
司会台 W700×D600×H1040 × 1 キャスター付き

× 4

折りたたみ椅子  × 10

× 1 スチール製、　黒色

キャスター付き、幕板なし

W1800×D450×H700 × 14 キャスターなし、幕板なし

花台 W700×D700×H700 × 2

× 11コントラバス用椅子 コトブキ製

× 6

ベンチ椅子 × 2

演奏者用譜面台 × 50 スチール製、　黒色

× 70 折りたたみ式

背面保護パイプ付き

指揮者用譜面台 × 1 木製

ウィットメイヤー・バッハ × 1

アップライトピアノ YAMAHA YU-5 × 1 第3楽屋内

ベーゼンドルファー Model 290 × 1

セミコンサートピアノ YAMAHA CS-Ⅱ × 1

楽器

フルコンサートピアノ スタインウェイ Model D-274 × 2

譜面灯

演奏用備品

指揮台

ホワイトボード 1819×1922 × 1

黒板 1770×1870 × 2

掲示板 1770×1470 × 1

W1800×D450×H700 × 2

収容人数

第4一文字幕バトン

第1吊物バトン

残響時間

オーケストラピット

舞台寸法

客席寸法

間口16.05m　/　奥行29.75m　/　簀子高14.70m　/　面積272.8㎡

間口18.15m　/　奥行24.58m　/　高低差13.30m　/　面積440.1㎡

プロセニアム 間口16.05m　/　高さ6.60m

第2一文字幕バトン 21.0m 13.5m 280kg 手動 常設幕 40kg

第1一文字幕バトン 18.1m 13.5m 280kg 手動 常設幕 40kg

アッパーホリゾント

キャスター付き

長机 W1800×D450×H700 × 4 キャスター付き、幕板付き

W800×D600×H1120 × 1 キャスターなし

演台 W1800×D900×H1120 × 1 キャスター付き

めくり台 W560×H1800 × 1 用紙サイズ W380×H1150

姿見鏡 W455×H1220 （鏡面） × 5

15080×3810　250in（4:3） × 1 バトン吊り式

11800×1800 × 1 自立式

振り竹 間口16000 一式

映写スクリーン 15000×6000 × 1 バトン吊り式

浅葱幕 × 1

紗幕 × 2 白黒 各1、　英国紗

地がすり 16000×8500 × 2 白黒 各1

ダンス用シート 11820×9000 × 9

上敷 × 10 ロング×4、　ショート×6

長座布団 × 21 赤色×6、　紫色×15

17000×1818 × 1

13000×1818 × 2

鳥の子屏風 H2424×757 （6曲） 一双

緋毛氈 13636×1818 × 16

金屏風 H2424×757 （6曲） 一双

銀屏風 H2424×757 （6曲） 一双

松羽目 12726×7200 （7間幅） 一式 第5吊物バトンに常設

竹羽目 16363×4545 一式

人形立て L1800 × 20

カウンターウエイト 7.0kg ×100 鉄製

1909×479 （3尺巾） × 8

平台用ケコミ 一式 アイボリー色

開き足（中足） 1818×479 （6尺巾） × 18

1212×479 （4尺巾） × 14

1212×779 （4尺巾） × 16

1909×779 （3尺巾） × 8

1303×303×181 （1尺×1尺×4寸） × 14

開き足（高足） 1818×779 （6尺巾） × 14

平台（合唱用変形型） 一式

箱馬 1303×515×181 （1尺×1.7尺×4寸） × 42

平台（小型） 1909×1818×121 （3尺×6尺×4寸） × 16 うち、釘打ち用 ×6

1909×1909×121 （3尺×3尺×4寸） × 4

平台（中型） 1212×1818×121 （4尺×6尺×4寸） × 14 うち、釘打ち用 ×2

1970×1212×121 （3.2尺×4尺×4寸） × 2

開丁場付き

鳥屋囲 一式 揚幕付き

平台（大型） 1818×1818×121 （6尺×6尺×4寸） × 14 うち、釘打ち用 ×4

常設幕 80kg

舞台備品

舞台用所作台 909×3636×121 × 27 化粧框付き

花道用所作台 一式

22.0m 13.5m 190kg 手動 常設スクリーン 100kg

15.0m 13.5m 150kg 手動

常設幕 40kg

18.1m 13.5m 170kg 手動

19.7m 13.5m 280kg 手動 常設幕 40kg

19.7m 13.5m 280kg 手動

15.0m 17.8m 170kg 手動 アンダーバトンなし

第2ボーダーライト 15.0m 18.0m 170kg 手動 アンダーバトンなし

第1ボーダーライト 15.0m 18.0m 170kg 手動 アンダーバトンなし

第3サスライト 14.4m 18.5m 420kg 手動 常設スポットライト 140kg

第2サスライト 14.4m 18.5m 420kg 手動 常設スポットライト 140kg

第1サスライト 14.4m 18.5m 420kg 手動 常設スポットライト 140kg

100kg 電動 速度 3m/min

第2天反後吊バトン 19.0m 17.8m 900kg 電動 速度 3m/min

第2天反前板 13.5m 17.5m 100kg 電動 速度 3m/min

ホール概要

搬入関連

搬入口寸法 間口5.50m　/　高さ4.00m

吊物機構

名称 間口 上限高 吊荷重 駆動

第3吊物バトン 15.0m 13.6m 300kg 電動 速度 3m/min

第2吊物バトン 17.2m 13.6m 280kg 手動

第5吊物バトン 15.0m

一般エレベーター

搬入エレベーター

ピアノ足台 × 2 ペダル付き、ペダルなし

備考

17.2m 13.6m 280kg 手動

13.6m 280kg 手動 松羽目常設（移動不可）

第4吊物バトン 15.0m 13.6m 280kg 手動

1.4秒 （空席時）

音響反射板寸法

第1天井反射板前 間口16.05m　/　高さ6.60m

第2天井反射板前 間口13.50m　/　高さ5.50m

第2天井反射板後 間口11.00m　/　高さ4.10m

W1200×D900×H200 × 1

第3一文字幕バトン

定式幕バトン

大黒幕バトン

暗転幕バトン

第1天反後吊バトン 12.6m 12.5m 300kg 電動 速度 3m/min

第1天反前板 16.0m 17.5m
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オーケストラ椅子 コトブキ FC-701 × 60 アイボリー色

ピアノ椅子 トムソン椅子

チェンバロ

間口1.40m　/　奥行1.50m　/　高さ2.20m

間口0.90m　/　高さ2.10n

間口3.00m　/　奥行2.00m　/　高さ2.60m

間口3.00m　/　高さ2.50n

かご寸法

扉寸法

かご寸法

扉寸法

530人　（固定席450　/　一般用移動席75　/　車椅子席5）

面積60㎡ （客席1～3列目撤去）


