
キッチンスタジオのレンタルサービスのご案内
（エフシージー総合研究所）

　エフシージー総合研究所の研究室エリアにある、料理開発用のキッチンと撮影エリアをキッチンスタジオとしてレン
タルしております。雑誌用の料理写真などの撮影用スタジオとして、情報番組の撮影やインターネット用の動画撮影な
どにご利用いただくことができます。また、調理・撮影時に弊社の研究員（食品料理部門スタッフ）によるサポートも
可能です。 

　キッチンには調理に必要な調理器具と食器等もご用意しております。撮影専用のスペースもありますので、点数の
多い撮影などにも対応できます。

【スタジオ設備、調理器具等】
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シンクは２基あります。キッチンの隣りに撮影専用のスタジオがあります。
※事前に下見も可能です。お気軽にお問い合わせください。

▲料理のプロセス撮影のお手伝いもいたします。
◀調理台が広いので、準備と撮影をスムーズに同時進行できます。
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・調理器具・食器のご利用はスタジオ使用料金に含まれます。
・事前に下見も可能です。
・弊社備品以外の調理器具については、撮影者側でご用意
　ください。
・撮影用の機材は撮影者側でご用意ください。
　なお、当社よりカメラマン、スタイリストのご紹介も可能です。



食品料理部門スタッフによる撮影・調理のサポートも可能です。当社キッチン内にある調理器具・食器等の用意、
手タレ、食材の準備など、お気軽にお問い合わせください。

【撮影・調理のサポートについて】

　ご利用の前に必ずご利用規約をお読みいただき、同意の上でのお申し込みをお願いします。
　ご予約をされる場合は、ご利用の２週間前までに添付の「キッチンスタジオ予約票」にご記入の上、FAXにて
ご連絡をお願いいたします。
　折り返し担当より予約の可否について（１営業日以内に）ご連絡を差し上げます。

　ご予約の確認後、当方より「キッチンスタジオご利用・お見積書」、「キッチンスタジオ申請書（pdf）」を送らせ
ていただきます。申込書に押印の上、FAXにてお送りください。FAXを受領した段階で予約の完了とさせていただ
きます（なお、メールでの対応をご希望の場合は、別途ご連絡ください）。
　申請書の原本は、キッチンの使用当日に弊社の担当者にお渡しください。

※隣接するプラザ（商業棟）に 1400 台の有料駐車場がございます。
※撤収時間を終了時間とさせていただきます。キッチン及びスタジオは撮影終了後に現状復帰にてお願いします。 

【お申し込み方法／キッチンのご使用について】

エフシージー総合研究所内のキッチンスタジオには、専用のセキュリティカードがないと入室できません。
撮影当日は会社受付にてゲストカードをお渡ししますので、終了後にご返却をお願いします。
当日は、キッチンスタジオ以外の場所には立ち入らないようお願いいたします。当日の行動については、担当者

【ご利用に当たっての注意】

の指示をご確認くださいますよう、お願いいたします。

キッチンスタジオのご利用にあたり、以下の規約を守ることにご承諾いただいたものとさせていただきます。ご
利用になる前にご一読いただくようお願いいたします。 

暮らしの科学部　美容・健康・料理研究室

〒135-0064　東京都江東区青海 1-1-20　ダイバーシティ東京オフィスタワー 6F

美容・健康・料理研究室［食品・料理部門］
研究室直通 TEL：03-6891-8504　FAX：03-6891-8517
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社 名

（株）エフシージー総合研究所

　　　　年   月    日

上記を確認後、担当者よりご連絡さし上げますので、よろしくお願い申し上げます。

〒135-0064　東京都江東区青海１-１-20　ダイバーシティ東京　オフィスタワー６F

FAX：03-6891-8517

(株)エフシージー総合研究所

http://www.fcg-r.co.jp/
TEL 03-6891-8504　FAX 03-6891-8517

 （フジテレビ商品研究所）

キッチンスタジオ予約票

調理アシスタント

TEL e-mailお名前

ご利用日 　　　年　月　日 時～　時まで第１希望

　　　年　月　日 時～　時まで第２希望

　　　年　月　日

（簡潔にお書きください）

時～　時まで第3希望

使用目的

その他

当日の参加予定人数 人

必要 ご希望される
サポート内容

不要　

住 所

（質問事項等）

（撮影内容）



社 名

（株）エフシージー総合研究所

　　年   月    日

〒135-0064　東京都江東区青海１-１-20　ダイバーシティ東京　オフィスタワー６F

FAX：03-6891-8517

(株)エフシージー総合研究所

http://www.fcg-r.co.jp/
TEL 03-6891-8504　FAX 03-6891-8517

 （フジテレビ商品研究所）

キッチンスタジオ利用申請書

調理アシスタント

TEL e-mail

お名前

ご利用日 　　　年　月　日 時～　時まで

使用目的

その他

当日の参加予定人数 人

必要 ご希望される
サポート内容

利用規約を確認の上、利用申請をいたします。

不要　

住 所

（補足事項）

（撮影内容）

印

申請書の原本は、キッチンスタジオの使用当日に弊社の担当までお渡しください。



ご利用規約

　「エフシージー総合研究所　キッチンスタジオ」（以下、当社、当スタジオ）をご利用いただくにあたり、
以下の項目お守りくださいますようお願い申し上げます。

（１）ご利用上の注意

　③「キッチンスタジオ申請書」に記入された時間でのご利用となります（搬入から～搬出完了まで）。時間外をご希望の場合には、ご相談
　　ください。

　①ご利用時間は、平日は2時間、土日祝日は４時間からとなります。
　②ご利用時間は、搬入から搬出を含めた時間となります。完了時間を過ぎた場合は、30分ごとに延長料金が発生します（料金表の金額
　　に基づきます）。

　・スタジオ料金には、電気・ガス・水道使用料、調理器具・食器等の使用料金を含みます。
　・撮影用機材は撮影者側にて準備ください。
　・スタジオ内の設備および、調理器具、備品の破損につきましては修理代・代替品の費用を請求させていただきます。
　・スタジオ内で発生した、不測の事故、盗難、機材の破損などの損害に関しては、責任を負えませんのでご了承ください。
　・当社より請求書を送付しますので、お支払いは、指定の口座にお振込みにて、翌月末までにお振込みください。

（２）禁止事項について
　当キッチンスタジオのご利用時に、以下の行為はご遠慮ください。

　・当社内は禁煙のため２Fの喫煙コーナーをご利用ください。
　・当スタジオで調理した飲食物を配布・販売する目的での使用
　・食品衛生上、問題のある物品を使用する行為
　・特殊な発酵食品など臭気の強い食品の持ち込み、使用
　・法令で定められている危険物の持ち込み、および使用
　・法律や法令に違反するような行為、社会規範や公序良俗に反する行為
　・第三者への使用権の譲渡や転売
　その他、当社が不適切とみなす行為があった場合は、ご利用を中止とさせていただきます。

（４）ご利用に当たっての基本的な順守事項
　・当社にて廃棄可能なものにつきましては、ゴミ処理をいたしますが、粗大ゴミなど処分のできないものつきましては、お持ち帰り
　　いただくようお願いいたします。

　・終了時に必ず調理器具や設備を、元の状態に戻してください。
　・終了時に必ず使用した食器や調理器具は洗浄後、元の場所に戻してください。

（５）免責事項
　当スタジオをご使用いただくにあたり、以下の免責事項を定めます。
　当スタジオをご利用いただいた段階で、以下の免責事項に同意していただいたとさせていただきます。

（5-1）調理器具のご使用について
　当スタジオの備品および調理器具を使用して発生した事故および、怪我につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

（5-2）設備・備品および調理器具の紛失について
　当スタジオの設備・備品および調理器具（食器類も含む）を紛失・破損した場合、費用を負担していただく場合がございます。
　負担額は、紛失または破損した物品の補充に関わる費用、または修理に関わる費用をお支払いいただきます。

（5-3）食品衛生管理について
　食品の衛生管理につきましては、ご利用者様の責任にて管理をお願いします。食中毒等の問題が発生した場合、当社は一切の
責任を負いかねます。

（３）キャンセルについて
　キャンセルの場合には、使用日の3日前の12：00までにお電話にてご連絡ください。
　それ以降につきましては、キャンセル料が発生いたしますので、ご了承ください。

「キャンセル料」
　3日前     　0％
　2日前　　40％
　前　日　   50％
　当　日　100％




