
（２）設備関係

　 ◆ 大ホール、中ホール、小ホール

（単位：円／１時間、税込み）

中ホール

舞台設備

音響設備

照明設備

舞台幕(ホリゾント幕、中割幕、大黒幕、
暗転幕、紗幕、スクリーン)

一枚 150 

音響設備

映像設備

大ホール
中ホール
共　通

舞台設備

照明設備

プロジェクター 一台 1,900 

ブルーレイディスクプレーヤー 一台 40 

ソリッドステート・コンパクトディスクレコーダー 一台 70 

カセットテープレコーダー 一台 40 

コンパクトディスクプレーヤー 一台 40 

移動型音響調整卓 一台 880 

移動型拡声装置Ａ 一式 870 

移動型拡声装置Ｂ 一式 480 

フットライト 一台 100 

ハロゲンスポットライトＡ 一台 70 

ハロゲンスポットライトＢ 一台 60 

ミラーボール 一台 250 

星球 一式 200 

照明用効果器 一台 150 

毛せん 一枚 30 

上敷 一枚 20 

移動型調光卓 一台 670 

開き足 一脚 10 

高座用座布団 一枚 40 

長座布団 一枚 20 

司会者用演台 一台 80 

平台 一台 30 

箱足 一個 10 

松羽目 一枚 370 

金びょうぶ、銀びょうぶ、鳥の子びょうぶ 一双 370 

演台(花台及び脇台を含む) 一式 240 

効果系拡声装置 一式 370 

鳥屋囲 一組 360 

仮設花道 一組 150 

ロアーホリゾントライト 一列 300 

クセノンピンスポットライト 一台 420 

拡声装置 一式 780 

バレエ用シート 一式 200 

ボーダーライト 一列 330 

アッパーホリゾントライト 一列 300 

舞台せり上げ装置 一基 390 

移動式音響反射板 一台 40 

所作台(花道用所作台及び開帳場を含む) 一式 1,270 

拡声装置 一式 1,300 

効果系拡声装置 一式 460 

三点吊りマイク装置 一式 260 

一枚 240 

アッパーホリゾントライト 一列 370 

ロアーホリゾントライト 一列 370 

クセノンピンスポットライト 一台 550 

区　　分 設　備　名　称 使用単位 使用料

音響反射板 一式 1,100 

オーケストラピット 一基 1,100 

大ホール

舞台設備

照明設備

音響設備

所作台(花道用所作台及び開帳場を含む) 一式 1,600 

バレエ用シート 一式 300 

ボーダーライト 一列 390 

舞台幕(ホリゾント幕、中割幕、大黒幕、
暗転幕、紗幕、スクリーン)
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　 ◆ 大ホール、中ホール、小ホール（続き）

（単位：円／１時間、税込み）

備考（設備共通）

　設備の利用時間は、原則として、当該設備に係る施設の利用時間とみなします。

小ホール

舞台設備

音響設備

大ホール
中ホール
小ホール
共　通

舞台設備

音響設備

照明設備

映像設備

ピンマイク、ワイヤレスマイク、
ヘッドウォーンマイク

一本 60 

楽　器

持込み器具に係る電力設備

持込み器具の
定格消費電力
の合計１キロ
ワットにつき

展示パネルＡ 一枚 30 

展示パネルＢ 一枚 10 

展示台Ａ 一台 20 

60 

その他
展示台Ｂ 一台 10 

グランドピアノＡ(スタインウェイD-274) 一台 3,000 

グランドピアノＢ(ヤマハＣＦＸ) 一台 2,000 

グランドピアノＣ(ヤマハＣ７Ｘ) 一台 800 

マイク用スタンド 一本 10 

バウンダリーマイク 一台 30 

ダイレクトボックス 一個 20 

ダイナミックマイクＡ 一本 30 

ダイナミックマイクＢ 一本 10 

卓上型マイク(マイク用スタンドを含む) 一式 20 

コンデンサーマイクＢ 一本 70 

コンデンサーマイクＣ 一本 60 

コンデンサーマイクＤ 一本 30 

ライト用スタンド 一台 40 

移動型はね返りスピーカー 一台 60 

コンデンサーマイクＡ 一本 110 

フォロースポットライト 一台 130 

LEDスポットライトＡ 一台 100 

LEDスポットライトＢ 一台 80 

指揮者用譜面台 一台 80 

演奏者用いす 一脚 20 

譜面台 一台 20 

プロジェクター 一台 700 

演台 一台 100 

指揮台 一台 80 

拡声装置(小ホールＡ) 一式 260 

拡声装置(小ホールＢ) 一式 320 

移動型拡声装置 一組 120 

舞台幕(ホリゾント幕、スクリーン) 一枚 100 

ポータブルステージ 一台 40 

仮設ステージ 一台 30 

区　　分 設　備　名　称 使用単位 使用料
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　 ◆ 研修室、創作室、楽屋

（単位：円／１時間、税込み）

備考

　この表の規定にかかわらず、大ホールを利用する人が併せて大ホール楽屋Ｌ３を利用するときは、大ホール

楽屋Ｌ３のグランドピアノに係る利用料金は、かかりません。

　 ◆ 練習室

（単位：円／１時間、税込み）

備考（設備共通）

　１　ホール、研修室、創作室、練習室、多目的ホール等において、長テーブルや折りたたみイスを利用した

　　い場合は、無料でお貸ししますので、必要数を事前にスタッフまでお知らせください。

　２　持込み器具がある場合は、事前にスタッフまでご相談ください。

　３　各設備の利用料金は、原則として、上記の１時間当たり料金に、ホール等施設の利用時間を乗じて算出

　　した料金となります。

練習室
1・7

共　通
楽　器 アップライトピアノ 一台 300 

研修室
創作室
共　通 その他

研修室
創作室
楽　屋
共　通

その他 持込み器具に係る電力設備

持込み器具の
定格消費電力
の合計１キロ
ワットにつき

60 

大ホール
楽屋Ｌ３

楽　器 グランドピアノ(カワイＧＸ２) 一台 700 

練習室
2・4・5・9

共　通

練習室3 400 

練習室

共　通

持込み器具の
定格消費電力
の合計１キロ
ワットにつき

60 

音響設備

その他 持込み器具に係る電力設備

マイク用スタンド 一本 10 

楽　器 一台 150 

譜面台

楽　器 アップライトピアノ 一台

ギターアンプＢ 一式 70 

展示台Ａ 一台 20 

展示台Ｂ 一台 10 

区　　分

40 

ダイナミックマイク 一本 10 

拡声装置 一式 180 

ベースアンプ

楽　器 ドラムセット 一式 180 

デジタルピアノ

一式 150 

ギターアンプＡ 一式 110 

舞台設備

一式 70 

展示パネルＡ 一枚 30 

展示パネルＢ 一枚 10 

一台 10 

設　備　名　称 使用単位 使用料

映像設備 プロジェクター(スクリーンを含む)

キーボードアンプ 一式

使用単位 使用料

音響設備 簡易拡声装置(マイク二本を含む) 一式 100 

区　　分 設　備　名　称
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