
住所情報

〒606-8342　京都市左京区岡崎最勝寺13
サウスホール

運営体制 　主体運営団体名 公益財団法人 京都市音楽芸術文化振興財団

　舞台技術課　８名

　業者委託（ 常勤 ）　　（委託業者名　　　京滋舞台芸術事業協同組合　１４名　）

　舞台技術課直通連絡先　　　　ＴＥＬ 075-746-4403　　　ＦＡＸ 075-746-4405

休館日設定 　年中無休　（臨時休館あり）

備考

■パンフレット ■客席平面図 ■楽屋平面図 □楽屋備品表

■舞台平面図 ■舞台断面図 ■舞台備品表 ■客席断面図

■照明基本仕込図 ■照明回路図 ■照明機材リスト ■音響回路図 ■音響機材リスト

　文字幕常タッパ （　２０～２４　）尺 　常間口 （　８　）間　　1袖のみレール仕様

　奥行き （　　約　８　　）間 　バトンの長さ （　　　１９　　　）M

　■ビニールテープ　　 ■ガムテープ　（床材質が弱いので使用は必要最小限で） ■養生テープ　

可 　可

　束立て式舞台、仮設移動小迫り（約3×6サイズ1台・約4×4サイズ1台）、上下仮設花道、客席中通路まで仮設張出舞台設置可能、道具迫り

　設置には、袖幕、引割幕のたくし上げ、側反隠し幕をバラすという事前準備が必要です。

正反に内設バトンがあります。　　正反前の最大間口は６間になります。

　ﾊﾞﾄﾝ最大荷重 1000　㎏ 　20尺　～　24尺 スノコ高　約14.4ｍ

・オペラカーテン（14秒から124秒） ・袖幕（H9000）、文字（H4000)、大黒は、上部チチ紐、ウールサージ

・可変速バトンmax100cm/s ・バトンはトラス形状（上段φ60　下段φ48.6）

・看板バトン（文字）　　・１バトン（仮設緞帳）　　・１１バトン（中割幕）　　・白ホリ（PVC、移動可）

　　　電動　（ ２２本 ） 不可

備品情報（備品表に記載のない物品など）

搬入口扉…H３０００×W３６００

搬入デッキ（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）の有無　　　 　有　（高さ　　９５　㎝　・奥行　約５００　㎝）　　

搬入機構 なし　　（直接搬入）　

搬入車両制限 進入可能なトラックサイズ　（　１１トン　×　１台　）　　　ウイング車、コンテナ車も進入可能。

車両留置の可否 　可　（サウス搬入車両エリア内に限る）

・有料楽屋…楽屋１０～１１（１階エリア）、楽屋１２（地下１階エリア) ・無料楽屋…楽屋１３～１５（地下１階エリア）

備考

空調ダクト、消火栓、常設備品等が図面に反映されていません。

劇場名称・愛称

配布図面の有無

既成平面図特徴的諸注意など

床面使用可能テープ類

床面釘打ち

禁止行為の解除手続きについて

　　　　　　仮設花道、所作台一式、張り出し用ステージデッキ、　ピアノ（スタンウェイD-274、ヤマハCFX）

技術管理体
制

基本舞台情報

・シャワー室、喫煙室、給湯設備、洗濯設備、コインロッカー、自動販売機があります。

床面コーススレッド打ち

床面情報　（可変式舞台・客席等の特徴など）

音響反射板情報

バトン操作方式　

ロームシアター京都

客席数716席

吊物情報

　舞台…stage@rohmtheatrekyoto.jp　　照明…lighting@rohmtheatrekyoto.jp　　音響…sound@rohmtheatrekyoto.jp

■消防申請要　　《申請者（□劇場　■使用者）》

要 ■消防申請要　　《申請者（□劇場　■使用者）》

ﾊﾟｰﾃｨｸﾗｯｶｰ等玩具火薬

要 ■消防申請要　　《申請者（□劇場　■使用者）》

ｺﾝｾﾌﾟﾄｽﾓｰｸﾏｼﾝ 要

ﾛｽｺｰｽﾓｰｸﾏｼﾝ 不要

搬入口・経路情報

楽屋・控室・ホワイエ情報　（使用制限・料金・申請書など）

持込ｽﾀｯﾌによるバトン操作

　標準飛びタッパ

要

直火・喫煙

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝｽｰｸﾏｼﾝ



その他の記憶方式

SDカード FDDは対応不可

　　ＤＭＸ回線　２系統　　　　　有

調光室　・　客席後方　・　バルコニー　　　　 舞台（　上下袖 前奥　）

ＳＵＳ・Bor　各３（PSUSのみ２口） その他（　ｷﾞｬﾗﾘｰ、ｷｬｯﾄｳｫｰｸ、FR、1CL、2CL、3CL、ｾﾝﾀｰﾙｰﾑ　）

持込操作卓用コネクタ

名称

直回路

昇降方式

バトン長さ

最大荷重

乗り込み

RIKURI 26°　　　　６台　 RIKURI 26°　　　　６台　 ５N　　　　　　　　　２４台

仕様 仕様

常設色 常設色

色枠ｻｲｽﾞ 色枠ｻｲｽﾞ

昇降方式

バトン長さ

文字幕

上下別 上下別 上下別

上下ｺﾝﾓ 上下ｺﾝﾓ 上下ｺﾝﾓ

直回路 直回路 直回路

上下別 上下別

上下ｺﾝﾓ 上下ｺﾝﾓ

直回路 直回路

ホリゾントライト

不可 不可 不可

　C 型 20Ａ　　 ２４回路

４SUS

　C 型 20Ａ　　 ２４回路

　C 型 20Ａ 　　 ６回路

電動

１９　m １９　m１６.８　m

　C 型 20Ａ 　　 ２回路

　C 型 20Ａ　　 ２４回路

　C 型 20Ａ 　　 ６回路

　C 型 30Ａ　 4/24回路

２４cm　×　２４cm

RIKURI 36°　　　　６台　

フレネル８インチ 　１２台 フレネル８インチ 　１２台

19　m

　C 型 60Ａ　　２ 回路

機種名

　　ＤＭＸ信号パッチラック　　　　　　　有

５００w　１３灯　５色

　C 型 20Ａ　 １０回路

　C 型 30Ａ　 4/24回路 　C 型 30Ａ　 4/24回路

常設器材

RIKURI 36°　　　　６台　

平凸８インチ 　　　１１台

電動

　１０００ｋｇ

７２・５９・２２・４０・W　（色替え可）

１９　m

不可

花道コンセント 奈落

　C 型 30Ａ　　 ２回路

COMOS

DMX512

対応

位置

１・２ボーダー

電動 電動 電動

　C 型 20Ａ　　 １２回路

PSUS (ﾌﾟﾛｻｽ) 1SUS ・ ２SUS ３SUS

　C 型 20Ａ 　　 ６回路　C 型 20Ａ 　　 ６回路

　１０００ｋｇ

不可

平凸８インチ 　　　８台

フレネル８インチ 　１２台

舞台回路

ＬＨ

５００w　１４灯　５色

　C 型 30Ａ　 １１回路

電動

　１０００ｋｇ

２７cm×２３．５cm

７１・７２・７８・２２・W　（色替え可）

ＵＨ

別吊

３ (１) 段 99 PAGE　/　３０　本

調光卓

プリセット段

調光盤総主幹　容量 ３６０　KVA

サブマスター

丸茂

プリセットフェーダー

120 (360)　本

　C 型 30Ａ　　 ２回路

フロアコンセント

RIKURI 36°　　　　６台　

前コンセント 後コンセント(LH)

　８００ｋｇ 　１０００ｋｇ

１９　m

調光回路

ＳＵＳ及びＢＯＲその他の仕様

　C 型 20Ａ　　 ８回路

非対応

ＪＡＳＣＩＩ

メーカー名

PRITYNA-M



調光回路 調光回路

直回路 直回路

　

上下袖、ギャラリー（キャットウォーク）共通

容量

端子

コンセント

カムロック

位置

担当部署

　・ギャラリーコンセントはフロアーと奈落回路の共通

　・フロント、タワー、シーリング作業にはヘルメット、安全帯着用。

24 / 26 / 24 / 12

２kw10インチ　　１６台

　　３ＣＬ

　C 型 30Ａ　 　８回路

　C 型 20Ａ　 　８回路

台数

機種名 台数

２Kクセノン　黒 ４　本

６台　　　５色 2台コンモ　８回路

フォロースポット

　C 型 20Ａ　 １２回路

フロントライト

　C 型 20Ａ　 　４回路

２　　/　　４ 可

８　　/　　２

最大高さ

ディスク　/　ターレット

１kw凸　　　４台　５色

機材名 貸し出し

PAR   VN     500w  /  １kw

PAR   N     500w  /  １kw

PAR   M     500w  /  １kw

RIKURI 19°26°36°50°

４８　　/　　３６ 可

３０　　/　　２０

移動機材及び特殊機材の有無また貸し出しの可否

灯体数 RIKURI 36°　　    　４台　

仕様 仕様
RIKURI 36°　２台　２色　

３０　　/　　８４ 可

可

シュートタワー

台数

１ 可

ボーダーライト / LHQ / ストリップ １８　/　１５　/　４

機種名

テレスコタワー

可

可

　〃　(ﾊﾞﾝﾄﾞｱ付） 　８台　

平凸８インチ 　　 　４台

客席天反用LED　 　２台　

　・１Bor袖幕共吊りの場合、間口７間

平凸８インチ 　　　２０台

　C 型 20Ａ　 　６回路

シーリングライト

１ＣＬ 　　２ＣＬ上手・下手　ＦＲ

２台単独

灯体数

平凸８インチ 　　　３２台

フレネル８インチ 　６台 RIKURI 26°　　    　４台　

メーカー名

USHIO

照明

８ 可

箱波 / ２灯ミニブル / ストロボ / MB 8 / 12 / 2 / 2

２　台

星球

７．５ｍ

　C 型 20Ａ　 １８回路

可

可

エフェクトスポット　１kw

スライドキャリア　/　スパイラル

照明の注意点

仮設電源

有　（E付き） 有　（E付き）

単相三線 三相四線

上手　／　下手　／　キャットウォーク 上手　／　下手　／　キャットウォーク 上手　／　下手　／　キャットウォーク

１００　A

無 無 無

３００　A

　D型　　20Ａ　　６回路 　C型　　20Ａ　　６回路

２００　　Ａ

照明 照明

　D型　　60Ａ　　３回路

有　（E付き）

２００ｖ（動力）

　C 型 20Ａ　 　３２回路

　C 型 20Ａ　 　６回路



音響卓(音響室）の乗り込みオペレーター使用 打ち合わせにより決定

YAMAHA /  CL5

常設音響設備の使用(プロセニアムSP、カラムSP）　 ■可 □不可

スピーカー機種名 プロセ　： L-Acoustics / ARCS WIDE

カラム　： L-Acoustics / ARCS  WIDE ・FOCUS ．SB18m

LINE送り（運営系含む）方法

下手袖　：上手袖　：客席 XLR

持ち込みスピーカーのスタッキング条件

緞帳線から舞台カマチまで ６０cm

緞帳使用の場合は張り出しが必要な場合あり。（部材あり）

持ち込み調整卓の設置場所　

客席12～13列中央ブロック、14、15列上下ブロックは座席取り外し可能。

マルチケーブルの布線ルート　 ■有　 □無し

通路の横切り方法 扉上ケーブルラック　■有

■有　 □無し

B帯　1グループ

アース接続端子　 ■有　 □無し

■専用 □他と共用

備考

音響電源　C３０A　上下各６口　客席１口あり

ワイヤレスマイク　チャンネル指定　

データ作成日時　令和元年 ５月 １８日現在


