
　　　ＴＥＬ０７５－８２２－３３４９（代）　ＦＡＸ０７５－８２２－３３８４　　　　

運営体制 　主体運営団体名

　専門職員　　／　業者委託　（常勤）　（委託業者　京滋舞台芸術事業協同組合）

　舞台担当　（　清水　）　・　照明担当者　（　村上　）　・　音響担当者　（　諸道　）　

　舞台担当者直通連絡先　ＴＥＬ０７５－８２２－３３４９（代）　　　　　ＦＡＸ０７５－８２２－３３８４　　　　

休館日設定 １２月２８日～１月４日

備考 火曜日が休館日

配布可能な図面 パンフレット 客席平面図 舞台平面図 舞台断面図

舞台備品表 照明機材リスト 音響機材リスト

床面使用可能テープ類　ビニールテープ　ガムテープ　養生テープ　

　　※可能ですが床が剥がれるのでゆっくり剥がして下さい。(舞台かまち不可)

床面釘打ち　可 床面コーススレッド打ち　不可

音響反射板情報 側反１に扉あり(Ｐｆ出し入れ可)　正面反射板UPによりホリゾント使用可能

吊物情報 ﾊﾞﾄﾝ最大荷重　　　　２５０㎏

　※天反１・天反２・正反の下部にバトンあり、間口８間まで延長可能

　※平面図の文字４の現場表記はバトン６となっている。　　※１ＳＵＳとバトン１のクリアランスがない。

持込ｽﾀｯﾌによるバトン操作　可(会館スタッフ立会いのみ)　／　電動バトン　不可

上段でのウェイト積み作業　可 　ウェイト単体重量　　１０　 or　 ５　㎏　　

搬入口・経路情報

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　１１ｔ　×２台　

※１１ｔ車両が入る場合一般車両駐車スペースが１部使用できなくなります。

車両留置　可　※前後の使用状況により条件付きの場合があります。

　ﾊﾟｰﾃｨｸﾗｯｶｰ等玩具火薬・ﾛｽｺｽﾓｰｸﾏｼﾝ 要 会館申請　要　《申請者　使用者》

　直火・喫煙・ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝｽﾓｰｸﾏｼﾝ・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》

その他の記憶方式

DMX512

名称

調光回路

直回路

昇降方式

バトン長さ

最大荷重

乗り込み

常設器材

１０本

　　〒６１６－８０６５

京都市右京ふれあい文化会館

バトンの長さ　約　１６ 　M奥行き　約　６　間常間口　８　間文字幕常タッパ　２０　尺

　　　　　　京都市右京区太秦安井西裏町１１番地の６

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

物品販売・展示・募金・カンパ・サイン会などは要相談、館内禁煙 　

楽屋・控室・ロビー情報　（使用制限・料金・申請書など）

天神川太子道方面より進入　　　※丸太町通側からトラックでの進入不可

※クラッカー等玩具火薬は5Ｋｇまで　※手続きが必要でないものも申告は必要　

備考

機種名 サブマスター

１８０kw　調光盤総主幹　容量

禁止行為の解除手続きについて

調光卓

COMOS

プリティナＡ型

１４４０mm １４４０mm １４４０mm

電動 電動

不可

　３６０ｋｇ ３６０ｋｇ

非対応 対応

ＪＡＳＣＩＩ

２０Ｃ型　３０Ａ　１２回路 ２０Ｃ型　３０Ａ　１２回路

１ＳＵＳ

ＤＭＸ回線　有

２０Ｃ型　３０Ａ　１２回路

丸茂電気

既成平面図特徴的諸注意など

技術管理
体制

備品情報（備品表に記載のない物品など）

床面情報　（可変式舞台・客席等の特徴など）

メーカー名 プリセット段プリセットフェーダー

３段８０本

１Ｂｏｒ２ＳＵＳ ３ＳＵＳ

２０Ｃ型　３０Ａ　１０回路

ＤＭＸ信号パッチラック　無し

２０Ｃ型　３０Ａ　１２回路

２Ｂｏｒ

フレネル８インチ２０台 フレネル８インチ２０台

不可 不可 不可

電動 電動

 ３６０ｋｇ

ＳＵＳ及びＢＯＲその他の仕様

不可

バトン操作方式　手動　６本

搬入デッキ（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）の有無　　有　（　高さ　４６㎝　・幅　㎝　・奥行　１１７㎝　）　　　　　

 ３６０ｋｇ  ３６０ｋｇ

電動

標準飛びタッパ　　（　２０　）尺　～　（　２４　）尺

１４４０mm１４４０mm

右京ふれあい



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

上下別 上下ｺﾝﾓ 上下別

直/調切替 直回路 直回路

上下別 上下別

調光回路 調光回路

灯体数 灯体数

台数 貸し出し 台数 貸し出し

１２台 可 ６台 可

３０台 可 ２４台 可

２０台 可 ４台 可

１０台 可 ２２台 可

１０台 可 ５９台 可

８台 可 ２台 可

６台 可 ４台 可

４台 可 ２台 可

２台 可 １台 可

１台 可 １４本 可

１台 可 １０本 可

３０枚 可 ３８本 可

１０６個 可 ２本 可

容量

端子

コンセント

カムロック

位置

担当部署

照明の注意点

LHコンセント

３０C型　３０Ａ　４回路

５００WCQS（凸）

ソースフォー６５０W（26°）

　Ｃ６０型　　６０Ａ　　３回路

２灯ミニブル

ＦＲ

２０C型　３０Ａ　８回路

　　　８台　　　１色

LHQ（４灯３回路）

ミラーボール（尺玉）

花道フット（６灯２回路）

ソースフォー750W（36°/50°）

ITO

パーライト

１KWランプハウス（丸茂）

波マシーン

音響 照明　 照明　

無し 無し 無し

　　　６台　　　３色

上　　／　　下　　 上　　／　　下　　／　奥 下　　／　　奥

有　　（　　　mm） 有　　（　　　mm） 有　　（　　　mm）

　Ｃ３０型　　３０Ａ　　４回路 　Ｃ３０型　　３０Ａ　　３回路

単相三線 三相四線 ２００ｖ（動力）

１００Ａ １５０Ａ ５０Ａ

機材名機材名

長谷川工業株式会社 ライトタワーテレスコープTL ５．８m１台

メーカー名 機種名 台数 最大高さ

５００WFP

LHQ（３灯4回路）

１KWFQH

５００WFQH

１．５KWFQH

１KWCQS（凸）

仕様

３０C型　３０Ａ　４回路

移動機材及び特殊機材の有無また貸し出しの可否

ウシオ １Kwクセノン ２本

メーカー名 機種名 台数

２０C型　３０Ａ　１２回路

舞台回路

８ｲﾝﾁ

電動

フォロースポット

　　　４台　　　５色

※花道①②立ち上げ常設

平凸８インチ　４０台

ＣＬ

６０Ｃ型　６０Ａ　２回路 ３０C型３０Ａ４回路

ロースタンド

７２　５８　４０　２２

８ｲﾝﾁ

７１　７２　７８　２２

　　　３００w　　　１２灯　　４色

　　　　　　　m

共吊

フロアコンセント

ハイスタンド

前コンセント

平凸８インチ　２６台

シュートタワー

仮設電源

DF－50J

オベタ

ショートハンガー

ストロボ

ホリゾントライト

フロントライト

２連アーム

シーリングライト

ロスコ１６００

ＵＨ

　　　５００w　　　１３灯　　４色

ＬＨ

６０C型　６０Ａ　１回路

　上下別　６回路

花道コンセント

３０Ｃ型　３０Ａ　１２回路

後コンセント

仕様

ロングハンガー

３０Ｃ型　３０Ａ　３回路

右京ふれあい



音響卓(音響室）の乗り込みオペレーター使用 不可

常設音響設備の使用(プロセニアムSP、カラムSP）　 可

スピーカー機種名 プロセニアムＳＰ（JBL 4507A＋2226H / 2450J＋2385A［2ｾｯﾄ］ / 2450H＋2380A）

カラムＳＰ(JBL SR4725X / SR4715X-1)

LINE送り（運営系含む）方法 下手袖 上手袖 客席 いずれも可　詳細打合せにて

持ち込みスピーカーのスタッキング条件 有　 ラッシングベルト、固定金具等にて固定

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

指定場所は無し、客席中央ブロックの最後部２列は座席の背もたれが倒れます。

マルチケーブルの布線ルート　 無し （指定は無し　下手の方が人通りが少ない）

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　 有　 B帯はGr２．Gr５以外（会議室等で使用）

アース接続端子　 無し

備考 音響電源 単相３線式　１００A　上下舞台袖　（常設C型各４口）上記仮設電源欄に記入

客席最後部　平行×４口（容量５０A）

袖～客席最後部まで約４０ｍ必要

データ作成日時　平成２５年５月２６日現在　／　令和元年６月　情報更新済み

右京ふれあい


