
           2016年2月現在

拘束力はありません。他の方から問合せがあった場合には、電話・メール等で

ご報告し、3時間以内に決定予約を頂けない場合にはキープが解除されます

拘束力はありません。他の方がすでにキープをされていて、その方がキャンセル

された場合にのみ第１キープになることを了承頂ける場合にお受けします

拘束力が発生します。万一キャンセルされる場合にはグロス分のキャンセル料

を申し受けます。下記キャンセル料（当日から5～６日前）には該当しません

第１キープの場合のキャンセルのお申し出は電話でもお受け致しますが、キャンセル料が発生する

場合には、メール又は弊社ホームページ「お問い合わせ・ロケ地利用申込みフォーム」タブより

５）<事故・火災等の責任>

６）<禁止事項>

アクション等で危険行為とみなされる撮影が想定される場合には、別途念書（書式自由）を

お願いする場合もございます。

その際の料金は、基本料金相当額となりますが、作業等で入室される場合には

時間単価が実時間に乗じて加算されます。

ロケ地・スタジオ、並びに周辺における事故・火災等は、一切の責がお申込み社様に

帰属します。尚、建物・内装・什器備品・設備等に損害を与えた場合には、

依頼する場合もお申込み社様に責が帰属します。当項目により休業せざるを得ない場合、

※対ロケ地賠償保険に加入されていますか？

いかなる事故も弊社では一切の責任を負いません。万一の場合に備えて賠償保険への加入を

お勧め致します。ロケ場所によっては、未加入の場合、撮影をお断りすることもございます。

１）<ご予約>

ご記入送信された時点で成立致します。

ご予約カテゴリーは下表の通りです。

初めてのご利用の方はなるべく事前にロケハンをお願いします。

ロケハン前の仮予約等はお受けできない場合がございます。

ロケハンは1時間以内でお願いします。

ご予約・キープ等は全て、弊社ホームページ「ロケ地利用申込み」タブより必要事項を

この度は弊社ロケ地・スタジオのご利用をご検討頂きありがとうございます。

弊社ご利用に際し、以下の通りお願い事項を列挙させて頂きました。皆様の撮影制作が

円滑に進み、佳い作品が完成致しますようご協力申し上げる所存です。

                                        【共通事項】

　ー Prince of Orange Yokohama studioご利用にあたってー

道路使用、火気・火薬使用等は予め所轄官庁への届け出が必要になる場合がございますので

禁止します。

２）<キャンセル>

仮キープ

第２キープ

決定予約

３）<お支払>

送信された時点で成立致します。キャンセル料は下表の通りです。

お申込み社様にて原状復帰して頂きます。ご使用により汚れがひどく、クリーニング業者を

御利用料金は、撮影当日撤収時に全額現金でご精算下さい。

グロス（１２ｈ）料金に休業日数を乗じた金額をお支払頂くものと致します。

ロケ地・スタジオ紹介ページに記載の料金は現金精算価格です。予約決定後に

掛売りをお申し出の場合,当該現金精算価格に１．５倍を乗じた金額をご請求致します。

尚、その際の支払期日は御利用当月内とさせて頂きます。

天気控え又は飾り置きについては、他の方の予約・キープが入っていない場合のみお受けします。

４）<天気控え・飾り置き>



靴底が硬いもの、ヒール等は基本NGです。撮影シーンでお使いの場合のみ許可する場合がございますが、

その際は床面にボードを置いて補強してからお願いします。

使用後の床面の養生も必ずお願いします。

撮影内容や規模、時間帯によってはお受け出来ない場合もございます。

ロケ地及び周辺での人止め・音止めには細心の注意が必要です。

必ずご協力をお願いします。

（一般常識の範疇ですが・・・）近隣のコンビニで、トイレ無断使用、挨拶もしない、というクレームが多々

発生しています。主に、エキストラさんやドライバーさんによる事案のようで、制作部さんの目の届かない

<トイレ使用について>

屋上はフェンスが無く落下の恐れがありますので、基本的に撮影はNGです。

しかし、安全を十分に配慮して自己責任の下でどうしても撮影したい場合は、

必ず弊社にお申し出下さい。

またその際、床は防水ウレタン塗装がしてありますのでご来場の際は、靴底にご注意下さい。

喫煙スペースは東側通用口階段下自販機前です。灰皿缶等のご用意をお願い致します。

その他は禁煙地域ですので必ずお守り下さい。

近隣や居住者の生活に支障をきたしますので、想定される撮影は禁止します。

大声を伴わない室内での乱闘シーンに限っては、その程度によりますのでロケハン時に弊社にご相談下さい。

内外装・備品類を汚破損された場合には、必ず弊社にお申し出下さい。

<大声・乱闘シーンの撮影の禁止>

<汚破損について>

<屋上にご来場の際>

次の撮影の方が、それらを使用する予定を立てられておられる場合がございます。

道路上に一時置きする場合には、弊社に置き場所についてご相談下さい。

近隣のご迷惑となる騒音を伴う発電機のご使用は禁止します。

ロケ地ご利用の際は、全てのごみの持ち帰りにご協力下さい。

また、ロケ地周辺で関係者の飲みかけの空き缶等の放置を見かけます。モラル啓発にもご協力をお願い

致します。

<発電機のご使用について>

<ごみの持ち帰り>

共用部分には機材や手荷物・台車等の一時置きはできません。必ず室内に置いて下さい。

場所での出来事ですが、私共としては制作部さんにお願いする以外の方策がありません。トイレは

ありませんので必ずロケ地周辺施設をご利用される際は店舗の方に配慮されるようお願い致します。

建物入口・共用廊下・非常階段等の共用部分での撮影をご希望の際は、事前に弊社にご相談

下さい。時間帯や規模によってはお受けできない場合がございます。また、ベース位置も含めてご検討

頂きますようお願いします。

<共用部分の使用について>

<機材置き場について>

共用廊下・階段等では、入居者の皆様を最優先でお使い頂くようお願いします。

また、搬出入時の長止めや占有使用は絶対にお止め下さい。

撮影使用に当たっては、ロケハン時に必ず弊社にご相談下さい。時間帯や規模によってはお受け

できない場合がございます。

来場・退場時に、車両が殺到して周辺の方にご迷惑をお掛けしております。車両誘導時には、充分な

ご配慮をお願いします。

建物入口や周辺での撮影を計画されている場合には、ロケハン時に弊社スタッフにお申し出下さい。

【ロケ地での注意事項】

弊社では、皆様の撮影が支障無く進行するように努力しております。しかし、心無い方々の行動により

撮影が中断され、その後にご予約されている他のお客様へ多大なご迷惑をお掛けしてしまう場合もござい

ます。以下の各事項について、ご来場頂く全ての方々に周知徹底下さいますようお願い申し上げます。

ロケ地周辺には駐車可能場所はありません。特に他の車両の通行に支障

<来場車両について>

<外観撮影時のお願い>

をきたすような迷惑駐停車は絶対にお止め下さいますよう、各ドライバーへの周知徹底をお願いします。

また、アイドリングストップは横浜市条例で義務付けられています。



ご不明の点、ご要望等は何なりと弊社にお申し出下さい。
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できない場合がございます。

来場・退場時に、車両が殺到して周辺の方にご迷惑をお掛けしております。車両誘導時には、充分な

ご配慮をお願いします。

建物入口や周辺での撮影を計画されている場合には、ロケハン時に弊社スタッフにお申し出下さい。

【ロケ地での注意事項】

弊社では、皆様の撮影が支障無く進行するように努力しております。しかし、心無い方々の行動により

撮影が中断され、その後にご予約されている他のお客様へ多大なご迷惑をお掛けしてしまう場合もござい

ます。以下の各事項について、ご来場頂く全ての方々に周知徹底下さいますようお願い申し上げます。

ロケ地周辺には駐車可能場所はありません。特に他の車両の通行に支障

<来場車両について>

<外観撮影時のお願い>

をきたすような迷惑駐停車は絶対にお止め下さいますよう、各ドライバーへの周知徹底をお願いします。

また、アイドリングストップは横浜市条例で義務付けられています。



ご不明の点、ご要望等は何なりと弊社にお申し出下さい。

<その他>



靴底が硬いもの、ヒール等は基本NGです。撮影シーンでお使いの場合のみ許可する場合がございますが、

その際は床面にボードを置いて補強してからお願いします。

使用後の床面の養生も必ずお願いします。

撮影内容や規模、時間帯によってはお受け出来ない場合もございます。

ロケ地及び周辺での人止め・音止めには細心の注意が必要です。

必ずご協力をお願いします。

（一般常識の範疇ですが・・・）近隣のコンビニで、トイレ無断使用、挨拶もしない、というクレームが多々

発生しています。主に、エキストラさんやドライバーさんによる事案のようで、制作部さんの目の届かない

<トイレ使用について>

屋上はフェンスが無く落下の恐れがありますので、基本的に撮影はNGです。

しかし、安全を十分に配慮して自己責任の下でどうしても撮影したい場合は、

必ず弊社にお申し出下さい。

またその際、床は防水ウレタン塗装がしてありますのでご来場の際は、靴底にご注意下さい。

喫煙スペースは東側通用口階段下自販機前です。灰皿缶等のご用意をお願い致します。

その他は禁煙地域ですので必ずお守り下さい。

近隣や居住者の生活に支障をきたしますので、想定される撮影は禁止します。

大声を伴わない室内での乱闘シーンに限っては、その程度によりますのでロケハン時に弊社にご相談下さい。

内外装・備品類を汚破損された場合には、必ず弊社にお申し出下さい。

<大声・乱闘シーンの撮影の禁止>

<汚破損について>

<屋上にご来場の際>

次の撮影の方が、それらを使用する予定を立てられておられる場合がございます。

道路上に一時置きする場合には、弊社に置き場所についてご相談下さい。

近隣のご迷惑となる騒音を伴う発電機のご使用は禁止します。

ロケ地ご利用の際は、全てのごみの持ち帰りにご協力下さい。

また、ロケ地周辺で関係者の飲みかけの空き缶等の放置を見かけます。モラル啓発にもご協力をお願い

致します。

<発電機のご使用について>

<ごみの持ち帰り>

共用部分には機材や手荷物・台車等の一時置きはできません。必ず室内に置いて下さい。

場所での出来事ですが、私共としては制作部さんにお願いする以外の方策がありません。トイレは

ありませんので必ずロケ地周辺施設をご利用される際は店舗の方に配慮されるようお願い致します。

建物入口・共用廊下・非常階段等の共用部分での撮影をご希望の際は、事前に弊社にご相談

下さい。時間帯や規模によってはお受けできない場合がございます。また、ベース位置も含めてご検討

頂きますようお願いします。

<共用部分の使用について>

<機材置き場について>

共用廊下・階段等では、入居者の皆様を最優先でお使い頂くようお願いします。

また、搬出入時の長止めや占有使用は絶対にお止め下さい。

撮影使用に当たっては、ロケハン時に必ず弊社にご相談下さい。時間帯や規模によってはお受け

できない場合がございます。

来場・退場時に、車両が殺到して周辺の方にご迷惑をお掛けしております。車両誘導時には、充分な

ご配慮をお願いします。

建物入口や周辺での撮影を計画されている場合には、ロケハン時に弊社スタッフにお申し出下さい。

【ロケ地での注意事項】

弊社では、皆様の撮影が支障無く進行するように努力しております。しかし、心無い方々の行動により

撮影が中断され、その後にご予約されている他のお客様へ多大なご迷惑をお掛けしてしまう場合もござい

ます。以下の各事項について、ご来場頂く全ての方々に周知徹底下さいますようお願い申し上げます。

ロケ地周辺には駐車可能場所はありません。特に他の車両の通行に支障

<来場車両について>

<外観撮影時のお願い>

をきたすような迷惑駐停車は絶対にお止め下さいますよう、各ドライバーへの周知徹底をお願いします。

また、アイドリングストップは横浜市条例で義務付けられています。



ご不明の点、ご要望等は何なりと弊社にお申し出下さい。

<その他>


