
一般会員 スタジオ使用価格表

分類 時間 Studio-MOE
(Studio-A) 20帖）

Studio-ARK
(Studio-B 15帖）

Studio-ARK
(Studio-D 10帖)

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 Web 特別割引料金 通常料金 料金 AstSet 割引 TIME Web 特別割引料金 通常料金 個人練習のみ

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

¥6,000 10:00~18:00 ¥980
¥2,500-

        管楽器

         

      等 

大  音 出    

思   

当日個人練習

 名

ALL TIME

¥      
 名様迄

   

前日予約    
（注）

ドラムはありません

フィットネス

トレーニングマシン

使用不可

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

         会員様

会員価格 

      

         

使用     

特別価格

 名¥980/1h

平日遅 1h 18:00~24:00 －－－－ ¥7,000 18:00~24:00 －－－－

土日祝 1h ALL －－－－ ¥7,000 ALL －－－－

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

¥17,000 10:00~18:00 ¥2,850(1h¥950)
￥7,500平日遅 3h 18:00~24:00 ¥8,700(1h¥2,900) ¥22,000 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

¥20,000 10:00~18:00 ¥3,600(1h¥900)
¥10,000平日遅 4h 18:00~24:00 ¥11,200(1h¥2,800) ¥27,000 18:00~24:00 ¥8,500(1h¥2,125)

土日祝 4h ALL ¥11,200(1h¥2,800) ¥30,000 ALL ¥8,500(1h¥2,125)

平日早 5h 10:00~18:00 ¥11,000(1h¥2,200)
¥15,000 ¥25,000

¥23,000 10:00~18:00 ¥4,250(1h¥850)
¥11,500平日遅 5h 18:00~24:00 ¥13,500(1h¥2,700) ¥30,000 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

¥26,000 10:00~18:00 ¥4,800(1h¥800)
¥14,000平日遅 6h 18:00~24:00 ¥15,600(1h¥2,600) ¥35,000 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)

平日 10h お得値レコーディング 10 時間パック 平 日 ¥39,800~
（オペレータ料金別途） 土日祝 ¥49,800~

当日個人練習 1名 750 円(３名まで可）

(前日 21 時～予約可能）土日祝 10h

Lockout 12h ¥28,000- ￥29,800 10:00~24：00 ¥16,000
個人練習 ALL 3 名まで OK な当日個人練習 ￥950(1 名/1h）￥1,700(2 名/1h）￥2,250(3 名/1h）

(前日～予約可能）

3 名まで OK な当日個人練習！

￥750(1 名/1h）￥1,500(2 名/1h）￥1,950(3 名/1h）

深夜 Pac 6h ¥19,800 ¥24,800 0：00~6：00 ¥12,000
個室ヴォーカル専用ブース使用料

1h / All ￥1,000-

当部屋の使用には

打合せが必要となります。

3 名まで OK な当日個人練習！

￥750(1 名/1h）￥1,500(2 名/1h）￥1,950(3 名/1h）

※平日早＝10:00～18:00 ※平日遅＝18:00～24:00

※深夜＝24:00～朝 6:00 迄 ※深夜予約は PAC のみのレンタルとなります。



新 料 金

  時間    以上  予約  得    割 登場 

 延長希望 後 時間 空    場合室料 通常価格        致    

 個人練習 適用        

 営業時間外   利用予約希望 承      気軽  問 合       

 個人練習 適用        

 同 分類  時間以上 利用 場合  時間料金   追加時間分  下記料金追加      

           追加料金 平日早        平日遅及 土日祝            

           追加料金 平日早       平日遅及 土日祝            

      料

 日前      日前     前日 当日    

        希望  客様                  派遣致    

        気軽  相談下   



個人練習 利用 皆様 

個人練習価格

        

 名     当日個人練習

      名            名            名           

 前日   時 予約可能 

        

            
 前日 予約可能 

        

 名     当日個人練習 

      名            名            名           

 前日   時 予約可能 



    紹 介

        

広   帖          名       

   用機材  設備                                                        等他貸出機材多数  

横当           使       同等        可能

                                     同録可    専用   設備

             張 

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 



        

                  

 日本初 

広   帖      本格的           備         

   用機材  設備                                           

             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       

                   等 関   問 合          

        

広   帖           名        

   用機材  設備                                                    等他貸出機材多数  

小      音 飽和 回避    天井 高 設計
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