オーケストラプレゼンター料金表
■基本演奏料 (BGM演奏)

※コンサートの場合はすべての料金に20％加えた金額になります。

パー ティー・結婚式等 （ *1 ）

編成例

3時間 （演奏時間60分～90分程度）（*2 ）

ソ ロ （1名）

イベント （ *3 ）
5時間まで

全日（8時間）

レコーディング
(1時間あたり・2時間以上）

（スポット）

ピアノ （クラシック）

70,000円

67,000円

100,000円～

110,000円～

ピアノ （ポップス・ジャズ）

75,000円

72,000円

105,000円～

115,000円～

ヴァイオリン

70,000円

67,000円

100,000円～

110,000円～

115,000円

112,000円

150,000円～

155,000円～

ヴァイオリン+ピアノ

90,000円

84,000円

130,000円～

150,000円～

フルート+ピアノ

90,000円

84,000円

130,000円～

150,000円～

ハープ

デュオ （2名）

サックス+ピアノ

90,000円

84,000円

130,000円～

150,000円～

ヴァイオリン+ハープ

135,000円

129,000円

175,000円～

195,000円～

ピアノ+ベース （ジャズ）

105,000円

99,000円

145,000円～

165,000円～

ト リ オ （3名）

ご相談ください
※内容・楽器・演奏者により
料金が異なります
※テレビ番組収録等の
あてぶりも同様になります

ヴァイオリン+チェロ+ピアノ

110,000円

101,000円

160,000円～

190,000円～

フルート+チェロ+ピアノ

110,000円

101,000円

160,000円～

190,000円～

ピアノ+ベース+ドラムス （ジャズ）

155,000円

146,000円

205,000円～

235,000円～

130,000円

118,000円

200,000円～

230,000円～

130,000円

118,000円

200,000円～

230,000円～

175,000円

163,000円

235,000円～

275,000円～

145,000円

133,000円

205,000円～

245,000円～

カルテット （4名）
弦楽四重奏
2 ヴァイオリン+ビオラ+チェロ

フルート四重奏
フルート+ヴァイオリン+ビオラ+チェロ

ジャズ・カルテット
トランペット（サックス）+ピアノ（ギター）+ベース+ドラムス

ジャズ・カルテット
トランペット+サックス+ピアノ（ギター）+ベース

*1 演奏曲目はパーティー・結婚式用スタンダードプログラムになります。ご希望の曲をリクエストいただくことも可能です。
*2 シーンでのスポット演出など、演奏時間が短い場合のご利用料金は別途ご相談ください。
*3 イベント利用時は別途運営管理費（10％）が必要になります。
また、事前に必要なリハーサルの回数や演奏時間、内容、曲目によって金額が異なります。

オーケストラ
オーケストラ （10名） 600,000円～

[編成： オペラ歌手2名と、弦楽5部（ 2 ヴァイオリン+ビオラ+チェロ、コントラバス ） 、フルート、ピアノ、指揮者 ]オペラ歌手に弦楽とフルート、ピアノが入った、小編成な
がら本格的なオーケストラの臨場感が味わえる編成です。音量や会場のスペースなど、 100名様が入るくらいの会場にバランスのとれた最適な編成です。
（お客様推奨人数：100名未満 / 演奏時間45～60分）

オーケストラ （26名）

1,200,000円～

[編成：オペラ歌手2名と、弦楽5部（ 4 ヴァイオリン+2 ビオラ+2 チェロ、コントラバス ） 、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、2 ホルン、2 トランペット、3 トロンボーン、2 打楽器、ピアノ、指揮者]
一通りオーケストラ楽器の揃った最小の編成です。そのオーケストラサウンドは大迫力で、見た目にも華やかです。お客様が200名くらい入る会場に最適です。
（お客様推奨人数：100名～200名 / 演奏時間45～60分）

オーケストラ（40名） 1,600,000円～
[編成：オペラ歌手2名と、弦楽5部（ 6 ヴァイオリン+2 ビオラ+2 チェロ、コントラバス ） 、2 フルート、2 オーボエ、2 クラリネット、2 ファゴット、4 ホルン、3 トランペット、3 トロンボーン、
チューバ、4 打楽器、ピアノ、指揮者]
本格的なフルサイズのオーケストラ。そのサウンドも、見た目の華やかさも、圧倒的で、コンサートホールで聴く以上の臨場感あふれる大編成です。
お客様が300名以上入る会場に最適です。（お客様推奨人数：300名以上 / 演奏時間45～60分）
演奏形態は、生演奏・あてぶり・レコーディング等に対応いたします。内容や場所によって、また、楽器や演奏に支障をきたす恐れのある場所など、弊社で不可能と判断する
場合は演奏できません。演奏会場が東京23区内の金額になります。それ以外のエリアについては実費にて対応させていただきます。衣装については、ご指定の衣装がある
場合、別途料金をいただきます。また、以下の点につきましては別途ご相談ください。前日にリハーサルを必要とする場合 / 複数日にわたる場合 / 会場における照明、音響
設備が必要な場合等。上記以外の編成、その他、ご不明な点などございましたらメール、もしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

株式会社オーケストラプレゼンター
お問い合せ
ホームページ

〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-8 東海赤坂アネックスビル601

e-mail : office@orchestra-presenter.co.jp
http://orchestra-presenter.tokyo

/ TEL: 03-3505-3993

受付時間 9：00～17：00 （土・日・祝日および年末年始 弊社休業日を除く）
料金は2015年9月現在のものです。内容は予告無く変更する場合がございます。

オーケストラ・ウェディング料金表
■基本演奏料
編成例

結婚式・披露宴、パーティー等
3時間 （演奏時間60分～90分程度）

ウェディング・カルテット （4名）

130,000円 （税別）

ソ ロ （1名）

弦楽四重奏 [ 2 ヴァイオリン+ビオラ+チェロ ]
フルート四重奏 [ フルート+ヴァイオリン+ビオラ+チェロ ]
ウェディング・カルテットは最も人気の高い結婚式の定番の編成です。
弦楽器による演奏は、生演奏でしか味わえない臨場感と贅沢感で
一生に一度の大事なシーンを演出します。
スタンダードな弦楽四重奏か、音を華やかにするフルート四重奏、
お好きな組み合わせをお選びいただけます。

ウェディング・オーケストラ （7名）

ピアノ （ポップス・ジャズ）

75,000円
115,000円

デュオ （2名）

[ ピアノ+フルート+弦楽五重奏 （2 ヴァイオリン+ビオラ+チェロ+コントラバス） ]
7名編成のオーケストラは音楽に深みを与え、また、その存在感は
見た目にも華やかで大事なシーンを極めて豪華に彩ります。
ウェルカム時にはラウンジで弦楽四重奏を、披露宴では弦楽や、
ピアノのソロなどを織り交ぜ、華やかに演出します。
会場にピアノがない場合には、ピアノを除いた編成にすることも可能です。
また、電子ピアノをご用意することも可能です。（電子ピアノレンタル料 別途11,000円）

90,000円

フルート+ピアノ

90,000円

サックス+ピアノ

90,000円

ヴァイオリン+ハープ

135,000円

ピアノ+ベース （ジャズ）

105,000円

ヴァイオリン+チェロ+ピアノ

250,000円 （税別）

基本的な楽器構成は7名編成のオーケストラと同じです。
音の響きはより厚く、存在感はより一層大きくなります。
会場が広い場合、ゲストの人数が多い場合はこちらがおすすめです。

ヴァイオリン+ピアノ

ト リ オ （3名）

[ ピアノ+フルート+弦楽五重奏 （4 ヴァイオリン+2 ビオラ+チェロ+コントラバス） ]

ウェディング・オーケストラ （41名）

70,000円

ハープ

190,000円 （税別）

ウェディング・オーケストラ （10名）

ピアノ （クラシック）

110,000円

フルート+チェロ+ピアノ

110,000円

ピアノ+ベース+ドラムス （ジャズ）

155,000円

カル テッ ト （4名）

1,500,000円 （税別）

弦楽四重奏
2 ヴァイオリン+ビオラ+チェロ

[ 2 フルート、2 オーボエ、2 クラリネット、2 ファゴット、4 ホルン、3 トランペット、
3 トロンボーン、1 チューバ、3 パーカッション （ティンパニ含む） 、ピアノ、
弦楽五部（6 1st ヴァイオリン、4 2nd ヴァイオリン、4 ビオラ、2 チェロ、2 コントラバス）、指揮者 ]

フルート四重奏

本格的なフル・オーケストラをブライダル特別仕様にしたオーケストラです。
通常、新郎新婦のメインテーブルを左右に囲み配置したオーケストラはまさに、
空間全体を包み込むようなあふれる音楽と臨場感で最高級の披露宴をお届けします。
生ではほとんど耳にすることのない「メンデルスゾーンの結婚行進曲」。
そのトランペット・ファンファーレの響く瞬間は圧巻です。
言葉に表せない感動をお二人の門出に・・・

トランペット（サックス）+ピアノ（ギター）+ベース+ドラムス

フルート+ヴァイオリン+ビオラ+チェロ

ジャズ・カルテット
ジャズ・カルテット
トランペット+サックス+ピアノ（ギター）+ベース

130,000円
130,000円
175,000円
145,000円

弦楽オーケストラ （5名～20名）
■5名～10名まで
演奏者1名につき20,000円×人数（指揮者ありの場合+70,000円～）+プロデュース・制作進行費30,000円

230,000円

例） 弦楽オーケストラ 9名編成 （4 ヴァイオリン + 2 ビオラ + 2 チェロ + 1 コントラバス）
■11名～20名まで
演奏者1名につき20,000円×人数（指揮者ありの場合+70,000円～）+プロデュース・制作進行費50,000円

例） 弦楽オーケストラ 20名編成 （12 ヴァイオリン + 4 ビオラ + 2 チェロ + 1 コントラバス + 指揮者）

フル・オーケストラ （35名～100名程度まで）

600,000円

1,300,000円（35名）～

※ 演奏会場や企画、編成、演奏曲、リハーサル等の内容により金額が異なります。
※ 曲のアレンジが必要な場合は別途ご相談ください。

司会
結婚披露宴・パーティーの司会など

3時間 100,000円～

場所によって、楽器や演奏に支障をきたす恐れのある場所では演奏できませんのでご了承ください。
料金は演奏会場が東京近郊での金額となります。それ以外のエリアについては別途ご相談ください。
また、以下の点につきましては別途ご相談ください。前日にリハーサルを必要とする場合/複数日にわたる場合/会場における照明、音響設備が必要な場合等
上記以外の編成、その他、ご不明な点などございましたらメール、もしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

株式会社オーケストラプレゼンター

〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-8 東海赤坂アネックスビル601

e-mail : office@orchestra-presenter.co.jp
ホームページ http://orchestra-presenter.tokyo

お問い合せ

/ TEL: 03-3505-3993

受付時間 9：00～17：00 （土・日・祝日および年末年始 弊社休業日を除く）
料金は2015年9月現在のものです。内容は予告無く変更する場合がございます。

