
　〒６１４－８０３７　

京都府八幡市八幡高畑５番地の３

ＴＥＬ　０７５－９７１－２１１１　　ＦＡＸ　０７５－９７１－２１１４

運営体制 　主体運営団体名 財団法人やわた市民文化事業団

　□専門職員 　舞台担当者（藤田康裕）　・　　音響担当者（澤井宣男）

　□業務委託 　照明担当　委託業者　(株)流

　舞台担当者直通連絡先　ＴＥＬ０７５－９７１－２１１１　ＦＡＸ０７５－９７１－２１１４　　　　

休館日設定 水曜日（祝日の場合その翌日）、１２月２８日～翌年１月４日

備考

配布図面の有無 パンフレット、利用案内、舞台平面図（大小ホール）、客席平面図（大ホール）

（ＨＰでＤＬ可能な １～４階全フロア案内、大ホール舞台平面図、大ホール客席配置図、舞台・音響・照明機材リスト、

　資料） ビデオカメラセッティング図、火気使用申請書

既成平面図特徴的諸注意など　

床面情報　（可変式舞台・客席等の特徴など）

舞台前方はオーケストラピットあり（但しカマチ部分の昇降はなし）

音響反射板情報 大編成（奥行き６．５間/奥部分間口８間）と小編成（奥行き４．５間/奥部分間口９間）の２種あり。

緞帳使用可（緞帳下ろした状態で反響板組立、撤去作業可）

吊物情報

○袖最小間口８間○スクリーン（電動）を一文字幕２として使用

○１バトン＝反響板小編成用化粧パネル付きのため、吊り込み作業難あり、また大臣と競っているため昇降注意

○２・１１・１２バトン＝サス、正反と競っているため昇降注意

バトン操作方式　　　　手動　１６本　　　

上段でのウェイト積み作業　不可 　ウェイト単体重量　１０㎏　　

平　台 ３＊６（尺） ２５枚 ３＊３（尺） ２枚 箱　馬 ６０個 開き足 ２０個

（4寸框） ４＊６（尺） ２５枚 ４＊３（尺） ２枚 （0.6*1.0*1.7) （3*2.4)

６＊６（尺） ６枚 （尺） （尺）

搬入口・経路情報

搬入デッキ（プラットホーム）　有 　（高さ　１ｍ００㎝　・幅　８ｍ３０ｃｍ　・奥行　２ｍ５０ｃｍ　）

　シャッター　（内・外側とも）（幅３７００　・高さ３９００　）　　　　　　　 （内外シャッター間幅３７００・奥行き２１００）

　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　t　×　３　台

○催事関連の物品販売可能（事前申請要、手数料要） ○館内禁煙

備考

その他の記憶方式

外部記憶：３．５型フロッピーディスク

位置

床面コーススレッド打ち　　不可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

バトン最大荷重　２５０㎏ 標準飛びタッパ　　２７尺　～　３０尺

床面釘打ち　　可

ＪＡＳＣＩＩ COMOS

サブマスター

３　段

　ＤＭＸ回線　（　８　）系統　　有 　ＤＭＸ信号パッチラック　　有

　　調光室　・　舞台　３　・　ＳＵＳ　５

対応 対応

調光卓

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・ｺﾝｾﾌﾟﾄｽﾓｰｸﾏｼﾝ

プリセット段プリセットフェーダー機種名

８０本（ﾜｲﾄﾞ時１６０本）µ－ＦＩＬＥ　Ｖａｒｉｏｕｓ

技術管理
体制

八幡市文化センター

備品情報（備品表に記載のない物品など）

楽屋・控室・ロビー情報　（使用制限・料金・申請書など）

　文字幕常タッパ　約２４尺

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

車両留置　可

　バトンの長さ　　２２ｍ　常間口　　大ホール　９間 　奥行き　６．５間

ﾊﾟｰﾃｨｸﾗｯｶｰ等玩具火薬

禁止行為の解除手続きについて

２０　本丸茂電機

メーカー名

調光盤総主幹　容量

直火・喫煙

三相四線　１４００Ａ

DMX512

会館申請のみ

消防申請要(申請者使用者）

会館申請のみ
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名称

調光回路

直回路

昇降方式

バトン長さ

乗り込み

備考：ブリッジ、サス、ボーダーともに口はＣ型２０Ａ

名称

調光回路

直回路

昇降方式

バトン長さ

乗り込み

備考：ブリッジ、サス、ボーダーともに口はＣ型２０Ａ

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 ほか　ＬＨＱ　＃４０（１００Ｗ　６０灯　２色）

バトン長さ

文字幕

上下別 上下ｺﾝﾓ 中央奥

内上下３回路ずつ直切り替え可 オーケストラピット上

上下別 上下別 上下別

直回路 直回路

直回路 直回路

仕様 仕様

備考：口はＣ型２０Ａ 備考：口はＣ型２０Ａ

調光回路 調光回路 調光回路

直回路 直回路 直回路

仕様 仕様 仕様

備考：口はＣ型２０Ａ 備考：口はＣ型２０Ａ 備考：口はＣ型２０Ａ

　　　　　　　台

　　　台　　　色

灯体数

台

灯体数

台

灯体数

台

台 台

　　　　　　　台 　　　　　　　台

　　Ｃ型３０Ａ　　３回路

　　型　　Ａ　　回路 　　型　　Ａ　　回路 　　型　　Ａ　　回路

上下各ＰＢ

調光回路
Ｃ型２０Ａ　　　４回路

調光回路
Ｃ型２０Ａ　　　８回路

　　Ｃ型３０Ａ　　２０回路

ＳＵＳ及びＢＯＲその他の仕様

舞台回路

上下各フロントライト

　　Ｃ型３０Ａ　　２回路

　　Ｃ型３０Ａ　　１４回路

　　　３００w　　　２０灯　　４色

＃７１，７２，７３，７７，７８，２２

　２２m

別吊

　　　　ＦＲ 　　　１　ＣＬ

シーリングライト

鳥屋口コンセント

　　Ｃ型３０Ａ　　２回路

　　Ｃ型３０Ａ　　４回路

　　Ｃ型３０Ａ　　１０回路

袖コンセント

上下各ＴＬ 上下各ＰＴ

　　Ｃ型３０Ａ　　２回路

２２m

　　Ｃ型３０Ａ　　　２回路

不可

　　Ｃ型３０Ａ　　２回路

　　Ｃ型３０Ａ　　４回路

　　Ｃ型３０Ａ　　２回路

電動

不可

HQE-120H　２０台

Ｃ型３０Ａ８回路（切替）

手引

２２m

３ボーダーライト

２２m ２２m ２２m

　　Ｃ型３０Ａ　　　２回路

Ｃ型３０Ａ８回路（切替）

電動 手引 電動

１ブリッジ ２ボーダーライト ２サスペンションライト

　　Ｃ型３０Ａ　　１５回路　　Ｃ型３０Ａ　　１９回路

　　Ｃ型３０Ａ　　　２回路

　　Ｃ型３０Ａ　　１５回路

３サスペンションライト

不可 不可 不可

常設器材
HQE-120H　２０台 HQE-120H　２０台

　　　４台　　　５色 　　　台　　　　色

１ｋ平凸８インチ　３２台平凸８インチ　２０台

　　Ｃ型３０Ａ　　３回路

　　　台　　　色 　　　台　　　色

台

灯体数

　　Ｃ型３０Ａ　　１５回路　　Ｃ型３０Ａ　　１５回路

不可 不可

　　Ｃ型３０Ａ　　　２回路

常設器材

４サスペンションライト ５サスペンションライト

電動 電動

　　Ｃ型３０Ａ　　　２回路

　　　２　ＣＬ

直回路
上下分

奥Ｗコンセント

奥コンセント

HQE-120H　２０台 1.5kwFQ　３６台

ホリゾントライト

ＵＨ ＬＨ

１．５ｋ平凸８インチ　８台１．５ｋ平凸８インチ　１０台

　　Ｃ型３０Ａ　　１２回路

＃７２，７８，５８，２２

　　　　　　　８ｲﾝﾁ　・　２４．５cm　×　２１cm 　　　　　　８ｲﾝﾁ　・　２４．５cm　×　２４．５cm

電動

フロアコンセント ＦＳＰ

２２m ２２m

　　　５００w　　　２８灯　　６色

　　　台　　　　色

灯体数
１ｋ平凸８インチ　１０台
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（上・中に常設）

（下に常設）

※ＴＬ，ＰＴ，ＰＢに常設

※通常フロアで使用

※１２台小ホールで使用（常設）

※小ホールで使用（常設）

※小ホールで使用（常設）

※シャッター付１２台、センタレス８台

※ＲＩＫＵＲＩ（７５０Ｗ）６台含む

※１台小ホールで使用

※先玉各種

※コントローラー置き型＊１

※吊り型・置き型各１台

※間口11間、114灯

※液：ＳＬＯＷ

※６台小ホール

XPS-2009R/e 2

星紗幕 １式 可

UXL-2000PR 1

３台内訳 機材名 台数

機材名 台数 貸し出し

可

１０００ＷＣＥＣ

台数

可

３２ 可

１５００ＷＣＥＣ

可

１５００ＷＦＱ ３６ 可

５００ＷＰＡＲ６４（Ｎ） １２

１０００ＷＰＡＲ６４（Ｍ） １６

６５０ＷＩＴＯ

移動機材及び特殊機材の有無また貸し出しの可否

台数

ジーベックス ２ｋｗクセノン ３本

貸し出し

メーカー名 機種名

フォロースポット

機材名

ロングハンガー ２０ 可

５００ＷＦＱ ２０ 可

５００ＷＱＳＰ １２

可

スライドキャリア（ファン付） ４

ブラックライト １０ 可

Ｖｉｐｅｒ　ｎｔ １ 可

波エフェクトマシン（ドラム式） ４

可

ハイスタンド(キャスター・トンボ付)

７．６m

１０００ＷＥＱＳ１０ ２ 可

丸台スタンド ３０ 可

２ 可

平置ベース ２６

可１０

１台ＪＬＧ ２５ＡＭ

シュートタワー（電動タワー）

最大高さメーカー名 機種名 台数

可

５００ＷＴＩ ６ 可

２４ 可

１８ 可

５００ＷＣＥＣ １８

５００ＷＦＳＰ １２

５００ＷＤＦ

２０ 可

可１０００ＷＰＡＲ６４（Ｎ） ３６

６５０ＷＳＯＵＲＣＥＦＯＵＲ（３６） ２２ 可

６５０ＷＥＲＱ１５

ディスクマシン ４ 可

可

可

スパイラルマシン ２ 可

２０００ＷＥＱＳ２０ ２ 可

可

２

星球 １式 可

ストロボ　KM-145 ２ 可

ミラーボール

ＤＭＸストロボ　DIVERSITRONICT Mark-2000 １ 可

八幡文化



容量

端子

コンセント

カムロック

位置

担当部署

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 シュートタワー使用時は落下防止システムを使用のこと

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

スピーカー機種名 サイドカラムSP Ｍａｙｅｒ　ＣＱ１＋ＵＰＪ－１Ｐ×２

プロセミアムSP Ｍａｙｅｒ　ＣＱ１＋ＵＰＪ－１Ｐ×２

LINE送り（運営系含む）方法 下上手袖 客席（中央）←→下袖

※上下両袖は大臣柱裏/客席２０列目（ＰＡ席） ＸＬＲ－３１Ｃ、ＦＫ３７－３１Ｃ ＦＫ３７－３１Ｃ　×３

ＸＬＲ－３２Ｃ、ＦＫ３７－３１Ｃ

持ち込みスピーカーのスタッキング条件　有 転倒落下防止対策をとること（ラッシングベルト）

緞帳線から舞台カマチまで m

持ち込み調整卓の設置場所　 ※防災上の条件を満たす限り指定なし

マルチケーブルの布線ルート　 有　 客席壁面まで大外を回すこと

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

アース接続端子　 無し

備考

単相三線 ２００ｖ（動力）

有　　（　８mm）

無し

ナシ

無し

仮設電源

無し 無し

単相三線

音響 舞台

　　Ｃ型　　２０Ａ　　２回路

　　　　５０Ａ 　　　１００Ａ

有　　（　５mm）

搬入口ヨコ

　　　　５０Ａ 　　　　　　１５０Ａ

有　　（　５mm） 有　　（　１０mm）

　　Ｃ型　　３０Ａ　　２回路

単相三線

　　Ｃ型　　３０Ａ　　２回路

音響

上奥　　／　　下奥　　

ナシ

上前　　／　　下前　　 下奥

照明

データ作成日時　平成２３年　１月３１日現在　／　令和元年６月　情報更新済み
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