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有料サポート利用料金表 

 
 

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/】 
 
 
 
 

 

2020 年 1月現在 
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有料サポート料金表 
項目 内容 料金 詳細 

通訳 レジデンス・コーディネーター

による通訳 (日英) 

¥10,000／1イベント(2h) イベント開催日 2 週間前にはプラ
ンをレジデンススタッフへご相談
ください。 

テキスト翻訳 レジデンス・コーディネーター

による翻訳(日/英のみ) 

英→日：￥15/ 1 word 

日→英：￥15/ 1 文字 

※アーティストプロフィールの翻
訳とプロジェクトプランの翻訳は
無料で行います。 

テキスト校正 レジデンスコーディネーターに

よる校正(日/英) 

英→日：￥5/ 1 word 

日→英：￥5/ 1 文字 

※アーティストプロフィールの翻
訳とプロジェクトプランの翻訳は
無料で行います。 

施工 作品制作補助及び設営・撤収の

施工サポート 

人件費 

(￥1,300～/1 時間)+材料費 

施工希望日の 2週間前にはプラン
をレジデンススタッフへご相談く
ださい。タイミングによっては作業
をお受けできない場合もございま
す。  

3331 CUBE ショップ &  

ギャラリー展示ボックス 

作品やグッズを 3331 オリジナ

ルショップ展示エリアに出展 

¥2,000/1 週間 (1 スペース
高 24.5cmx 
幅 40cmx 奥 47cm) 

予約はレジデンススタッフへご相
談ください。 

展示パネル 大きな用紙サイズのプリントと 

ハリパネの設置 

人件費 + 材料費 ¥5,000 よ

り(A1 サイズ)  

データはコーディネーターが開く
ことのできるフォーマットにてお
渡しください。(PDF、jpg、ai 等)  

使い捨て用品 ピン、釘、テープ等 材料費  イベント開催日 2週間前にはプラ
ンをレジデンススタッフへご相談
ください。 

大判出力 A3 サイズまで対応可能 人件費 + 材料費 

¥2,500/1mより  

データはコーディネーターが開く
ことのできるフォーマットにてお
渡しください。(PDF、jpg、ai 等) 

プリント、コピー、 スキャン プリント、スキャン  

(A4～A3 サイズ) 

A4・A3 白黒 ¥10/1枚 

A4 カラー ¥50/1枚 

A3 カラー ¥80/1枚 

データはコーディネーターが開く
ことのできるフォーマットにてお
渡しください。(PDF、jpg、ai 等) 

カッティングシート 「カッティング切り出し」 

(サイズ： 
横410mm × 縦1000mm ) 

￥3,000 
＊オペレーション、カッティ
ング・リタックシート代含む 

カッティングシートの作成と設置
作業。 

※1.データはイラストレータにて
アウトライン化したものを入稿し
てください。 

※2.設置希望日時の 2週間前には
プランをレジデンススタッフへご
相談ください。タイミングによって
は作業をお受けできない場合もご
ざいます。 

＊オプション 100mm毎に
￥300 

「カッティングの抜き」 ￥1,500/30文字 

＊オプション￥500/10文字 

「リタックシート張り」 ￥1,000 

「設置」 ￥2,000 

印刷物  名刺 (ネットワーキングのため 

の名刺のテンプレートを作成、 

印刷を行います。) 

応相談 アーツ千代田 3331 のデザインテ

ンプレートには限りがあります。利

用者によってデザインをカスタム
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ポストカード (アーティスト自 

身が行うプロモーションのため 

に、ポストカードサイズのフラ 

イヤーのテンプレートを作成、 

印刷を行います。) 

することはできませんので、ご了承

頂きますよう御願いいたします。 

電子機器  プロジェクター、マイク等のレ

ンタル費用※ 

 3 ページのレンタル備品リ

スト参照 

※長期滞在プラン利用者は、1イベ

ントに限り、備品を各種ひとつまで

無料にてお貸出しいたします。  

家具等の貸し出し  ワークショップ、イベント、展

示へのイス、テーブル、展示用

台座などの貸し出し。 

会議机/1 ￥2,000 

学習机/1 ￥500 

学習椅子/1 ￥300 

台座/1 ￥1,000 

※長期滞在プラン利用者は、1イベ

ントに限り、備品を各種ひとつまで

無料にてお貸出しいたします。 

材料調達サポート  作品制作に必要な特殊材料の調 

達方法、入手場所などのリサー 

チ。 

応相談  リサーチのための企業との交渉は、

時間がかかります。インタビュー等

の必要がある場合は、滞在の 3ヶ月

前よりのご相談をお願いいたしま

す。 

運送サポート  国内外への郵送サポート 輸送費+梱包材+発送手続き 発送先地域、サイズ、重さ、運送方 

法(船便、航空便等)によって料金 は

異なります。 

東京ガイド  アーツ千代田 3331 のスタッ

フがギャラリーやワークショッ

プ等へ利用者をご案内いたしま

す。(基本的な通訳と各施設への

コーディネートのみ)  

1 名アテンド費+交通費  特殊な場所への見学の場合、先方と

の交渉には時間がかかることがあ

ります。滞在の三ヶ月前よりのご相

談をお願いいたします。 

※	 上記のサポートは全て有料になります。追加で有料サポートをご希望の際は、お早めにお申し出ください。また、記載

された料金は目安であり、ご要望内容に応じて異なります。詳しい料金のお見積もりをご希望の方は、希望するサポー

ト内容をレジデンス・コーディネー ターにお伝えください。内容などによってはお断りする場合もございますので予め

ご了承ください。 

 

 

更新：2020/01 
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BenQ MS527 ¥4,000
3300íóäñ±�u2�C,10000Bz±y/$ëñ
ß�Ýí3D.4¯® +Jhº<t§ªsxÇñÚÅÔâ
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BenQ MW632ST
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¥8,000
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BenQ MH-680
ÝíHD.4 ¥8,000 3000íóäñ�1080P(1920x1080)�16:9�VGA(640 x

480) ø UXGA(1600 x 1200)

NEC NP-M402
�°1\
%W

¥10,000
4000íóäñ�1,024,000Xaô1,280ÕÑÔ×800ë¾ñõ
ÇñÔëËÔM10000:1
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IO DATA  EX207
20¾ñÐ

7Az³¬
ú5,000
©¹�{1A
ú500v�

ÚØíÎ¾ß  TFT20.7(ð¾ÕLEDö|�NÚØí�
C,k\n�2  1920×1080�C,k\i  1677�i
ËÎñÕ�·�):¤�h

TOSHIBA Regza
42Z2

42¾ñÐ

7Az³¬
ú10,000
©¹�{1A
ú800v�

k\Xa=÷1920X1080
HDMI.4
ËÎñÕ�·�):¤�h

TOSHIBA Regza
52R9000
52¾ñÐ
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ú20,000
©¹�{1A
ú1,500v�

k\Xa=÷1920x1080
�`§« ¸_ÆóË(Z)¢©±³³ÒîÛ °�¡
³¨���):¤��

DMM  DME-4K65D
65¾ñÐ

7Az³¬
ú30,000
©¹�{1A
ú2,500v�

n�2  3840 x 2160�ÇñÔëËÔMôIP�õ  4000:1
1200:1�
��^-  HDMI2.0(HDCP2.2.4) ×4�USB2.0×1�Ë
ÎñÕ�£�):¤�h�ÄæËÎó�£±0WÒîÛË
ÎñÕ�·  �o�T

65¾ñÐå×ÎóW
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ú3,000
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DRAPER
DF-180E ¥25,000

���¾ñÐÓèëÝÁóíÕËÅìóñ�ÝïñÔ�
c´]«8·ªª´3ËÅìóñ
ËÅìóñÈ¾Ì�������������������
¾äóÊÈ¾Ì�������������������
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ßî¾çó

(Y *m �G qb

PDP-3140
Þíóî¾ßî¾çó
※DVDßî¾çó±
 ¥W6µ�·³¨

7Az³¬
ú2,000
©¹�{1A
ú300v�

�V�hÝ»¾í
DivX® Plus HD�MKV�3GP�FLV�WMV�AVI�JPEG�
WMA�MP3�AAC�MPEG2 AAC�MP4�WAV�FLAC
��n�2
480p�720p�1080i�1080p�1080/24p

Mini HD Media
Player

7Az³¬
ú1,000
©¹�{1A
ú300v�

SDÃóÕ�USB.4�ÝíHD1080P

ÂóÓ½ÂJ&

ËÜóÃóÍÑÔA
Yamaha MG206C-USB�

QSC GX5�
DBX DriveRack PX

¯®

¥20,000

â¾Å20E;d��USB;d�ôÂóÓ½Â¾ñÎóÝÀ
¾Ë§«�W�)
500w((8ohm)�Úðó¼ñß
SRËÜóÃó�15"�2¿À¾�800W�8ohms�20kg
¯®
※	g~�WB²R?�Deâ¾Å2E�£
���¥�W²	g~�W±@¢��°¯·³¨�

ËÜóÃóÍÑÔB
Peavey Escort ¥10,000 5ÐæñØí150W åÙëíòÚðóÕùãÄÈó

ð¾çîËâ¾Å ÍÑÔ
ATW-SP707�

BLX288/BETA58
!�ú5,000 ATW-SP707²ËÜóÃó�£

SVX288/PG58²lãÄÈó�2EÍÑÔ

â¾Å ¥500
Ï¾ÖãÑÅâ¾Å���9"5
#O=U5÷ 80Hz -15kHz
ÇØÅÎó÷3 Üñ XLR ôÂËõ


