
　〒５２７-００３９

滋賀県東近江市青葉町1-50

運営体制 　主体運営団体名 公益財団法人東近江市地域振興事業団

　専門職員

　舞台担当者　佐藤　意織　・　照明担当者　山田　宗裕　・　音響担当者　国本　瞳

　舞台担当者直通連絡先　ＴＥＬ　０７４８－２３－６８６２　　ＦＡＸ ０７４８－２３－６８６３　　　　

休館日設定   月曜日(但月曜日が祝日の際は翌日)・祝日の翌日・年末年始

備考

配布図面の有無 　パンフレット 　客席平面図 　楽屋平面図 　舞台平面図

　舞台断面図 　舞台備品表 　照明基本仕込図 　照明機材リスト

　文字幕常タッパ　２０　尺 　常間口　７．５　間 　奥行き　７．５　間 　バトンの長さ　１５　M

床面使用可能ﾃｰﾌﾟ類　　ビニールﾃｰﾌﾟ　養生ﾃｰﾌﾟ

床面釘打ち　可 床面コーススレッド打ち　不可

床面情報　（可変式舞台・客席等の特徴など）

　下手花道は、仮設

音響反射板情報

吊物情報 ﾊﾞﾄﾝ最大荷重　３００　㎏ 標準飛びタッパ　３４　尺　～　４３尺

　舞台奥側バトンは、倍速(ダブル滑車)。舞台前にバトン少ない。

バトン操作方式　手動　１０　本 持込ｽﾀｯﾌによるバトン操作　手動バトン　可／電動バトン　不可

上段でのウェイト積み作業　不可 　ウェイト単体重量　１５＆７　㎏　　

搬入口・経路情報

搬入デッキ　なし　（高さ　３６０　㎝　・幅　３００　㎝）　　　　　 搬入機構　なし（直接搬入）

積載制限　サイズ　（W　㎜×D　㎜×H　㎜）・重量　（　）㎏

搬入車両制限　進入可能なトラックサイズ　１０t　×　１　台 車両留置　可

　ﾊﾟｰﾃｨｸﾗｯｶｰ等玩具火薬　・　直火・喫煙　・　ｺﾝｾﾌﾟﾄｽﾓｰｸﾏｼﾝ 要 　消防申請　要　《　申請者　使用者　》

　ﾛｽｺｽﾓｰｸﾏｼﾝ　・　ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝｽﾓｰｸﾏｼﾝ 不要

備考

その他の記憶方式

松村電機ファンタジーシリーズでのフォーマットデータは読み込み可

仕様 上下別

常設色 上下ｺﾝﾓ

色枠ｻｲｽﾞ 直回路 上

昇降方式

バトン長さ

文字幕 直回路 上下別

仕様

常設色 上 上下別

色枠ｻｲｽﾞ

キュー1000シーン/エフェクト50×99ステップ

DMX512

ＤＭＸ回線　１　系統　有 ＤＭＸ信号パッチラック　有

C型 ３０Ａ 　８回路

C型 ３０Ａ　３回路
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COMOSＪＡＳＣＩＩ

位置
　　調光室　・　客席（　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　舞台（　上下WCに１口ずつ　　　　　　）

　　ＳＵＳ（　　　３Ｓに２口　　　　　　　　）　・　その他（　　　　上下ＦＲに１口ずつ　　　　）

後コンセント

ウォールコンセント(WC) ウォールコンセント(WC)

フットライトコンセントC型 ３０Ａ 　４回路

C型 ３０Ａ　６回路

ミニC型 ３０Ａ　４回路

　バレエマット　（９０センチ）

禁止行為の解除手続きについて

３段Ｆ１５３Ⅲ

備品情報（備品表に記載のない物品など）

USB対応 非対応

５０ページ/２０本松村電機 ６０本

サブマスター

調光盤総主幹　容量 ２００　kw　

技術管理
体制

楽屋・控室・ロビー情報　（使用制限・料金・申請書など）

既成平面図特徴的諸注意など

　常設カラムスピーカーがＦＲに干渉する

緩やかな傾斜になっています（搬入口側に傾斜）

調光卓

ラージC型６０Ａ　４回路

メーカー名 プリセット段プリセットフェーダー機種名

ホリゾントライト

ミニC型 ３０Ａ　４回路

３００w　２０灯　４色

７１　７２　６３　２２

舞台回路

フロアコンセント

前コンセント

ＵＨ

H２０cm　×　W１９cm

７２　５９　２２　４０

３００w　１８灯　４色

ＬＨ

共吊

　　　　　　　m

手引

H２８cm　×　　W２３cm
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名称

調光回路 調光回路

昇降方式 仕様

バトン長さ

最大荷重

乗り込み

調光回路

仕様

台数 貸し出し 台数 貸し出し

１０ 不可 ９ 不可

１１ 不可 ８ 不可

１２ 不可 １ 不可

２ 不可 １ 不可

２ 不可 １ 不可

４ 不可 １ 不可

１ 不可

容量

端子 照明の注意点

コンセント 　ＦＲがカラムスピーカーの吊ワイヤーに干渉する。

カムロック

位置

担当部署

音響卓(音響室）の乗り込みオペレーター使用 可

常設音響設備の使用(プロセニアムSP、カラムSP）　 可

プロセ　ＮＥＸＯ　Ａｌｆｈａ－Ｍ　・ Ａｌｆｈａ－Ｂ１－１８　 カラム　ＮＥＸＯ　Ａｌｆｈａ－Ｆ　・　Ａｌｆｈａ－Ｍ

LINE送り（運営系含む）方法 下手袖 上手袖 客席

８ch マルチ ８ｃｈマルチ １６ｃｈマルチ

持ち込みスピーカーのスタッキング条件 有　

緞帳線から舞台カマチまで １．０m

持ち込み調整卓の設置場所　 無し

マルチケーブルの布線ルート　 無し

通路の横切り方法 ケーブルフック　無し　　 マットで可

ワイヤレスマイク　チャンネル指定　 無し ( Ｂ帯 ６ch)

アース接続端子　 □有　 □無し

音響専用か否か　 他と共用

備考

ANTARI  HZ-500

ミラーボール 60φ

単相三線

機材名

ロスコ　Ω900

RAR1M

フレネル１Kw

ディスクマシン１Kw

凸１Kw

５０　Ａ

有　（　５　mm）

機種名 台数

松村電機 ２Kwクセノンピン

ＩＴＯ

移動機材及び特殊機材の有無また貸し出しの可否

機材名

２　本

ソースフォー３６

メーカー名

照明　・　音響

上　　／　　下　

MINISCAN HPE

SCANCOMANDER

炎マシン

仮設電源

C/ミニC型　３０/２０Ａ　　各２回路

シュートタワー　なし

無し

ストロボ

６台 　４色

　　　　　　S/F36　　　1　台

３台 　４色

灯体数

平凸８インチ　３２台

S/F36　　　　２台

S/F19(アイリス) ２台

不可

フレネル８ｲﾝﾁ　２０台

電動

　　　　　　　PAR５N   １２台

平凸８インチ　　４台 平凸８インチ　　２台

電動

　　　　　　　ｋｇ

１６．２　m

１　ＳＵＳ ２　ＳＵＳ ３　ＳＵＳ

不可 不可

　　　　ＦＲ

ミニC型 ３０Ａ　１６回路

　　　　　ＣＬ

平凸８インチ　　４台

フレネル８ｲﾝﾁ　２０台 フレネル８ｲﾝﾁ　８台

電動

ミニC型 30Ａ 16回路

フォロースポット

ミニC型　30Ａ 20回路 ミニC型　30Ａ 20回路

灯体数

常設器材

　　　　　　　ｋｇ 　　　　　　　ｋｇ

シーリングライト

ＳＵＳ及びＢＯＲその他の仕様

平凸８インチ　１５台１５．３　m １６．２　m

フロントライト

ミニC型 ３０Ａ　６回路

データ作成日時　平成２１年１２月１５日現在　／　３０年５月　情報更新済み
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