
30分 45分 60分

～10 22,000¥      22,000¥      27,500¥      

～30 49,500¥      66,000¥      82,500¥      

～50 82,500¥      110,000¥     137,500¥    

～75 110,000¥     165,000¥    220,000¥    

～100 165,000¥    220,000¥    275,000¥    

～200 220,000¥    275,000¥    330,000¥    

201以上

担当：能登

↓English Menu is below !! ↓

[ご予約・お申込みについて]
①弊社お申込み窓口に、貴社名、ご担当者名、ご連絡先、ご希望の日時、参加人数を
   お知らせください。
②2営業日以内に、ご希望日時での対応が可能かをご連絡致します。
③日時が決まりましたら、弊社よりご請求書をメール添付にてお送りします。
④ご入金(※)を確認後、ご予約完了となります。
　（※Paypalを通じての決済となります。各種クレジットカード、銀行振り込みに対応しております。
　　　詳しくはこちら⇒https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/developer/invoicing）

⑤ご予約完了後、当日までの段取りについて、担当者よりご連絡致します。

[お申込み]株式会社ROUTE13（ルートサーティーン）

　noto@route13.tokyo

・参加人数、ショーの時間によって、価格が変わります。
・デバイス数ではなく、参加人数のカウントになります。
　1つのデバイスを複数人でご覧になる場合も、人数でのカウントになります。
・当日、大幅に人数が増えた場合は、お見積りを変更させていただく場合がございます。
・当日、人数が減少した場合でもご返金は出来かねますので、ご了承ください。

[ヴァーチャルマジックの価格について]

デビット・ジョンヴァーチャルマジック価格表
※価格は全て、税込み表記となります。

人数（名）
価格

応相談



30min. 45min. 60min.

～10 22,000yen 22,000yen 27,500yen

～30 49,500yen 66,000yen 82,500yen

～50 82,500yen 110,000yen 137,500yen

～75 110,000yen 165,000yen 220,000yen

～100 165,000yen 220,000yen 275,000yen

～200 220,000yen 275,000yen 330,000yen

201or more

　noto@route13.tokyoPerson in Charge：Noto

[About Price of Virtual Magic Show]
・Prices vary depending on the number of participants and show time.
・It is a count of the number of participants, not the number of devices.
・Even if multiple people view one device, it will be counted by the number
　of people.
・If the number of people increases significantly on the day, we may
  change the quotation.
・Please note that no refund will be given even if the number of people
  decreases on the day of the event.

[About reservation / application]
（1）Please let us know your company name, person in charge, contact
     information, desired date and time, and the number of participants at
     our application counter.
（2）Within 2 business days, we will let you know if we can respond on your
      desired date and time.
（3）Once the date and time have been decided, we will send you an invoice
      as an email attachment.
（4）After confirming payment (*), the reservation will be completed.
　　（※It will be settled through paypal.We accept various credit cards and bank
         transfers.
         More info⇒https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/developer/invoicing）
（5）After the reservation is completed, the person in charge will contact
      you regarding the setup up to the day.

[Application]ROUTE13,Inc

David JohnVirtual Magic Price
※All prices are in Japanese Yen.(Taxes are included.)

Number of
People

Price

Please contact us！


