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● 機材使い放題プランはスチールでのご利用時のみ承ります。

● スタジオ使用開始とは…

　 申し込んだ時間。但し、申し込んだ時間より早く作業を開始したときは、その作業に入った時間より。

● スタジオ使用終了とは…

　 予約終了時間。スタジオから全ての荷物が運び出され、且つ退出する時間まで。

● 予約時間より早く撮影が終了しても、予約時間終了時間まで料金を頂きます。

● 上記キャンセル料はキープの状態の場合。決定を頂いた後のキャンセルは日数に関わらず100%料金を頂きます。

● SPACE5・6でのご撮影およびご収録はできません。

● 施設のみ使用の際は、駐車場のご用意はございません。

● 以降、1時間当たりにつき、1,000円割増となります。

　 当日の交通費は、別途請求させて頂きます。

● 前日・当日のキャンセルは、全額請求させて頂きます。

● 白ホリをご使用頂いた時点で、上記いずれかのご料金が ● スタジオを出発してから戻るまでの時間計算となります。

　 発生いたします。また、ご使用時ホリゾントを著しく ● 食事はご用意をお願いします。

　 汚した場合白床塗装料を頂きますのでご了承ください。 ● 交通費その他必要経費などの実費は別料金となります。

● 水、砂、塩、インク、ペンキ、墨汁、スプレー塗装、火気、

　 ドライアイス、ラメはご使用できません。

● 紙吹雪、しゃぼん玉他上記のご使用は事前にご相談下さい。

　 特殊料金を頂く場合がございますので予めご了承下さい。

● お申込みがなければ、撮影当日の状況によりお断りする

 　場合があります。

※ 詳しくは、ご予約の際にご相談下さい。

● スタジオ機材及び館内設備を汚破損した場合は損害賠償請求させて頂きます。

● スタジオ機材指示は2日前までにご連絡下さい。

● 外注機材は使用の有無にかかわらず料金を請求させて頂きます。

● ストロボ、ライト機材等のレンタルも行っております。

● お預かり物、お忘れ物につきましては、1ヶ月限りとさせて頂いております。※１ヶ月経過後は廃棄処理をさせて頂きます。

● 飲料・食料につきましては、保管場所がございませんので即日廃棄処理とさせて頂きます。

● 駐車場は各スタジオにつき3台までとなっております。 大型車でお越しの場合は事前にご連絡をお願い致します。

● ロケハンにつきましては、月曜日～土曜日 9:30～18:00までとさせて頂きます。(日曜・祝日は終日不可)

 尚、ブッキング状況により、上記時間内でもご希望に沿えないこともございます。予めご了承下さい。

● 館内・館外撮影の際、外部電源を必要とするライト機材、日没後の館外撮影でのライト機材はご使用できません。

● 料金は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

　 その他、ご質問等はお気軽にお電話下さい。

アートプラザ（URL：www.artplaza.jp）

〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-19

TEL：03-3479-8821（PHOTO受付）

MAIL：studio-info@artplaza.jp

   スタジオ代金を複数に分ける場合

　請求書分割発行事務手数料

¥1,000/件

　1STUDIO (最低使用時間：4H) 80%

3日前 60%

4日前

¥5,000/h単独使用

　S. V.¥2,000/回

　S. ¥3,000/回　屋上 スタジオとの併用 ※セット組不可

　2STUDIO (最低使用時間：4H)

　3STUDIO (最低使用時間：4H)

　20%割増

スタジオとの併用

スタジオとの併用

スタジオ料金表　　※全て税抜き表示となっております

　スタジオ使用料金 (9:00～20:00) 　キャンセル料金

　スタジオ 当日・前日 100%機材使い放題プランスチール ムービー・VTR

50%

¥21,000/h

¥20,000/h

¥18,000/h

¥17,000/h

¥11,000/h ¥18,000/h

2日前

5日前 40%

7日前12:00～6日前 30%

　割増料金 (使用時間対象) 　電気料金

¥18,000/h　4STUDIO (最低使用時間：4H) ¥11,000/h

　¥100/kw

　22:00～翌朝 9:00 　30%割増 　メーター計算させて頂きます。

　20:00～22:00

　施設使用料金 　持込機材料金

　1kw

　ストロボ機材 (1台)
　1500W/S 未満 ¥1,200/h

　S. ¥15,000/h

　館内・館外
単独使用

　1500W/S 以上 ¥1,500/h

SPACE5・6 ¥2,000/h

　出張ロケアシスタント料金

白床塗装料

　9時間以内 (1名) 　¥15,000/h

　V. ¥20,000/h
　ライト機材

　1kw 未満 ¥1,000/台

　1kw 以上 ¥1,500/台

¥8,000/回　¥4,200（12m分）3・4 STUDIO

　¥8,400（24m分）

床養生ペーパー 　

¥15,000/h

¥14,000/h

¥9,000/h

¥9,000/h

¥15,000/回

　ホリゾント保護用床養生ペーパー ・白床塗装料金

1・2 STUDIO
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　　　　　　　ストロボ機材

　　　　　　　ライト機材

● 外注機材 (ストロボ・ライト)も取り扱っております。お問い合わせください。

　　　　　　　備品・消耗品

　　　　　　　デジタル機材

ビデオ編集・MAスタジオの料金につきましては、別途お問い合わせ下さい。　　お問い合わせ先：03-3479-8811

● データのバックアップは行っておりません。必要な場合はHDDをお持ち込み下さい。

機材料金表　　※全て税抜き表示となっております

　Pro7s　1500W/S (1台1灯)　 ￥1,500/h　 スーパーブームスタンドセット　 ￥4,000/日　

追加ヘッド 1灯　 ￥500/h　 メガブームスタンドセット　 ￥10,000/日　

バイチューブヘッド　 ￥1,500/h　 マシューズ　ミニブーム　 ￥2,000/日　

　Pro リングライト (モデリング無し)　 ¥6,000/日　 TK BOX(S) 75cm×100cm　 ￥2,000/日　

Pro ズームスポット　 ￥5,000/日　 TK BOX(M) 100cm×140cm　 ￥3,000/日　

Pro オパライト (白・銀 52cm)　 ￥4,000/日　 Pro ストリップ(30cm×120cm)　 ￥2,500/日　

モーラ オパライト (白　85cm)　 ￥5,000/日　 Pro ストリップ用 ファブリックグリッド　 ￥1,000/日　

Pro グリッドセット　 ￥2,000/日　 Pro BOX(M) 90cm×120cm　 ￥3,000/日　

FATIF (3灯用1台 3・4stのみ)　 ￥4,000/日　 CL BOX(S) 40cm×60cm　 ￥2,000/日　

エリンクローム オクタライト(190cm)　 ￥12,000/日　 CL BOX(MS) 60cm×90cm　 ￥2,000/日　

Pro マグナムリフレクター　 ￥4,000/日　 CL オクタバンク(90cm)　 ￥4,000/日　

アンブレラ (白・銀)　 ￥800/日　 レンジャークアドラ 400W/S (スタジオ)　 ￥3,000/日　

ジャンボアンブレラ (白・銀154cm)　 ￥2,000/日　 レンジャークアドラ 400W/S ( ロ  ケ )　 ￥4,000/日　

L型ブーム　 ￥1,000/日　

　プリモスポット 5KW　 ￥6,000/日　 バタフライ枠 (1800×1800)　 ￥2,000/日　

　プリモスポット 2KW　 ￥3,000/日　 バタフライ枠 (1800×2700)　 ￥3,500/日　

　プリモスポット 1KW　 ￥2,000/日　 バタフライ枠 (2700×2700)　 ￥4,000/日　

スカイライト 4KW　 ￥4,000/日　 センチュリースタンド　 ￥1,000/日　

ボーダーライト 2KW　 ￥2,000/日　 ミニセンチュリースタンド　 ￥800/日　

エリスポット 500W　 ￥3,000/日　 ハイスタンド　 ￥1,000/日　

エリスポット LEDタイプ 500W　 ￥3,000/日　 ライトスタンド　 ￥1,000/日　

パルサークオーツ (レンズナシ) 1KW　 ￥2,000/日　 ロースタンド　 ￥700/日　

パルサークオーツ (レンズナシ) 500W　 ￥1,000/日　 ミニスタンド　 ￥500/日　

アイランプソケット (500w)　 ￥700/日　 ARRI L7-C LEDタイプ　 ￥10,000/日　

黒フラッグ (大) 90cm×60cm　 ￥1,000/日　 KINOFLO CELEB LEDタイプ　 ￥8,000/日　

黒フラッグ (中) 70cm×45cm　 ￥700/日　 ADB ﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ LEDタイプ　 ￥5,000/日　

カラフラッグ (大) 100cm×100cm　 ￥1,000/日　 紗幕 (3.6×3.6m)　 ￥2,000/日　

カラフラッグ (中)  80cm× 80cm　 ￥700/日　 紗幕 (2.7×2.7m)　 ￥1,500/日　

黒幕 (大　9.0×8.0m)　 ￥10,000/枚　 ケント紙 (白・黒)　 ￥150/枚　

(中　6.0×8.0m)　 ￥8,000/枚　 トレーシングペーパー (1100)　 ￥150/m・3,000/本　

(小　3.0×4.0m)　 ￥6,000/枚　 トレーシングペーパー (1800)　 ￥400/m・16,000/本　

デジタルグリーンクロマキー(6.0×6.5m)　 ￥35,000/枚　 トレーシングペーパー (2200)　 ￥600/m・24,000/本　

紗幕 (1・2st)　 ￥5,000/枚　 バック紙 (2.7×25ｍ)　 ￥1,600/m・35,000/本　

紗幕 (3・4st)　 ￥3,500/枚　 バック紙 (3.6×30ｍ)　 ￥2,000/m・50,000/本　

コンパネ平台・合板　 (4×8)　 ￥2,000/枚　 アートレ(1500)　 ￥4,000/ｍ　

コンパネ平台・合板　 (3×6)　 ￥1,000/枚　 カポック　 ￥2,000/枚　

REファン　 ￥5,000/台　 パーマセルテープ(クラフト)　 ￥1,400/本　

ブロアー　 ￥2,000/台　 パーマセルテープ(白・黒)　 ￥1,800/本　

ワーカービー　 ￥2,000/台　 セロテープ　 ￥300/本　

5尺イントレ　 ￥5,000/段　 両面セロテープ (ナイスタック)　 ￥500/本　

乳白アクリル (4×8)　 ￥8,000/枚　 ガムテープ　 ￥800/本　

乳白アクリル (3×6)　 ￥5,000/枚　 両面ガムテープ　 ￥1,000/本　

乳白アクリル (3×3)　 ￥3,000/枚　 照明用ソフトビニール(1800)　 ￥400/m・18,000/本　

無停電装置　 ￥3,000/台　 DVD-R　 ￥200/枚　

養生ペーパー（ホリゾント保護用） ￥350/ｍ　 ポータジブトラベラー　※専用三脚付　 ￥8,000/台　

延長ポール (2.1m)　 ￥500/本　 台車　各種　 ￥1,000/台　

ColorEgde CG246(24.1inch) ￥8,000/台　 CD-R　 ￥150/枚　


