
4
時 間

Air
Mic

弾き語りからバンドまで
セルフ配信を良音で！

¥14,800 
通常価格

¥10,000
＼ キャンペーン価格 ／

2
時 間

Air
Mic

声も音楽もベストバランスでお届け。
レッスンやwebinar開催にもオススメ。

ミニ配信やレッスン動画撮影に

¥14,800 
通常価格

¥10,000

１カメセット

２カメは少しハードルが高い？
機材もスタッフもついてお得！

4
時 間

Air
Mic

2カメ

¥43,800 
通常価格

¥20,000

4
時 間

映像オペレーターも付いて安心。
音のプロが配信音声をミックス

¥82,500 
通常価格

¥40,000

9
時 間

配信の音は別ミックスでハイクオリティ。
（撮影・配信機材はお持込のプランです。）

お客様を入れたライブを想定

¥88,500 
通常価格

¥40,000

配信音声
ミックス 配信音声

ミックス
※PAオペレーター付き

配信の音は別ミックスでハイクオリティ。
配信送出までおまかせのプラン。

9
時 間

¥137,500 
通常価格

¥65,000

配信音声
ミックス

送出管理

＼ キャンペーン価格 ／ ＼ キャンペーン価格 ／

＼ キャンペーン価格 ／ ＼ キャンペーン価格 ／

＼ キャンペーン価格 ／

お客様を入れたライブを想定

（カメラの追加はご相談下さい。）

※PAオペレーター付き

Cスタジオ 配信セットプライス

1カメセット ¥6,000
カメラ1セット   /  液晶モニター  /
キャプチャーボード   /  スタッフ1名
機材のみのレンタルもあります。（カメラ１台 ¥3,000～）

２カメ ¥29,000
カメラ2セット  /  4ch スイッチャー  /
液晶モニター   /  キャプチャーボード  /
スタッフ1名

 Switcher set

配信音声ミックス ¥40,000
RECブースで配信専用のミックスをします。

16ch

オプションでマルチ録音も可能です。
17ch～はお問い合わせください。

¥1,300

PCにもiPhone にも接続可能。 スタジオ常設ミキサーのラインと
 Air Micを簡単にmixでき、 ライブ感のある音質で 配信できます。

ミキサー機能付オーディオインターフェイス
+Air  Mic

ミキサー機能付オーディオインターフェイス
＋コンデンサーマイク

ビギナーズ安心サポート ¥10,000
配信に至るまでフルサポートします。配信や機材に
不安のある方でも手ぶらでお越し下さい。（初回のみ）

Professional video system ¥ask
映像のプロによるマルチカメラシステム

福岡市中央区桜坂2-5-45 キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合があります092-712-2206

上り
光回線を完備！

高速wi-fiルーター
もあります。

90Mbps平均

スタジオ
使用料

￥2,000    / 1h 
 ￥3,000   /  1h
￥1,500 / 1day

 平日 11:00~17:00
平日 17:00~23:00＆土日祝 
 光回線使用料

¥20,000

本格オンラインLIVE配信

今話題のオンライン配信をSTUDIO staff Cスタジオならお得に実現

¥10,000

¥40,000 ¥65,000

※1

※1 ※1

※1

※1 ※1

※1  時間表記はスタジオ使用時間となります。（価格にはスタジオ利用料も含まれています。）

※ 「配信応援キャンペーン」は全てのプランに光回線使用料も含まれています。
※2 ミキサー機能付オーディオインターフェイスは、iPhoneにも接続可能です。

！

※料金は税抜価格です。スタジオ利用料は別途必要です。 

音響のプロがお手伝い!
期間
限定

ミキサー機能付
オーディオ

インターフェイス
※キャプチャーボードもご用意します。 ※キャプチャーボードもご用意します。

Switcher set

2カメSwitcher set
2カメSwitcher set

※2

ミキサー機能付
オーディオ

インターフェイス

※2

ミキサー機能付
オーディオ

インターフェイス

※2スタジオ内ミキサーのライン＋Air Micで
ライブ感のある音に。

※キャプチャーボードもご用意します。

送出管理 ¥20,000
Youtube Live、Facebook、ツイキャスなど 様々な
プラットフォームへの配信を全面サポート
送出マスタ PC（OBS）   /  スタッフ 1名

※ 上記以外にもご要望に合わせてプランを組めます。お気軽にお問い合わせください！



スタジオ 映像配信プライスリスト
映像配信レンタル機材

3,000/１日

機材内容 料金

カメラ

デジタル１眼レフ

GOPRO 

SONY 4Kハンディカム

キャプチャーボード

3,000/１日

6,000/１日

2,000/１日

スイッチャー (4チャンネル対応) 10,000/１日

三脚

HDMIケーブル(5m)

200/１日

100/１日

映像オペレーター 10,000/１日

送出管理費（パソコン代込） 20,000/１日

配信映像マスターデータ 作成 30,000

液晶モニター 1,000/１日

配信映像マスターデータ  カット編集 5,000

●上記料金は税抜価格となります。

光回線使用料（無線ルーターご相談下さい） 1,500/１日

配信音声拡張オプション

その他・照明

10,000/１日

C スタジオ(セッティングのみ使用） 2,000/１時間

ビギナーズサポート(初回のみ)

ピアノ使用料 300/１日

ピアノ調律代(事前調律1回） 17,000

照明 各種取り揃えております。お気軽にご相談下さい。

●料金は税抜価格となります。

●料金は税抜価格となります。

YAMAHA AG06
オーディオインターフェイス付き小型ミキサー 300/１日

配信用音声ミックス
40,000/１日16chまで、オペレーター代込み

配信用音声ミックス
17ch～

ASK

配信用音声マスターデータ  作成 10,000編集作業無しのお渡しとなります。

配信用音声マスターデータ  カット編集
曲ごとのカット編集のみの作業となります。 5,000

同時マルチ録音
最大16chまで対応となります。 40,000/１日

上記マルチ録音ミックスダウン
ご要望をお伺いしてミックスダウンします。 4,000/１曲

アカウント作成から、実際の配信までフルサポートします。



スタジオ プライスリスト

メンバーの半数以上が学生様がいらっしゃいましたら、上記金額より40%OFF致します。
精算時に必ず学生証をご提示下さい。但し『平日パック』『前々日予約』『個人練習』との併用はできません。

A&B STUDIO

1,000

2,000

500

1,000

2,000

3,000

5,000(3h)

6,000(4h)

50%

100%

前々日～予約
C st限定 2,000土日は終日

C STUDIO

300

ご利用予定日の２ヶ月前～

REHEARSAL STUDIO

レコーディングの基本プラン。スタジオ、オペレーター、機材代が
含まれます。

ヴォーカルセッションなどのソロレコーディングプラン。
ナレーション録音等にも対応しております。

お得な1日パックプラン。じっくり録音したい方へオススメ！

録音後の音質調整や、バランス調整作業。及び各種編集作業。

5,000/hour

4,000/hour

40,000/1day

3,000/hour

500/30min

RECORDING mini

RECORDING basic

RECORDING 1day pack

MIX DOWN & editing

DUBBING from digital

DUBBING from analog 1,000/30min

ご利用予定額の50%

ご利用予定額の100%

RECORDING

●グランドピアノをご使用の場合、別途調律代が発生致します。

学制割引

STUDIO LIVE

4,500/hour12:00 ~ 21:00ご利用可能時間

ご予約受付開始

ご予約受付開始

ご利用予定日の２ヶ月前～

●上記料金にはスタジオ、オペレーター代が含まれます。　また、ご利用時間は搬入から搬出までの時間となります。
●ご利用される場合、規約に同意の上、申込書への記入が必要となります。

●上記料金は１時間単位の税抜価格となります。

3,000/hourROUGH  MIX 
ご要望をお伺いして、ラフミックスを仕上げます。

前日18時より
  予約可能

駐車場（各スタジオ１台まで可)

●料金は税抜き価格となります。

●料金は税抜き価格となります。

オプション：オートライティングシステム　￥5，000／1回


