
映画『うまれる』・『ずっと、いっしょ。』自主上映会お支払い例

『うまれる』上映経験あり 『うまれる』上映経験なし 『うまれる』上映経験あり 『うまれる』上映経験なし
最低保証料金 30,000円(2週間レンタルの場合は

60,000円)
30,000円(2週間レンタルの場合は
60,000円)

50,000円(2週間レンタルの場合は
120,000円)

50,000円(2週間レンタルの場合は
120,000円)

例: 鑑賞者が50名の場合 30,000円 30,000円 50,000円 50,000円
鑑賞者60名までが30,000円の料金
設定となりますので、この場合、「リ
ピーター」割引は適用されず、お支
払い料金は最低保証料金の30,000
円になります(50名×500円=25,000
円 - 5% =23,750円ではございませ
ん)。

鑑賞者60名までが30,000円の料金
設定となりますので、お支払い料金
は最低保証料金の30,000円になり
ます(50名×500円=25,000円ではご
ざいません)。

鑑賞者100名までが50,000円の料
金設定となりますので、この場合、
「リピーター割引」は適用されず、お
支払い料金は最低保証料金の
50,000円になります。

鑑賞者100名までが50,000円の料
金設定となりますので、お支払い料
金は最低保証料金の50,000円にな
ります(50名×500円=25,000円では
ございません)。

例: 鑑賞者が100名の場合 47,500円 50,000円 50,000円 50,000円
鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引になり
ますので、お支払い料金は100名
×500円=50,000円 - 5% = 47,500円
になります(通常より2,500円割引)。

鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますので、
お支払い料金は100名×500円
=50,000円になります。

鑑賞者101名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、最
低保証料金以下に割引かれること
はできませんので、この場合、「リ
ピーター割引」は適用されず、お支
払い料金は最低保証料金の50,000
円になります(100名×500円
=50,000 - 割引率ではございませ
ん)。

鑑賞者100名までが50,000円の料
金設定となりますので、お支払い料
金は50,000円になります。

例: 鑑賞者が110名で啓発キャン
ペーンを実施した場合

49,500円 52,250円 50,000円 52,250円

鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引、各種
啓発キャンペーンを実施した場合
は5%割引になりますので、計10%の
割引となり、お支払い料金は110名
×500円=55,000円 - 10% = 49,500
円になります(通常より5,500円割
引)。

鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、各
種啓発キャンペーンを実施した場
合は5%割引になりますので、お支
払い料金は110名×500円=55,000
円 - 5% = 52,250円になります(通常
より2,750円割引)。

鑑賞者101名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引、各種
啓発キャンペーンを実施した場合
は5%割引になりますので、計10%の
割引となり、お支払い料金は110名
×500円=55,000円 - 10% = 49,500
円と計算されますが、最低保証料
金以下に割引かれることはできま
せんので、この場合、各種割引は
適用されず、お支払い料金は最低
保証料金の50,000円になります。

鑑賞者101名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、各
種啓発キャンペーンを実施した場
合は5%割引になりますので、お支
払い料金は110名×500円=55,000
円 - 5% = 52,250円になります(通常
より2,750円割引)。

例: 鑑賞者が190名の場合 90,250円 95,000円 90,250円 95,000円
鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引になり
ますので、お支払い料金は190名
×500円=95,000円 - 5% = 90,250円
になります(通常より4,750円割引)。

鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますので、
お支払い料金は190名×500円
=95,000円になります。

鑑賞者101名以降は【600円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引になり
ますので、お支払い料金は190名
×500円=95,000円 - 5% = 90,250円
になります(通常より4,750円割引)。

鑑賞者101名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますので、
お支払い料金は190名×500円
=95,000円になります。

例: 鑑賞者が300名で啓発キャン
ペーンを実施した場合

135,000円 142,500円 135,000円 142,500円

鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引、各種
啓発キャンペーンを実施した場合
は5%割引になりますので、計10%の
割引となり、お支払い料金は300名
×500円=150,000円 - 10% =
135,000円になります(通常より
15,000円割引)。

鑑賞者61名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、各
種啓発キャンペーンを実施した場
合は5%割引になりますので、お支
払い料金は300名×500円=150,000
円 - 5% = 142,500円になります(通
常より7,500円割引)。

鑑賞者101名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、「リ
ピーター割引」として5%割引、各種
啓発キャンペーンを実施した場合
は5%割引になりますので、計10%の
割引となり、お支払い料金は300名
×500円=150,000円 - 10% =
135,000円になります(通常より
15,000円割引)。

鑑賞者101名以降は【500円×鑑賞
者数】の料金設定となりますが、各
種啓発キャンペーンを実施した場
合は5%割引になりますので、お支
払い料金は300名×500円=150,000
円 - 5% = 142,500円になります(通
常より7,500円割引)。

例: 2週間以内に5日間開催し、鑑
賞者が100名の場合

60,000円 60,000円 100,000円 100,000円

2週間レンタルの場合は鑑賞者120
名までが60,000円の料金設定とな
りますが、最低保証料金以下に割
引かれることはできませんので、こ
の場合、「リピーター」割引は適用さ
れず、お支払い料金は最低保証料
金の60,000円になります(100名×
500円=50,000円 - 5% =47,500円で
はございません。)

2週間レンタルの場合は鑑賞者120
名までが60,000円の料金設定とな
りますので、お支払い料金は最低
保証料金の60,000円になります
(100名×500円=50,000円ではござ
いません。)

2週間レンタルの場合は鑑賞者200
名までが100,000円の料金設定とな
りますが、最低保証料金以下に割
引かれることはできませんので、こ
の場合、「リピーター」割引は適用さ
れず、お支払い料金は最低保証料
金の120,000円になります(100名×
500円=50,000円 - 5% =47,000円で
はございません。)

2週間レンタルの場合は鑑賞者200
名までが100,000円の料金設定とな
りますので、お支払い料金は最低
保証料金の100,000円になります
(100名×500円=50,000円ではござ
いません。)

例: 2週間以内に5日間開催し、鑑
賞者が130名で啓発キャンペーン
を実施した場合

60,000円 61,750円 100,000円 100,000円

2週間レンタルの場合は鑑賞者121
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となり、「リピーター割引」と
して5%割引、各種啓発キャンペーン
を実施した場合は5%割引になりま
すので、計10%割引となり、お支払
い料金は130名×500円=65,000円
-10% = 58,500円と計算されます
が、最低保証料金以下に割引かれ
ることはできませんので、この場
合、リピーター割引・啓発キャン
ペーン割引ともに適用されず、お支
払い料金は最低保証料金の60,000
円になります。

2週間レンタルの場合は鑑賞者121
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、各種啓発キャ
ンペーンを実施した場合は5%割引
になりますので、お支払い料金は
130名×500円=65,000円 -5% =
61,750円になります(通常より3,250
円割引)。

2週間レンタルの場合は鑑賞者200
名までが100,000円の料金設定とな
りますが、最低保証料金以下に割
引かれることはできませんので、こ
の場合、「リピーター」割引・啓発
キャンペーンともに適用されず、お
支払い料金は最低保証料金の
100,000円になります(130名×500
円=65,000円 - 10% =58,500円では
ございません。)

2週間レンタルの場合は鑑賞者200
名までが100,000円の料金設定とな
りますので、お支払い料金は最低
保証料金の100,000円になります
(130名×500円=65,000円ではござ
いません。)

例: 2週間以内に5日間開催し、鑑
賞者が210名の場合

99,750円 105,000円 100,000円 105,000円

2週間レンタルの場合は鑑賞者121
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、「リピーター割
引」として5%割引になりますので、
お支払い料金は210名×500円
=105,000円 - 5% = 99,750円になり
ます(通常より5,250円割引)。

2週間レンタルの場合は鑑賞者121
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますので、お支払い料
金は210名×500円=105,000円にな
ります。

2週間レンタルの場合は鑑賞者201
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、「リピーター割
引」として5%割引になりますので、
お支払い料金は210名×500円=
105,000円 - 10% = 94,500円と計算
されますが、最低保証料金以下に
割引かれることはできませんので、
この場合、各種割引は適用され
ず、お支払い料金は最低保証料金
の100,000円になります。

2週間レンタルの場合は鑑賞者201
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますので、お支払い料
金は210名×500円=105,000円にな
ります。

例: 2週間以内に5日間開催し、鑑
賞者が250名で啓発キャンペーン
を実施した場合

112,500円 118,750円 112,500円 118,750円

『うまれる』のみの上映 『ずっと、いっしょ。』のみの上映
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※ すべて税別になります。
※ 行政さま、配給会社さまは別の料金体系になります。

※ 両作品の製作母体が異なるため、料金の計算方法およびご請求・お支払いはそれぞれ異なります。



映画『うまれる』・『ずっと、いっしょ。』自主上映会お支払い例

『うまれる』上映経験あり 『うまれる』上映経験なし 『うまれる』上映経験あり 『うまれる』上映経験なし
『うまれる』のみの上映 『ずっと、いっしょ。』のみの上映

2週間レンタルの場合は鑑賞者121
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、「リピーター割
引」として5%割引、各種啓発キャン
ペーンを実施した場合は5%割引に
なりますので、計10%割引となり、お
支払い料金は250名×500円
=125,000円 - 10% = 112,500円にな
ります(通常より12,500円割引)。

2週間レンタルの場合は鑑賞者121
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、各種啓発キャ
ンペーンを実施した場合は5%割引
になりますので、お支払い料金は
250名×500円=125,000円 - 5% =
118,750円になります(通常より
6,250円割引)。

2週間レンタルの場合は鑑賞者201
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、「リピーター割
引」として5%割引、各種啓発キャン
ペーンを実施した場合は5%割引に
なりますので、計10%割引となり、お
支払い料金は250名×500円
=125,000円 - 10% = 112,500円にな
ります(通常より12,500円割引)。

2週間レンタルの場合は鑑賞者201
名以降は【500円×鑑賞者数】の料
金設定となりますが、各種啓発キャ
ンペーンを実施した場合は5%割引
になりますので、お支払い料金は
250名×500円=125,000円 - 5% =
118,750円になります(通常より
6,250円割引)。

例: 鑑賞者が650名の場合 276,250円 292,500円 276,250円 292,500円
鑑賞者501名以降は、大入り割引
【梅】(10%OFF)となり、「リピーター
割引」として5%割引、計15%割引と
なりますので、お支払い料金は650
名×500円=325,000円 - 15% =
276,250円になります(通常より
48,750円割引)。

鑑賞者501名以降は、大入り割引
【梅】(10%OFF)となりますので、お支
払い料金は650名×500円=325,000
円 - 10% = 292,500円になります(通
常より32,500円割引)。

鑑賞者501名以降は、大入り割引
【梅】(10%OFF)となり、「リピーター
割引」として5%割引、計15%割引と
なりますので、お支払い料金は650
名×500円=325,000円 - 15% =
276,250円になります(通常より
48,750円割引)。

鑑賞者501名以降は、大入り割引
【梅】(10%OFF)となりますので、お支
払い料金は650名×500円=325,000
円 - 10% = 292,500円になります(通
常より32,500円割引)。

例: 鑑賞者が800名の場合 300,000円 320,000円 300,000円 320,000円
鑑賞者701名以降は、大入り割引
【竹】(20%OFF)となり、「リピーター
割引」として5%割引、計25%割引と
なりますので、お支払い料金は800
名×500円=400,000円 - 15% =
300,000円になります(通常より
100,000円割引)。

鑑賞者701名以降は、大入り割引
【竹】(20%OFF)となりますので、お支
払い料金は800名×500円=400,000
- 20% =320,000円になります(通常
より80,000円割引)。

鑑賞者701名以降は、大入り割引
【竹】(20%OFF)となり、「リピーター
割引」として5%割引、計25%割引と
なりますので、お支払い料金は800
名×500円=400,000円 - 15% =
300,000円になります(通常より
100,000円割引)。

鑑賞者701名以降は、大入り割引
【竹】(20%OFF)となりますので、お支
払い料金は800名×500円=400,000
- 20% =320,000円になります(通常
より80,000円割引)。

例: 鑑賞者が1,100名の場合 357,500円 385,000円 357,500円 385,000円
鑑賞者1,001名以降は、大入り割引
【松】(30%OFF)となり、「リピーター
割引」として5%割引、計35%割引と
なりますので、お支払い料金は
1,100名×500円=550,000円 - 35%
= 357,500円になります(通常より
192,500円割引)。

鑑賞者1,001名以降は、大入り割引
【松】(30%OFF)となりますので、お支
払い料金は1,100名×500円
=550,000円 - 30% =385,000円にな
ります(通常より165,000円割引)。

鑑賞者1,001名以降は、大入り割引
【松】(30%OFF)となり、「リピーター
割引」として5%割引、計35%割引と
なりますので、お支払い料金は
1,100名×500円=550,000円 - 35%
= 357,500円になります(通常より
192,500円割引)。

鑑賞者1,001名以降は、大入り割引
【松】(30%OFF)となりますので、お支
払い料金は1,100名×500円
=550,000円 - 30% =385,000円にな
ります(通常より165,000円割引)。
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※ すべて税別になります。
※ 行政さま、配給会社さまは別の料金体系になります。

※ 両作品の製作母体が異なるため、料金の計算方法およびご請求・お支払いはそれぞれ異なります。


