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2019 年 4月現在 

 
 

 
オープンコール/1-3 ヶ月滞在者用  
プログラム利用料金表 

 
 
【料金アウトライン】 

*詳細は 2-3 ページをご覧ください。 

 

各プログラムについて、お申込方法など詳しくは 

AIR 3331 のウェブサイトにてお確かめください。 

ご質問ご不明な点は、お気軽に下記アドレスまでご連絡ください。 
 
 

AIR 3331  
Email【residence@3331.jp】 

Online【https://residence.3331.jp/】 
 

プランタイプ 料金 (１ヶ月/28 日間) 

プラン A：外神田スタジオ (プライベート、アー
ツ千代田 3331 館内) 
+ 岩本町レジデンス 5F 

¥352,000 - ¥368,000 

プラン B：岩本町スタジオ  
(1F シェアスタジオ) + レジデンス 4F 

¥253,000 - ¥264,500 

プラン C：岩本町レジデンス 3F  
(スタジオ ＋ レジデンス) (プライベート) 

¥210,000 - ¥230,000 
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プラン A: 外神田スタジオ (アーツ千代田 3331 館内)+ 岩本町レジデンス 5F  
利用スペース 人数 料金※（4 週間＝２８日） 備考 

アーツ千代田 3331 館内 
プライベートスタジオ+岩本
町レジデンス 5F（個室） 
 

1 

 
ハイシーズン  
(3 月、4月、5
月、9 月、10月、

11月) 
 

レギュラーシーズン  
(6 月、7月、 8
月、12月、1月、 

2月) 

料金には、外神田スタジオ(アーツ千代
田 3331 館内) の利用、岩本町レジデン
ス 5F (アーツ千代田 3331 から徒歩 20 
分) の利用、レジデンス・コーディネー
ターによる基本サポートが含まれます。  
*リビング、トイレ、キッチン、風呂は
共有です。 
**2 名で 1部屋+1スタジオスペースを
使用する場合の利用料金となります。 

¥368,000* ¥352,000* 

アーツ千代田 3331 館内 
プライベートスタジオ+岩本
町レジデンス 5F（個室） 
 

2 

 
ハイシーズン  
(3 月、4月、5
月、9 月、10月、

11月) 
 

 
レギュラーシーズン  
(6 月、7月、 8
月、12月、1月、 

2月) 
 

¥552,000* ** ¥528,000* ** 

 
プラン B: 岩本町スタジオ (1F シェアスタジオ) + レジデンス 4F 

利用スペース 人数 料金※（4 週間＝２８日） 備考 

岩本町 1F シェアスタジオ 
＋ 4F レジデンス（個室） 

 
1  

 
ハイシーズン  
(3 月、4月、5
月、9 月、10月、

11月) 
 

レギュラーシーズン  
(6 月、7月、 8
月、12月、1月、 

2月) 
料金には、岩本町 1F シェアスタジオ 
＋ 4F レジデンス (アーツ千代田 3331
から徒歩 20 分) の利用、レジデンス・
コーディネーターによる基本サポートが
含まれます。  
*5F/4F リビング、トイレ、キッチン、
風呂は共有です。 
**2 名で 1部屋+1スタジオスペースを
使用する場合の利用料金となります。 

¥264,500* 
 

¥253,000* 
 

2 

 
ハイシーズン  
(3 月、4月、5
月、9 月、10月、

11月) 
 

レギュラーシーズン  
(6 月、7月、 8
月、12月、1月、 

2月) 
 

¥396,750* ** ¥379,500* ** 
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プラン C: 岩本町レジデンス 3F (スタジオ ＋ レジデンス) (プライベート) 
 

利用スペース 人数 料金※（4 週間＝２８日） 備考 

岩本町レジデンス3F (ス
タジオ ＋ レジデンス) 
(プライベート) 
 

 
1  

 
ハイシーズン  
(3 月、4月、5
月、9 月、10月、

11月) 
 

レギュラーシーズン  
(6 月、7月、 8
月、12月、1月、 

2月) 
料金には、岩本町3Fプライベート
スタジオ ＋ レジデンス (アーツ千代
田 3331 から徒歩 20 分) の利用、レジ
デンス・コーディネーターによる基本サ
ポートが含まれます。  
*5F/3F リビング、トイレ、キッチン、
風呂は共有です。 
**2 名で 1部屋+1スタジオスペースを
使用する場合の利用料金となります。 

¥230,000* ¥210,000* 

2 

 
ハイシーズン  
(3 月、4月、5
月、9 月、10月、

11月) 
 

レギュラーシーズン  
(6 月、7月、 8
月、12月、1月、 

2月) 
 

¥345,000* ** ¥315,000* ** 

 
 

【2020 東京オリンピック前期間エクストラハイシーズン (2020/3/1 ‒ 4/30)について】 
オリンピック前エクストラハイシーズン期間には上記料金が全て 30%アップとなります。 
エクストラハイシーズンに関するご質問はレジデンス担当者までお問い合わせください。  
 
 
※料金は全て税込み 
※上記の料金は長期レジデンス利用(4 週間またはそれ以上)のみに適応されます。見積もりに関してはご利用の 4週間前までに
[residence(at)3331(dot)jp]までお問い合わせください。 
※ご希望に添えるよう手配させて頂きますが、施設の空き状況、参加人数等によってはご希望に添えない場合もございます。ご了承下さ
い。 
※複数名が同時に滞在する場合、施設の共有スペース（トイレ、キッチン、風呂等）は共同利用となります。  


