
この料金表は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。

改定日： 2020年9月1日

ご利用にあたりましては、「スタジオ利用規約」をご確認の上、ご予約願います。

スタジオ規約PDF

機材、商品等の搬出入も上記時間内にお願いいたします。 料金表PDF

メールでのお問い合わせにつきましては翌営業日の返信となる場合がございます。

ABC STUDIO PRICE LIST

予約受付時間（電話受付）　平日10：00～18：00



ABC STUDIO PRICE LIST1

◆スタジオ料・キャンセル料
ｈ＝１時間

スタジオ料 １＆２ST スチール料金／ムービー料金 ¥11,000 ／ｈ

４＆５＆６ST スチール料金／ムービー料金 ¥8,500 ／ｈ

第１控え室 （約5.9ｍ×4.6ｍ=約27㎡） ¥3,000 ／ｈ

第２控え室 （約　2ｍ×　5ｍ=約10㎡） ¥3,000 ／ｈ

第３控え室 （約　5m×　4ｍ＝約20㎡） ¥3,000 ／ｈ

＊最低使用時間は平日４時間、土・日・祝祭日６時間とさせていただきます。

＊火気・水・煙が出る撮影、また土や砂などを使用した撮影は出来ません。

＊スタジオ料には、アシスタント料、照明機材費、電気料等は含まれておりません。

スタジオ外での撮影 ¥5,000 ／箇所

＊スタジオ外とは、ご予約いただいているスタジオ外の共有スペース

（食事スペースとストックスペースを除く、廊下やエレベーター前等）をいいます。

＊撮影はライティングも含め１箇所につき概ね３０分以内でお願いいたします。

＊当日のスタジオ状況により、ご利用をお断りさせて頂く場合がございます。

アシスタント料 ８ｈまで ¥15,000 ／人

８ｈ以降 ¥1,875 ／ｈ

深夜早朝時間（22：00～9：00） ¥2,250 ／ｈ

＊アシスタントは、１つのスタジオにつき必ず１名つけさせていただきます。

キャンセル料 決定後 キャンセルの時期にかかわらず 100%

当日・前日 100%

２日前 80%

３日前 60%

４日前 40%

５日前 30%

＊土・日・祝祭日を除く５日前より請求させていただきます。

電気料 ¥100 ／ｋｗ

スタジオ経費

据置料 ※全スタジオ共通（撮影を行わない日のセット保留）

建込料

ストックスペース使用料 10坪よりご利用いただけます。 ¥8,000 10坪／day

＊商品の保管用の料金です。（撮影利用の場合は別料金となります。）

施設開場料 ＊お客様のご予約時間内、並びに平日10：00～18：00までは施設開場料はかかりません。

平日（9：00～10：00/18：00～22：00） ¥1,875 ／ｈ

平日（22：00～9：00） ¥2,250 ／ｈ

土・日・祝祭日（9：00～22：00の連続する8時間） ¥15,000 ／day

8時間以降 ¥1,875 ／ｈ

深夜早朝時間（22：00～9：00） ¥2,250 ／ｈ

分割請求手数料

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

　スタジオ料×８時間

　スタジオ料×使用時間×80％

また料金は予告なく変更する場合がございます。

＊土・日・祝祭日は、スタジオ料20％UP（最低使用時間６時間）となります。

＊深夜早朝時間（22：00～9：00）は、スタジオ料を20％UPとさせていただきます。

＊使用開始時間が22：00～4：30の場合は、22：00～5：00までのスタジオ料が50％UPとなります。

第１キープ

＊ストックスペースでの撮影をご希望の場合は、別途ご相談ください。

＊映画やドラマの撮影をご希望の場合は全館貸切でのみ対応いたしますので、ご相談ください。

スタジオ代金の請求書を複数社に分ける場合には1件あたり1,000円の事務手数料をいただきます。

＊ストックスペースご使用時の注意事項については、別紙「ストックスペースのご使用について」をご覧ください。

税別合計額の５％

※全スタジオ共通（建て込みのみで撮影、ライティングのない日）

 2020年9月改定版



ABC STUDIO PRICE LIST2

◆塗装料
ホリ塗装料 1&2ST 全面 ¥20,000 ／面

床面 ¥15,000 ／面

4&5&6ST 全面 ¥15,000 ／面

床面 ¥10,000 ／面

塗装料 4×8コンパネ 片面 ¥4,000 ／枚

3×6コンパネ 片面 ¥4,000 ／枚

サイコロ　大 60cm角 ¥2,000 ／個

サイコロ　中 45cm角 ¥2,000 ／個

サイコロ　小 30cm角 ¥2,000 ／個

8×8パネル 240cm角 ¥8,000 ／枚

8×12パネル 240cm×360cm ¥8,000 ／枚

◆機材使用料（ストロボ関連） ｈ＝１時間

＊キープされた機材は、未使用の場合でも全額をご請求いたします。

ストロボ料 2400ｗ １台１灯（Photona forte） ¥1,500 ／ｈ

3200ｗ １台１灯（Photona forte） ¥2,000 ／ｈ

追加ヘッド １灯（Photona用） ¥500 ／ｈ

バイチューブ １灯（Photona用） ¥1,500 ／ｈ

2400w １台１灯（Pro10） ¥2,800 ／ｈ

1500ｗ １台１灯（Pro7a） ¥1,500 ／ｈ

追加ヘッド １灯（Pro7a/Pro10用） ¥600 ／ｈ

バイチューブ １灯（Pro7a/Pro10用） ¥1,800 ／ｈ

ヘッド延長コード ¥500 ／本

(Pro在庫：pro10ジェネ8台・Pro7aジェネ7台・ヘッド22灯・バイチューブ1灯　2019年4月現在）

ストロボ持込料 2400ｗまで １台１灯 ¥500 ／ｈ

2401ｗ以上 １台１灯 ¥800 ／ｈ

追加ヘッド １灯につき ¥300 ／ｈ

バイチューブ １灯につき ¥600 ／ｈ

モノブロック持ち込み料　１台につき ¥450 ／ｈ

ストロボ関連機材 ¥1,500 ／set

ジャンボアンブレラ　（白・銀） ¥3,000 ／本

オクタバンク 直径190cm（エリンクローム） ¥10,000 ／台

TK200 200×135cm ¥5,000 ／台

TK135 135×100cm ¥4,000 ／台

TK100 100×75cm ¥2,000 ／台

TK75 75×50cm ¥2,000 ／台

¥1,500 ／枚

¥1,000 ／枚

オパライト （グリッド付きは2,500円） ¥2,000 ／台

モーラオパ （白・銀）　直径85cm ¥5,000 ／台

リングライト ¥5,000 ／台

¥5,000 ／台

スヌート ¥1,500 ／台

¥1,500 ／台

テトラクロス／トライクロス ¥1,000 ／台

バリスター ¥500 ／本

¥1,000 ／本

¥2,000 ／台

ストロボメーター（弊社ストロボご使用の場合は無料） ¥1,000 ／台

プロフォトdedolight ¥5,000 ／台

ブリーズライト直径220cm専用ヘッド付（ジェネは別料金） ¥20,000 ／台

Profoto/AirSync ¥1,000 ／個

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。

マグナムリフレクター　

シルバーアンブレラ　（シルバー・ゼブラ）

カラーメーター（弊社ストロボご使用の場合は無料）

グリッドセット

【ホリゾントの状況について】

行っておりません。そのため、ホリゾントには最初から多少の汚れがございますことをご了承ください。

綺麗なホリゾントでの撮影をご希望の場合は、ホリゾント塗装をお申し付けください。

フレンネルスポット

ファブリックグリッド　ＴＫ135用

ファブリックグリッド　ＴＫ100用

当スタジオでは、ホリゾントを使用しないお客様もいらっしゃることを考慮して毎回のホリゾント塗り直しは

【塗装色は白のみとなります】
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ABC STUDIO PRICE LIST3

◆機材使用料（タングステン関連） ｈ＝１時間

タングステン 10kwスポット ¥12,000 ／灯

5kwスポット ¥6,500 ／灯

2kwスポット ¥3,500 ／灯

1kwスポット ¥2,500 ／灯

500wＱスポット ¥1,200 ／灯

1kwスカイパン ¥1,500 ／灯

1kwスクープ ¥1,500 ／灯

6kwクォーツスカイ ¥7,000 ／灯

1kwホリゾントライト ¥2,000 ／灯

500ｗエリスポット ¥3,000 ／灯

500ｗアイランプ ¥1,000 ／灯

300ｗアイランプ ¥1,000 ／灯

スライダックス ¥5,000 ／台

Ｃ型30A/Ｃ型60A延長コード ¥500 ／本

30A/60A 二又コード ¥500 ／本

キノフロ DIVAライト200（デイライト） ¥6,000 ／台

HMI 575w ※575ｗのみ点灯料無料 ¥10,000 ／灯

1.2kw ¥10,000 ／灯

1.2kw点灯料 ¥1,200 ／ｈ

2.5kw ¥18,000 ／灯

2.5kw点灯料 ¥1,500 ／ｈ

4kw ¥20,000 ／灯

4kw点灯料 ¥2,000 ／ｈ

＊在庫数→各２灯ずつ

＊1.2kw、2.5kw、4kwのHMIにつきましては、別途点灯料をご請求いたします。

ライト持込料 タングステン ¥300 ／ｋｗ

HMI ¥900 ／ｋｗ

◆機材使用料（スタンド類）
スタンド類 センチュリースタンド／ミニセンチュリー（シングルアーム付） ¥800 ／本

センチュリーアームのみ ¥300 ／本

センチュリーヘッドのみ ¥200 ／個

ストロボスタンド（弊社ストロボをご使用の場合は無料） ¥500 ／本

スーパーブームセット ¥3,000 ／台

メガブームセット ¥5,000 ／台

スーパーブーム ¥2,000 ／台

ハイスタンド ¥2,000 ／本

クランク式ハイスタンド ¥3,000 ／本

マンフロットミニブーム（単体） ¥1,800 ／台

ローラースタンド ¥1,000 ／本

ミニブームセット（ミニブーム＋ローラースタンド） ¥2,500 ／台

オートポール ¥500 ／本

ポール ¥300 ／本

ロースタンド／皿スタンド ¥500 ／個

タンク ¥200 ／個

変換ダボ ¥100 ／個

ジッツォ三脚 ¥1,500 ／本

カメラスタンド（フォーバ／カンボ） ¥5,000 ／台

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。
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ABC STUDIO PRICE LIST4

◆機材使用料（フラッグ・バタフライ・アルミ枠・カポック・クランプ類）
フラッグ類 黒フラッグ　大　90×60cm ¥800 ／枚

黒フラッグ　中　60×45cm ¥500 ／枚

黒フラッグ　小　45×30cm ¥500 ／枚

¥1,000 ／枚

¥500 ／枚

バタフライ バタフライ12×12　360×360cm ¥3,000 ／枚

12×12用シルク　360×360cm ¥3,000 ／枚

12×12用黒布　360×360cm ¥3,000 ／枚

バタフライ9×12　270×360cm ¥2,000 ／枚

9×12用シルク　270×360cm ¥2,000 ／枚

9×12用黒布　270×360cm ¥2,000 ／枚

バタフライ10×10　300×300cm ¥3,000 ／枚

10×10用シルク　300×300cm ¥3,000 ／枚

アルミ枠 100×100cm ¥1,000 ／枚

150×150cm ¥1,000 ／枚

200×200cm ¥1,500 ／枚

3尺×6尺（90×180cm) ¥1,000 ／枚

4尺×8尺（120×240cm） ¥1,500 ／枚

244×300cm ¥1,500 ／枚

＊アルミ枠には、あらかじめトレペもしくはアートレが貼ってあります。

＊貼り直しの場合は実費をご請求いたします。

カポックホルダー ¥500 ／個

クランプ類 エレン ¥100 ／個

スーパークランプ ¥300 ／個

Ｇハン ¥300 ／個

センタージョーズ ¥300 ／個

ジャーク ¥300 ／個

ガッファー ¥300 ／個

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

ウッドフラッグ　90×60cm（クッキー）

アルミフラッグ　90×90cm

また料金は予告なく変更する場合がございます。
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ABC STUDIO PRICE LIST5

◆機材使用料（紗幕・黒幕類）
紗幕 ¥5,000 ／枚

バウンスシルク ¥5,000 ／枚

黒布 8×10ｍ ¥7,000 ／枚

7×8ｍ ¥4,000 ／枚

7.2×8.6m （1＆2ST天黒用） ¥4,000 ／枚

7.2×5.3m （4&5&6ST天黒用） ¥4,000 ／枚

4×6ｍ ¥2,000 ／枚

4×6ｍ （別珍） ¥4,000 ／枚

3×3ｍ ¥2,000 ／枚

3×3ｍ （別珍） ¥3,000 ／枚

7×1m ¥2,000 ／枚

4×1ｍ ¥800 ／枚

黒カーテン ¥4,000 ／枚

赤カーテン （６ST前） ¥4,000 ／枚

クロマキー ブルー 8×8ｍ ¥30,000 ／枚

グリーン 6×7ｍ（デジタルグリーン） ¥20,000 ／枚

カーペット デジタルグリーン　/　黒　1800mm巾の中古 ¥1,000 ／ｍ

グリーンテープ ¥90 ／ｍ

◆機材使用料（デコラ・アクリル・コンパネ類）
デコラ 3×6尺 中古 ¥3,500 ／枚

4×8尺 中古 ¥6,000 ／枚

アクリル 3×3尺 中古　3～5mm厚 ¥1,700 ／枚

3×6尺 中古　3～5mm厚 ¥6,500 ／枚

4×6尺/4×8尺 中古　3～5mm厚 ¥8,700 ／枚

透明アクリル 4×6尺 中古　20mm厚 ¥20,000 ／枚

6×8尺 中古　15mm厚 ¥15,000 ／枚

コンパネ 3×6尺コンパネ　中古 ¥300 ／枚

4×8尺コンパネ　中古 ¥500 ／枚

＊デコラ・アクリル・コンパネの新品在庫はございません。

パネル 8×12尺 ¥12,000 ／枚

8×8尺 ¥10,000 ／枚

◆機材使用料（平台・サイコロ・箱馬・ウエイト）
平台 3×6尺 10cm厚 ¥1,000 ／枚

3×3尺 10cm厚 ¥800 ／枚

＊平台は釘打ち可能ですが、使用後は必ず釘を抜いてください。

サイコロ 大サイ 60cm角（４個以上の使用につき） ¥1,000 ／個

中サイ 45cm角（４個以上の使用につき） ¥700 ／個

小サイ 30cm角（４個以上の使用につき） ¥400 ／個

＊演出上のご使用の場合は、１個目から有料とさせていただきます。

箱馬 箱馬 （各スタジオ常設個数以上の使用につき） ¥500 ／個

＊演出上のご使用の場合は、１個目から有料とさせていただきます。

ウエイト ¥300 ／個

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

デジタルグリーン　50mm巾

また料金は予告なく変更する場合がございます。
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ABC STUDIO PRICE LIST6

◆特殊機材使用料
イントレ Ｗ1.8×Ｄ1.5×Ｈ3.3m（２段） ¥5,000 ／台

脚立 3尺 ¥500 ／台

6尺 ¥1,500 ／台

9尺 ¥2,000 ／台

送風機 Re-fan ¥5,000 ／台

ブロアタイプ ¥2,000 ／台

ワーカービー ¥2,000 ／台

その他 赤ラック 高さ約２ｍ ¥200 ／台

ウエディングドレス、着物を掛けても　裾が床につかない高さです。

その他のラック（２日目から有料） ¥100 ／台

バキュームアイロン台　（センチュリースタンドとアイランプもセットで） ¥6,000 ／台

花道セット（ウエディングドレス等の撮影時に裾が汚れないようフローリングを養生します） ¥3,000 ／SET

姿見（各スタジオ1台無料） ¥500 ／台

◆消耗品類（テープ・セットペーパー・トレペ類）
テープ類 パーマセルベージュ　（1inch幅） ¥1,800 ／本

パーマセル白　（1inch幅） ¥1,800 ／本

パーマセル黒　（1inch幅） ¥2,000 ／本

布ガムテープ （50mm幅・白・黒） ¥800 ／本

ガム両面テープ　（25mm幅） ¥600 ／本

ガム両面テープ　（50mm幅） ¥1,200 ／本

紙両面テープ　（12mm幅） ¥300 ／本

紙両面テープ　（25mm幅） ¥630 ／本

両面ビニールテープ　（50mm幅） ¥1,400 ／本

紙ガムテープ（50mm幅） ¥300 ／本

セロテープ　（18mm幅） ¥200 ／本

養生テープ　（50mm幅）　 ¥500 ／本

セットペーパー ¥2,000 ／ｍ

¥3,100 ／ｍ

ハーフサベージ ¥800 ／ｍ

ペーパーの１本売りも承ります。お問い合わせください。

トレーシングペーパー 1100mmトレペ ¥135 ／ｍ

※２ 難燃トレペ 1100mm幅 ¥250 ／ｍ

1800mmトレペ ¥500 ／ｍ

¥700 ／ｍ

タフニール 1800mm幅 ¥400 ／ｍ

クリスタルディフュージョン 1600mm幅 （10m巻） ¥1,000 ／ｍ

2200mm幅 （10m巻） ¥1,600 ／m

ケント紙 （白・黒・薄灰・濃灰） ¥200 ／枚

ウールペーパー （裏黒／1070mm幅） ¥1,600 ／ｍ

ブラックラップ （片面黒、片面シルバー／600mm幅） ¥650 ／ｍ

シネホイル （両面黒／610mm幅） ¥1,550 ／ｍ

※２　セットペーパー・トレーシングペーパーは、引き出したメーター数でのご請求となります。

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。

※１　セットペーパー（2700mm幅/11ｍ巻）１本につき７ｍ以上のご使用の場合は、１本14,000円でご提供いたします。

2720mm幅/11m巻　（各色在庫あり）※１

3560mm幅/15m巻

1350mm幅/11m巻　ホワイト・ブラック・グレー系

2200mmトレペ
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ABC STUDIO PRICE LIST7

フィルター類 ¥1,500 ／枚

¥3,000 ／m

スプレー類 グラスター ¥650 ／本

アルコール ¥1,000 ／本

ソルベックス ¥850 ／本

スプレーのり タイプ55 ¥2,400 ／本

エアーダスター ¥800 ／本

その他 ネルウエス ¥180 ／枚

タオルウエス ¥60 ／枚

追加コーヒー ＊最初の１ポットはサービスさせていただきます。 ¥800 ／ポット

色紙 ¥120 ／枚

黒マジック ¥120 ／本

白手袋 ¥100 ／組

電池 単３／単４ ¥120 ／本

¥10 ／枚

カラーコピー Ｂ５／Ａ４／Ｂ４サイズ ¥50 ／枚

カラーコピー Ａ３サイズ ¥100 ／枚

駐車場追加 ＊当日の状況により追加出来ない場合がございます。 ¥1,500 ／台

◆モニター/周辺機器
CG277（付属品：Displayport-Type Cコード） ¥8,000 ／台

HDMIケーブル　5ｍ ¥1,000 ／本

HDMIケーブル　10ｍ ¥1,500 ／本

HDMI－USB Type C変換 ¥500 ／個

USB3.0ケーブル　3ｍ ¥500 ／本

USB3.0延長ケーブル　5ｍ（ＡＣ付） ¥1,000 ／本

¥1,500 ／台

マウスのみ ¥500 ／台

外部ドライブ USB3.0 ¥500 ／台

無停電装置 1500wまで ¥6,000 ／台

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。

キーボード＆マウス

◆消耗品類（フィルター類・スプレー類・その他）

ライトバランシングフィルター／1220mm幅

モノクロコピー＆ファックスの送受信

ゼラチンフィルター　（各種）

 2020年9月改定版



ABC STUDIO PRICE LIST8

ご使用いただけるお客様 スタジオをご使用のお客様に限ります。

ストックスペースのみのお貸出しは対応しておりません。

スタジオ使用日の前後にもご利用いただけます。

使用用途 撮影商品の保管・準備作業

ストックでのご撮影については別料金となります。

ストックスペース料金 1日10坪（約33㎡）￥8,000-

料金のカウント 搬入日から搬出日まで

使用可能時間 撮影日のスタジオご使用時間中並びに平日の10：00～18：00

上記以外の時間での、作業をご希望の場合は別途施設開場料をいただきます。

駐車場 ご用意がありません。

短時間（30分以内）の搬出入の際は、プラットホームをご利用ください。

状況により、有料にて駐車場をご用意出来る場合がありますのでお問い合わせください。

注意事項

お願いいたします。

記載をお願いいたします。

（宛先不明のお荷物は、当スタジオでは受け取りが出来ない場合がございます。）

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

◆ストックスペースのご使用について

併せて、宛名には必ず「ABC STUDIOストックスペース内　ご予約名」の

また料金は予告なく変更する場合がございます。

商品の搬出入はお客様ご自身の責任において行っていただきますよう

当スタジオはスペースをお貸しするだけですので、

商品についての問い合わせや商品が届いているかどうかなどについては、

お答え出来かねます。あらかじめご了承ください。

商品等を宅配便などで直接発送される場合は

必ず当スタジオまで事前にご連絡ください。
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ABC STUDIO PRICE LIST9

控え室のご利用は、スタジオをご使用のお客様に限ります。

控え室を撮影等で使用される場合は別途料金を加算いたします。

ｈ＝１時間

使用料 第１控え室／第2控え室／第３控え室 ￥3,000／ｈ

料金のカウント 入室時刻（解錠）から鍵の返却時刻まで

当日キャンセル料

最低使用時間

◆ご利用の流れ

スタジオご予約時に、控え室も併せてご予約ください。

また使用開始予定時刻と終了予定時刻をお知らせください。

控え室は施錠しております。

まず、スタジオ事務所までお越しください。

スタジオスタッフが控え室へご案内いたします。

開錠後、お客様に鍵をお渡しします。

（鍵の引渡し時に、お客様の受領サインをいただきます。）

ご利用の間は、お客様ご自身での鍵の管理をお願いいたします。

控え室のご利用が終了しましたら、

全てのお荷物等が控え室から搬出されている状態にしていただき

鍵はかけずにご退室ください。

鍵をスタジオ事務所までご返却ください。

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。

最後に

◆控え室のご利用について

ご予約

当日

退室

使用料１時間分を当日キャンセル料として請求させていただきます。

ただし入室時刻が予約時刻より遅い場合は、予約時刻からカウントいたします。

入室

＊予約時に使用開始予定時刻と終了予定時刻をお知らせください。

最低使用時間は１時間です。

鍵の返却時刻を終了時刻とさせていただきます。
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ABC STUDIO PRICE LIST10

◆ロケアシスタント ｈ＝１時間

ロケアシスタント料 8ｈまで 15,000 ／人

8ｈ以降 1,875 ／ｈ

22：00～9：00 2,250 ／ｈ

＊スタジオ出発から帰社までの時間計算となります。

交通費 （スタジオ出発～スタジオ帰社まで） 実費請求

＊食事はお客様にてご用意をお願いいたします。

＊宿泊を伴うロケについては、別途ご相談ください。

◆ワールドサプライトラック便

ABCスタジオをご利用のお客様で、商品の搬入・搬出に際し車両の手配が必要な場合、

当社トラック便のチャーターが可能です。

＊あらかじめご予約が必要となります。

＊トラック便担当者との打ち合わせ後にお見積りを作成いたします。

この料金表の表示価格は全て税別です。消費税は別途加算させていただきます。

また料金は予告なく変更する場合がございます。

＊早朝・深夜等、公共交通機関の運行していない時間はタクシー代を請求させていただきます。
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ABC STUDIO PRICE LIST11

◆取材でのご利用/ご請求先が複数の会社になる場合の注意点

◆取材でのご利用の場合

・香盤表は前日の12時までにメールにてお送りください。（媒体様からのお問い合わせが多いため）

・ご請求先は予めご指示が無い限り、ご予約社様となります。

・下記の条件をご了承いただいた上で、資料を期日までにご提出いただける場合のみ、

　複数の会社へのご請求に対応いたします。

・撮影後のご請求先変更については対応いたしかねます。

・複数の会社へご請求書を分ける場合は、1件あたり1,000円の事務手数料をいただきます。

◆複数の会社へ請求書を分ける場合

撮影前日の12時までにメールにて下記の資料等をご提出ください。（※1）

① 現場責任者様をお決めください。

当日、開始から終了までの立会いをお願いいたします。スタジオとの窓口となっていただきます。

② ご請求先のお客様への事前説明

「請求金額の振分けについて」ご請求先のお客様へのご説明、ご承認をお願いいたします。

③ 香盤表（タイムスケジュール）の作成

香盤表は準備の時間も含めて、スタジオごとに作成願います。

④ ご請求先リストの作成

①会社名②部署名③担当者氏名④住所⑤電話番号⑥ＦＡＸ番号⑦メールアドレスをリスト化してください。

⑤ スタジオ代割り振り方法決定（※2、※3）

スタジオ代、人件費、機材費、電気料について割り振り方法をご指示ください。

事務手数料、諸経費5％は別途加算いたします。

※1　撮影の前日がスタジオ休業日の場合は前日の営業日となります。

※3　お客様入れ替えの際に空白時間が発生しましても、料金はチャージされます。

明細書について

明細書はまとめてご予約社様へメールいたします。ご請求先へのご連絡はご予約社様からお願いいたします。

資料提出先 abc-st@world-supply.co.jp

◆媒体として来社されるお客様へのお願い

・小道具等の梱包は必ずお客様にてお願いいたします。

・機材、小道具等の事前搬入、事後搬出についてはスタジオまでご相談願います。

・宛先、使用日等が不明確なお荷物については受領出来ない場合がございます。

・駐車場について媒体様への割り振りがあるかどうかは必ず予約社様へご確認ください。

明細書作成 内容確認 内容確認＆承認 請求書発行依頼 請求書発行

※2　スタジオ代（箱代）とアシスタント料は最初のお客様が入られてから、最後のお客様が出られるまで料金がチャージされます。

ABCスタジオ ご予約社様 ご請求先 ご予約社様 ABCスタジオ

 2020年9月改定版


