
ＳＴＵＤＩＯ ＲＩＶＥＲ ＰＲＩＣＥＬＩＳＴ （税込表示）

◆スタジオご案内

◆スタジオ料金 ＊スタジオ延長料金は、完徹迄を３０分刻みで発生してまいります。

～ /h ～ /h

～ /h ～ /h

～ /h (3.4stセット使用） (3.4stセット使用）

※ ４ｓｔセット料金 ～ /h （各ｽﾀｼﾞｵの料金に追加）

※ ４ｓハコ貸料金 （9:00～19：00、延長・ｱｼｽﾀﾝﾄなし）

◆特別料金
・深夜・早朝（21時～9時） スタジオ料金２０％増 ・ホリゾント白塗料 ￥８，８００ /回
・出身カメラマン割引 スタジオ料金１０％引 　（ホリゾントメンテナンス料として発生いたします）

・早期決定割引 スタジオ料金５％～引

◆持ち込み料 ＊スタジオ常備以外の電源式機材をご利用の場合、持込料が発生してまいります。

・ストロボ機材等持ち込み料 スタジオ料金２０％増 ・HMI持ち込み料 （1ｋwにつき） ￥３３０ / ｈ
　（弊社ストロボを、各スタジオの基本時間以上ご使用いただければ 「ストロボ機材等持ち込み料」 はいただきません）

◆ストロボ等機材使用料 ＊時間貸し機材は、使用時間を３０分刻みでご使用料が発生してまいります。

・ストロボ 1600Ｗ (photona/1ｾｯﾄ) ￥１，６５０ / ｈ ・フラッシュメーター ￥１，１００ /日
・ストロボ 2400Ｗ (photona/1ｾｯﾄ) ￥１，９８０ / ｈ ・カラーメーター ￥１，１００ /日
・ストロボ 1600Ｗ (photona/ｼﾞｪﾈのみ) ￥１，１００ / ｈ ・スーパーブームスタンドセット ￥３，３００ /日
・ストロボ 2400Ｗ (photona/ｼﾞｪﾈのみ) ￥１，４３０ / ｈ ・ファティフミラノカメラスタンド ￥３，３００ /日
・追加シングルヘッド (photona) ￥５５０ / ｈ ・小型ファン ￥１，１００ /日
・バイチューブヘッド (photona) ￥２，２００ / ｈ ・ブロアー ￥２，２００ /日
・グリッド （4枚/1セット） ￥１，１００ /日 ・紗幕 ￥３，８５０ /日
・ソフトライトボックス （80cmｘ80cm） ￥２，２００ /日 ・黒幕 ￥３，８５０ /日
・ウェハーライトボックス （1mｘ1.3m） ￥４，４００ /日 ・アクリル板 ￥３，３００ /日
・ジャンボアンブレラ （直径 145cm） ￥２，２００ /日 ・無反射ガラス ￥２，２００ /日
・オパライト （中・小） ￥２，２００ /日 ・LEDライト （FalconEyes/ﾌﾗｯﾄ） ￥５，５００ /日
・オパライト （大） ￥３，３００ /日 ・LEDスポット (FalconEyes) ￥８，８００ /日
・センチュリー （M・S） ￥８８０ /日 ・Aputure LS-600x Pro ￥１１，０００ /日
・ハイスタンド ￥２，２００ /日 ・ライトドームⅡ （Aputure） ￥２，２００ /日
・０.５ｋWスポット ￥１，１００ /日 ・Spotlightマウント26° （Aputure） ￥２，２００ /日
・１ｋｗスポット ￥１，６５０ /日 ・ARRI　ＨＭＩ ４kw （８ｈ未満） ￥３，３００ / ｈ
・２ｋｗスポット ￥２，２００ /日 ・ARRI　ＨＭＩ ４kw （8ｈ以上） ￥２６，４００ /日
・２ｋｗスクープ ￥２，２００ /日 ・５００ｗアイランプ ￥５５０ /日
・２ｋｗスカイパン ￥２，２００ /日 ・５００ｗブルーランプ ￥１，１００ /日

◆その他
・トレーシングペーパー （84cm巾） ￥２２０ /ｍ ・バック紙 （1.35m巾） ￥１，２１０ /ｍ

（110cm巾） ￥３３０ /ｍ （サベージ） （2.7m巾） ￥２，４２０ /ｍ
（180cm巾） ￥７７０ /ｍ 　（バック紙カラーリストについてはお問合せください）

（220cm巾） ￥１，１００ /ｍ ・ウールペーパー ￥１，１００ /ｍ
・ミクロトレース ￥１，１００ /ｍ ・ブラックアルミ （60cm巾） ￥１，１００ /ｍ
・パーマセル （アイボリー＆白） ￥１，４３５ /本 ・梨地 ￥１，１００ /ｍ

（黒） ￥１，９８０ /本 ・ケント紙 ￥２２０ /枚
・その他テープ類 各￥３３０ /本 ・単三電池 （2本） ￥３３０ /ｾｯﾄ
　（テープ類は大量のご使用でなければサービスとさせて頂きます） ・単四電池 （2本） ￥２２０ /ｾｯﾄ

無料リース品 (サイコロ・エレン類、プロップ類など ： スタジオ備え付けのものは各スタジオ優先 )
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スタジオ スペース（巾ｘ奥行ｘ高さ） 容量（KW） 基本時間 特徴
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スタジオ 基本時間
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白壁白床・自然光スタジオ
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小規模ハウススタジオ
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