
料金表
曲数→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1パート

合計
曲単価
パック時間
2パート

合計
曲単価
パック時間
3パート

合計
曲単価
パック時間
4パート

合計
曲単価
パック時間

時間単価
MX+MT

曲数→
1パート

合計
曲単価
パック時間
2パート

合計
曲単価
パック時間
3パート

合計
曲単価
パック時間
4パート

合計
曲単価
パック時間

時間単価
Export

時間数→
4000
曲数→
加算額

（ドラム以外）（ドラム以外）
￥32,750 ￥61,250 ￥85,500 ￥105,500 ￥121,250 ￥145,500 ￥169,750 ￥194,000 ￥218,250 ￥242,500
￥32,750 ￥30,625 ￥28,500 ￥26,375 ￥24,250 ￥24,250 ￥24,250 ￥24,250 ￥24,250 ￥24,250

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
（ドラム録音なし）（ドラム録音なし）
￥39,750 ￥74,250 ￥103,500 ￥127,500 ￥146,250 ￥175,500 ￥204,750 ￥234,000 ￥263,250 ￥292,500
￥39,750 ￥37,125 ￥34,500 ￥31,875 ￥29,250 ￥29,250 ￥29,250 ￥29,250 ￥29,250 ￥29,250

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
（ドラム録音なし）（ドラム録音なし）
￥43,250 ￥80,750 ￥112,500 ￥138,500 ￥158,750 ￥190,500 ￥222,250 ￥254,000 ￥285,750 ￥317,500
￥43,250 ￥40,375 ￥37,500 ￥34,625 ￥31,750 ￥31,750 ￥31,750 ￥31,750 ￥31,750 ￥31,750

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）
￥46,750 ￥87,250 ￥121,500 ￥149,500 ￥171,250 ￥205,500 ￥239,750 ￥274,000 ￥308,250 ￥342,500
￥46,750 ￥43,625 ￥40,500 ￥37,375 ￥34,250 ￥34,250 ￥34,250 ￥34,250 ￥34,250 ￥34,250

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記のミックス・マスタリング料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。
￥3,500 ￥3,250 ￥3,000 ￥2,750 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500
￥25,750 ￥48,250 ￥67,500 ￥83,500 ￥96,250 ￥115,500 ￥134,750 ￥154,000 ￥173,250 ￥192,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
（ドラム以外）（ドラム以外）
￥9,800 ￥18,200 ￥25,200 ￥30,800 ￥35,000 ￥42,000 ￥49,000 ￥56,000 ￥63,000 ￥70,000
￥9,800 ￥9,100 ￥8,400 ￥7,700 ￥7,000 ￥7,000 ￥7,000 ￥7,000 ￥7,000 ￥7,000

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
（ドラム録音なし）（ドラム録音なし）
￥16,800 ￥31,200 ￥43,200 ￥52,800 ￥60,000 ￥72,000 ￥84,000 ￥96,000 ￥108,000 ￥120,000
￥16,800 ￥15,600 ￥14,400 ￥13,200 ￥12,000 ￥12,000 ￥12,000 ￥12,000 ￥12,000 ￥12,000

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
（ドラム録音なし）（ドラム録音なし）
￥20,300 ￥37,700 ￥52,200 ￥63,800 ￥72,500 ￥87,000 ￥101,500 ￥116,000 ￥130,500 ￥145,000
￥20,300 ￥18,850 ￥17,400 ￥15,950 ￥14,500 ￥14,500 ￥14,500 ￥14,500 ￥14,500 ￥14,500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）（ドラム録音あり、スタジオ代は実費）
￥23,800 ￥44,200 ￥61,200 ￥74,800 ￥85,000 ￥102,000 ￥119,000 ￥136,000 ￥153,000 ￥170,000
￥23,800 ￥22,100 ￥20,400 ￥18,700 ￥17,000 ￥17,000 ￥17,000 ￥17,000 ￥17,000 ￥17,000

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。本プランでは下記の書き出し作業料金はパックに含まれていますので追加料金はかかりません。
￥3,500 ￥3,250 ￥3,000 ￥2,750 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,500
￥2,800 ￥5,200 ￥7,200 ￥8,800 ￥10,000 ￥12,000 ￥14,000 ￥16,000 ￥18,000 ￥20,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
￥14,000 ￥18,000 ￥22,000 ￥26,000 ￥30,000 ￥34,000 ￥38,000 ￥42,000 ￥46,000 ￥50,000

1 2 3 4 5 ※ドラム録音スタジオ代は実費です。※ドラム録音スタジオ代は実費です。※ドラム録音スタジオ代は実費です。※ドラム録音スタジオ代は実費です。
￥2,800 ￥5,200 ￥7,200 ￥8,800 ￥10,000 ※ドラム録音セッティングに１時間分が加算されます※ドラム録音セッティングに１時間分が加算されます※ドラム録音セッティングに１時間分が加算されます※ドラム録音セッティングに１時間分が加算されます※ドラム録音セッティングに１時間分が加算されます

録りっきり��プラン

録りっきり��プラン

SEVENTH HEAVENプラン


