
10.記録映像製作業務用基準単価

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



（１）撮影業務関係

①材料費 納品用ＤＶＤ

名 称 規　　　　格 単　位 単　価 用 語 ・ＤＶＤオーサリング （単位：作品）

撮影用ＳＤビデオテープ ＤＶカム　３０分用 本 2,280 収録用テープ（３２分収録可能） １０分用 ２０分用 ３０分用 　　　備 考

〃 ＤＶカム　６０分用 本 2,850 収録用テープ（６４分収録可能） メニューなし 55,000 65,000 75,000
マザーテープの映像や音声をＤＶＤ-Ｖｉｄｅｏ規格へ変換する作業で
あり、エンコード料（データ変換作業）を含む

撮影用HDビデオテープ HDカム　３０分用 本 3,800 収録用テープ（３２分収録可能）
メニューあり

チャプター（目次）１０箇所程度 115,000 125,000 135,000 　　　　〃

〃 HDカム　６０分用 本 5,220 収録用テープ（６４分収録可能）
・ＤＶＤ-Ｒコピー （単位：枚）

１０分用 ２０分用 ３０分用 　　　備 考

（２）編集業務関係 １～９枚 700 700 700 ディスク代金、技術料を含む

①材料費 １０～４９枚 600 600 600 　　　　〃

名 称 規　　　　格 単　位 単　価 用 語 ５０～９９枚 550 550 550 　　　　〃

マザーテープ（ＳＤ） Ｄ－２　２０分 本 11,000
複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずる
テープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ）

１００～２９９枚 500 500 500 　　　　〃

　　　〃 Ｄ－２　３０分 本 15,000 〃

・ＤＶＤマスタリング

　　　〃 デジタルβカム　２０分 本 3,420
複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずる
テープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）

単　位 　　　備 考

　　　〃 デジタルβカム　３０分 本 4,220 〃 ＤＶＤマスタリング 作品 量産用プレスをする際の原盤製作作業

マザーテープ（HD) HDカム　３０分用 本 3,800
複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずる
テープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）

・ＤＶＤプレス

〃 HDカム　６０分用 本 5,220 　　　　〃 単　位 　　　備 考

３００～３９９枚 枚 ディスク代金、技術料を含む

納品用ビデオテープ（１／２ＶＨＳ）
（単位：本）

４００～４９９枚 枚 　　　　〃

１０分用 ２０分用 ３０分用 　　　備 考 ５００～５９９枚 枚 　　　　〃

１本 3,000 3,500 4,000 ＮＴＳＣ方式 ６００～６９９枚 枚 　　　　〃

２～５本 2,180 2,650 3,170 　　　〃 ７００～７９９枚 枚 　　　　〃

６～４９本 1,370 1,680 1,920 　　　〃 ８００～８９９枚 枚 　　　　〃

５０～９９本 870 1,060 1,260 　　　〃 ９００～９９９枚 枚 　　　　〃

１００～４９９本 780 950 1,130 　　　〃

５００～９９９本 700 850 1,010 　　　〃
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②作画費 ⑤記録映像製作機械等損料

名 称 規　　　　格 単　位 単　価 用 語 機械名 規格 損料額 単位

テロップ 枚 1,200 編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー） デジタルビデオカメラ（ＳＤ） DVカム（16：9対応） 25,000 円／日

タイトル 枚 3,200 指定ロゴ、書き文字等

フリップ 枚 20,000 イラスト、グラフ、動きがない画

Ｃ  Ｇ ２次元 秒 8,000 コンピュータでの作画（２次元）

  〃 ３次元 秒 15,000 コンピュータでの作画（３次元）

③編集費

名 称 規　　　　格 単　位 単　価 用 語

オフライン編集費（ＳＤ） リニア 時間 1,120
本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより
編集データを作成するための仮編集作業

〃 ノンリニア 時間 2,200
本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより
編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクＣＰ使
用）

オンライン編集費（ＳＤ） Ｄ－２、デジタルβカム 時間 20,000
オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピュー
ターを利用した電子編集機による本編集作業

オンライン編集費（ＨＤ） ＨＤカム 時間 25,000 〃

特殊機器使用費 時間 45,000 特殊効果を上げるための作業

ワークーテープ作製費 ３０分まで 本 10,000 仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名 称 規　　　　格 単　位 単　価 用 語

ＭＡV作業 デジタルシステム 時間 20,000 ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業

選　曲 １０分当たり 80,000

ナレーター １０分当たり 70,000 画面に解説を加える

擬音効果 １０分当たり 50,000 現地で録音できなかった音についての特殊音作成
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