あなたの歴史を名作映画のように。
現役の現場スタッフがあなたの歴史を不朽の映像作品としてお届けします。

Course・Price
仕様・料金表

フォトムービー・コース

パッケージ記号

A -1
ライト

パッケージ名称

350,700円

基本価格(税込)
出張交通費
お申込時お支払額(予約金)

取材

ドキュメンタリー映画・コース

A -2
スタンダード
無し

70,000円

1,335,600円

98,000円

270,000円

再現ドラマ付・コース

オーダーメイド・コース

C -1
クリエイト

D -1
フルオーダー

B -2
プレミアム

B -1
クラシック

487,200円

2,131,500円

お見積

お見積

交通費(高速代、有料道路代、交通機関利用の場合は運賃と機材輸送費)は実費加算を事前お見積り
430,000円

お見積額の20%

お見積額の20%

*ご予約金は基本価格に加算されるものではありません。作品完成時は全総額から予約金を差し引いた残額をお支払いただきます。
電話打ち合わせのみ

打ち合わせ

※フォトエントリー
（スーパーライト）
は別紙の
『フォトエントリー専用お申込書』
をご覧下さい。

取材シート、電話取材のみ

撮影

1回(兼対面取材)
ロケーション撮影2日前後

無し

2回(兼対面取材)

取材シート、電話取材、対面取材(撮影・録音)
ロケーション撮影5日程度

(ご本人、
ご家族、
ご友人のインタビュー、風景撮影等)

打ち合わせ、
ロケーション回数は
ご予算、撮影内容によって異なります。
制作費、構成内容決定後の
スケジュールに基づいて行います。

使用素材 (*お申込者様側で使用可能である素材を送りください。第三者の方が権利を持つ素材は許可無く映像作品に使用することが出来ません)

写真、資料

100枚まで(スライド、絵、印刷物、資料、等も可能です。)
VHSビデオ、Hi8、DV、miniDV (1本まで無料、2本目から別途料金がかかります。)
(※8mm、16mmフィルムは別途テレシネ料金がかかります。)

動画
ナレーション効果
時間

無し
約15分

ナレーション入り
約15分

期間(素材当社到着後)

追加オプション

ナレーション有無は構成内容によって異なります。
約30分〜40分

構成内容によって異なります。

当社オリジナル曲や使用許諾楽曲を使用
(既製曲の使用をご希望の場合は著作権使用許諾の調査及び申請手数料、使用料の別途料金がかかります)
(また、著作権の関係で使用できない楽曲もございます。
その際も調査手数料頂きます事ご了承ください)

音楽

納品

約15〜20分

使用素材数は構成内容によって異なります。

約40日

約50日

構成内容によって異なります。

構成内容によって異なりますので、構成作成時にスケジュールをご確認いただきます。
DVD及びVHSビデオ(各2セット) (追加は別途料金にて可能です。)

DVD1枚、2500円。VHSテープ1本、2000円。(多量の場合はお値引き)

＊完成納品後の追加は価格が異なりますのでお問合せください。

※素材の送付を望まれないお客様は別途料金『出張スキャンサービス』
や
『出張スキャン+選別サービス』
もございます。又、全素材の完全データでのご入稿や当サービス宣伝掲載許可のお客様はお値引させていただきます。
詳細、最新情報は当サービスホームページにてご確認下さい。 お申込み後予約金をお振込いただいたお客様には、
お客様のみアクセス可能な、
インターネット上お客様専用マイページをご用意致します。

A. 写真中心でリーズナブルな「フォトムービー・コース」シナリオライターがあなたの思い出や貴重な体験からストーリーを掘り起こし、一枚一枚の写真に命を吹き込みます。

B. ロケ撮影で作る本格的「ドキュメンタリー映画・コース」取材、構成台本、
ロケ撮影と、映画やテレビドキュメンタリーと全く同じプロセスであなたのドキュメンタリー映画を制作。
C.「あの時」
をドラマで再現!「再現ドラマ付き・コース」俳優のキャスティングであなたのドラマを再現します。併せてロケ取材等を行い本格的ドキュメンタリー作品に仕上げます。
D. 柔軟な映画制作が可能な「オーダーメイド・コース」お客様のご予算とご希望に合わせた柔軟な映画作りをご提案。
ロケ日数、撮影の規模も基本的に制限はありません。
※この
『仕様・料金表』
の仕様及び価格は変更する場合がございます。お申込時はホームページやお電話で最新情報をご確認の上でお申込み下さい。20070801
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『利用規約』
第１条 （総 則）
本規約は、有限会社ギアズ・ファクトリー
（以下「当社」
という）
の提供する
『ロードシアター』
（以下「当サービス」
という）
を申込者（以下「お客様」
という）
がご利用になる上での契約内容を定める。
第２条 (規約の成立)
当サービスは当社が運営するホームページ上のお申し込みフォーム、又は当社作成のお申込用紙からお客様のお申込みを受け付けることを基本とし、
お申し込みに際してはこの利用規約全ての内容にお客様が同意するものとする。利用契約は、以下に記したすべての事由を要件として成立するものとする。
（１）
お客様からのお申込み内容が当社に到達・受信していること。
（２）
当社からのお申込み完了通知がお客様あてに発信されていること。
（３）
お客様からのお申込み料金の一部または全てが当社宛支払われていること。
第３条 (お客様の環境条件)
当サービスお客様環境条件として、基本的に
「電話連絡が可能な方」或は
「電話連絡とＥメールでの連絡可能な方」
とする。
第４条 (お客様からの申込みの拒否)
お客様が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、
当社はお申込みをを拒否することができ、その理由の通知はしない。
（１）
当サービスのお申し込みに虚偽の事実を申告した場合。
（２）利用規約に違反して当サービスを利用することが予想される場合。
（３）
自らこの利用契約を締結する能力を欠くと当社が判断した場合。
（４）現在違法行為や公序良俗に反する行為を行っている、或は関与している場合。
（５）人種差別思想や政治的宗教的に偏った思想を持っている場合。
（６）
当社に不利益や損害を与える恐れがあると当社が判断した場合。
（７）前各号のほか、
当社が業務を行う上で支障があると判断した場合、
または支障が発生すると予想される場合。
第５条 (当サービスの利用開始・利用範囲)
当サービスは前条で定めた利用契約が成立した時点から開始され、
お客様が当サービスの提供物の所有権を放棄しない限り継続する。
当サービスの利用範囲はお客様がお申込み時の契約内容でのみ利用することができ、契約内容に違反する利用はできない。
第６条 （違反行為）
お客様が当サービスの情報や当サービスの提供物や完成動画作品の一部あるいは全部（以下完成作品という）
を直接或は間接利用して当社が不適当
と判断する行為（次の各号のいずれかの行為又はそのおそれのある行為を含む。）
を行った場合は、
当社はお客様に対し行為の中止を求めることが出来、
お客様は遅滞なく即刻行為を中止しなければならない。
（１）公序良俗に反する行為。
（２）第三者の著作権を侵害する行為。
（３）第三者を誹謗、
中傷する行為。
（４）第三者に不利益を与える行為。
（５）
当社や当サービスに損害又は不利益を与える行為。
（６）
当サービスから得た情報や提供物や完成作品の一部或は全部を複製又は加工して、
当社の承諾無く貸出や販売又は出版、上映や放映又はそれを
許可する行為。
（７）本規約に違反する行為。
第７条 (素材原稿の輸送)
当サービス及びお客様は、
お客様の素材原稿の梱包及び輸送依頼に細心の注意を払うこととする。
（１）宅配便等の利用を基本とし、必ず書留扱いで輸送依頼する。
（２）輸送途上における破損・損傷・汚損・折り曲げや水濡れのないように梱包する。
第８条 (素材原稿の保護)
当社及び当サービスは、
お客様からの素材原稿の管理保全に細心の注意を払うが下記の場合に際してはその責を負わない。
（１）輸送途中での事故、
その他不測の事由により素材の回収や回復が不能な場合。
（２）天災、
その他不測の事故災害に遭った場合。
（３）火災、消防注水、爆発等の損害を受けた場合。
（４）盗難、
その他当社及び当サービス作業所内における不可抗力による災害、事故の場合。
第９条 (素材原稿の返却)
当社及び当サービスは、
お客様依頼の作品完成後又は作業完了後速やかにお客様へ素材原稿を返却することとする。
第１０条 （完成作品の著作権）
完成作品の作品著作権は以下に記したすべての事由を要件として当社及びお客様間で成立することとする。次の各号に不適当と判断する行為（次の各
号に違反する行為又はそのおそれのある行為を含む。）
を行った場合は、違反者に対し行為の中止を求めることが出来、違反者は遅滞なく即刻行為を
中止しなければならない。
また違反者に対し著作権の放棄を求めることが出来る。
（１）
当サービスの制作による完成作品の作品著作権は当社及びお客様が保有するものとし、互いの承諾無く第三者に権利を譲渡することはできない。
（２）
当社及びお客様は完成作品の著作権を保護するため引越し等で住所地や連絡先が変更になった場合は速やかに変更内容を通知報告し互いに
最新の連絡先情報を把握するものとする。
（３）完成作品内の当社または当サービスのロゴやタイトルや文章や画像やイメージ等、
お客様情報に関連するものでは無く、
かつお客様完成作品のみ
の使用で無い箇所は当社のみの著作権または著作権使用許諾を得ているものであり、
当社はその箇所のみお客様の承諾無く使用する事が出来る。
（４）
お客様は当社の承諾無く完成作品を家族や親族や友人や関係者では無い第三者への上映や放映やまたはそれらの許可やその恐れのある貸出を
することはできない。
（５）
当社はお客様の承諾無く完成作品を当サービス関係者や関係会社では無い第三者への上映や放映やまたはそれらの許可やその恐れのある貸出
をすることはできない。

※この
『利用規約』
の内容は変更する場合がございます。お申込時は最新の内容をご確認の上でお申込み下さい。

あなたの歴史を名作映画のように。

第１１条 （完成作品の売上）
完成作品の売上配分は以下に記した事由を要件として当社及びお客様間で成立することとする。次の要件に不適当と判断する行為（違反する行為
又はそのおそれのある行為を含む。）
を行った場合は、違反者に対し行為の中止を求めることが出来、違反者は遅滞なく即刻行為を中止し損害賠償
責任を負うものとする。
（１）
当社及びお客様は、完成作品の上映や放映や出版や販売等、完成作品に関連して身内や第三者からの報酬等金銭の発生が予測される場合は
必ず企画段階で事前に連絡し、両者相談合意のもとで行うものとし、
その売上は企画費や人件費他必要諸経費や第三者著作権料を差し引いた
残金額を当社50％お客様50％で分割する事を基本とする。
（２）両者記名捺印の合意の文書がある場合は50％づつの売上配分率は変更できるものとする。
（３）売上の残金額の発生が無い場合は企画者側が経費の不足分を補填することを基本とし、売上の配分支払いは無いものとする。
第１２条 （著作権）
お客様は、
当サービスで提供する情報や当サービスの提供物や完成作品が著作権法その他の法令により保護されていることを確認する。
お客様は、一定の条件の下でのみ利用を認められている第三者著作物が含まれている場合はそれを了解し、本規約に定める利用範囲に従い、
かつ
必要に応じて当社宛連絡しお客様の自己責任のもとに著作権処理を行うか或は当社宛著作権処理依頼を行って、著作権処理完了後に当サービス
で提供する情報や当サービスの提供物や完成作品を利用するものとする。
第１３条 （お客様情報の管理）
当社及び当サービスは、
お客様の承諾なしに、
お客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、
メールアドレス等）
を第三者に開示しない。
ただし、法令に従い官公署に要求された場合はこの限りではない。
第１４条 （当サービス作品の宣伝利用）
当サービスは、宣伝の承諾をいただいたお客様の完成作品の一部を、
当サービスの宣伝を目的としたホームページや印刷媒体やデジタル媒体等を
利用して宣伝することができる。
第１５条 （変更届）
お客様は、
お申込みの際及び制作過程に申告した内容に変更が生じた場合、遅滞なく当サービスに届けなければならない。
第１６条 （本規約の同意）
当サービスに申込みをした時点で、
お客様は本規約に同意したものとみなす。
第１７条 （免責事項）
当サービスは、
当サービスで提供する情報に関しては、以下の事項も含めいかなる責任及び義務も負わないものとし、一切の賠償等を行わないもの
とする。
（１）
当サービスの妥当性及びお客様の利用目的に対する適合性。
（２）
当サービスの利用に起因して生じた直接的又は間接的被害。
（３）
お客様への事前の連絡なくして行う当サービスの仕様及び内容の変更。但し作品制作中のお客様へは、納品までお客様お申込時点での仕様・
料金表或はお客様と合意の仕様・料金に従い納品を完結する。
第１８条 （当サービスの停止又は廃止）
当サービスは、次のいずれかに該当する場合、予告なく当サービスの一部又は全部を一時停止若しくは廃止することができる。
（１）
当社システムの定期保守若しくは更新を行う場合又は緊急の場合。
（２）火災、地震、津波、洪水等の天変地変、停電、通信回線の障害、法令の制定改廃などにより当サービスの提供が困難な場合。
（３）
その他の不測の事態により当サービスの提供を困難と判断した場合。
（４）
当社は当サービスの停止を行った後も利用規約違反のお客様に対する損害賠償請求権を失わないものとする。
第１９条 （提供内容の変更等）
当サービスは、
お客様に予告なく当サービスの提供内容若しくは機能の変更又は一時的な中断を行うことができる。
第２０条 （規約の改訂）
当サービスは、必要に応じてお客様に予告なく本規約を改訂する。改訂された規約は当サービスに掲載し、
その後のお客様は当サービスを利用する
ことにより改訂された本規約に同意したものとみなす。
第２１条 （規約の遵守）
当サービス及びお客様は本規約を遵守しなければならない。
第２２条 (紛争)
お客様は当サービスを通じて第三者との間で生じたトラブルについて、
お客様ご自身の責任で解決しなければならない。
当社とお客様の間で利用契約について紛争が生じた場合、東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
本規約は２００７年８月１日から施行する。
[注意事項]
当サービスへ申し込まれた場合、
この利用規約の全内容に同意してご利用頂けるものとさせていただきます。
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