
＜ご利用案内 : Composition 神山スタジオ＞ 
 

・Wi-Fi接続方法 

SSID: CompositionInc  / Password: Kingmac8 

入り口のQRコードを読み込んで接続も可能です。 

 

・無人利用時 

無人利用時は、下駄箱のiPadの側に、Amazon Echoがありますので「アレクサ、利用開始」と話しかけてくだ

さい。照明が付き、利用開始通知が管理者に送信されます。 

利用終了時は「アレクサ、利用完了」です。1分後に照明がオフに、利用完了通知が管理者に送信されます。 

 

・入口のドアについて・鍵 

入口のドアは3分程度で自動的に閉まるオートロック方式となっております。 

また、防音シールのためドアはしっかりと押し込むようにして締めてください。 

※完全にしまっていないと、ドアがロックされません！ 

 

買い物など、レンタル時間中に出入りをする場合は締め出されないよう、鍵をお持ちください。 

鍵は入り口の南京錠の中にあり、番号は1954です。レンタル時間終了後はもとにお戻しください。 

 

・照明 

天井の照明についてはそのままにしていただいて結構です。 

ただし、撮影用の照明等機材については終了後は必ず消してください。 

 

・エアコン 

エアコンはご退出前にかならずオフにしてください。 

撮影時はエアコンのノイズが入ることがありますので、適宜オフにしてください。 

また、オフにしてから完全に無音になるまでしばらく時間がかかることもあります。 

 

・ケーブル類 

ケーブル類はダンボールの箱に入っています。ご自由にお使いいただけますが、必ずもとにお戻しください。 

どうしても消耗品のため、調子の悪いものが紛れている場合がございます。うまく動作しない場合は他のケーブ

ルもお試しください。 

ケーブルの種類は箱に書かれています。（VIDEO/AUDIO/LAN/USB3.0など・・・） 

 

・ほか消耗品 

電池、筆記用具など外に出ているものはご自由にお使いください。 

引き出しに入っているものは使用禁止です。 

 

・機材について 



スタジオ内に出ている機材は利用可能です。より多くの人に使ってもらえるよう、機材の料金を利益としてあま

り見込んでいない料金設定とさせていただいております。 

皆様が長く使えるように、必ず大切にご利用ください。使用したことのない機材を取り扱う際は特にお気をつけ

ください。レンズを取り扱ったことのない方は、レンズ交換はご遠慮ください。 

スタジオ内は狭く、照明機材やマイクスタンドなど、不安定なものもございます。スタッフ・ゲスト含め注意し

ていただきますようよろしくお願いいたします。 

配信収録機材において、故意または重大な過失による破損が認められた時は修理費など復帰費用をご請求させて

いただくことがございます。何卒ご理解ください。 

 

・Windows PCについて 

StudioUserという名前のユーザーが一般に利用できるユーザーです。パスワードは設定されていません。 

Adobe Creative Cloud、OBS、RTX Voiceがインストールされています。 

セキュリティ上の問題で、新規のアプリをインストールする場合は必ずお知らせください。 

キーボードは写真のものをお使いください。 

英語-日本語切り替えは「Win+スペース」です。また、日本語IMEで日本語入力のオンオフを切り替えるには「

Alt+半角全角」キーを押してください。入力言語が英語のままですと、キーボードがUS配列となっていることが

あります（その場合、@はShift+2 で入力できます） 

 

・Macbook Airについて 

Macbook AirはV1-SDI操作用です。USB経由でスイッチング、レベル確認及び調整、各種設定が行なえます。 

パスワードは41234123 です。起動時、接続が外れているので左下のCONNECTION>V1-SDIをクリックして接

続してください。「データを送信しますか？」のダイアログは「Yes」で大丈夫です。V1-SDIの文字の背景色が

緑色になれば接続中です。 

 

・ロードノイズについて 

建物の立地上、道路からのノイズが入ることがあります。また、緊急車両やエンジン音の大きい車など、予期せ

ぬ騒音が入る可能性があることご了承ください。 

人が話すことが主体の場合は、ピンマイクをおすすめしております。Seramonicの無線マイク（2ペア）、有線

マイク（1本）、BOYAのワイヤレスマイク（1本）があります。 

また、ノイズが気になる場合、PCを介しての配信・録画でしたらPCにインストールされているRTX Voiceを仲介

することでクリアにすることができます。デノイズのパラメーターは⅓以下で十分です。 

※外部収録機ではPCを介さないのでRTX Voiceを利用できません。 

 

・外部収録機をご利用時はコピー時間に注意ください 

NINJA VはProresでの録画が可能ですが、1時間の収録で100GB超のファイルサイズとなります。データコピー

が必要な際はレンタル時間内に持ち込みのメディアへのコピーをお願いします。配信PCにはSATAリーダーが付

いておりますので直接の読み書きができます。ただし、ファイルをコピーする場合はファイルのコピー時間にお

気をつけください。特に、HDDですと、2時間尺で30分以上かかることもございますのでお気をつけください。 

NINJA VにはSATA SSDが直接指せますので、SSDをお持ち込みいただければ収録完了時にそのままお持ち帰りい

ただけます。   



＜ご注意事項・禁止事項 - 必ずお読みください＞ 

 

・ご連絡後、スケジュールや詳細のご確認をさせていただき、 

　予約確定の旨のメールを持ちまして予約が確定となります。 

・予約確定後のキャンセルは規定のキャンセル料金を頂きます。 

・正面の建物の契約駐車場をご利用いただけます。（3000円/回） 

　利用希望の際は前日までにお知らせください。 

・軽食の持ち込みは可能ですが、大量の飲食物の持ち込みなどはご遠慮ください。 

・お客様がお持込み頂いたものは全てご自身でお持ち帰り下さい。小さなゴミはゴミ箱へ捨ててください。 

・万が一、スペース内に大量のゴミを無断で置いて行かれた場合は 

　清掃及び撤去に要した費用をご請求させていただくことがございます。 

・スタジオ内の家具・備品及び小物はご自由にご利用下さい。 

　ただし、外への持ち出しは厳禁とさせていただいております。 

　また、破損・汚損・紛失等された場合は、損害金をお支払い頂く場合がございます。 

　家具・備品及び小物のご使用後は元の場所にお戻し下さい。 

・スタジオの壁・家具等へのガムテープ・釘・ネジ類の使用は原則禁止です。 

・水・油及び砂等のご使用は必ず事前にご相談下さい。 

・撮影等機材は大切にご利用ください。使い方がわからないものは、必ず事前にお知らせください。 

・明らかな過失による機材の破損が認められたときは、機材の差し替えに関わる費用をご負担いただきます。 

・室内は完全禁煙でございます。また、火気のご使用もご遠慮ください。 

・事前搬入については必ずご連絡下さい。 

・スタジオ内で発生した私物及び機材（事前搬入したものを含む）の盗難・破損(レンタル機材含む)、 

　その他の損害につきましては当スタジオは一切の責任を負いかねます。 

・近隣の迷惑となる行為(騒音、外に向けての強いライティング等)はご遠慮下さい。 

・予告なしに、内装・家具・備品等を変更させて頂くことがございます。 

・予約時の内容と実際の使用用途が著しく異なる場合、撮影を中止させて頂くことがございます。 

 

・免責事項 

火災・地震などの災害等、または前ご利用者による会場・設備の破損等による利用不可、プロバイダの大規模障

害などの影響によるインターネットの回線の不具合、整備不良とは異なる自然発生した機材の故障など、提供者

の努力による手の及ばない事案による不具合が発生した場合、一部サービスの変更・キャンセルご依頼などが発

生することがございます。予めご理解いただけますようお願いいたします。 

 

   



＜コンタクトレス退出チェックリスト＞ 

 
退出する際は以下の項目をご確認ください。 

❏ 使用した機材および家具をもとにお戻しください（原状復帰） 

❏ 新しくケースより出したケーブル類も元の箱にお戻しください 

❏ お持ち込みの機材、私物等は間違いなくお持ち帰りください 

❏ 撮影用照明・カメラのスイッチはお切りください 

❏ エアコンの電源はお切りください 

❏ その他ご不明点はお電話ください 

❏ 最後にドアをしっかりしめてご退出ください 

 

 

＜トラブルシュート＞ 
 

・カメラの映像が映らない 

カメラから順番に原因を探っていきます。まずはカメラ、モニタの電源が入っていることをご確認ください。カ

メラのモニタに映像が出ている場合は、正常に出力されています。 

次にスイッチャーの電源（ROLAND V1-SDI、ATEM Miniなど）、スイッチャーに映像が入っているかどうかを

確認します。それから、キャプチャーデバイス（NINJA, USB Capture Device）の電源もご確認ください。 

ケーブルの接続が良くない、または、信号が非対応のものを入力してしまうなどでも問題が発生することがあり

ます。 

 

・カメラの映像が途絶えた 

夏場など、カメラ内部の温度が高温になり自動的にシャットダウンすることがあります。 

Sony α7の場合は液晶に黄色で温度計のアイコンが表示されることがあり、この表示が出ている場合は十分に冷

やすことを試みてください。 

またサブカメラであるCanon 5Dは、無操作時に電源がオフになる機能があり、これはオートフォーカス

（シャッターボタンを半押し）を定期的に押すことで回避することができます。 

 

・音声が来ない 

正しいチャンネルの、ゲインとレベルが正しく設定できているかご確認ください。（XEYNIX1202FX） 

ショットガン、ピンマイクなど入力の入っているチャンネルをご確認ください。音声ミキサー上のメーターが動

いていれば入力はされています。 

次にスイッチャーの音声ミキサーも同じように確認します。 

 

ピンマイク（有線・無線ともに）の場合は、電池残量をご確認ください。 

有線（Seramonic）の場合は予備のボタン電池がケースに入っています。 

単3・単4電池はオペレーションデスク付近の棚、充電エリアに置いてあります。 

 

・機材を破損してしまった 



破損の程度に関わらず、まずはご連絡ください。 

・軽微なものであればそのままお使いください。代用品がある場合は、ご提案します。 

・重大な破損の場合：代用案で進行可能な場合は、ご提案いたします。セキュリティカメラにて状況確認の上、

明らかな過失による破損が認められた場合は修理・置き換えに関わる費用をご請求させて頂く可能性がありま

す。 

 

・PCなど、HDMIの音声をスイッチャーに乗せたい 

V1-SDIのミキサーを、USB接続されたMacBookにて確認します。（V1-SDIでは、音声のミキシング操作はUSB

経由のPCでしか変更することができません） 

不意な音声入力を防ぐため、映像入力の音声はオフにしてあることがあります。 

HDMI4に音声入力したいPCを接続したい場合は、HDMI4の音声レベルをあげていきます。レベルを調整し、

ミックスの度合いを調整してください。 

BGMを載せたい場合もPCを使うと便利なことがあります。 

 

・配信中、ZoomやMeet,LINEなどゲストまたは参加者と通話したい 

声を聞くだけでいいのか、会話をする必要があるのか、何人が会話するのか、によって諸々最適解が変化しま

す。人数分のイヤホンなどが必要になる可能性もあります。ご心配な場合はご相談ください。 

   



＜機材リスト＞ 
 

＜カメラ/CAMERAS＞ 

SONY α7R4 

専用ケージ + Eyoyo 5インチプレビューモニタ 

Blackmagic Micro Studio Camera 4K（吊るし） 

Canon EOS 5D Mark III 

 

＜レンズ/LENSES＞ 

SONY E FE2.8 / 16-35mm GM 

SONY E F4.5-5.6 / 100-400mm GM 

Canon EF 8-15mm Fisheye L 

Canon EF Zeiss Planar F1.4 50mm 

Canon EF TAMRON 70-300mm F4 

※BlackmagicはMFレンズ1つのみ 

 

＜マイク/MIC＞ 

ガンマイク RODE NTG-2 

ダイナミックマイク ASTON STEALTH 

ダイナミックマイク Blue Yeti Pro 

ピンマイク無線 Seramonic Blink 500 (2名用) 

ピンマイク無線 BOYA BY-WM4 Mk2 (1名用) 

ピンマイク有線 Seramonic 

 

＜スイッチャー/SWITCHER＞ 

ROLAND V1-SDI 

Blackmagic Design ATEM mini（要事前申告） 

 

＜照明/LIGHTS＞ 

Godox VL150 + ソフトボックス・グリッド 

LED照明2灯 

ポータブルLED照明1灯 

Quasar science Q50R 

Andoer バーティカルライト2灯(グリーンスクリーン用) 

 

＜外部収録機/RECORDER＞ 

ATOMOS NINJA V 

SSD 1TB x2 

 

※続く 



＜キャプチャーデバイス/CAPTURE DEVICE＞ 

USB HDMIキャプチャデバイス 

 

＜配信用PC/COMPUTER＞ 

Windows 10 + Core i7-4790K + 16GB Memory + GeForce 1080Ti 有線LAN接続 

Adobe Creative Cloud, OBS 

 

＜スイッチャーコントロール用PC＞ 

MacBook Air 

 

＜モニター/MONITOR＞ 

マルチ確認用 27インチ 

プログラム確認用 27インチ 

PC操作用 30インチ 

壁掛けTV 50インチ（収録側からは見えません） 

 

＜その他/OTHERS＞ 

小物撮影ボックス 

撮影ボックス用背景 黒、白、シルク模様、R、G、Bフェルト 

USBターンテーブル 

グリーンスクリーン 3x4m 

グレースクリーン 3x4m 

小型冷蔵庫 

電気ポット 


