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宇治市折居台１丁目１番地

ＴＥＬ　０７７４－３９－９３３３　　ＦＡＸ　０７７４－３９－９３３９

運営体制 　主体運営団体名 公益財団法人 宇治市文化センター

　業者委託　　（委託業者名　：　株式会社 橋爪）　催事・打ち合わせ対応日以外は不在の場合あり

　舞台担当者　濱岡　憲明　・　照明担当者　沼澤　昌大　・　音響担当者　船曳　浩一

休館日設定 月曜日（祝祭日の場合開館・祝祭日の振り替え無し）・年末年始

備考

配布図面の有無

初期舞台平面図 吊物機構表記に変更あり　　バトン-４⇔一文字幕（カスミ）-４、入れ替え

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

床面情報 木床

音響反射板情報　　＊使用時も緞帳運転可　　　　正面反射板はホリゾンと幕との差し替え可

吊物情報

　持込ｽﾀｯﾌによるバトン操作 手動バトン＝可　

　ウェイト単体重量　　　（　　1２．５　　）㎏　　

搬入口・経路情報

搬入車両制限 進入可能なトラックサイズ　１１ｔ　×２台　・　普通車１０台

要

不可

要

要

備考 ＊消防申請は、会館事務局が行う

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

仕様

常設色

色枠ｻｲｽﾞ ６インチ 18cm×18cm６インチ 18cm×18cm

♯７２ ♯１６ ♯W ♯７２ ♯１６ ♯W

フレネル1kw 8ｲﾝﾁ　　2台 フレネル1kw 8インチ　1台

２００w　１５灯　３色 ２００w　１５灯　３色

常設器材

フレネル500w 6ｲﾝﾁ　4台 フレネル1kw 8インチ　14台 フレネル500w 6ｲﾝﾁ　　4台

FQ 500w 6インチ　8台 FQ 500w 6インチ　4台

９．１８ｍ ９．１８ｍ ９ｍ ９ｍ

平凸500w 6インチ　8台 平凸500w 6インチ　8台

不可 不可

１６０ｋｇ １２０ｋｇ 吊り込み不可 １３０ｋｇ

無し 無し 無し

手引 手引

切替回路/２０Ａ６回路

PAREITUS-SX,PAREITUS-PX

ＤＭＸ回線　　無し

ボーダーライト２

コンセント　Ｔ型

ボーダーライト１

ＳＵＳ及びＢＯＲその他の仕様

サスペンションライト１ サスペンションライト２

ユニット３０Ａ　９回路 ユニット３０Ａ　９回路 切替回路/２０Ａ６回路

調光卓

上段でのウェイト積み作業　不可

搬入機構　なし（直接搬入）

手引 手引

無し

プリセットフェーダー プリセット段

非常灯の消灯（設備側で／消灯・減光できない仕様） 会館事務局との相談が必要

２　段 １０　本×１０ページ

ＪＡＳＣＩＩ

メーカー名

非対応 対応

COMOS

４８　本

床面釘打ち　　可　

ﾊﾞﾄﾝ最大荷重　３００ ㎏

ホリ奥=ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ ： 高さ ： ９５０mm　幅５４００mm　奥行２５００mm　

利用案内（舞台備品使用料金表を含む）

調光盤総主幹　容量 1,200kw　

　文字幕常タッパ　約　１５　尺 　常間口　５．５間

バトン操作方式　手動　６本　　

　舞台担当者直通連絡先　ＴＥＬ ／FAX　会館内線電話で取次　図面などの書類は会館代表のFAX番号へお願いします。

禁止行為の解除手続きについて

　　直火・喫煙

　　ﾊﾟｰﾃｨｸﾗｯｶｰ等玩具火薬

楽屋・控室・ロビー情報　＊催事関連の物品販売可能　（要　書類手続き）

会館申請のみ

バトン長１５．４ｍ　奥行き　約　５間

標準飛びタッパ　　（　約１４　）尺　スノコ高さ＝約３２尺

床面コーススレッド打ち　不可

宇治市文化センター（小ホール）

既成平面図特徴的諸注意など

技術管理
体制

基本舞台情報

照明機材リスト

客席平面図 舞台平面図

照明基本仕込図 照明回路図

機種名

車両留置　可　(文化センター事務所との調整が必要)

舞台演出上必要な場合会館事務局へ相談

消防申請要《申請者（使用者）が会館に届け出る》　　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

サブマスター

パナソニック電工 PAREITUS-SX

宇治　小



仕様

常設色

色枠ｻｲｽﾞ

昇降方式

バトン長さ

文字幕

上下別 上下別

調光回路 調光回路

仕様 仕様

灯体数 灯体数

台数 貸し出し 台数 貸し出し

２ 可 ４ 可

３ 可 ７ 可

３ 可 １ 可

照明の注意点

注意点

容量

端子

コンセント

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　／　不可

常設音響設備の使用(プロセニアムSP、カラムSP）　／　条件付にて可　

スピーカー機種名 EＡＷ　　プロセニアム ： 遠ＪＦＸ２９０　　近ＪＦＸ２９０　　　ＳＢ２５０Ｒ　

　　カラム ：　 遠ＪＦＸ２９０　　近ＪＦＸ２９０　　　ＳＢ２５０Ｒｘ２式

LINE送り（運営系含む）方法 下手袖 上手袖 客席

※上下両袖は大臣柱裏/客席は1Ｆ後部下手壁 ＸＬＲ-11Ｃ ＸＬＲ-11Ｃ ＸＬＲ-12Ｃ

ＸＬＲ-12Ｃ ＸＬＲ-12Ｃ

持ち込みスピーカーのスタッキング条件 有　 （客席にスピーカー台設置）

緞帳線から舞台カマチまで 最狭部 約　0.0m

持ち込み調整卓の設置場所　

＊会館の管理に支障のない限り指定無し（利用例＝客席後方中央など）

マルチケーブルの布線ルート　 有　 上手大外回し

通路の横切り方法 ケーブルフック　無し マットで可

アース接続端子　有　／　他と共用

備考

故障物品が発生した場合は数量が変動します。ご了承ください。

高所作業棒

ベース

折足1K スタンド

USHIO 1003SR ２　本

移動機材及び特殊機材の有無また貸し出しの可否

フォロースポット

フロントサイドライト　上下各

T型　２０Ａ　６回路

4台 1色　・　3台 1色

平凸1kw ８インチ　7台

シーリングライト

T型　２０Ａ　１２回路

4台 4色　+　2台

平凸1kw 8インチ　20台

T型　２０Ａ　４回路

フットコンセント後コンセント

C型　３０Ａ　３回路

手引

１０．９８　m

フロアコンセント

C型　３０Ａ　２回路C型　３０Ａ　９回路

LH

３００w　１０灯　４色　W1800×５台(５間分)３００w　１０灯　４色

７２ 　５９ 　２２ 　４０

ホリゾントライト

ＵＨ

７１ 　７２ 　６３ 　７８

共吊

前コンセント

舞台回路

２９cm　×　２２．５cm２９cm　×　２２．５cm

機材名

フレネル　500w

平凸　500w

直電源/工事不可

仮設電源

フレネル1kw 8インチ　3台

2BORはボーダーハンガー吊り。

1BOR,1SUS,2BOR,2SUS　シズの追加は不可(シズ枠の形状の問題で、シズを追加すると枠が閉じなくなります。)

機材名

データ作成日時　平成２３年　１月１１日現在　／　令和元年６月　情報更新済み

C型 30Ａ  ２回路/C型　20Ａ ２回路

音響

無し

上手

ワイヤレスマイク　チャンネル指定　無　Ｂ帯＝指定無し　/　Ａ帯＝割り当て無し　（但し大ホールの利用状況により要調整）

宇治　小


