位于上海市中心的大型摄影棚
“A big shooting space & production
services company...”

ABOUT US | 关于我们
Central Studios is a creative production services company situated in
large state of the art studio facilities in the heart of Shanghai.

奂镜 (Central Studios)位于上
海市中心，是一家拥有大型
摄影棚的创意制作公司。
二十多年专业摄影工作经
历，十余年于上海的运营经
验，奂镜对与摄影行业以
及客户需求都拥有着深刻的
理解。
我们的客户包括顶尖摄影师
们，影视制作公司，4A广告
公司，国际以及国内的发行
社和知名品牌。
无论是在影棚内的制作或是
场地上的工作，我们的目的
是为客户在各个范围都提供
最高层的服务。

Collectively with over 20 years
experience in the professional
photographic industry and 10
years within China, Central
Studios understands the needs
of both the industry and clients
in an environment that demands
it like no other.
Our clients are leading
photographers, production
companies, 4A advertising
agencies and multinational
brands as well as global and
domestic publications.
Our team pride themselves
on delivering the highest level
of service at all times. We
ensure timely and professional
execution with studio bookings,
location rentals and production
jobs of any size.

セントラルスタジオは上海の
中心部に位置し、最先端の大
型スタジオ設備と撮影機材を
取り揃えたクリエイティブ制
作会社です。
２０年以上の撮影経験と１０
年に渡る中国国内での経験を
備え、深い業界知識でクライ
アントのニーズを的確に掴
みます。
当社はトップクラスのフォト
グラファー、制作会社、広告
会社、国内外の出版社などの
多国籍企業やブランドをクラ
イアントとして抱えています。
ロケーション撮影またはスタ
ジオ撮影と共に、私たちはタ
イムリーかつスムーズな対応
と最高レベルのサービスを提
供することを目指しています。

THE STUDIOS |关于摄影棚
Our studios are the largest rental studios built specifically for
print photography production in Shanghai. We operate at an
international standard with an impressive range of first class
equipment. Our multinational crews, which include native
Chinese, English and Japanese speakers, are here to ensure
your production needs are taken care of without compromise.

作为上海市内最大的摄影空
间。我们的摄影棚专为平面
摄影制作而设计，而且特
有顶级的摄影器材，更拥有
高端的国际标准服务态度。
我们公司的成员精通多国语
言，其中包括中文，英文以
及日本语。
为了方便我们的客户摄影需
求，我们的摄影棚层高为
5.2米，所有摄影棚都位于一
楼，以便于各个摄影制作中

With ground floor access and a
ceiling height of 5.2 meters, all
studios have excellent facilities
and ensure that your clients
will be comfortable during any
assignment.
Our in house rental department
has an ever-expanding list of
equipment catering for the
evolving needs of print and
video production.
Central Studios also offers
line production services
covering locations, casting,

この上海最大のレンタルスタジ
オはコマーシャル制作の為に
最高水準の機材と国際基準の
サービスを提供するために立
ち上げられました。中国語、英
語、日本語を母国語とするス
タッフが常駐しています。搬入
に便利な一階に位置し、すべて
のスタジオには高さ5.2メート
ルの天井と優れた施設を備え、
クライアントが快適に撮影でき
るよう設計されています。

搬运调动。
我们内部拥有广泛的器材租
赁项目，从平面制作到影视
制造我们都可以为客户提供
最完善的租赁 业 务。

提，同时我们也理解个别预
算的要求。我们工作室愿意
尽力为您的工作需求而进行
调整，我们也诚心的愿意对
您的需求而做出相应的制作
推荐。

以影棚租赁为中心， 奂镜可
以按照客户的要求从前期的
试镜以及查景，到设计和后
期制作而量身定做一套美满
的服务项目。
以最优秀品质服务作为前

art department and post–
production. Full service
production is available or simply
come in and rent the space.
Although never compromising
on quality we are sensitive to
individual budget requirements.
The studio can scale up or
down as your job demands, we
are also happy to recommend
alternate production solutions
if required.

進化し続ける印刷及び映像制
作ニーズに対応する為、当社
はレンタル設備を随時更新し
続けています。
また、セントラルスタジオでは
ロケーション、キャスティン
グ、アート管理そしてポストプ
ロダクション等のトータルサー
ビスから、機材レンタル、ス
タジオレンタル等の個々のサ
ービスも提供しております。

クライアントの要望により、
大小規模プロジェクトのサポ
ートやソリューション提案な
ども行っております。

STUDIO SERVICES
& FEATURES |
棚内服务＋功能

数码助理＋摄影助理
数码技术方面的支援。
经验丰富的灯光助理能配合各种布光需求。
数码服务：
下载，编辑，转换格式，存档，修图以及打印。
灯光＋辅助器材：
设备齐全的闪光以及常亮灯器材。
车类摄影：
备有车辆进出车道直接同入100平方的无影墙适合各种车
类拍摄。
淋水拍摄：
南摄影棚和东摄影棚具备了冷暖淋水设备.
贵宾室：
摄影棚内具备了专为知名人物而设计的媒体接待室。
梳洗环境：
媒体接待室内装了完善的梳洗设备。
餐饮服务：
提供内部以及各种外包餐饮服务。

Digital Operators
+ Photo Assistants:
Digital operators with experience across all
software applications. Experienced lighting
assistants for any lighting situation.
Digital Services:
Capture, editing, RAW processing, file archive
and back up, retouching and printing.
Lighting + Grip:
We stock a full range of Broncolor lighting, as
well as continuous lighting needs on demand.
Car Shooting
Drive in vehicle access to 100 sqm cyclorama
for car shooting

Guest Room:
Private and well-appointed media room
specifically designed to handle celebrity talent
and perfect for interviews.
Hair Washing Facilities
Media room contains a fully operational hairwashing chair and basin with private shower
and bathroom amenities attached. Ideal for
celebrity beauty shoots.
Catering:
In-house kitchen or restaurant services
available across a range of budgets. Catering
menus can be tailored to suit any taste or
dietary requirements.

Water Shooting
South and East Studios have overhead water
supply of hot and cold water for water sets &
other plumbing requirements.

デジタルオペレーター+ 撮影アシスタント:
デジタルオペレーション，全てのソフトを取り
揃えています。
経験豊富な撮影アシスタントが各種撮影に迅速
に対応します。

メディアルーム：
メディアルームはインタビュー時などの利用に
適し、VIP休憩室やタレント等のメイクルーム
といったプライベートルームとしてもご利用い
ただけます。

デジタルサービス：
画像ダウンロード、編集、RAW現像、ファイ
ル管理やバックアップ、レタッチやプリントサ
ービスの提供。

ヘアーメイク設備：
メディアルームにはシャワー室、専用トイレ、
ヘアーシャンプー台などヘアーメイクに快適な
設備を完備しています。

照明＋アクセサリー:
各種ストロボや定常光など幅広い機材を取り揃
えています。

飲食サービス：
セントラルスタジオ内の厨房設備または外部レ
ストランからのデリバリーがご利用いただけま
す。また、クライアントの要望によってはケー
タリングサービスの提供、様々なメニューの調
整も可能です。

車撮影：
100平方メートルに及ぶRホリゾントにドライ
ブインが可能。
水撮影：
サウススタジオとイーストスタジオでは撮影用
の冷/温水を配置しています。

WEST STUDIO | 西摄影棚
宽15米 x 长18米 x 高5.2米

282平方米

W15m x L18m x H5.2m - 282sqm

112平方米

Cyclo 13.1m x 8.5m - 112sqm

无影墙

13.1米 x 8.5米

电源

380V: 63A x 1, 32A x 2
220V: 16A x 16

化妆/更衣区
6米 x 2米 日光灯
其它设备
3米宽入室车道

无线网络
饮水机
循环空调
专业环绕音响
遮光窗帘
工作台及沙发

Power Supply 380V: 63A x 1, 32A x 2
		
220V: 16A x 16
Make Up /Dressing Area
6m x 2m with daylight balanced light
Other Features
Drive in access up to 3m wide for
car entry
Wi-Fi
Water cooler/heater
Reverse cycle A/C
Sound system with iPod dock
Blackout curtains
Work benches and comfy couches

W15m x L18m x H5.2m - 282m2
Rホリゾント 13.1m x 8.5m - 112m2

8.5m

電源 380V: 63A, x 1, 32A x 2
220V: 16A x 16

13.1m

cyclo

着替え/メイクルーム
6m x 2m 蛍光灯
その他設備
3m幅車用搬入口
自然光撮影可能な窓
ADSL・無線LAN
飲水機
エアコン
ステレオ
遮光カーテン
ソファー
キャスター付きテーブル

18m

15m
make up /
dressing

SOUTH STUDIO | 南摄影棚
W19m x L12m x H5.2m - 244sqm
Wall 1 W8m x H5m
Wall 2 W6m x H4.5m

宽19米 x 长12米 x 高5.2米 - 244平方米
墙面 1: 宽8米 x 高5米
墙面 2: 宽6米 x 高4.5米
电源

Power Supply
380V: 63A x 1, 32A x 2
220V: 16A x 16

380V: 63A x 1, 32A x 2
220V: 16A x 16

化妆/更衣区
8米 x 2米 日光灯

Make Up / Dressing Area
8m x 2m with daylight balanced light

其它设备
采光窗
布景专用置顶供水设备
货运专用通道
无线网络
饮水机
循环空调
环绕音响
遮光窗帘
工作台及沙发

Other Features
Wrap around windows
Overhead water supply for set rigging
Seperate entrance for bulky deliveries
Wi-Fi
Water cooler/heater
Reverse cycle A/C
Sound system with iPod dock
Blackout curtains
Work benches and comfy couches

W1
make up /
dressing

19m

12m

W2

W19m x L12m x H5.2m - 244m2
壁 1:
W8m x H5m
W6m x H4.5m
壁 2:
電源

380V: 63A, x 1, 32A x 2
220V: 16A x 16

着替え/メイクルーム
8m x 2m 蛍光灯
その他設備
自然光撮影可能な窓
セットビルディング用給水管
貨物搬入口
無線LAN
飲水機
エアコン
ステレオ
遮光カーテン
ソファー
キャスター付きテーブル
白黒カボック

EAST STUDIO | 东摄影棚
宽5.8米 x 长16.7米 x 高5.2米 100平方米
无影墙

5.8米 x 7.5米

电源

380V: 32A x 1
220V: 16A x 8

化妆/更衣区
全身镜及化妆设备
其它设备
采光窗
布景专用置顶供水设备
无线网络
饮水机
循环空调
环绕音响
遮光窗帘
工作台及沙发

44平方米

W5.8m x L16.7m x H5.2m - 100sqm
Cyclo 5.8 x 7.5 - 44sqm
Power Supply
380V: 32A x 1
220V: 16A x 8
Make Up / Dressing Area
Full length mirrors and make up utility
Other Features
Daylight windows
Overhead water supply for set rigging
Wi-Fi
Water cooler/heater
Reverse cycle A/C
Sound system with iPod dock
Blackout curtains
Work benches and comfy couches

16.7m

cyclo

5.8m

W5.8m x L16.7m x H5.2m - 100m2
Rホリゾント 5.8m x 7.5m - 44m2
電源

380V: 32A x 1
220V: 16A x 8

その他設備
自然光撮影可能な窓
セットビルディング用給水管
無線LAN
飲水機
エアコン
ステレオ
遮光カーテン
ソファー
キャスター付きテーブル

FOYER | 多功能厅
The grand entrance to the studios is a versatile exhibition / event space of
125 sqm with 5.2m ceilings. The space may be used exclusively as a gallery
or combined with the West Studio to accommodate larger events.
Overlooking the space is lounge / viewing deck that can be bundled
together for event usage or used as a break out zone for client conference
or relaxation during shoots. A fully equipped kitchen serves the foyer and
studios for in house catering options.

摄影棚的主入口设有一个多功能厅,
125平方米的面积, 5.2米的层高。
可用于展览和各类活动会场。
多功能厅不仅可以单独使用,
也可以和西摄影棚一起使用。
适用于较大型的展览以及活动。
多功能厅的阁楼可作为休息室和观景台,
可以和多功能厅一起作为活动场地。
也可以单独作为会议室或休息室。
设备齐全的厨房为多功能厅和摄影棚提供
餐饮服务。
功能
空调
大型物品搬入口
画廊照明设备
设备齐全的厨房和意式咖啡机
休息室, 衣帽间和前台
Features
Reverse cycle A/C
Oversized doors for large objects
Exhibition lighting
Full service kitchen available with
espresso machine
Lounge, cloakroom and
receptionist optional

スタジオのエントランスは広さ125㎡、高さ
5.2メートルの多目的エントランスです。
展示会や、様々なイベント会場などの多目的ホ
ールとしてご利用いただけます。
単独での利用はもちろん、ウェストスタジオと
の併用により、さらに大規模な展示やイベント
も可能です。
この他、エントランス2階のロフト部分は、
多目的ホールと併用したイベント会場として
単独で休憩室やミーティングルームとしてご利
用いただけます。
併設されたキッチンは多目的ホールやスタジオ
へのケータリングサービスを提供しています。
その他設備：
エアコン
大型貨物搬入口
ギャラリー照明設備
キッチン、エスプレッソマシン

8.2m

LOUNGE/
4.3m
CHILL (2F)

KITCHEN

20m
WC

FOYER

6.2m

MEDIA ROOM | 媒体接待室
媒体接待室可以作为贵宾休

Features

息室, 私人更衣化妆间和展

40sqm
Lounge furniture
Fully equipped ensuite
bathroom
Professional hair
washing basin
Bar-fridge & serving counter
Clothes racks available
Reverse cycle A/C
Private entrance available
Coffee service and catering
options

示厅。
功能
40平方米
家具
酒店式盥洗室
专业洗发台
迷你冰箱
衣架
空调

メディアルームはVIP休憩室や、
フィッテング•メイクルームとし
てご利用いただけます。
設備とサービス（４０㎡）
ラウンジ家具一式
専用シャワールーム
ヘアーシャンプー台
ミニ冷蔵庫
衣類ラック
エアコン
専用出入り口

专用通道

コーヒー•ケータリングサービス

咖啡和配餐服务

PRIVATE
ENTRANCE

5.3m

7.2m

WC

EQUIPMENT | 专业器材租赁
“If we don’t have it, we’ll find it for you!”

“就算是我们没有的，也能为您找到！
”

奂镜的器材部门具备了各种
专为平面摄影所设计的器材

的服务。
数码打包

设备，以及多种数码服务和
多位双语数码助理。
我们的器材存库内拥有丰富
的高端特殊设备，其中包括
HDSLR摄影用具以及最新的

棚内打包包括：Macpro
tower，液晶显示屏，打印

器材以及佳能或者飞思相机
的选择

灯光器材。 奂镜作为布朗

外景打包包括：17寸Macbook

灯光全球灯光服务参与者，

Pro，以及佳能或者飞思相

能够为世界各地的摄影专业

机选择

人士随时提供布朗的灯光

相机，灯光＋三脚架

器材。

相机：飞思与施奈德镜间

如果我们的器材单上没有您

快门镜头，佳能DSLR，L系

需要的器材，欢迎您与我们

列的备件。如果需要特殊

的工作人员联系。奂镜会尽

相机，请与我们工作人员

全力为您的制作提供最完善

联系。

灯光：具备了全套的布朗
灯光设备以及Kino，HMI或
Tungsten。

灯架：备有曼富图／Avenger
和一系列其他品牌的各种
灯架

Central Studios has one
of the most well stocked
equipment rooms for print
shooting including convenient
digital packages with
bilingual operators.
Our inventory is constantly
expanding to accommodate
trends in image capture,
including HDSLR video rigs
and the latest technology in
studio lighting.
Central Studios is a part of the
Broncolor World Light service
and can ensure the full range
of latest Broncolor equipment
is available to global clients.

Digital Packages

Cameras, Lighting + Grip

Studio packages include
Macpro tower, monitor,
printer and choice of Canon
or Phase capture.

Cameras: Phase One with
Schneider Leaf Shutter lenses,
Canon DSLR, L series primes
and zooms. Specialty cameras
available on request.

Location packages include 17”
Macbook Pro also with Canon
or Phase capture.
All digital packages include
experienced Digital Operators
as well as a loaner hard drive
and inclusive 3 month backup
on our server.

Lighting: Full range of
Broncolor and access to Kino,
HMI or Tungsten.
Grip: Manfrotto / Avenger and
lots of other good stuff.

If we don’t have what you are
looking for on our list, then
just ask and we will find it for
your production.

“我々が持っていないもので
もきっと見つけます！”

は、お気軽にスタッフまでご
連絡ください。できる限りの
ご要望に添えるよう尽力し、制
作のお手伝いをいたします。

セントラルスタジオは各種撮
影プロ機材を取り揃え、バイ
リンガルのオペレーターによ
るデジタルオペレーションサ
ービスを提供しております。

デジタルパッケージ

その他、当スタジオの機材に
はスチルカメラ(HDSLR)や最
新のストロボ機材などのハイ
エンド機器が用意されていま
す。世界的なライティングシ
ステムを提供するブロンカラ
ー社のサービス拠点として、
インターナショナルなプロラ
イティング

ロケーション設備：17寸
Macbook Pro及び、キヤノン
またはフェーズワンのカメラ
をご選択いただけます。

機材をお使いいただけます。
当スタジオの機材リストにご
利用されたい機材がない場合

スタジオ設備：Macpro，液晶
モニター、プリンター。キヤ
ノンまたはフェーズワンのカ
メラをご選択いただけます。

カメラ/ストロボ＋三脚
カメラ：フェーズワン並びに
シュナイダーのリーフシャッ
ター、キヤノンDSLR、Lシリ
ーズレンズ。その他の特殊カ

メラにつきましては、スタッ
フにご相談ください。
ストロボ：ブロンカラー各
種ライティング機材並びに
Kino、HMI、タングステンなど
三脚：マンフロット、
Avenger及びその他ブランド
の各種三脚

PRODUCTION | 制作
With the largest and most versatile studio spaces in Shanghai and a
vast network of creative professionals, Central Studios can manage full
production budgets including the sourcing of talent, or we can simply offer
line production for incoming projects.

拥有上海市内最庞大和多元素的摄影空
间，而且与众多创意工作者交际联手，奂
镜能够全面的经理各种制作项目。
专为外籍制作公司设计的“一站式”创意
制作服务。我们提供始终贯穿的服务，并
包括本地取景及向导。同时我们能按照为
您的制作团队所需具备的各方面制作，提
供相应完善的硬件服务，为满足客户的需
要，我们还提供优质的咖啡，我们希望您
能有宾至如归的体验。

服务：
制作管理－包括预算管理和支付；合同管
理以及发布
通告单和策划
制作队伍
器材以及技术支持
地方服务－取景，费用交涉，地方发布，
地方管理
艺术指导－设计场景和施工，道具来源补
充
造型指导－发型设计，美容，服装
演员试镜和咨询－数据库内拥有各个知名
经纪公司的艺人和模特。
制作后期服务－文件管理和后备，修图，
倒图以及印前打样。
行程和住宿－提供行程安排，城市导游

We are the one-stop-shop for foreign production
companies coming to Shanghai. Offering endto-end services including concierge packages
for your crew, we also undertake all your local
production requirements and offer a great
espresso coffee to keep the wheels turning.

Location services – scouting, fee negotiation,
location releases, location management, traffic
control.
Art direction – set design and construction,
props sourcing.
Styling – grooming, beauty, wardrobe.

SERVICES:
Production Management – budget management
and payments; contract administration & releases.
Call sheets and planning.
Production crews.

Casting & talent – database of real faces and
network of model agencies. Still or video
casting available.
Post-production – File management and archiving,
retouching, proofing + printing.

Equipment & technical support.

Travel & accommodation – concierge services,
city guides.

上海最大規模のスタジオスペースとクリエーターネ
ットワークの場として、
セントラルスタジオはタレン
ト探しから、一括した総合サービスまで幅広いサー
ビスをプロジェクトの要望に沿って提供します。

機材と技術サポート

私たちは上海におけるローケション撮影のプロ
ジェクトを行う海外プロダクション会社のため
のワンストップショップです。 派遣された作
業チームのための様々な現地コンシェルジュサ
ービスを提供します。また、すべての現地での
プロダクション業務を引き受けることも可能で
す。仕事の効率性を高める為、スタジオには自
慢のエスプレッソコーヒーマシンが完備されて
います！
業務案内：
プロダクション管理 – 予算管理、支払い、契
約管理およびリリース、コールシート、プラ
ンニング

ロケーションサービス – スカウト、値段交渉、
ロケーション契約、ロケーション管理、トラフ
ィック制御
アートディレクション – セットデザインと建
造、小道具の調達
スタイリング – ヘアー、メイクアップ、衣装
キャスティングとタレント – モデルエージェ
ンシーのデータベースや現地エキストラプロフ
ァイルに加え、スチール撮影と映像関連のキャ
スティング
ポストプロダクション – ファイル管理とアーカ
イブ、レタッチ、校正と印刷
トラベルと宿泊設備 – コンシェルジュサービ
ス、シティガイド

EVENTS + EXHIBITIONS |
活动场地以及展览会
Central Studios has played host to some of the biggest brand events
as well as community fair days, slide shows, gallery exhibitions and
photographer talks.

在奂镜的多元素工作室内曾
多次主办过各个大品牌的各
种活动。同时奂镜也举办过
各种艺术展览，讲座以及
沙龙。
奂镜多功能的设计和双通道
进出点方便车辆的出入，我
们的工作室是作为产品发
布，影片首映，时装秀和讲
座的理想场地。
由于我们对奂镜工作场地的
了解， 以及拥有经验丰富
的音像制作和舞台的合作伙
伴。 奂镜能够提供各种创
意指导，确保您与您的活动
的顺利

With a multi-purpose layout
and dual access points that
can allow for vehicles to enter
the space, the studios become
the ideal location for product
launches, film screenings,
fashion parades or speaking
nights.
During 2010, Central Studios
hosted events for Nike, Source,
Adidas Originals, Marni
and Balenciaga, as well as
commercial bodies such as the
Italian region Tuscany.
With a thorough understanding
of the feeling of our space and
working closely with our AudioVisual production and staging
partners, Central Studios can
offer creative direction to
enhance the appeal of your
event, or work with your
preferred production team.

セントラルスタジオでは過去
にブランド発表会や コミュ
ニティーイベント、ギャラリ
ー、映像による展示やトーク
ショーなどの会場として利用
されています。
多目的に利用可能な設計は、
多数の出入り口、車両の出入
り口を備え、商品発表会や映
画上映 会、ファッションショ
ー、演説会などに最適です。
当スタジオ空間をよりよく理
解したAVプロダクションチー
ムやセットデザイナーとの連
携を行っています。

OUR LOCATION
Huaihai Lu
South Huangpi Lu

Xintiandi

Zizhong Lu
South Xizang Lu

Nanbei Elevated Lu
Fuxing Lu

Hefei Lu
(South Chongqing)
East Jiangguo Lu

Xujiahui Lu

