
別紙：作業項目一覧

番号 作業種別 作　業　項　目 対象フォーマット 作　業　内　容 単位 料金種別（※） 予定数量

1 白黒35 初号プリント 白黒35画 原版から色彩調整（タイミング）を行い、プリントを作成する作業。 ｍ 基本料 7,000

2 白黒35 焼増プリント　(1回の注文　1本プリントの場合) 白黒35画 初号プリント作成後のリリースプリントを作成する作業。 ｍ 基本料 15

3 白黒35 ラッシュプリント 白黒35画 ネガフィルムから色や濃度等を補正してポジ像のプリントフィルムを作成する作業。 ｍ 基本料 1

4 白黒35 マスタープリント　(304.8m未満) 白黒35画 ｍ 基本料 100

5 白黒35 マスタープリント　(304.8m以上) 白黒35画 ｍ 基本料 3,000

6 白黒35 デュープネガコピー　(304.8m未満) 白黒35画 ｍ 基本料 100

7 白黒35 デュープネガコピー　(304.8m以上) 白黒35画 ｍ 基本料 7,000

8 白黒35 タイトルマスタープリント　(タイトルネガ作成) 白黒35画 タイトルダブリ作業の中間素材で、タイトルネガから焼き付けたポジ像のプリントフィルムを作成する作業。 ｍ 基本料 1

9 カラー35 初号プリント カラー35画 原版から色彩調整（タイミング）を行い、プリントを作成する作業。 ｍ 基本料 1,000

10 カラー35 焼増プリント カラー35画 初号プリント作成後のリリースプリントを作成する作業。 ｍ 基本料 1

11 カラー35 ラッシュプリント カラー35画 ネガフィルムから色や濃度等を補正してポジ像のプリントフィルムを作成する作業。 ｍ 基本料 1

12 カラー35マスタープリント（304.8m未満） カラー35画 ｍ 基本料 1

13 カラー35マスタープリント（304.8m以上） カラー35画 ｍ 基本料 15

14 カラー35 デュープネガコピー　(304.8m未満) カラー35画 ｍ 基本料 25

15 カラー35 デュープネガコピー　(304.8m以上) カラー35画 ｍ 基本料 125

16 カラー35 インターネガコピー　(304.8m未満) カラー35画 カラープリントから複製ネガを作成する作業。 ｍ 基本料 150

17 白黒16 初号プリント 白黒16画 原版から色彩調整（タイミング）を行い、プリントを作成する作業。 ｍ 基本料 125

18 白黒16 ラッシュプリント　(棒焼) 白黒16画 ネガフィルムから補正を加えずにポジ像のプリントフィルムを作成し、補正等の元素材とする作業。 ｍ 基本料 1

19 白黒16mmインターネガコピー 白黒16画 白黒のポジプリントあるいはマスターポジから複製ネガを作成する作業。 ｍ 基本料 1

20 カラー16 初号プリント カラー16画 原版から色彩調整（タイミング）を行い、プリントを作成する作業。 ｍ 基本料 700

21 カラー16 デュープネガコピー　(304.8m未満) カラー16画 ｍ 基本料 1

22 カラー16 デュープネガコピー　(304.8m以上) カラー16画 ｍ 基本料 1

23 白黒35 SOプリント 白黒35音 ｍ 基本料 3,000

24 白黒16 SOプリント 白黒16音 ｍ 基本料 1

25 35 音抜き 白黒/カラー35音 ｍ 基本料 3,000

26 16 音抜き 白黒/カラー16音 ｍ 基本料 100

27 ノイズ・リダクション デジタル、他
初号プリント作成後に入ったキズ等による台詞などの主要な音声以外の雑音を自動処理及び手作業によるデジタル
処理で低減して初号作成時の音に近づける作業。修復した音データを適切なファイル形式で当館が提供する保存用
ハードディスクに記録する作業を含む。※ノイズ・リダクション作業の単価設定は、作業に要した時間とする。

H（作業に要した時間） 基本料 40

28 35 サウンドネガ作成　(モノラル) 白黒35音 ｍ 基本料 3,000

29 16 サウンドネガ作成 白黒16音 ｍ 基本料 15

30 その他 音抜き デジタル、他 フィルム以外メディア（6ｍｍ、Hi-8、レコード等）からの音抜き。 H（作業に要した時間） 基本料 2

31 画像スキャニング デジタル、他
重度の変形や破断、固着等が見られる素材フィルムを、デジタルカメラで一駒ずつ静止画で撮影し、ハードディスク等
に収録する作業（収録した画像キャプチャーデータを、適切なファイル形式で当館が提供する保存用ハードディスク等
に複製する作業を含む）。

駒 基本料 100

32 動画ファイル変換 デジタル、他
フィルム作成の前段階として、静止画連番ファイルから動画ファイルへの変換を行い、テープやディスク等に収録する
作業（変換した動画ファイルデータを、適切なファイル形式で当館が提供する保存用ハードディスク等に複製する作業
を含む）。

分 基本料 3

33 簡易画像キャプチャー デジタル、他
内容確認を目的として、フィルム駒を簡易的に静止画で撮影し、ハードディスク等に収録する作業（収録した画像キャ
プチャーデータを、適切なファイル形式で当館が提供する保存用ハードディスク等に複製する作業を含む）。

駒 基本料 100

34 簡易動画ファイル作成 デジタル、他
内容確認を目的として、フィルムを簡易的にスキャニングし、動画ファイルを作成した上で、ハードディスク等に収録す
る作業（収録した動画ファイルを、適切なファイル形式で当館が提供する保存用ハードディスク等に複製する作業を含
む）。

分 基本料 20

35 白黒35 レコーディングネガ作成（デジタル） 白黒35画 4K解像度以下の画像ファイルから白黒35mmレコーディングネガを作成する作業。 駒 基本料 100

36 カラー35 レコーディングネガ作成（デジタル） カラー35画 4K解像度以下の画像ファイルからカラー35mmレコーディングネガを作成する作業。 駒 基本料 100

フィルムのサウンドトラックに記録された音やフィルムと同期する音素材に記録された音をテープやディスク等にデジタ
ル収録する作業。収録したデータを、適切なファイル形式で当館が提供する保存用ハードディスクに複製する作業を
含む。

光学録音機を用い、デジタルデータから音ネガを作成する作業。

SOは、サウンド・オンリーの略で、音のみのプリントを作成する作業。

ネガフィルムからの複製ネガ作製の中間素材で、ネガから焼き付けたポジ像のインターメディエイトフィルムを作成する
作業。

白黒のポジプリントあるいはマスターポジから複製ネガを作成する作業。

ネガフィルムからの複製ネガ作製の中間素材で、ネガから焼き付けたポジ像のインターメディエイトフィルムを作成する
作業。

カラーのマスターポジから複製ネガを作成する作業。

カラーのポジプリントあるいはマスターポジから複製ネガを作成する作業。

プリント

音声処理

デジタル処理



番号 作業種別 作　業　項　目 対象フォーマット 作　業　内　容 単位 料金種別（※） 予定数量

37 白黒35　ブローアップ（22㎜→35㎜） 白黒35画 22㎜の素材フィルムから35㎜に拡大する作業。 ｍ オプション 50

38 白黒35　ブローアップ（17.5㎜→35㎜） 白黒35画 17.5㎜の素材フィルムから35㎜に拡大する作業。 ｍ オプション 300

39 白黒35 ブローアップ(16㎜→35㎜) 白黒35画 16㎜の素材フィルムから35㎜フィルムに拡大する作業。 ｍ オプション 500

40 白黒35 ブローアップ(9.5㎜→35㎜) 白黒35画 9.5㎜の素材フィルムから35㎜フィルムに拡大する作業。 ｍ オプション 50

41 白黒35 ブローアップ(9.5㎜→35㎜) ＊請求尺が40m未満の場合 白黒35画 9.5㎜の素材フィルムから16㎜フィルムに拡大する作業。 件 オプション 1

42 白黒35ブローアップ(8mm→35mm) 白黒35画 8㎜の素材フィルムから35㎜フィルムに拡大する作業。 ｍ オプション 50

43 カラー35 ブローアップ（16mm→35mm） カラー35画 ｍ オプション 50

44 カラー35 ブローアップ(短尺) カラー35画 ｍ オプション 5

45 カラー35ブローアップ(8mm→35mm) カラー35画 8㎜の素材フィルムから35㎜フィルムに拡大する作業。 ｍ オプション 30

46 白黒16 縮小プリント（初号） 白黒16画 35mmの素材フィルムから16mmフィルムに縮小する作業の内、作業に伴いタイミング作業を要するもの。 ｍ オプション 30

47 白黒16 縮小プリント（焼増） 白黒16画 35mmの素材フィルムから16mmフィルムに縮小する作業の内、作業に伴いタイミング作業を要しないもの。 ｍ オプション 1

48 カラー16　縮小プリント（初号） カラー16画 カラー35㎜ネガフィルムからカラー16㎜フィルムの縮小プリントを作成する作業。 ｍ オプション 1

49 特殊焼き付け技術料 フォーマット問わず 素材フィルムの劣化状況に合わせたプリンターの調査作業、及び光学合成等の特殊作業。 H（作業に要した時間） オプション 25

50 染色・調色技術料 フォーマット問わず 染色・調色・染調色フィルムの色再現に係る特殊作業。 H（作業に要した時間） オプション 3

51 銀残し技術料 フォーマット問わず 銀残しフィルムの再現に係る特殊作業。 H（作業に要した時間） オプション 1

52 特殊フォーマット取扱技術料 フォーマット問わず 17.5mm、22mm、コダカラー、半裁フィルム等、特殊フォーマットフィルムの複製に係る特殊作業。 H（作業に要した時間） オプション 25

53 編集技術料 フォーマット問わず 複製に伴う編集作業。 H（作業に要した時間） オプション 5

54 特殊整理技術料 フォーマット問わず 重度の劣化フィルムに対する軟化処理、平面化処理、クリーニング処理等の特殊整理作業。 H（作業に要した時間） オプション 50

55 可燃性フィルム取扱料(1巻～3巻) 可燃性フィルム 巻 オプション 10

56 可燃性フィルム取扱料(4巻～6巻) 可燃性フィルム 巻 オプション 3

57 可燃性フィルム取扱料(7巻以上) 可燃性フィルム 件 オプション 1

58 報告書 報告書作成 フォーマット問わず 作業内容を報告書にまとめる作業。作成した報告書は、pdfファイル及び印刷した冊子を納品すること。 件 オプション 15

（※）料金種別のうち「基本料」は通常の作業費用、「オプション」は原版フィルム等の劣化状態や特殊な複製作業に伴い、追加で発生する費用とする。

1950年代前半までに使用されていたナイトレート・アセテート系のフィルムで発火性（危険物第5種）のあるフィルムの取
扱作業。

16㎜の素材フィルムから35㎜フィルムに拡大する作業。

取扱料

フィルム形状変換

特殊処理


