
※時間利用の場合は最低3時間からとなります。
※9:00 以前及び 23:00以降の利用には別途、深夜早朝料金 ￥5,000/h が発生します。

E-st.（控室2付属） F-st.（控室1付属） G-st. 調整室 ※3 屋上 R-2 ※4 ※5

撮影（スチール） ¥12,000/h ¥10,000/h ¥4,000/h ---------- ¥16,000/h

撮影（ムービー） ¥14,000/h ¥12,000/h ¥4,000/h ¥3,000/h ¥16,000/h

レコーディング ¥12,000/h ¥10,000/h ¥4,000/h ¥3,000/h ----------

スペース ※1 ¥10,000/h ----------- ¥2,000/h ---------- ----------

イベント ※2 ¥16,000/h ¥14,000/h ---------- ¥3,000/h ----------

SIM STUDIO お台場plus 料金表

時間利用

追加控室（1時間から予約可） 1部屋 ¥2,000/h

E-st. (控室2付属) F-st. (控室1付属) G-st. 調整室 ※3 屋上 R-2 ※4 ※5

撮影（スチール） ¥120,000/日 ¥100,000/日 ¥40,000/日 ---------- ¥160,000/日

撮影（ムービー） ¥140,000/日 ¥120,000/日 ¥40,000/日 ¥30,000/日 ¥160,000/日

レコーディング ¥120,000/日 ¥100,000/日 ¥40,000/日 ¥30,000/日 ----------

スペース ※１ ¥100,000/日 ----------- ¥20,000/日 ---------- ----------

イベント ※2 ¥160,000/日 ¥140,000/日 ---------- ¥30,000/日 ----------

※消費税 別途

全日利用 ※全日利用の基本時間は 9:00 ～ 23:00 となります。
※9:00 以前及び 23:00以降の利用には別途、時間利用料金と深夜早朝料金 ￥5,000/h が発生します。

2021/7/1 現在

※消費税 別途

追加控室（1時間から予約可） 1部屋 ¥20,000/日

※時間利用の場合は最低3時間からとなります。
※9:00 以前及び 23:00以降の利用には別途、深夜早朝料金 ￥5,000/h が発生します。

E-st.（控室2付属） F-st.（控室1付属） G-st. 調整室 ※3 屋上 R-2 ※4 ※5

撮影（スチール） ¥14,000/h ¥12,000/h ¥6,000/h ---------- ¥18,000/h

撮影（ムービー） ¥16,000/h ¥14,000/h ¥6,000/h ¥5,000/h ¥18,000/h

レコーディング ¥14,000/h ¥12,000/h ¥6,000/h ¥5,000/h ----------

スペース ※1 ¥12,000/h ----------- ¥4,000/h ---------- ----------

イベント ※2 ¥18,000/h ¥16,000/h ---------- ¥5,000/h ----------

※全日利用の基本時間は 9:00 ～ 23:00 となります。
※9:00 以前及び 23:00以降の利用には別途、時間利用料金と深夜早朝料金 ￥5,000/h が発生します。

E-st. (控室2付属) F-st. (控室1付属) G-st. 調整室 ※3 屋上 R-2 ※4 ※5

撮影（スチール） ¥140,000/日 ¥120,000/日 ¥60,000/日 ---------- ¥180,000/日

撮影（ムービー） ¥160,000/日 ¥140,000/日 ¥60,000/日 ¥50,000/日 ¥180,000/日

レコーディング ¥140,000/日 ¥120,000/日 ¥60,000/日 ¥50,000/日 ----------

スペース ※１ ¥120,000/日 ----------- ¥40,000/日 ---------- ----------

イベント ※2 ¥180,000/日 ¥160,000/日 ---------- ¥50,000/日 ----------

追加控室（1時間から予約可） 1部屋 ¥40,000/日

追加控室（1時間から予約可） 1部屋 ¥4,000/h

※消費税 別途

※消費税 別途

※※平日と土日祝で利用料金が変更になりました※※ 2021年7月1日以降～

●土日祝利用料金 ※平日スタジオ利用料＋¥2,000-/h

●平日利用料金



株式会社ブリックス 東京都港区六本木5-14-19 鳥居坂ハウス1F Tel：0120-15-4646 FAX ：03-6457-1961 http://bricks-simstudio.com/

申込方法 TEL : 0120-15-4646 受付（平日 10:00～18:00 ） WEB申込 http://bricks-simstudio.com/
※お問い合わせの際は右の情報をお知らせください。①団体名 ②担当者 ③希望スタジオ ④利用期間 ⑤連絡先

申込書の送付 FAX：03-6457-1961 EMAIL：info@bricks-simstudio.com

銀行振込：みずほ銀行 錦糸町支店 (普)1970739 口座名義 カ）ブリツクス

※お申込み日がご利用日直前の場合は、現金支払いになる場合があります。

スケジュール確認

料金のお支払

弊社から連絡
ご予約の成立

お申込書受領の後、弊社より確認のご連絡をいたします。この連絡を以てご予約の完了となります。
以後の変更やキャンセルはキャンセル料金が発生いたします。

電気代 ¥200/Kw

白ホリ塗装料 ¥9,000

ストロボ持ち込み料 １台１灯￥600/時間

前日搬入料金 カーゴ1台分 / ¥3,000

追加スタジオマン ¥30,000/1日

駐車場 各スタジオ確約2台まで (最大6台駐車可能 ※当日空きがある場合)

ごみ処理費(2袋以上) １袋/¥1,500

屋上の柵取り外し代 ¥5,000/1スパン(1800mm)

※照明機材・音響機材・映像機材・ステージ等もご用意可能ですので、ご相談ください。

※事前設営を希望する場合は別途事前設営費が発生する可能性がございます。
例) イントレ ¥2,000/1基

その他

※申込・利用規約、SIM STUDIOご利用時のご案内を必ずお読みください。

※撮影料金にはスタジオマン費が含まれております。（1名）
※設備・利用条件は予告なく改定する場合があります。
※搬入・搬出時間も利用時間に含まれます。超過した場合は延長料金が発生しますので、ご注意ください。

※1 控室、リハーサルなどスペースとしてだけ使用する場合。
※2 公演・コンサート・ワークショップ・レッスン・展示会・セミナー（社内セミナー含む）・記者会
見・講習会など集客を伴うもの。
※3 E-st.・G-st.の調整室としてご利用いただけます。
※4   屋上に控室は付属しておません。必要な場合は別途、お申し込みください。
※5 屋上の柵の取り外しを希望する場合は別途料金発生いたします。¥5,000-/1スパン(1800mm)

キャンセル規定

キャンセル日
申込書受理日
～11日前

10～5日前 4～2日前 前日・当日

キャンセル料金 10% 50% 70% 100%


