

・充電池(1)
・SDHCカード(1)
・USBケーブル
・充電器(1)
・取扱説明書

10 返却時には画像を消去してから返却。

RICOH GRDIGITAL Ⅳ

(画素)約1000万画素
※動画・音声記録可
(記録媒体)内臓メモリ約40MB・
SDHCメモリーカード8GB

・充電池(1)
・SDHCカード(1)
・USBケーブル
・充電器(1)
・取扱説明書

1 返却時には画像を消去してから返却。

SONY
α 6000

(デジタル一眼)

(画素)約2430万画素
※動画・音声記録可
(記録媒体)SDHCメモリーカード
16GB

・レンズキャップ
・充電池(1)
・SDHCカード(1)
・USBケーブル
・充電器(1)
・取扱説明書

1
返却時には画像を消去してから返却。

SONY HDR-HC9
ハイビジョン対応
(記録媒体)DVテープ

・ACアダプター(1)　・電源コード(1)
・ワイヤレスリモコン(1)　・A/V接続ケーブル
(1)
・D端子コンポーネントビデオケーブル(1)
・i.LINKケーブル(1)　・USBケーブル(1)
・充電池(1)　・レンズフード(1)
・CD-ROM(Handycam Application Software)
・取扱説明書

4
HDR-HC9対応SONYワイドコンバージョンレン
ズ(VCL-HGE07A)4台あり。

SONY HDR-XR520
ハイビジョン対応
(記録媒体)内臓HDD/メモリース
ティックデュオ

・ACアダプター(1)　・電源コード(1)
・ワイヤレスリモコン(1)
・D端子A/Vケーブル(1)　・A/V接続ケーブル
(1)
・USBケーブル(1)　・充電池(1)
・CD-ROM(Handycam Application Software)
・取扱説明書

1
HDR-XR520対応SONYワイドコンバージョンレ
ンズ(VCL-HGE07A)あり。

SONY HDR-TG5V
ハイビジョン対応
(記録媒体)内臓HDD/メモリース
ティックデュオ

・ACアダプター(1)　・電源コード(1)
・ハンディカムステーション(1)
・D端子A/Vケーブル(1)　・A/V接続ケーブル
(1)
・USBケーブル(長)(1)　・USBケーブル(短)(1)
・専用USB端子アダプター(1)/USBアダプター
キャップ(1)　・充電池(1)
・CD-ROM(Handycam Application Software)
・取扱説明書

1
HDR-TG5V対応SONYワイドコンバージョンレ
ンズ(VCL-HGE07TB)あり。

SANYO DMX-SH11

ハイビジョン対応
(記録媒体)内蔵メモリ 約16GB 搭載
/SDメモリーカード、SDHCメモリー
カード（32GBまで対応）、
SDXCメモリーカード*1（64GBまで対
応）

・ACアダプター(1)　・専用AV接続ケーブル(1)
・専用USB接続ケーブル(1)
・専用USB変換ケーブル(1)
・充電池(1)　・リモコン(1)
・専用AV接続ケーブル用コア(1)
・CD-ROM(PCソフト)・取扱説明書

6 返却時にはデータを消去してから返却。

プロジェクター SONY VPL-CX21

(外形寸法) 273×52×210mm　<幅×高
さ×奥行>
（質量） 約1.9kg

･電源コード(1)　・RGBケーブル(1)
・リモコン(1)
※(　)内は個数

1

デジタル
ビデオカメラ

ノートパソコン
(Mac)

デジタルカメラ

オープンスペース貸出用機材一覧 

19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※( )内は個数 平成 28年 12月 1日現在 貸し出し用機材は、学生みなさんの共

有財産です。 

 

利用マナーを守って、気持ちよくご利

用ください。 

 

カテゴリー 写真 メーカー 型番 仕様 付属品 台数 備考

DVDライター SONY VRD-MC10

(作成できるディスク)①標準画質(SD)ディスク

(DVD-VIDEO規格)②ハイビジョン画質(HD)

ディスク(AVCHD規格)

(記録できるディスク)　DVD+R、DVD+RW、

DVD-R、DVD-RW、DVD+R DL　12cmディス

ク

(対応入力機器-動画ダビング)①ソニーハン

ディカム(HDD/メモリースティックデュオ/8cm

ディスク/内臓メモリ)②ソニーハンディカム

(DV/Digital８)またはDV規格のデジタルビデ

オカメラ③音声出力・映像出力のあるビデオ

機器

・電源コード(1)
･ACアダプター(1)
・映像/音声ケーブル
・再生用リモコン(1)
・取扱説明書(1)

1 記録用メディアは各自で用意。

ビデオカメラ用
三脚

SONY VCT-80AV
(寸法)伸長時1,670mm、携帯時
630mm
(質量)約1.7kg

･取扱説明書(1) 6 A/Vリモート端子対応

ポータブルHDD LACIE LCH-RG320T (容量)320GB ・USB2.0ケーブル 5

USB補助電源ケーブル、FireWire400ケーブ
ル、FireWire800ケーブル有

ペンタブ wacom PTZ-631W

(入力エリア) 271.0×158.8mm
(対応OS)
Windows
XP/Me/98SE/2000/Vista/Mac OS
X 10.2.8以降

･Intuos3グリップペン　・ペンスタンド
･グリップペン替え芯3種類

3

(他備品)
･Intuos3マウス ･ユーザーズガイド
･タブレットドライバCD-ROM
･アプリケーションインストールガイド/アプリ
ケーションDVD-ROM
※上記は貸し出し備品に入っていません

I・O DATA DVRP-UN8X3BK

・DVD/CD書き込み可能
・DVD/CD読み込み可能
※対応メディア・推奨メディアなどの
詳細は
　  ITコンシェルジュまで

・USBケーブル(A-miniB、約13cm)
(本体に差し込んであります)

13

(他備品)
・USBケーブル(miniA-miniB、約1m)
・ACアダプター
・セットアップガイド
・DVD-ROM(「DVDProツールズコレクション」)
※上記は貸し出し備品に入っていません

Pioneer  BDR-XD04J 

・Blue-ray/DVD/CD書き込み可能
・Blue-ray/DVD/CD読み込み可能
※対応メディア・推奨メディアなどの
詳細は
　  ITコンシェルジュまで

・USBケーブル(40cm)(1)
・アプリケーション用ディスク(1)
・取扱説明書(1)

1

LG ＧＰ60ＮＢ50

・DVD/CD書き込み可能
・DVD/CD読み込み可能
※対応メディア・推奨メディアなどの
詳細は
　  ITコンシェルジュまで

・USB2.0接続ケーブル
1

(他備品)
・ソフトウェアCD-ROM
・クイックセットアップガイド
※上記は貸し出し備品に入っていません

マイク SONY ECM-CG60

・Φ 3.5mmミニジャック出力
・風切り音を低減するウインドスク
リーン付属
・鋭指向性 モノラル録音
・周波数特性 40Hz - 20000Hz
・最大外形寸法（約）直径 21×長さ
217 mm（コード除く）
・質量 約77g（電池含まず）

・取扱説明書(1)
・マイクフォルダー(1)

1

audio-technica ATH-30COM マイク付き(一体型) プラグアダプター 9

SONY MDR-XD300 - - 4

BUFFALO BSCRA26U2
・USB接続
・Mac対応(MacOSX10.1.2以降)

・接続用専用USBケーブル(1)
・取扱説明書(1)

2 対応メディアは説明書に記載。

BUFFALO BSCR15TU3
・USB接続
・Mac対応(MacOSX10.4以降)

・接続用専用USBケーブル(1)
・取扱説明書(1)

2 対応メディアは説明書に記載。

ポータブル
DVDドライブ

カードリーダー

ヘッドフォン


