
一般会員 スタジオ使用価格表

分類 時間 Studio-MOE
(Studio-A 20帖 10名まで）

Studio-ARK
(Studio-B 15帖）

Studio-ARK
(Studio-D 10帖 4名迄)

Studio-ARK
(Studio-C 10帖）

料 金 録音・編集（MIXING）

専用スタジオ

料 金 トレーニングジム

併用のため

TIME ３ｈ以上

割引料金

通常料金 料金 AstSet 割引 TIME サービスタイム

＆３h以上割引

通常料金 個人練習のみ

平日早 1h 10:00～18:00 ¥2,500
¥3,000 ¥5,000

¥7,000 10:00～18:00 ￥2,000-

¥2,500-
        管楽器

         

         等 

大  音 出    

思   

当日予約音楽個人練習

  名様   

¥      
 日前予約    円   

 日前予約    円   

 日前予約    円   

 日前予約    円   

 日前迄予約    円   

設 備

壁ミラー

G-Ａｍｐ-ＪＣ

Bass-Ａｍｐ

ＰＡ-Ａｍｐ/ＭＩＣ

（注･ドラムはありません）

すべて無料で使えます

マイクは 1本迄無料

-------------------------

         会員様

           

      出来   

 気軽  相談    

要講習  

 仲間同士  複数人同時

      可能 

平日遅 1h 18:00～24:00 －－－－ ¥7,500 18:00～24:00 －－－－

土日祝 1h ALL －－－－ ¥7,500 ALL －－－－

平日早 3h 10:00～18:00 ¥7,200(1h¥2,400)
¥9,000 ¥15,000

¥20,000 10:00～18:00 ¥4,800(1h¥1,600)
￥7,500平日遅 3h 18:00～24:00 ¥8,700(1h¥2,900) ¥25,000 18:00～24:00 ¥6,900(1h¥2,300)

土日祝 3h ALL ¥8,700(1h¥2,900) ¥25,000 ALL ¥6,900(1h¥2,300)

平日早 4h 10:00～18:00 ¥9,200(1h¥2,300)
¥12,000 ¥20,000

¥25,000 10:00～18:00 ¥4.800(1h¥1,200)
¥10,000平日遅 4h 18:00～24:00 ¥11,200(1h¥2,800) ¥23,000 18:00～24:00 ¥8,800(1h¥2,200)

土日祝 4h ALL ¥11,200(1h¥2,800) ¥30,000 ALL ¥8,800(1h¥2,200)
平日早 5h 10:00～18:00 ¥11,000(1h¥2,200)

¥15,000 ¥25,000
¥30,000 10:00～18:00 ¥4,800(1h¥960)

¥11,500平日遅 5h 18:00～24:00 ¥13,500(1h¥2,700) ¥35,000 18:00～24:00 ¥10,500(1h¥2,100)

土日祝 5h ALL ¥13,500(1h¥2,700) ¥35,000 ALL ¥10,500(1h¥2,100)

平日早 6h 10:00～18:00 ¥12,600(1h¥2,100)
¥18,000 ¥30,000

¥35,000 10:00～18:00 ¥4,800(1h¥800)
¥14,000平日遅 6h 18:00～24:00 ¥15,600(1h¥2,600) ¥40,000 18:00～24:00 ¥12,000(1h¥2,000)

土日祝 6h ALL ¥15,600(1h¥2,600) ¥40,000 ALL ¥12,000(1h¥2,000)

個人練習

3 名まで OK！当日個人練習（Ast のみ）

￥950(1 名/1h）￥1,800(2 名/1h）￥2,500(3 名/1h

※当日及び前日予約に限ります

当日個人練習 （２名まで）

￥750(1 名/1h）￥1,500(2 名/1h）

※当日及び前日予約に限ります

Lockout 12ｈ ¥28,000-（平日）¥30,000-（土日祝） ¥18,000-（平日）￥20,000-（土日祝）

深夜 Pac 6h ¥20,000（要予約） ¥24,800（要予約） 0：00～6：00（要予約） ¥15,000

※平日早＝10:00～18:00 ※平日遅＝18:00～24:00

お得値レコーディング 10時間パック 平 日 ¥39,800～ 土日祝 ¥49,800〜
※個室ヴォーカル専用ブース使用料追加料金 1h / All ￥1,000-

※上記の料金は税別の料金です。消費税 10％が別途かかります。



 営業時間外   利用予約希望 承    出来 場合  座      気軽  問 合       

 個人練習 適用        

     料

 日前      日前     前日 当日    

        希望  客様                         派遣致    

 初心者大歓迎 楽器      音楽          機会   音楽 楽        

 機材    出来   

        等 各種教室使用   

         気軽  相談下   



個人練習 利用 皆様 

個人練習価格

         名まで OK！ ※当日及び前日予約に限ります

 名          税

 名            税

 名            税

         名まで OK！ ※当日及び前日予約に限ります

 名         ＋税

 名            税

         名まで

 名         ＋税 ※当日予約に限ります
 日前予約    円     日前予約    円     日前予約    円     日前予約    円     日前迄予約    円   

全                     人  本迄無料 



オプションレンタル料⾦ 料⾦ 備考

E-PIANO KORG SP-100 or M-AUDIO or Technics SX P-30 ￥200-/１ｈ
GUITER Fender Stratocaster USA ￥500-/１ｈ

YAMAHA SA700 ￥300-/１ｈ
TAKAMINE PTU-500ST-K ￥300-/１ｈ エレアコ

Others ￥150-/１ｈ
BASS YAMAHA PB ~Others~ ￥150-/１ｈ
AMP Marshall JCM 900 or 2000 ￥300-/１ｈ ※追加レンタル

Roland JC or PEAVEY Classicic ￥250-/１ｈ ※追加レンタル
Fender Twin Reverb ￥300-/１ｈ ※追加レンタル

DRAM Twin Pedal / ￥150-/１ｈ
LUDWIG VINTAGE Mid 60s （SNARE) ￥500-/１ｈ ※追加レンタル

YAMAHA MAPLE CUSTOM or Premier（SNARE) ￥250-/１ｈ ※追加レンタル
Others SNARE ￥150-/１ｈ ※追加レンタル

MIC             ￥150-/１ｈ ※追加レンタル(個⼈のみ）

         ￥150-/１ｈ ※追加レンタル
                      

 追加    機材      代 含   常設     機材以外 追加  使  場合   



               料⾦ 備考

MIC RODE NT2-A （KONDENSATOR） ￥300-/１ｈ
RODE NT3 （KONDENSATOR） ￥200-/１ｈ
AKG C1000S （KONDENSATOR） ￥150-/１ｈ

BEHRINGER C-2 （KONDENSATOR） ￥200-/１ｈ PAIR(STEREO)(２本)
SAMSON CO-2 （KONDENSATOR） ￥200-/１ｈ PAIR(STEREO)(２本)

Audio Spectrum OSM-800（KONDENSATOR） ￥200-/１ｈ
SONOR Percussion C8 ￥150-/１ｈ
AUDIX D6 (低⾳⽤MIC) ￥150-/１ｈ

SENNHEISER MD 42１U4 (クジラ） ￥200-/１ｈ
AKG D112MKII ￥200-/１ｈ
DRAM MIC SET ￥500-/１ｈ FULL SET

            ￥150-/１ｈ
         ￥150-/１ｈ

NEUMANN U87Ai VINTAGE ￥1,000-/１ｈ 使⽤応相談
Interface Focusrite Scarlett18i20 (Audio Interface) ￥500-/1ｈ USB 仕様
Q Box Q Box Set ￥200-/1ｈ ヘッドホンと１Set の価格



    紹 介

        

広   帖          名       

   用機材  設備                                                                                        

                                             有料 等他貸出機材多数  

                          使       同等        可能

                                     同録可    専用   設備

             張       貸出   有料 

音楽練習以外          等配信             撮影      各種教室   等    

 気軽  利用    

         出来   

        

広   帖本格的          

                                設備常設     同録可 

                                                  機材 本格的    再生

約   名入                    

音再生 制作 打 合        映像編集   可能 



        

                  

 日本唯一  

広   帖      本格的           共存 両方備  日本              

   用機材  設備                                                                  

                             有料 等他貸出機材多数   完全防音            

                              等            備           

健康 音楽 同時      出来 現代        大切             

融合   日本初      登場

    音 飽和 回避    天井 高 設計

音楽 個人練習 方   時間             大変       価格設定 大変 得       

                 有料  備 付                   可能 

                   等 関   問 合          

 

        

広   帖           名        

   用機材  設備                                                                                                  

                                       有料                有料 

等他貸出機材多数  

小      音 飽和 回避    天井 高 設計


