
LOVE KINGDOM
自然溢れる都心のアウトドアパーク
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LOVE KINGDOM
〒135-0061　東京都江東区豊洲6-1-23

ゆりかもめ　新豊洲駅
03 5484 7704 (SOUL PLANET受付)
03 5484 7783 (SOUL PLANET受付)

www.soulplanet.jp
info@planetstudio.jp

スチール　￥25,000（税抜）/1H (最低使用4時間)
ムービー　￥30,000（税抜）/1H (最低使用4時間)

面積　/　約2,000㎡
電気容量　/　最大12kw : 発電機使用料/¥840-/1h

車両台数　/　普通乗用車～ハイエースまで撮影区画内に進入可能です。

機材　/　常備なし　※全てお持ち込み下さい。
※撮影アシスタントなし（撮影前後のアテンドのみ）

※内装は一部変更になることがございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

※通常利用可能時間　月～土曜日　8:00～20:00
時間外、日曜・祝祭日にご案内可能な場合は20%割増でご案内致します。
※撮影対象時間は、搬入から完全搬出までの時間になります
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（専用駐車場はございません）
LOVE KINGDOM

※2015年12月～2016年2月末までのプランです。
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※植込み進入厳禁

植込みエリア・・・植栽に触れたり、ウッドチップ上に踏み入れたりしないようお願い致します。

共用通路・・・BBQ・キャンプサイト予約状況により、「当日判断」でご撮影可能です。事前予約や占有はできません。

コンテナ倉庫の入口があるため、使用はお控え下さい。
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LOVE KINGDOM

CAFE PIT MASTERS・・

　　　　　　　　　　

マップ内の青色エリアが「LOVE KINGDOM」です。

「THE THIRD PARK」BBQ・キャンプサイト、
  「CAFE PIT MASTERS」でのご撮影は別窓口の受付となります。

該当設備をメインとした撮影はNGです。

立入り、事前予約無しの撮影はできません。
ご予約相談はTHE THIRD PARKにお問い合わせ下さい。

【WILDMAGIC 施設全体マップ】

白色・グレーエリアは「THE THIRD PARK」のBBQ・キャンプサイトとなります。



【注意事項】
2015年12月～2016年2月末日まではBBQ休業の為、
テントやタープの設置はございません。
※営業再開は2016年3月以降を予定しております。
なお、営業再開日は前後する可能性がございます。
お手洗いはWILDMAGIC施設全体の共用スペースです。
不特定多数の利用者が出入りしますので、予めご了承下さい。



INFORMATION  -

スタジオ名　　　　　

住所　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　 

電話番号&FAX番号　TEL : 03-5484-7704　　FAX : 03-5484-7783（SOUL PLANET受付）

URL　　　　　　　  http://soulplanet.jp/studio/LOVEKINGDOM.html

MAIL　　　　　　    info@planetstudio.jp

PRICE　　　　　　  　　　　   

キャンセル料 　　

お支払い方法

　　　　　　　 

　　　　　　　     

　
 
 

受付について ・予約時間／月曜日～金曜日 10:00～19:00　　　

 

・電話番号／03-5484-7704(SOUL PLANET受付)
・MAIL　 ／info@planetstudio.jp
　※時間外、日祝祭日のご予約は、FAX及びメールにての受付後
　　翌営業のご連絡とさせて頂きます。

〒105-0022　東京都港区海岸2丁目6-24 TABLOID 2F
TEL : 03-5484-7704　FAX : 03-5484-7783

スタジオ詳細

会社概要

　   　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
         

・電気容量／最大12Kw（移動不可の発電機）
・機材の常備／無 ※全てお持ち込み下さい。

・Company　　　株式会社SOULPLANET
・Foundation　　 2006/3/1
・Address　　　  東京都港区海岸2-6-24 TABLOID 2-B
・Tel　　　　　　 03-5484-7704
・Fax                  03-5484-7783
・Url　　　　　    http://www.soulplanet.jp
・E-mail　　　　　info@planetstudio.jp
・Ceo　　　　　　RYUICHI SATO

【注意事項】
※LOVE KINGDOM は、アウトドアパークWILDMAGICの一画を撮影にお貸し出ししているスペースです。
※スタジオスペースにて、取り扱っている家具・小物・商品は大変貴重な物となっております。
　お取り扱いには、十分にご注意下さい。尚、一部移動不可の家具・小物・商品もございます。
　また、家具・小物等は随時変更となりますので写真とは現状が異なる場合がございます。
※棚や各家具の引き出し等プライベート部分はお手を触れぬようお願い致します。

-

スタジオ使用料金は、

　

撮影前日までのお振り込みとさせて頂いております。

・面積／ 約2,000㎡（600坪）

( WILDMAGIC, 6-1-23 Toyosu,Koutou-ku,Tokyo )

LOVE KINGDOM   

 

・インテリア家具・トレーラー有り

 

駐車場について

ご撮影の延長等により、事前にお振込頂いた金額よりオーバーした場合は、
差額分を撮影終了後１週間以内にお振り込みいただきます。

　　

・エントランスや敷地内の通路、トイレ等は共用部です。
　撮影のために長時間留まったり、備品をおいておく事は固く禁じられております。
　また、撮影区画以外に無断で立ち入られると、撮影日以外に別途料金が発生する場合や、
　撮影を中断して頂く場合がございます。

LOVE KINGDOM

東京都江東区豊洲6-1-23　WILD MAGIC内

・撮影敷地内にご駐車下さい。また施設前面への駐車は固く禁止致します。

当日・前日／100%　 ２日前／80%　 ３日前／60%　 ４日前／40%　 ５日前／20%　
※但し、決定後のキャンセルは、申請時間分のキャンセル料が発生します。

※正当な理由無く支払いを延滞された場合は、年14.6%の遅延損害金が発生致します。

http://www.lsoulplanet.jp

　ご予約方法　

 
 
 
  
 　
  
 　 　　　  

・スケジュール確認を03-5484-7704(SOUL PLANET受付)までお電話下さい。
↓

・撮影内容/詳細などお知らせ下さい。
　※仮KEEPは、最大5日間までとなっております。

↓
・スケジュール確認/撮影許可申請(当社手配)後、こちらより再度ご連絡致します。

↓
・決定orキャンセルのご連絡は規定日までにお願い致します。

↓　
・決定の場合、撮影申込書ご記入の上FAXにてご返信下さい。
　FAX:03-5484-7783(SOUL PLANET受付)

　　

・駐車台数に制限はありませんが、入場ゲートが設置されている為、
　大型トラック、特殊作業車等は入場出来ない場合がございます。
・ゲートサイズ：高さ3.2m／幅2.9mとなります。
　上記サイズ内でしたら進入可能ですが、ご希望の撮影エリアに干渉する恐れがありますので、
　なるべく事前のロケハンをお勧め致します。
　

（キープ返答日）

STILL　￥25,000（税抜）/1H (最低使用4時間)
MOVIE　￥30,000（税抜）/1H (最低使用4時間)

※通常利用可能時間　月～土曜日　8:00～20:00
時間外、日曜・祝祭日にご案内可能な場合は20%割増でご案内致します。
※撮影対象時間は、搬入から完全搬出までの時間になります

※2015年12月～2016年2月末までのプランです。



注意事項　-NOTICE-

撮影について

■ご利用時間は、入場から退場までとさせて頂きます。

■火気・水気・煙草・スモーク等の特殊撮影はお断りしております。

■スタジオ内は全面禁煙となっております。喫煙は決められた場所でお願い致します。

■トレーラーや家具のキズ・汚れについては現状復帰にてお返し頂く事となっております。
著しい損傷については、別途復帰料を頂く場合もございます。

■撮影の内容によっては、お断りする場合がございます。
また、お申し込み書にご記入の使用目的と異なったご利用はお断り致しております。

■スペース内の仕様（壁・床・家具）など都合により変更する場合がございますので、
　ご予約の際にご確認下さい。

■水着・下着・ヌード及びセミヌード等のご撮影の場合、事前にご相談下さい。
　一部制限がございます。内容によりお断りする場合もございます。
■弊社スタジオをご利用中に撮影を中断された場合、理由の如何においても
　当社及び建物所有者は一切の責任を負いません。

■ご撮影中、施設スタッフの出入りがありますがご了承下さい。

機材について

■ジェネレーター・ジェネレーター車の使用には制限がございます。必ず事前にご相談下さい。
■機材等の前日搬入は対応致しかねます。何卒ご了承下さい。

■お預かり物・お忘れ物は、いかなる場合も発生日より３ヶ月限りで処分させて頂きます。

■不測の火災・盗難・破損・人身事故等スタジオ内で発生した使用者側の損害に関しましては、
当社及び建物所有者は一切の責任を負いません。

■料金は予告なしに変更させて頂く場合もございます。ご予約の際にご確認下さい。

■近隣の方に、ご迷惑のかかるような騒音・路上駐車などの行為はご遠慮下さい。

上記、確認の上　承諾致しました。

ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　

その他

■ 撮影機材・備品等は、常備しておりません。■搬入・搬出の際、携帯電話や話し声、車のエンジン音、音楽など近隣に
　ご迷惑のかかるような騒音・路上駐車などの行為はご遠慮下さい。
また撮影中も近隣への配慮をお願い致します。

■トレーラー及びコンテナの壁・床・天井への
ガムテープ類・釘・ネジ・画鋲等のご使用はご遠慮下さい

■スタジオ利用に際し、利用者（関係業者、来場者等含む）に起因する損害（破損）に
　つきましては、全て利用者に賠償して頂きます。

平成　　年　　月　　日

■ご撮影中発生したゴミについては、全てお客様での処分をお願い致します。

■ご利用可能時間は、8:00～20:00となります。　

　

駐車場について

全てお持ち込み下さいますようお願い致します。

一切の責任を負いません。お車の移動はお客様自身でお願い致します。
駐車場でのお車の損害・事故などに関して、 　　いかなる場合も当社及び建物所有者は有料

■エントランス、喫煙スペース、その他通路等は共用部です。

　撮影のために長時間留まったり、備品をおいておく事は固く禁じられております。
　また、撮影区画以外に無断で立ち入られると、撮影日以外に別途料金が発生する場合や、
　撮影を中断して頂く場合がございます。　

LOVE KINGDOM

■
ゲートサイズ　高さ3.2m/幅2.9mとなりますので、それ以上の車両は入場いただけません。

  ■

■電気容量に限りがありますので、機材の持込みがある場合は必ずご確認下さい。
　また使用機材は、スタジオスペース内で管理して下さい。使用可能電力の上限は12Kwです。

。

■ペットや動物等の入場は有料です。事前にご相談下さい（狂犬病／混合ワクチン接種必須）

　また、大きな動物はお断りする場合がございます。
また皮膚病・伝染病等の疾患が無いことが入場の条件となります。

〒105-0022　東京都港区海岸2丁目6-24 TABLOID 2F
TEL : 03-5484-7704　FAX : 03-5484-7783

http://www.soulplanet.jp

また敷地内「THIRD PARK」は別施設となります。

車両は撮影敷地内に乗り入れ可能です（一般乗用車～ハイエース程度）

■施設前面への駐車は固く禁止致します。
なお、23:00～7:00まではWILDMAGIC全体のクワイエットタイムとなります。
撮影内容によっては時間外撮影もお受けしておりますが、大規模撮影、音出しのある
撮影などは22:00をリミットとさせていただきます（搬出のみであれば22:00以降も応相談）

■2015年12月～2016年2月末日まで、BBQ休業致します。
これに伴い、敷地内のテント・タープは設置されておりませんのでご了承下さい。



　 お申込書
宛 　

注意事項承諾の上、下記の通りスタジオの使用を申し込みます。

※お申込者とご請求先が異なる場合には、下記にもご記入下さい。

（注意事項抜粋）
○初回ご利用のお客様は、当日現金もしくは撮影前日までのお振込をお願い致します。
○２回目以降ご利用のお客様は、　　　撮影月末締め・翌々月末期日の請求書を発行致します。
○こちらの情報はオーナー様へお伝えさせて頂きますので、ご了承下さい。
○備品の取り扱いには十分ご注意下さい。 株式会社
FAX    03-5484-7783

請求先会社名

請求先住所

請求先担当者 請求先電話番号（　　　　）　　　　ー

平成　　　年　　　月　　　日

クライアント様

会社名 業種

電話番号

FAX番号

携帯番号

住所

代表者名

担当者

担当者E-mail

2回目以降
支払い

初回支払い

翌月
日払い当月 翌々月

使用日 平成　　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　曜日）

使用時間 利用開始　　　　　　　　～完全搬出　　　　　　　　迄

使用スタジオ

撮影内容 　

媒体・目的

スタッフ人数 スタッフ総数（　　　　　　名）

車両台数 　　　　　　　　　　　（　　）台　※撮影敷地内にご駐車下さい。 

カメラマン連絡先

日〆月 その他（　　　　　　　）

〒

〒

※記入必須

カメラマン氏名

確認事項抜粋

・撮影当日は、アテンドのみの対応となります。

・電気容量に制限がございます（最大100V12Kw)

　スチール　　・　　ムービー　（同時録音　　有　　・　　無　）

上記の注意事項を撮影責任者の方が責任を持って、
当日各スタッフに必ずお伝え頂き、

ご使用頂きますようにお願い申し上げます。
また別紙の注意事項もご一緒にご覧頂きご利用下さい。

〒105-0022東京都港区海岸2丁目6-24 TABLOID 2F
TEL : 03-5484-7704　　　FAX : 03-5484-7783

　 　

・ はアウトドア施設の一部を撮影用にお貸し出しするスペースです。

撮影機 材は常備無/撮影アシスタントは常駐しておりません。・

LOVE KINGDOM

LOVE KINGDOM（アウトドアパークWILD MAGIC内）

当日現金もしくは撮影前日までのお振込

・ 無断で敷地に入場する事は固く禁じられております。撮影当日は、弊社アテンドに従いご入場下さい。

LOVE KINGDOM

LOVE KINGDOM



LOVE KINGDOMAccess map

〒135-0061　東京都江東区豊洲6-1-23

〈駅から徒歩でお越しの方〉
  ゆりかもめ新豊洲駅「北口」を下り、豊洲方面へ進む。
  １つ目の角を左折し、道なりに進んだ先がWILD MAGICでございます。
　※住宅展示場「スマートハウジング豊洲まちなみ公園」専用駐車場の脇道を進んで下さい。　
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〈車でお越しの方〉
  晴海通り/都道304号線を豊洲方面へ、晴海大橋南詰（交差点）を左折して都道484号線 入ってすぐ

スマートハウジング
豊洲まちなみ公園


