
○音響調整卓　ＹＡＭＡＨＡ　ＱＬ５
■ミキシングチャンネル：モノラル×６４、ステレオ×８
■バス：１６Mix、８Matrix
■フェーダー構成：３２＋２（マスター）
■ローカルI/O：３２イン、１６アウト
■グラフィックイコライザー、デジタルリバーブ、コンプレッサー/リミッター（内蔵）

○パワーアンプ（不二音響）
■３００Ｗ  ４台（プロセニアム×１　空きＬＲ×１　ステージＬＲ×２）
■１８０Ｗ  ４台（空き×４）

○スピーカー
■プロセニアムスピーカー （ＡＬＴＥＣ　４１５Ｅ)×１
■ステージメインスピーカー （ＡＬＴＥＣ　Ａ－５)×２

（ＡＬＴＥＣ　４０９－８ＤＸ４　ゾイレ型)×２　（ＢＯＳＥ　８０２)×２
（ＡＬＴＥＣ　１２３０　フット型)×１　（ＥＡＷ　ＳＭ－１５５Ｈｉ　フット型）×１
（ＥＬＥＣＴＲＯ－ＶＯＩＣＥ　ＳＸ３００）×１

○マイク
■ダイナミックマイク ＳＨＵＲＥ　　ＳＭ５８×４　　β５８×４　　ＳＭ５７×４　　ＳＭ５８ＳＥ×４

（ＳＯＮＹ　Ｃ３８Ｂ）×４　（ＳＡＮＫＥＮ　ＣＵ３１）×２
（ＳＨＵＲＥ　ＭＸ３９３/Ｃ　バウンダリ－型）×２

■ワイヤレスマイク （Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　ＷＸ－４２１２×２・ＷＸ－４１００×１　ハンドタイプ）
※チューナー共通の為２chまで （Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　ＷＸ－３３００×２・ＷＸ－４３００Ｂ×１　ピンタイプ）
■三点吊りマイク（手動式）　 （ＳＡＮＫＥＮ　ＣＭＳ－２）×１
■エレベーターマイク （ＳＯＮＹ　Ｃ３８Ｂ）×１

○録音・再生機器
■ＭＤ ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－０２×１ ■ＣＤーＲ ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－ＲＷ９００ＳＬ×１
■ＭＤ ＳＯＮＹ　MDＳ５００×１ ■ＣＤ－Ｒ ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－ＲＷ９００×１
■ＤＡＴ ＳＯＮＹ　５７ＥＳ×１ ■ダブルカセットデッキ ＴＡＳＣＡＭ　２０２ＭＫⅥ
■シングルカセットデッキ ＴＡＳＣＡＭ　１２２ＭＫⅢ×２

○ケーブル
■マイクケーブル （２０ｍ×２）　（１０ｍ×１２）　（５ｍ×２）　（２．５ｍ×４）
■スピーカーケーブル（４ＰＩＮ） （キャノン・１０ｍ）×６　 (キャノン/フォン・８ｍ）×２
■マルチボックス・ケーブル  ＣＡＮＡＲＥ（ボックス・８ｃｈ）×３　（ケーブル・１０ｍ）×３

○マイクスタンド
■ストレート型  高砂(スタンダード）×５
■卓上型  ７台
■ブーム型  Ｋ＆Ｍ（スタンダードタイプ）×１０　（ショートタイプ）×４
■フレキシブルアダプター （スタンダードタイプ）×４　（ロングタイプ）×２

○その他備品
■カフボックス  ＨＩＦＡＸ（ボリューム型）×１ ■ダイレクトボックス （ＢＯＳＳ　ＤＩ－１）×３

☆音響全般的に経年劣化によるノイズ、動作不良がおこる事がまれにございますので、ご了承下さい。
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☆音　　　　響☆

■コンデンサーマイク

■ステージモニタースピーカー



○照明調光卓（ＭＡＲＵＭＯ・プリティナＢ型）
■プリセットフェ－ダー  ４８フェ－ダー×３プリセット ■フリーフェ－ダー　  ６フェ－ダー
■グループフェ－ダー　  ６フェ－ダー ■チェイス  ８パターン×８ステップ
■記録シーン数  ２５０シーン（ＣＯＭＯＳ対応）

○固定器具（ＲＤＳ)
■第１・第２ボーダー
（１・２共通）
■アッパーホリゾント  ８回路　４色（基本 ７１．７２．６３．２２）
■ロアーホリゾント  ８回路　４色（基本 ７２．５８．４０．２２）
■第１・第２サスペンション
（１・２共通）
■プロセニアムサスペンション
※フライングダクト固定の為昇降不可
■シーリングスポット  １２回路　１８台（平凸×１２　フレネル×６）
■フロントサイドスポット
（上・下共通）
■フットライト  ３回路　３色（Ｗ×２回路　７２×１回路）
■クセノンピンスポット  ２台

○移動器具
（ＲＤＳ)
■ステージスポット  １２台（平凸×１２）　　
■フットライト（ダンガン）  ４台

 ミディアムフラット×２
 ミディアムフラット×４、 ナロー×２

（ＭＡＲＵＭＯ）
 ３台
 ３台

○特殊効果器具（ＲＤＳ）
 灯体×３（ディスクマシン×２　スライドキャリア×２
 スパイラルマシン×１　全面カッター×２）

■オブジェクトレンズ （４．　６．　８．　１０インチ）×２
■ミラーボール  直径３０ｃｍ　吊り型　変速式

○ハンガー・スタンド（ＲＤＳ）
■ハンガー  スタンダード×１０　ロング×２ ■アーム　  ダボ付き２連型×２　　
■スタンド  三つ又二段×４　ショート二段×４ ■ベース　  平置型×１０　

○ケーブル
■ミニＣ－Ｔ （５ｍ×８）　（２ｍ×１２） ■ミニＣ－Ｔ 二又　 （５ｍ×３）　（１ｍ×６）
■Ｃ－Ｔ （６ｍ×１０）　（３ｍ×５） ■Ｃ－Ｔ 二又　 （１ｍ×１０）
■Ｃ－Ｔ （３ｍ×８） ■Ｔ－平行（３口）　 （３ｍ×２）
■Ｃ－平行（１口） （３ｍ×２） ■平行延長　 （１０ｍ×３）　（電源ドラム×２）　

■フロア－コンセント（Ｃ型　１口３ＫＷまで）  ２６回路（上手×１１回路　下手×１１回路
 中央前×２回路　奥×２回路）

※照明基本仕込み図は別紙をご参照くだい。
※基本的にソースフォーのゴボはお持込み下さい。
※エフェクトマシンのパターンについては予めご確認下さい。
※フロアーのプラグはＣ型です。サスペンションライトはミニＣ型です。
※照明基本カラーは東京舞台照明のものです。

☆照明器具は、経年劣化による故障がおこる事がまれにありますので、ご了承下さい。

５００Ｗ

■エフェクトマシン １ＫＷ

１ＫＷ
５００Ｗ
１ＫＷ■パーライト（ＰＡＲ６４）

※総灯体台数　８台

７５０Ｗ

７５０Ｗ

 各３回路　３色（Ｗ×２回路　７２×１回路）

 ６回路　１０台（平凸×４　フレネル×６）

 各６回路　１２台（平凸×６　フレネル×６）

 各１２回路　２３台（平凸×１１　フレネル×１２）

１ＫＷ

１ＫＷ

１５０Ｗ
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☆照　　　　明☆

■ソースフォー
２６°
３６°

３００Ｗ
２００Ｗ

５００Ｗ

５００Ｗ

２００Ｗ



○舞台寸法（床面リノリュ－ム張）
■間口  １１．２ｍ ■奥行  ８．０ｍ
■高さ（プロセニアムまで） ７．０ｍ ■スノコ  １４ｍ
■緞帳～ＬＨ（実質寸法）  ４．９ｍ　 ■舞台框から緞帳  １．８ｍ　

○舞台機構
■緞帳  三つ折り式　電動昇降（下手／ミキサー室 操作切替）※昇降時間約１６秒
■反響板  天反(電動式）　側反（手動折りたたみ式）
■文字幕（３文字はバトン３共吊り）  ５幕（水引幕・第２文字幕から第５文字幕）※２．４．５は照明器具共吊り
■袖幕  ５対（源氏幕・第１袖幕から第３袖幕・引割幕）
■引割幕（中割幕）  １幕（下手 手動開閉操作）※第２袖幕と第３袖幕の間
■バック幕（大黒幕）  １幕（下手 手動開閉操作）
■暗転幕  １幕（上手 手動昇降操作）※緞帳と第２文字幕の間
■ホリゾント幕  １幕
■松羽目（バトン６共吊り）  １幕
■吊りバトン（１から７）  空きバトン５本（１．２．４．５．７）※最大荷重１００ｋｇまで
■映写スクリーン  電動開閉（下手／ミキサー室 操作切替）※第１サスペンション共吊り
※手動操作（上手綱元）・・・・・・・・・・文字幕・袖幕・引割幕・バック幕・暗転幕・ホリゾント幕・松羽目・吊りバトン
※電動操作（下手操作盤）・・・・・・・・緞帳・天反・映写スクリーン・各照明器具

○附帯設備
■グランドピアノ  ＳＴＥＩＮＷＡＹ（Ｃ－２２７型）　セミコンサート
■ピアノ椅子（黒）  背もたれ有×２　背もたれ無×２
■補助ペダル  高さ固定型　ペダル有り（高さ１７．５ｃｍ）×２　
■演台（花台×２）  講演用×１　司会用×１
■平台 （３尺×６尺）×１０　（４尺×６尺）×６　（６尺×６尺）×２　（４尺×８尺）×２　
■箱足  ２０個

（高さ２尺４寸×幅３尺）×６　（高さ２尺４寸×幅４尺）×５
（高さ１尺７寸×幅３尺）×６　（高さ１尺７寸×幅４尺）×６

■ひな壇用ケコミ（グレー）  １式
■所作台(化粧カマチ・開丁場１式）（３尺×１２尺）×１６
■金屏風  １双（高さ８尺）
■地がすり（グレー） （２間×６間）×２
■上敷  ４枚
■紗幕（白） （１０ｍ×７ｍ)×１
■山台用毛氈（赤） （６尺×１２尺）×２　（６尺×６尺）×１
■所作台用毛氈（赤） （１間×６間）×３
■山台用座布団（赤） （１尺８寸×９尺）×２　（１尺８寸×６尺）×２　
■落語用座布団（紫）  １枚
■人形立 （６尺×２尺）×１０
■大太鼓  直径５７５ｃｍ
■譜面台 （折りたたみ式・黒×３５）　（立奏用×１０）　（指揮者用×１）　　
■指揮台  １台
■市旗・国旗  各1枚（４尺×６尺）
■長机　 （１８０ｃｍ・前隠し有×４　前隠し無×６）　
■パイプ椅子  ４０脚
※吊り看板・めくり台のサイズは別紙をご参照下さい。

○映写設備※音声はＭＯＮＯ
■映写機（１６ｍｍ/３５ｍｍ兼用機） １６ｍｍ（ＥＩＫＩ　ＰＴＨ－１６）×２
※最大２ＫＷ  ３５ｍｍ（ビクター　Ｆ－３００ＰＴＨ）×２
■パソコンプロジェクター ＥＰＳＯＮ　ＥＭＰ－８３０　入力×４（ＰＣ×２、Ｓビデオ、ＲＣＡビデオ）
■映写スクリーン（サイズ）  スタンダード（Ｓ．Ｄ）　ビスタビジョン（Ｖ．Ｖ）　シネマスコープ（Ｃ．Ｓ）
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■開き足

☆舞　　　　台☆


