
VAMOS studio / バモススタジオ 

Studio Manual 



ご挨拶 

　２００９年２月２日に当バモススタジオはオープン致しました。

短・長期リハーサル、ゲネプロ、レコーディングのプリプロ等にご利用頂けます。

料金（ローコスト）、スペース（５２畳）、立地条件、音響システムを含め、

都心には希少なスタジオを設計したと、自負しております。

さらに、利点と致しましては、１アーティスト、１プログラム制ですので、

完全貸し切りとなります。そのため、他のプログラムと接触する煩わしさもなく、

リラックスできるスペースとなっております。

駐車場、ミーティングルームも同様に１プログラムの専用となります。

連日ご利用の方は、車をスタジオの駐車場に留め置きが可能です。

但し、ローコストにするためスタジオ専任スタッフは１人及び２人体制となります。

駐車場の出し入れ等は、全てセルフとなりますことをご了承下さい。

尚、当スタジオ施設の詳細はこのマニュアルをご参照下さい。

ご利用のアーティストの活動において、少しでもお役に立てるよう努めてますが

スタジオ利用に際して、何かご要望などありましたら気軽にご相談下さい。

アーティストはもちろんのことスタッフの方々にも十分満足して頂けるよう

精進して参りますので、皆様のご利用を心よりお待ちしております。

㈱ムーヴオン　スタッフ一同
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設計：㈱ムーヴオン　タクミ商事㈱ 
施行：タクミ商事㈱バズーカスタジオ 
監修：タクミ商事㈱バズーカスタジオ　奥山　恭英

橋本　和久
電源：タクミ商事㈱バズーカスタジオ　伊藤　和彦

運営：㈱ムーヴオン  （敬称略）



施設概要 

＜ミーティングルーム（約８畳)＞ 
・液晶テレビ

・DVDプレーヤー
・PC（Windows）
・コイン式コピー機（ALL ¥10- A4 B4 A3)
・スタジオカメラのモニター（専用テレビ）

・エアーマイク及びミキサー２MIXの音声モニター
・インターホン（ミーティングルームとスタジオ内）

・ラジカセ

・シュレッダー

・冷蔵庫／電子レンジ／電気ポット

・加湿器

＜スタジオ内の備品＞　
・CDデュプリケーター（同時７枚コピー可）
・スタッキングチェア×14脚
・長机×4台

＜その他の設備＞　
・お飲物のサービス（無料）

（水、コーヒー、紅茶、緑茶、ほうじ茶）

・タバコ自動販売機

・カップヌードル自動販売機

・飲料自動販売機(カロリーメイト/ソイジョイ有）
・分煙機
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無線LAN接続可能!　携帯電話＝全キャリア／全エリア通信可能!



スタジオ料金

時間 料金

基本料金(11:00-22:00)

前延長 (11:00以前)

夜間延長 (22:00以降)

時間貸（利用日の15日前より受付） 

¥70,000- / day 

¥7,000- / h

¥8,000- / h

¥7,000- / h 

※基本LOCK OUT の貸出です。深夜（オールナイト）も可能です。上記時間は、搬入・搬出時間も含まれます。

キャンセル料金

当日 100% 

前日 100%

7~2日前 50%

ご決定時~8日前 30%

¥70,000- / day 

¥70,000- / day

¥35,000- / day

¥21,000- / day 

（全て税別） 

設備 料金 

PA機材一式 無料 

ミーティングルーム 無料 

　専用駐車場代（５台） 無料 

セッティングキープ LOCK OUT料金の50%

弊社PAオペレーター料（オプション） ¥30,000- / day 

弊社スタッフによるセッティング及び撤去（オプション） セッティング ¥5,000- (1h)/ 撤去 ¥5,000-(1h) 

当スタジオではPAエンジニアが常駐しておらず、不在の場合がございます。 
機材やPA関係のご質問等がある場合、また専属PA不在の場合は、事前にご相談下さい。 
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品名 型番 料金 

ギターアンプ Roland JC-120 無料 

ベースアンプ AWS 350X / Hartke PRO2200 無料 

エレキピアノ Roland RD-700GX  ※88鍵 無料 

ドラムセット TAMA ￥3,000/day

デジタルミキサー YAMAHA M7CL-48 ￥25,000/day

＜デジタルミキサーをレンタルご希望の際＞ 
1週間前までお電話でご予約下さい。但し、常設機材ではありませんので、ご希望に添えない場合があります。予め、ご了承下さい。

※当スタジオでは、楽器類は常備しておりませんので、基本持ち込みでお願いします。 
　予備楽器として下記のものがあります。但し、予備楽器レンタルの際は、事前に電話予約が必要です。 

その他（キャンセル・延長） 料金 

弊社PAオペレーターを予約した場合のキャンセル料 当日:100%　前日:80%　7-2日前:50%

弊社スタッフによるセッティング及び撤去のキャンセル料 当日:100%　前日:80%

デジタルミキサー(YAMAHA M7CL-48)のキャンセル料 当日:100%　前日:80%　7-2日前:50%

弊社PAオペレーターの延長 ￥5,000/h



ご予約に関する注意事項 

●仮予約の申込料について

　2018年8月1日より仮予約の申込料を申し受けます。

　・3日以上の仮予約の場合、発生いたします。

　・1セッションにつき、ロックアウト料金の10％が申込料となります。

●電話予約受付時間　月～金　11:00～19:00（土日祝除く）

●キャンセルの受付のみ土日祝でも可能です。

●ご予約は半年前から受け付けております。

●電話のみの受付となります。（FAX、メール 不可）

●仮予約日から30日を切った時点で、決定優先になりますので、ご注意下さい。

●１ヶ月以内の仮予約は電話した日から3日以内に決定してください。

●仮予約で押さえている場合、他のお客様の予約状況などにより

　スケジュールのご相談のお電話を差し上げる場合がございますが、予め、ご了承下さい。

　※その場合、上記の期限に限らず仮予約をはずさせて頂く場合がございます。

●PAオペレーターは、基本的にお客様の方でお連れ下さい。

●当社のオペレーターによるPAオペレートをご希望の場合は、電話でご予約の際にお申し付け下さい。

●当スタジオスタッフによるセッティング及び撤去をご希望の際は、３日前までに電話でご連絡下さい。

　このご予約がない場合、セッティング及び撤去の際に当スタジオスタッフは、立ち会いのみとなります。

●大型トラックで搬入予定の場合は、予めご連絡下さい。

　搬入トラックを路肩に停車させる場合に、予め1階のバイクショップのバイクを退かしてもらう為です。
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登録方法 

当スタジオをご利用の際、初回のみ会員登録が必要になります。

①当スタジオから会員登録のための、初回登録用紙をFAX送付致します。
②初回登録用紙に必要事項をご記入ください。

③当スタジオまでFAXで返信をお願い致します。（バモススタジオFAX番号：03-6379-9572）
④当スタジオで記入事項確認の上、問題がなければ、登録完了となります。

※初回登録に際して、場合によっては以下のものを用意していただく場合がございます。

・法人登録の場合=会社の登記簿謄本（写しでも可）
・個人登録の場合=代表者の方の住民票　1部　（３ヶ月以内のもの）

お支払い方法 
・初回ご利用の際、現金でのお支払いをお願いする場合がございます。

・法人のお客様は、請求書扱いとなります。

・非法人団体名や個人名でのご利用の際は、現金でのお支払いが原則となります。

・クレジットカードでのお支払いも可能です。＜JCB、アメックス、ダイナース、DC（VISA、Master）＞
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その他の注意事項 

•  機材等の搬入出は、使用時間内でお願いします。

•  最終日の現状復帰及び、ミーティングルームのご使用も使用時間内でお願いします。

•  スタジオ及びミーティングルームの残余時間は、使用時間に含ませて頂きます。

•  ミーティングルームのみの延長の場合でも、スタジオの延長料金と同額の料金になります。

•  建造物、設備、機材等の破損は、実費修理代を頂きます。

•  危険物の持込、違法な薬物の持込は、禁止させて頂きます。

•  施設内に喫煙エリアを設けておりますが、その他のスペースでの喫煙・禁煙エリアはお客様の方でお決め下さい。

•  スタジオをご使用の際には、必ず、非常口をご確認下さい。

•  貴重品及び機材等の管理は、自己の責任で行ってください。（紛失等による責任は一切負いません）

•  ミーティングルームの鍵を紛失された場合は、実費請求させて頂きます。

•  他の住民とのトラブルは絶対に避けてください。

•  1階及びその他の階には、絶対に人が溜まらないようにお願いします。
•  搬入出等でエレベーターを使用の際、当マンション住民の方がエレベーターを利用の場合は住民の方を優先お譲り下さい。

（もしトラブルが起きたお客様は、当スタジオの使用を禁止させて頂く場合がございます）

•  当スタジオは、お客様が持ち込まれた機材等の故障、破損、紛失に関する責任は一切負いません。

•  B1エレベータ前の入り口は、機材の搬入出以外は開放厳禁になっておりますので、ご注意下さい。
（音が出てる際に近隣住民に迷惑になってしまうので）

•  1階エレベーター前のドア付近にポスター等を貼らないようにお願いします。
スタジオ内、ミーティングルームに貼ったポスター等はプログラム終了次第はがさせて頂きます。



専用駐車場 

・車でお越しの方は、当スタジオ専用駐車場がございます。
・当スタジオでは車両の移動、誘導、キーの保管等は、行っておりません。
・駐車場内及び車両の出入りにおける事故、盗難等の責任は、一切負いません。
・車両等の道路上での交通違反は、一切責任を負いません。
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マンション
EV

B1 バモススタジオへ ←オートロック付き
　自動ドア

マンション

マンション
1 2

3

4

5

※一方通行ではありません黄色のポールがおいてあります。
お帰りの際は元の位置にお願いします。

軽自動車・バイク専用

マンションの住民の方が
通行しますので、枠線から
はみ出さないようにおねがいします。

都道 14 号

歩道にはみ出さないように
お願いします

暗証番号
『呼 3223』

マンションの住民の
通路になりますので
枠線からはみ出さないように
お願いします。

自転車等の通行が
あるので、枠線から
はみ出さないように
お願いします。

ゴ
ミ
箱

交通量が多いので、出入りの際は
車・自転車・歩行者にご注意ください

開放厳禁です！ 

※自動ドアはスイッチで開放できるので搬入の際はお申し付け下さい。

入口の入り方 
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（2011年７月現在）改訂版 

〒168-0074　 東京都杉並区上高井戸3-2-23 ルリテラスB1 
TEL : 03-6379-9654 
FAX : 03-6379-9572 

HP : http://www.move-on.jp/vamos/ 
（予約の受付はお電話のみとなっております。）

［ご予約/お問合せ］

VAMOS studio / バモススタジオ

（2018年７月現在）改訂版 




