
代官山スタジオグループ

新型コロナウイルス感染防止対策
いつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

代官山スタジオグループでは、緊急事態宣言の解除以降も

新型コロナウイルスの『感染拡大の防止』と『全てのお客様と社員の安全を守る』対策として、

様々な取り組みを行っています。

2020 年  5 月 22 日 制定
2022 年 11 月 18 日 一部改訂



＊掲載の写真は、代官山スタジオ・中目黒スタジオにて撮影

全社員の取り組み

出勤時の検温

全社員、出勤時には体温チェックを行っておりま
す。平熱であっても体調不良のスタッフには自宅
待機を命じ、別のスタッフを配置するなど、フレ
シキブルな勤務体制を構築しています。

コロナ感染予防の徹底

手洗い・うがい・アルコールでの除菌をこまめ
に行い、マスクの着用を徹底しています。

感染拡大防止体制の構築

新型コロナウイルス感染に備え、社内体制を整え
ています。感染が判明した場合は、濃厚接触者
の洗い出し、受診の手配、関係各所への連絡など、
速やかに対応します。また、自社で PCR 検査キッ
ト、抗体検査キットを準備しています。

館内の取り組み

消毒用アルコールにて館内を除菌

チェックリストを作成し、スタジオやトイレのドア
ノブ、階段の手すりなど、人の手が多く触れる
場所に対し、消毒用アルコールを用いた除菌を
毎日定期的に行っています。

アルコールボトルの各所設置

各フロア・スタジオ内の各所にハンド用アルコー
ルを設置しているため、入館時やスタジオに出入
りする際など、こまめにご使用いただくことが可
能です。 

メイクルームに換気機能付きエアコンを設置

メイクや着替えなどで扉を閉めることのあるメイク
ルームには、換気機能付きエアコンと空気洗浄機
を設置しています。出演者様をはじめ、ご使用い
ただくスタッフの方にも安心してお過ごしいただけ
ます。

館内各所にて換気対策を実施

スタジオ及び館内の扉・窓を開放し、換気扇や
扇風機を回し続けることで、空気が循環しやすい
環境を心がけています。月島スタジオでは、７st・
８ st ・ゲストルーム内に空間ウイルス除去機（ナノ
シードα）を設置しております。
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＊掲載の写真は、代官山スタジオ・中目黒スタジオにて撮影

お客様へのお願い

館内の取り組み

入館時の検温をお願いしております

入館の際、全てのお客様を対象に非接触体温計に
て検温を行い、37.5℃以上ある方は入館をお断り
させていただいております。また、人の出入りが
頻繁なことから、検温済みの方には、使い捨てリ
ストバンドの着用をお願いしております。

マスクの着用をお願いしております

感染拡大防止のため、ご来館いただく全てのお
客様に設備内におけるマスクの着用をお願いして
おります。お忘れの方には使い捨てマスクをお
渡しさせていただきますので、お気軽にお声がけ
ください。

お車の移動はお客様にお任せしています

スタッフが誘導させていただいた上で、駐車場で
のお車の移動はご自身にてお願いしております。
ご希望・状況によってはスタジオスタッフがお手伝い
させていただきますが、感染の要因を少しでも減らす
ため、ご協力をお願いいたします。

定期的に機材を除菌

消毒用アルコールを使用して、定期的に機材の
除菌を行っています。代官山スタジオでは、紫外
線除菌「クリアパルス」（COMET 社製 / 紫外線
ストロボ除菌システム）を使用しております。

スタジオ内にパーテーションを設置

スタジオ内の飛沫防止対策として、アクリル製の
パーテーションを用意。テーブルなどへの設置に
対応いたします。

使い捨てカップでのドリンク提供

スタジオ内では常に清潔な状態でドリンクをお飲み
いただけるよう、インサートカップや紙コップなどの
使い捨てカップにてドリンクをご提供しております。
なお、カップホルダーは使用後に消毒処理をして
おります。

予備マスクを常備

お手持ちのマスクが汚れた際や、紐が切れた際に
お使いいただける使い捨てマスクをご用意しており
ます。
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光回線の導入

代官山スタジオ、中目黒スタジオ、月島スタジオでは、
近年の IT 技術の進化に伴うお客様からの多様なニーズにお応えするべく、ビジネス用光回線を導入。
高速かつ安定したネットワーク環境を整備することで、現場での立ち合いが難しいクライアント様や関係者様に
オンラインを通じて現場の状況を共有したり、指示を仰ぐことが可能になりました。
また、Zoomや Teams といったオンラインミーティング用のアプリなども快適にご利用いただけるほか、
各種ライブ配信にも対応しています。

ビジネス用光回線の導入により、様々な用途としてご利用いただけます。

PR イベントのライブ配信1. 2. 企業説明会・セミナー 3. リモートインタビュー 4. オンライン発表会 5. リモート立ち合い

全館貸切りでの
ご利用なども
対応しております

代官山スタジオ 中目黒スタジオ 月島スタジオ

お客様のご要望に応じて対応可能ですので、
お気軽にご相談ください。

＊イメージ

密を避けたスタジオ利用例

スタジオとは別スペースにテレビモニターなどを設置し、撮影画像を確認することが可能です。
密を回避し、安心して撮影が進行できます。
各スペースには、換気しながら温度調整ができるエアコンを設置しています。

別室でのモニタリングが可能なスペース スタジオ外でのお打ち合わせ場所としてご利用いただける
スペース

ユーティリティスペース 2ユーティリティスペース 1
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代官山スタジオ

代官山スタジオでは、左記以外にもご利用いただけるスペースがございます。

2F
フロア
マップ



スタジオのご利用やコロナ対策に関する質問など、お気軽にご相談ください。

代官山スタジオ

03-3719-0222T E L

基本受付時間　平日・土曜 9:00 ～ 19:00
※中目黒スタジオのご予約もこちらで承ります

土曜、日曜、祝日の受付時間は、スタジオの営業状況によって変動いたします

中目黒スタジオ

03-3719-0322T E L

基本受付時間　平日・土曜 9:00 ～ 19:00

（直通）

月島スタジオ 

03-6890-0789T E L

基本受付時間　平日 10:00 ～ 19:00

スタジオスタンダード

03-5707-7474T E L

基本受付時間　平日・土日祝 10:00 ～ 19:00

04

お問い合わせ・ご予約



ディレクターズルーム Ｄ11.2 × Ｗ2.0 × Ｈ2.5ｍ 7坪 / 22.4平米

● 電気容量 50kw（100V / 200V）
    内 予備電源 10kw（Bstと共用）

1/100 scale

単位:mm

（A3で出力すると1/100の縮尺になります。）

1m
1間（1,820）

● シャワールーム・トイレ
● メイクミラー（ライト付） 4台設置可能

● 白ホリ：１面アール
● 上手側：吸音壁
● 下手側：直角白壁
● スカイバトン

  ・ 真俯瞰対応（前後２段）

  ・ 耐荷重 250kg
● 同フロアにメイクルーム
● 大型搬入口（2,147×3,000mm）
● ビジネス用光回線対応
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外気を直接取り込める場所

換気扇

〒153-0061　東京都目黒区中目黒 1-9-20　　TEL.03-3719-0322   FAX.03-3719-0347

中目黒スタジオ / Ast D13.7 × W8.0 × H5.0m 40坪 / 133平米



3,200

● 電気容量 30kw（100V / 200V）
    内 予備電源 10kw（Astと共用）

1/100 scale

単位:mm

（A3で出力すると1/100の縮尺になります。）

1m
1間（1,820） メイク台
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● 白ホリ：２面直角
● 南側：前面ガラス（電動遮光カーテン）
● 同フロアにメイクスペース
● シャワールーム・トイレ
● 別途メイクルーム
● ビジネス用光回線対応
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＊ メイクルームはBstの1つ上の3Fにあります。

メイクルーム Ｄ2.9 × Ｗ3.3 × Ｈ2.2ｍ
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窓、扉

外気を直接取り込める場所

換気扇

〒153-0061　東京都目黒区中目黒 1-9-20　　TEL.03-3719-0322   FAX.03-3719-0347

中目黒スタジオ / Bst D10.2 × W5.1 × H5.4m 21坪 / 71平米




