
【LIVE NEX 】ライブ配信価格一覧表
株式会社ムービーイノベーション

項目 計算方法 単価

■配信基本料金（配信オペレーション費）

配信基本料金（実配信時間）　２時間まで 時間内一律 ¥65,000

配信基本料金（実配信時間）　時間追加 ３０分毎 （追加）¥18,000

■回線費（設営費・運搬費・関連機器代・事前準備費含む）

現地有線LAN差込口あり（光回線） １回毎 ¥0

上り回線無制限ルーターの持ち込み（現地回線あり/予備回線持参） １回毎 ¥23,000

上り回線無制限ルーターの持ち込み（現地回線なし/単独本使用） ２時間毎 ¥35,000

複数回線を束ねる冗長化（現地有線LAN有りの場合） ２時間毎 ¥55,000

複数回線を束ねる冗長化（現地有線LAN無しの場合） ２時間毎 ¥68,000

■映像機材費（設営費・運搬費・関連機器代・事前準備費含む/技術費除く）

業務用フルハイビジョンカメラ（一般） 使用台数 ¥26,000

固定カメラ向き民生機（フルハイビジョン/サブ向き） 使用台数 ¥15,000

高倍率業務用フルハイビジョンカメラ（舞台等） 使用台数 ¥55,000

PC入力（パワーポイント等/HDMI経由） 接続数 ¥20,000

グリーンバック（座り１名） １名毎 ¥45,000

グリーンバック（立ち１名） １名毎 ¥55,000

返しモニター（PC接続内容のプレビュー用/設置分配費込み） １台毎/１日毎 ¥12,000

返しモニター（配信中映像のプログラムモニター） １台毎/１日毎 ¥9,000

■音声機材費（設営費・運搬費・関連機器代・事前準備費含む/技術費除く）

卓上マイク（配線含む） 使用本数毎 ¥15,000

ピンマイク（配線含む） 使用本数毎 ¥18,000

ガンマイク（配線含む） 使用本数毎 ¥25,000

■その他機材費（設営費・運搬費・関連機器代・事前準備費含む/技術費除く）

照明２灯（LEDタイプ/色温度変更可能） １セット毎/１日毎 ¥8,000

ピンスポットライト（オペレーター１名専属付き） １セット毎/３時間毎 ¥45,000

モニタースピーカー（マイク等の音声を現場に返す） １セット毎/１日毎 ¥8,000

■映像技術料（オペレーション費）

カメラオペレーション（有人操作の場合） １台毎/２時間毎 ¥45,000

映像スイッチング（表示画面の種類毎に発生） 画面（構成）種類毎 ¥13,000

タイトル/幕間/待機画面等表示（jpeg支給にて） １枚毎 ¥4,500

テロップ表示（表示内容変更頻度：低 冒頭での氏名表示など） ３種毎 ¥9,000

テロップ表示（表示内容変更頻度：高 曲名や発話時氏名表示など） ３種毎 ¥15,000

画面構成（PinP / パワポの場合、人物が文字に被る） １種（組み合わせ）毎 ¥35,000

画面構成（PinP+背景下地あり / パワポの場合でも文字に被らない） １種（組み合わせ）毎 ¥65,000

ロゴ等常時表示（不透明度100%） １種毎 ¥30,000

V 放映/CM挿入（冒頭ループ映像含む） １種毎 ¥18,000

Zoom関連サポート（Zoom操作を担当の場合/アカウント貸し出し無） ２時間毎 ¥50,000



■音声技術料（オペレーション費）

音響接続（会場の設備から直接音声を入力する場合 / 音響オペ無し） １日毎 ¥20,000

基本ミキシング 音響接続以外が含まれる場合（4chまで） 一律/２時間毎 ¥32,000

拡張ミキシング 音響接続以外が含まれる場合（5ch以上-8ch以下） １入力数毎/２時間毎 （追加）¥12,000

拡張ミキシング 音響接続以外が含まれる場合（9ch以上） １入力数毎/２時間毎 （追加）¥11,000

BGM再生（開始前/休憩時/終了後等） １箇所毎 ¥4,000

BGM再生（挨拶時、対談時など、使用タイミングに指定がある場合） １箇所毎 ¥15,000

■拡張設営費用

20mを超えるケーブル設置が必要な場合（映像） １日毎 ¥30,000

40mを超えるケーブル設置が必要な場合（映像） １日毎 ¥60,000

20mを超えるケーブル設置が必要な場合（音声） １日毎 ¥35,000

40mを超えるケーブル設置が必要な場合（音声） １日毎 ¥55,000

ルーターまで30m以上の配線が必要な場合 １日毎 ¥15,000

お客様PC内Zoom等へのマスター映像接続（回線冗長化不可） １日毎 ¥15,000

屋外での実施（現地電源あり/防雨等対策費） １日毎 ¥70,000

屋外での実施（発電機持ち込み/防雨等対策費） １日毎 ¥140,000

■打ち合わせ/ロケハン/リハーサル/搬入追加費用

１回目の対面打ち合わせ（受注前含み計算） １回毎/１時間毎 ¥0

２回目以降の対面打ち合わせ（受注前含み計算） １回毎/１時間毎 ¥8,000

１回目のロケハン １回毎/１時間毎 ¥0

２回目以降のロケハン（変更などによる下見、打ち合わせ） １回毎/１時間毎 ¥8,000

前日１２時〜１８時の間で完了の搬入（３名以下） １回/５時間毎 ¥35,000

前日１８時以降完了の時間外搬入（３名以下） １回/５時間毎 ¥45,000

当日９時前開始の時間外搬入（作業時間３時間） １回/３時間毎 ¥15,000

当日９時以降開始の搬入（作業時間３時間） １回/３時間毎 ¥0

別日（当日９時前含む）でのリハーサル １回/３時間毎 ¥50,000

当日９時以降のリハーサル（搬入作業後実施） １回/３時間毎 ¥0

■出張交通費

東京都内全域（出張費及び駐車場代等全ての移動交通費含む） 車両１台ごと/１日ごと ¥4,500

その他のエリア 25km毎 ¥3,000

宿泊を必要とする場合 スタッフ１名毎 ¥6,500

■編集関連費用

配信データそのままのお渡し（無料対応のため、不備等保証なし） １日毎 ¥0

配信データ録画及び納品（録画機材複数使用で納品保証） ２時間毎 ¥10,000

配信データのカット作業（要：録画及び納品オプション） １箇所カット毎 ¥5,000

配信データを使用した編集作業（カメラ映像等個別素材不使用の場合） A K A K

配信データを使用した編集作業（カメラ映像等個別素材使用の場合） A K A K

You ube配信後の音づれの解消・調整（You ubeのみ音づれ発生） １時間毎 ¥6,000

個別カメラ映像や音声を使用した編集 A K A K

動画ファイルの指定サイズへの圧縮（要：録画及び納品オプション） １時間毎 ¥5,000



■視聴ページ関連費用

・基本ページ作成　（使用は配信当日のみ/ページ数量分費用） １回の作成及び使用 ¥65,000

選べる無料ドメイン/タイトル１箇所/本文１箇所/画像１点/動画埋め込み

・アーカイブ使用（配信後に同ページにてアーカイブ放映） １ヶ月毎 ¥10,000

・埋め込み用 You ubeの貸し出し及び設定（視聴者数無制限） １回の使用毎 ¥3,000

・埋め込み用 Vimeoの貸し出し及び設定（視聴者数無制限） １回の使用毎 ¥5,000

・質問フォームの埋め込み（Googleフォーム使用） １回の使用毎 ¥8,500

・視聴者数レポートの作成 １配信毎 ¥7,500

・本文追加（２箇所目以降） １箇所毎 ¥3,000

・画像追加（２箇所目以降） １箇所毎 ¥5,000

・２ページ目以降の作成（同ドメインに限る） １ページ毎 ¥15,000

・使用日５営業日前〜前日営業時間内までの修正変更作業 １ページ毎 ¥10,000

■配信サポートのみ

配信サポート（機材貸し出しなし） １名３時間毎 ¥60,000

Zoom関連サポート（機材貸し出しなし） １名３時間毎 ¥50,000

配信サポートに関連する打ち合わせ（オンライン含む） １名１時間毎 ¥6,000

配信サポートに関する資料作成（台本・配置図・接続図作成等） A K A K

■特急対応料金

実施日まで３０日を切っての発注 ¥35,000

実施日まで２１日を切っての発注 ¥65,000

実施日まで１４日を切っての発注 ¥85,000

実施日まで７日を切っての発注 ¥140,000

実施日まで３日を切っての発注 ¥180,000

前日/当日の発注 ¥220,000

■１日２件限定　低価格プラン

【固定１カメプラン】 カメラを追加する場合は適応外となります。 ¥98,000

　■２時間までの配信費用

　■フルハイビジョンカメラ１台　（固定カメラ）

　■マイク１本（オペ無し、ミキサーなし）

　■待機画面＋休憩画面＋終了画面のみ表示可能（合計３枚）

　■スタッフ１名

　■拘束時間４時間まで（搬入〜搬出）

　■ロケハン無し

　■当日９時以降開始の搬入

　■東京都内交通費無料

【固定２カメプラン】 カメラを追加する場合は適応外となります。 ¥138,000

　■２時間までの配信費用

　■フルハイビジョンカメラ２台　（固定カメラ）

　■マイク２本（オペ無し、ミキサーなし）

　■待機画面＋休憩画面＋終了画面のみ表示可能（合計３枚）

　■スタッフ２名（オペレータ１名/ディレクター１名）

　■拘束時間４時間まで（搬入〜搬出）



　■ロケハン無し

　■当日９時以降開始の搬入

　■東京都内交通費無料

【ウェビナーバリュープラン】 カメラ、画面構成、マイクを追加する場合は適応外となります。 ¥275,000

　■２時間までの配信費用

　■フルハイビジョンカメラ２台　（固定カメラ）

　■PC入力接続１台

　■映像スイッチング４種類まで

　■画面構成（PinP）１種類

　■マイク１本または会場音声接続（オペ無し、ミキサーなし）

　■待機画面＋休憩画面＋終了画面のみ表示可能（合計３枚）

　■スタッフ２名（オペレータ１名/ディレクター１名）

　■拘束時間６時間まで（搬入〜搬出）

　■ロケハン１回

　■当日９時以降開始の搬入

　■東京都内交通費無料

　■基本ページ作成込み（Vimeoの埋め込み含む）

※金額は全て税別表記になっています。


