
STUDIO & SPACE IVVAは明治神宮前駅、表参道駅、原宿駅徒歩約10分圏内にあります。

壁面はコンクリート造と白壁、床面は重厚感のあるアンティークウッド。

クール＆シンプルなシーンを演出するレンタルスペースです。



フォトスタジオとしてのご利用したいお客様へ

[各種スチール撮影、ムービー撮影等 ]

Page 3 〜 page 11  

レンタルスペースとしてのご利用したいお客様へ

[ 服飾及びアート他の各種展示会やイベント等 ] 

Page 12 〜 page 17   

→

→

フォトスタジオとスペースの2つの用途でご利用できます



リニューアルで何が変わったの？

★2つの変更点

①土日祝日料金の割増を撤去

現状：土日祝日は平日利用料金に500円増。

→ 今後：土日祝日も平日利用料金と同一。 詳細は8〜11、16〜17ページへ⇒

②24時間営業を開始

現状：営業時間は10:00～20:00の10時間。時間外利用はその都度相談。

→ 今後：24時間貸し出し可能。

10:00～22:00を「通常営業時間」

22:00～10:00を「夜間営業時間」とする。

「夜間営業時間」の料金は20％増となります。

※ 長時間利用際は割増料金についてご相談をお受けします。
通常営業時間

夜間営業時間

利用料金20%増

10時 22時 翌10時
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STUDIO and SPACE IVVA は2018年9月よりＢスタジオを開設しリニューアルオープンをしました。

それに伴い、利用価格並びに営業時間の変更と、当スペースの今後の展開をお知らせします。



フォトスタジオの 特徴

1. ストロボ等の撮影機材無料 2. 什器や小物レンタル無料 3. 雰囲気ある空間

壁面はコンクリート造、

床面は重厚感のあるアンティークウッド。

背景紙を用いての撮影やコンクリート壁を

使用した撮影が可能です。

Aスタジオにはフィッティングルーム完備。

基本設備、機材は全て無料でご利用可能。

背景紙等の有料機材もあり！

・Profoto D1Air 1000W ×2灯

・Profoto ソフトボックス

・動画用LEDライト（色温度、強度調整可）

・アンブレラ ホワイト 105cm

等 他にも有料機材も有り。

アンティーク小物や家具など設備は、

全て無料でご利用可能です。

・アンティーク椅子、机、ソファー

・トルソー

・ハンガーラック

・鏡

・冷蔵庫

・プロジェクター

・マイク、ミキサー 等様々
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フォトスタジオの 概要

撮影可能時間

最低利用時間

広さ

天井高

撮影タイプ

録音/ 音だし

深夜・早朝利用

無料機材

有料機材

機材レンタル

無線LAN 

クレジット払い

請求書払い

駐車場

キャンセル

24時間

4時間 ※応相談

Aスタジオ52.87㎡ / Bスタジオ21.2㎡

Aスタジオ最大 3.7m / Bスタジオ最大 2.9m

スチール／ムービー撮影(要相談)

ご相談ください/大音量はNG

可能です。22時～10時は20%増となります。

有り

要予約

ストロボ、背景紙等、無料・有料機材有り

ご利用可能です。

ご利用総額の5％を頂戴しております。

可能です。入金日をお聞きします。

常設なし ※近隣にパーキング有

シーン

壁

エレベーター

設備

アンティーク、木材床

コンクリート（モルタル）、白壁

高さ：約2.2m(最大で約2.5m)

奥行き：四方すべて1.1mとなります。

会議用テーブル×２、パイプ椅子×８、

オフィスデスク×4、デスクチェア×４、

アンティーク机×４、アンティーク椅子×７、

丸椅子×３、ソファー×２

鏡×３、全身鏡、ハンガーラック×４、

120cm吊り下げ式ラック×5、トルソー×２、

無線LAN、エアコン、ウォシュレットトイレ、

プロジェクター、

音響セット（アンプ、スピーカー、マイク）、

1ドア小型冷蔵庫 50L 等

各小物の貸出しは無料。

※AスタジオとBスタジオでは設備が異なります。

詳しくはお問い合わせ下さい。

【スタジオご利用】予約成立後のキャンセルについては、スタジオご利用開始の6日前から、

ご予約頂いた分のお時間に関して、以下のキャンセル料が発生致します。

・6日前～3日前まで ／ ご利用総額の50％
・2日前 ／ ご利用総額の80％
・前日～当日 ／ ご利用総額の100％
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フォトスタジオの 画像でみる詳細 1
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Aスタジオは大規模な人物撮り、物撮り、動画撮影に。

Bスタジオは上半身撮影、小規模な物撮り、動画撮影に最適です。

AB同時利用で、Bスタジオを控室にすることも可能です。

Aスタジオにはメイクルーム兼更衣室が完備。

Bスタジオは折畳みテントが更衣室になります。

詳しくはお問合せ下さい。



フォトスタジオの 画像でみる詳細 2
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フォトスタジオの 画像でみる詳細 3
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フォトスタジオの 料金 1

STUDIO A（52.87㎡）をご利用の場合

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 12時間パック料金

全 日
¥6,200/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥35,700 ¥69,200 

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 12時間パック料金

全 日
¥4,000/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥23,000 ¥44,600 

STUDIO B（21.2㎡）をご利用の場合
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24時間

24時間

STUDIO A / B（74.04㎡）をご利用の場合

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 12時間パック料金

全 日
¥8,500/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥49,000 ¥95,000 24時間



フォトスタジオの 料金 2
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※利用可能時間は全日10:00～22:00の12時間が通常営業時間、

22:00～10:00の12時間が夜間営業時間になります。

※ご利用料金は、搬入から完全撤収までの間、発生いたします。

※最低利用時間は４時間です。

※夜間料金は20％増となります。長時間利用の際はご相談をお受けします。

※延長は15分単位の請求となります。

※利用料金はすべて消費税込です。

※消費税改正により料金が変動する場合がございます。予めご了承ください。

※ムービー撮影は、利用料金が異なります。詳細は次のスライドでご確認下さい。



フォトスタジオの 動 画 撮 影 に つ い て １ 各種動画撮影（配信）は料金が通常料金と異なります。
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STUDIO A（52.87㎡）をご利用の場合

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 12時間パック料金

全 日
¥8,500/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥49,500 ¥95,000

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 12時間パック料金

全 日
¥5,000/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥29,000 ¥56,000

STUDIO B（21.2㎡）をご利用の場合

24時間

24時間

STUDIO A / B（74.04㎡）をご利用の場合

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 12時間パック料金

全 日
¥12,000/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥70,000 ¥134,00024時間
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各種動画撮影は料金が通常料金と異なります。

各種動画撮影をご希望のお客様には内容をお聞きし、判断させて頂いております。お気軽にお問い合わせください。

例えば、

・30名を超えるスタッフ様がいらっしゃる場合 → 撮影スペースが限られておりますので、ご相談ください。

・大量の撮影機材がある場合 → スタッフ様と機材によって、撮影スペースが限られておりますので、ご相談ください。

・特殊な機材を持ち込む場合 → スタジオ機材、什器、レールなどによる床面等に影響がでる機材はご遠慮ください。

・電圧の高い照明を持ち込む場合 → 電力の高い機材を長時間ご利用する場合はご遠慮頂いております。短時間であればご相談ください。

・舞台等の設置 → 大掛かりな舞台設置が必要な場合はご遠慮頂いております。

・録音 → 地下1階のスタジオ故、天井からコツコツを歩行音が鳴る時があります。

台詞、ミュージックの録音は下記の実績をご覧になってご相談ください。

などとなります。

＜過去の動画撮影で可能な例＞

・インタビューの撮影

・ミュージックビデオの撮影

・WEBサイトで使用する動画撮影

・映画、CMの１シーンの撮影など

・動画配信

フォトスタジオの 動 画 撮 影 に つ い て ２



スペースの 特徴

1. 個展・アートイベント 2. アパレル展示会 3.

レイアウトをお客様自身でお好みに！ファションエリア、表参道、神宮前の中心！コンクリート壁が無機質でクールな雰囲気を演出！

ワークショップ・
セミナー・講義
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・Aスタジオは23mのピクチャーレールで、

作品設置が簡単。

・Bスタジオは一部壁に釘打ち可能。

・シンプルな内装故に、自由度の高いレイアウト

が可能。

・調光でライティングコントロール可能。

・様々な家具・什器が無料。

・プロジェクターやスピーカー・アンプも無料。

・販売手数料０円。

・集荷は翌日に対応可能です。（P17参照）

・受付カウンター有。

・A/Bスタジオを併用すれば、Aスタジオを

展示会に、Bスタジオをスタッフルームや

フィッティングルームとして利用可能。

・Aスタジオのみでも、カーテンで上記の

スペースを確保可能。

・ハンガーラック5台、120cm吊り下げ式ラック

5本、全身鏡１台、鏡３台

・その他什器などはHPを参照。

・集荷は翌日に対応可能です。（P17参照）

・椅子、ソファーやその他の什器有。

・お好きな雰囲気づくりができます。

・110cm＊60cmのオフィスデスク有



スペースの 概要

撮影可能時間

最低利用時間

数日利用

広さ

天井高

無線LAN 

音楽

クレジット払い

請求書払い

駐車場

24時間 (22時～10時は20%増)

4時間

数日使用の場合、最低利用8時間より。

Aスタジオ52.87㎡ / Bスタジオ21.2㎡

Aスタジオ最大 3.7m / Bスタジオ2.9ｍ

ご利用可能です。

スピーカーご利用可能です。大音量はNG。

ご利用料金の5％を頂戴しております。

可能です。入金日をお聞きします。

常設なし。※近隣にパーキング有。

無料でご利用可能です。

ＨＰからもご覧下さい。

シーン

壁

エレベーター

設備

アンティーク、木材床

コンクリート（モルタル）、白壁

高さ：約2.2m(最大で約2.5m)

奥行き：四方すべて1.1mとなります。

会議用テーブル×２、パイプ椅子×８、

オフィスデスク×4、デスクチェア×４、

アンティーク机×４、アンティーク椅子×７、

丸椅子×３、ソファー×２、

鏡×３、全身鏡、ハンガーラック×４、

120cm吊り下げ式ラック×5、トルソー×２、

無線LAN、エアコン、ウォシュレットトイレ、

プロジェクター、

音響セット（アンプ、スピーカー、マイク）、

1ドア小型冷蔵庫 50L 等

各小物の貸出しは無料。

※AスタジオとBスタジオでは設備が異なります。

詳しくはお問い合わせ下さい。

【スペースご利用】予約成立後のキャンセルについては、スタジオご利用開始の40日前から、

ご予約頂いた分のお時間に関して、以下のキャンセル料が発生致します。

・40日前～30日前まで／ご利用総額の50％

・29日前～7日前まで／ご利用総額の80％

・6日前～当日／ご利用総額の100％

什器

家具

設備備品

キャンセル
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スペースの 写真で見る詳細 1

4
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Aスタジオは大規模な展示会やギャラリー、イベントに最適です。

Bスタジオは小規模なポップアップストア、ギャラリーに最適です。

AB同時利用で、Bスタジオを控室にすることも可能です。

Bスタジオのみ、３日～１週間のレンタルを格安で承っております。

詳しくはお問合せ下さい。



スペースの 写真で見る詳細 2
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STUDIO A（52.87㎡）をご利用の場合

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 10時間パック料金

平 日
¥7,200/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥41,000 ¥65,500 

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 10時間パック料金

平 日
¥5,000/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥28,500 ¥45,500 

STUDIO B（21.2㎡）をご利用の場合

スペースの 料金 1
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24時間

24時間

営業日 スタジオ営業時間 1時間当り料金 6時間パック料金 10時間パック料金

平 日
¥10,500/1h

※ 最低利用時間 4h ～
¥60,000 ¥95,500 24時間

STUDIO A / B（74.04㎡）をご利用の場合



スペースの 料金 2
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※利用可能時間は全日10:00～22:00の12時間が通常営業時間、

22:00～10:00の12時間が夜間営業時間になります。

※1日・時間貸し 1日での最低利用4時間より。

※数日使用の展示会等の場合、最低利用8時間より。

※搬入日などで前日を利用する場合、最低利用時間5時間となります。(1時間は無料)

※夜間料金は20％増となります。長時間利用の際はご相談をお受けします。

※延長は15分単位の請求となります。

※利用料金はすべて消費税込です。

※消費税改正により料金が変動する場合がございます。予めご了承ください。

※クレジットでお支払いの場合、ご利用料金の総額から5%頂戴致します。

※物販の際の販売手数料は０円です。

※翌日のご予約状況にもよりますが、お荷物をお預かりし、翌日に集荷・配送を行う手続きも受け付けております。

展示会やイベントで大量のお荷物配送がある場合等、お気軽にご相談下さいませ。



STUDIO and SPACE IVVA 共有スペースについて

スタジオ図面
<出入口正面>

右にAスタジオ、

左にBスタジオ。
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<出入口右>

Aスタジオへ

繋がります。

<カウンター>

Aスタジオ前に

はキッチンに繋

がるカウンター

があります。

<出入口左>

Bスタジオ、

トイレ、

オフィスに

繋がる廊下です。

<トイレ>

ウォシュレット

を備えた清潔な

トイレです。

<オフィス>

スタッフが

常駐しており

ます。不明な点がございましたらお気軽に

お問い合わせくださいませ。

スケジュール予約前にロケハン（内見）も

可能です。



STUDIO and SPACE IVVAについて/お問合せ

STUDIO and SPACE IVVA 

<運営会社>

株式会社 IVVA (イヴァ)

〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前4-25-35 B1F(地下1階)  

Tel:03-6804-3998   ／ Fax:03-6804-3999  

http://www.ivva.co.jp

予約受付について

【お電話】

平日 10:00～20:00 

土日祝 管理者直通電話のみ10:00～20:00で対応しております。

【FAX】

03-6804-3999   ※平日 10:30～19:00 

【E-mail】

MAIL : info@studioandspaceivva.com

スタジオ、スペースのご予約、お問合せはお電話、メールにて受付とさせていただいております。

※ 時間外、定休日に頂いたご予約・お問い合わせに関しては、翌営業日にご連絡させて頂きます。

スペースをご利用のお客様には、ご予算をお聞きした上でお客様にあったプランをご提案させて頂きます。

スタジオ機材やスケジュール、料金に関しましてもお気軽にお問合せくださいませ。

ご連絡お待ちしております。

〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前4-25-35 B1F(地下1階)  

Tel:080-5559-6844（管理者直通）

Tel:03-6804-3998

Fax:03-6804-3999 

web: http://www.studioandspaceivva.com 

facebook: STUDIO and SPACE IVVA

Instagram: studio_and_space_ivva
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