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MemorialMax　プライスリスト

１．ブライダル　お勧めパック

種別 商品ＮＯ 商品名 概        要 納品物 価格 単位＠ 納期

パック V001A-PAC 式撮影
ノーマルコース

結婚式、２次会等の撮影、編集。
・カメラ１台（民生機VX2000）、１名による撮影
・式映像をMUSICにあわせ、10分程度に編集。
（定型オープニング、テロップなし、特殊効果なし）

完成映像（１本）
※１

¥100,000 一式 式後、３日

パック V001B-PAC 式撮影
定番コース

結婚式、２次会等の撮影、編集。
・カメラ１台（民生機VX2000）、１名による撮影
・式映像をMUSICにあわせ、10分程度に編集。
（定型オープニング、テロップつき，特殊効果なし）

完成映像（１本）
※１

¥150,000 一式 式後、１週間

パック V002A-PAC プロフィール制作
お試しコース

定型オープニング、テロップ、音声つき。特殊効果なし。
（動画、静止画像　持ち込み要）

¥60,000 一式 １０日

パック V002B-PAC プロフィール制作
定番コース

個別作成オープニング、テロップ、音声つき。特殊効果あり。
（動画、静止画像　持ち込み要）

¥120,000 一式 ２０日
（調整要）

パック V002C-PAC プロフィール制作
デラックスコース

個別作成オープニング、テロップ、音声つき。特殊効果あり。
（ビデオカメラ、デジカメによる撮影）

¥200,000 一式 １ヶ月
（調整要）

パック H001 ２次会案内状作成
（往復はがき）

２次会の出欠確認用はがき。（動画、静止画像　持ち込み要
、持ち込み数制限なし、お客様完全オリジナル）

案内状（１種類） ¥5,000 一式 ３日

パック H002 ２次会案内状作成
（通常はがき）

２次会の案内状用はがき（動画、静止画像　持ち込み要
、持ち込み数制限なし、お客様完全オリジナル）

案内状（１種類） ¥3,500 一式 ３日

パック H003 新居案内状作成
（通常はがき）

新居案内用はがき。（動画、静止画像　持ち込み要
、持ち込み数制限なし、お客様完全オリジナル）

案内状（１種類） ¥3,500 一式 ３日

オプション V001-OPT テープ複製 VHS、miniDVテープダビング（作業費のみ、媒体費用は別途） テープ ¥500 １本 １本

オプション H001-OPT はがき印刷 はがきへの印刷（家庭用インクジェットプリンター使用、はがき込み） １枚 ¥80 １枚 要相談

＜特記事項＞ ＜受付ソースデータ＞ ＜素材入手後の工程＞

完成映像（１本）
※１

※プロフィール等、記述頂きます。
※納期はご参考です。
　詳細は別途相談させていただきます。
※音楽CD持込可能です。

(C
● データについては、大抵の形式に対応可能ですが、
　　バージョン違いで表現が変わるようなデータ形式 の場合、
　　BMP等別形式で再送お願いすることもあります。（Photoshop、Illustrator等）
● データの劣化を避けるよう、高画質な状態での保存をお願いします。
● 送付頂いた媒体は返却致します。返却不要な場合は、
　　その旨メール等で記載ください。

● 5MB以上のデータは、メールではなく、媒体でお送りください。

　 ご要望がない場合、こちらで用意します。
※映像納品はテープ媒体になります。
※プロフィール映像は５分前後とします。
※持ち込み素材が不足している場合、

・ご要望ヒアリング
・完成イメージご提案
・ラフ完成
・微調整
・テープ（1本）の納入
・上記に関わる打ち合わせ

・交通費は場所により頂く場合があります。

※１　ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ制作に含まれるもの

) 2002 MEMORIAL MAX All Rights reserved

mishita masahiro
この価格表は、随時メンテナンスしていきます。最新データを表示するには、右のURLを押します。

miship
http://www.mem-max.com

http://www.mem-max.com/cost_all.htm


Memorial Max
2003/1/22作成

２．作業個別メニュー　価格一覧

大項目 小項目 概        要 納品物 価格 単位＠ 納期

計画 ターゲット層、狙い等上流工程の設計 設計書 個別見積 業務内容確認 要相談
基本設計 納品スケジュール、基本的な方針の設計 スケジュール表 個別見積 業務内容確認 要相談
画面設計 画面レイアウト、転送レート、サイズ及び遷移図等の設計 設計書 個別見積 業務内容確認 要相談
拡張設計 ファイル名等の名称設計 全体階層図 ¥100,000 一式 要相談

チェックシート作成 チェックシート ¥1,000 １ページ 要相談
作業費用 撮影 ビデオ撮影（１カメ、１人、未編集、３時間まで） 撮影テープ ¥30,000 一回 要相談

ビデオ撮影（１カメ、１人、未編集、３時間～５時間まで） 撮影テープ ¥50,000 一回 要相談
ビデオ撮影（１カメ、１人、未編集、５時間以上） 撮影テープ 個別見積 一回 要相談

編集費用 ５分バージョン（動画、静止画像持ち込み） 編集済データ ¥50,000 １本 要相談
５分バージョン（静止画像持ち込み） 編集済データ ¥100,000 １本 要相談
５分バージョン（持ち込みなし、撮影要） 編集済データ 個別見積 １本 要相談
１０分バージョン（動画、静止画像持ち込み） 編集済データ ¥100,000 １本 要相談
１０分バージョン（静止画像持ち込み） 編集済データ ¥200,000 １本 要相談
１０分バージョン（データ持ち込みなし、撮影要） 編集済データ 個別見積 １本 要相談
それ以上のバージョン 編集済データ 個別見積 １本 要相談

部品製作、素材加工 オープニングCG作成（松） オープニングデータ ¥60,000 １種類 要相談
オープニングCG作成（竹） オープニングデータ ¥30,000 １種類 要相談
オープニングCG作成（梅） オープニングデータ ¥10,000 １種類 要相談
合成（ブルースクリーン、クロマ、カラー差等、３分まで） 合成済データ ¥10,000 １種類 要相談
モーションタイポ（動く文字、１０秒まで） 製作データ ¥8,000 １０秒 要相談
音声作成（ループ系、３０秒まで） 音声データ ¥5,000 ３０秒 要相談
テロップ、素材（アルファチャンネル付き）作成 製作データ ¥5,000 １種類 要相談

ビデオエンコーディング エンコーディング（Media,Real通常クオリティー） 処理済データ ¥5,000 １コーデック 要相談
エンコーディング（Media,Realハイクオリティー） 処理済データ ¥10,000 １コーデック 要相談
エンコーディング（Flash、ハイクオリティー利用） 処理済データ ¥9,000 １コーデック 要相談
ノイズ除去（周辺のみ，クロップ） 処理済データ ¥1,000 １作品 要相談

ビデオキャプチャー ビデオキャプチャー（VHS→Disita，～１０分） キャプチャーデータ ¥2,500 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（VHS→Disita，１０～２０分） キャプチャーデータ ¥6,000 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（VHS→Disita，２０～３０分） キャプチャーデータ ¥10,000 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（VHS→Disita，３０分以上） キャプチャーデータ 個別見積 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（DV→Disita，～１０分） キャプチャーデータ ¥2,000 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（DV→Disita，１０～２０分） キャプチャーデータ ¥4,800 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（DV→Disita，２０～３０分） キャプチャーデータ ¥8,000 １作品 要相談
ビデオキャプチャー（DV→Disita，３０分以上） キャプチャーデータ 個別見積 １作品 要相談

HTML作成 動画公開用　HTML作成（５アイテムまで） 製作データ ¥5,000 １ページ 要相談
動画公開用　HTML作成（６～１０アイテム） 製作データ ¥9,000 １ページ 要相談
動画公開用　HTML作成（１１～２０アイテム） 製作データ ¥13,000 １ページ 要相談
動画（持ち込みデータへのリンク） 製作データ ¥10,000 １ページ 要相談
制御系メニュー（再生、停止、進む、戻る等　ボタン部品） 製作データ ¥50,000 １種類 要相談

静止画デザイン ブライダルお勧めパックと同様 － － － －
プレゼンテーション支援 MS-PowerPoint2002、Htmlによるプレゼンテーション資料の作成

（素材持ち込み、PowerPoint提供アニメーション付き）
製作データ ¥5,000 １枚 要相談

Macromedia FlashMXによるプレゼンテーション資料の作成
（素材持ち込み、制御メニューあり、文字アニメーション付き）

製作データ ¥10,000 １枚 要相談

キャプチャーデータ要

(C) 2002 MEMORIAL MAX All Rights reserved
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大項目 小項目 概        要 納品物 価格 単位＠ 納期

Flash部品作成 バナー広告（３０秒まで、アニメーション、音なし、スクリプトなし、
素材持ち込み）

製作データ、使い方 ¥20,000 ３０秒 要相談

バナー広告（１分まで、アニメーション、音なし、スクリプトなし、
素材持ち込み）

製作データ、使い方 ¥50,000 １分 要相談

バナー広告（１分まで、アニメーション、音あり、スクリプトなし、
素材持ち込み）

製作データ、使い方 ¥70,000 １分 要相談

その他部品製作 製作データ、使い方 個別見積 業務内容確認 要相談
動画コンテンツ向け部品（制御メニュー作成、素材持ち込み） 製作データ、使い方 ¥20,000 １作品 要相談

動画コンサルテーション インターネット配信のための最適な手段や方式ご提案、技術支援等 業務内容確認 個別見積 業務内容確認 要相談
管理業務 進捗管理 各工程管理（状況報告含む、２ヶ月程度） 予実績管理表 ¥100,000 １プロジェクト 要相談
チューニング 作品納入後の変更 業務内容確認 個別見積 業務内容確認 要相談
その他 媒体出力 作品のDVD化（メニュー等、オーサリングなし） DVD-R 個別見積 １枚 要相談

作品のDVD化（タイトル、メニューボタン、背景の設定 ） DVD-R 個別見積 １枚 要相談
アップロードまたはメール転送（インターネット利用） 確認メール 個別見積 １回 要相談
VHS出力（テープ費用含まず） VHSテープ ¥1,000 １本 要相談
miniDV出力（テープ費用含まず） miniDVテープ ¥500 １本 要相談

テープ複製 ブライダルお勧めパックと同様 テープ ¥500 １本 要相談
はがき印刷 ブライダルお勧めパックと同様 はがき ¥80 １枚 要相談

＜見積条件＞
※各費用には、実作業、技術料、及び納品に関わる作業（納品物がある場合）が含まれております。
※価格は積み上げ方式（必要分を組み合わせる方式）です。複数作業の組み合わせによるディスカウントは、別途ご相談ください。
※各作業は単体作業できないものがあります。新しいご要望等ございましたら、別途詳細お見積いたします。
※場所によって、交通費はいただく場合があります。その場合は、あらかじめご連絡します。
※原則、見積り期限は１ヶ月です。それを超えた場合は、再度お見積り依頼願います。
※消費税は、含まれておりません。
※Flash部品　納品物には、部品の使い方（ホームページへの貼り付け方法）を記載しております。
※テープ複製が大量にご必要な場合、別途専門業者を利用することがあります。この場合は、価格含めご相談させて頂きます。

＜作業条件＞
※納品はメール又は媒体送付（CD、VHSテープ、miniDVのどれか一種）となります。ただし、作品のDVD化　作業を除きます。
※DVD化作業（DVD-R出力）は、民生用のDVD-R機器＋ソフトウェアを使用します。各機器に方言があり、全ての再生機器での動作保障はできません。
※インターネット技術を利用される場合、利用ユーザ環境（再生機器、OS）によっては、使用不可能な場合があります。
　この場合は別途、代価案等、対策についてお打ち合わせさせていただきます。
※Flash内の正式な動画サポートはMXからです。このため、動画を扱う場合はPlayer6以降の形式出力が必須です。

(C) 2002 MEMORIAL MAX All Rights reserved
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