
　〒５２０－０８０６　

　　　　　　滋賀県大津市打出浜１５-１

ＴＥＬ　０７７－５２３－７１３３　　ＦＡＸ　０７７－５２３－７１４７

運営体制 　主体運営団体名 公益財団法人　びわ湖芸術文化財団

　技術統括・機構・照明・音響・映像・舞台制作担当（　　舞台技術部　１６名　）

　舞台技術部　直通連絡先　　　　ＴＥＬ ０７７－５２３－７１５３　　ＦＡＸ０７７－５２３－７１５４　 

　専門職員　・　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　）

休館日設定 火曜日（自主事業が入っている場合を除く）　８／１３～８／１８

備考 びわ湖ホール公式ホームページ httpｓ://www.biwako-hall.or.jp/

　パンフレット 客席平面図 楽屋平面図 客席断面図

　舞台平面図 舞台断面図 照明回路図 照明機材リスト

　音響回路図 音響機材リスト 映像機材リスト

床面使用可能ﾃｰﾌﾟ類　ビニールﾃｰﾌﾟ　ガムﾃｰﾌﾟ　養生ﾃｰﾌﾟ

床面情報　（可変式舞台・客席等の特徴など）

音響反射板情報 音響反射板はありません。

吊物情報

　３バトン，４バトンは定速バトン。 袖幕（H12000）、文字（H5000)、大黒は、上部チチ紐、ウールサージ

　可変速バトンmax100cm/s 白ホリ、黒ホリ（PVCリアスクリーン、移動可）

バトン操作方式　　電動　３９　本 持込ｽﾀｯﾌによるバトン操作　不可

搬入口・経路情報 高さ　３．８ｍ

搬入デッキ（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）　有　（高さ　７９　㎝　・幅　 ６６３　㎝　・奥行　１３８３　㎝）　　　　　

搬入車両制限 進入可能なトラックサイズ　１１　ｔ　×　２　台

　　　　　　廊下にシュテンダー（ハンガーラック）があります。

ホワイエ　：　使用備品に関しては、管理課の管轄になりますので、管理課にお申し出下さい。

インターネット環境　：　楽屋エリアに無線LANの設備があります。

　パーティクラッカー等玩具火薬　・　直火・喫煙

　ディフュージョンスモークマシン　・　コンセプトスモークマシン

　ロスコスモークマシン 不要

備考 記入は、使用者にお願いし、最終的に劇場が消防署へ提出。

　DMX-NodeにてDMX４系統制御可能

　ホール卓を経由してパッチOUT可能

持込操作卓用コネクタ（客席後部・監督室前部） イーサネットコネクター（デザイナー卓用）×１

イーサネットコネクター（DMX-Node卓用）×１

ﾊﾞﾄﾝ最大荷重　５００　㎏

COMOS　対応

楽屋・控室・ホワイエ情報　（使用制限・料金・申請書など）

楽屋　：　奇数番号は喫煙可能。他に衣裳室、発声室、洗濯室、シャワー室、メイク室、給湯室があります。

車両留置　可

床面釘打ち　可　 床面コーススレッド打ち　可

　　　　　　　仮設能舞台、仮設花道、ピアノ（YAMAHA CFⅢ－S）、チェンバロ

禁止行為の解除手続きについて

調光盤総主幹　容量 ６００　kw　調光卓

切り穴床機構(　±０～－1700mm)　、仮設移動小迫り、上下仮設花道　、オーケストラピット、張り出し舞台

備品情報（備品表に記載のない物品など）

搬入機構　なし（直接搬入）　

要 消防申請　要

４０　本

プリセットフェーダー

　　　OUT　　ＳＵＳ（　各１　）　・　その他（　上下/舞台・ギャラリー・2FR・2CL・監督室・投影室　）

３　段

機種名

DMX512

サブマスター

６０　本松村電機

メーカー名 プリセット段

ＪＡＳＣＩＩ　引対応

F505

標準飛びタッパ　（バトン飛びきり　２１３００㎜）

ＤＭＸ回線　４ 系統　有 ＤＭＸ信号パッチラック　有

既成平面図特徴的諸注意など

滋賀県立芸術劇場　びわ湖ホール

中ホール

　文字幕常タッパ　８　ｍ 　常間口　７．５間　（１袖のみ７間1尺 　奥行き　１２間 バトンの長さ　１９ｍ

配布可能な図面

技術管理
体制

位置
　　　IN　　　調光室　・　客席（　中央・後方　）　・　舞台（　上手前・下手前　）

びわ湖　中



名称

調光回路

調光回路

直回路

昇降方式

バトン長さ

最大荷重

乗り込み

名称

調光回路

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 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

直回路

直回路

上下別

調光回路

直回路

仕様

仕様

電動

C型　６０Ａ  ４回路

C型　６０Ａ  ４回路

電動

C型　６０Ａ  ４回路

決まりなし

フロアコンセント 前コンセント

５SUS

５００バンチ　　　１８台

不可

　９００ｋｇ

　 　１９　  　m

C型　３０Ａ　２４回路

２LB (ﾗｲﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ２)

C型　３０Ａ　１６回路

４LB (ﾗｲﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ４)

平凸８インチ １２台

フレネル８インチ １２台

可

　３５００ｋｇ

　 　１９　  　m

1LB (ﾗｲﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ１)

電動

　３５００ｋｇ

　 　１９　  　m

電動

C型 ６０Ａ  ４回路

C 型　６０Ａ  ４回路

C型　３０Ａ　２８回路

C型　６０Ａ  ４回路

C型　６０Ａ  ４回路

C型　３０Ａ　２８回路

　５００ｋｇ

　１４　　m

電動

　 　１８．７　  　m

電動

　３５００ｋｇ

灯体数

平凸８インチ　８台平凸８インチ　１６台

EM(ｴﾊﾞｰﾏｯｸｽ） ２３゜　１６台

C型　３０Ａ　３６回路

C型　３０Ａ　１２回路

８　台　　３　色

C型　６０Ａ  ４回路

C型　６０Ａ　４回路

EM(ｴﾊﾞｰﾏｯｸｽ） 23゜　４台

EM(ｴﾊﾞｰﾏｯｸｽ） 30゜　４台灯体数

EM(ｴﾊﾞｰﾏｯｸｽ） ２３゜　８台

平凸８インチ　１６台

８　台　　３　色

C型　６０Ａ　４回路

200V　MS型　２回路

シーリングライト

C型　３０Ａ　１６回路

１ＣＬ ２ＣＬ

　　４ 台　　２ 色

平凸８インチ　８ 台

C型　３０Ａ　１６回路

２　ＦＲ

C型　６０Ａ　４回路

  ４ 台　　 ６ 色

花道コンセント

C 型 30Ａ   3回路

EM(ｴﾊﾞｰﾏｯｸｽ） 30゜　４台

C型　３０Ａ　１回路

舞台回路

上下別
C型　３０Ａ　８回路

C型　６０Ａ　２回路 200VMS型 50Ａ １回路

５００w　２０灯　８色

後コンセント(LH)

３　ＦＲ

別吊

１９　m

決まりなし

２８cm　×　２２cm

C型　３０Ａ　１６回路C型　３０Ａ　２０回路

C型　３０Ａ　１２回路

　３５００ｋｇ

　 　１９　  　m

電動

フロントライト

C型　３０Ａ　１回路

平凸８インチ　１６台

８　台　　３　色

C型　６０Ａ　５回路

C型　６０Ａ　４回路

PS１・PS２(ﾌﾟﾛｻｽ)

ＳＵＳ及びＢＯＲその他の仕様

平凸８インチ １２台

フレネル８インチ １２台

可

常設器材
フレネル８インチ １２台

不可

平凸８インチ １２台

可

直回路

EM(ｴﾊﾞｰﾏｯｸｽ） １７゜　８台

ＵＨ ＬＨ

常設器材

可

２８．５cm×２０cm

C型　６０Ａ　５回路

５００w　２０灯　８色

C型　３０Ａ　１６回路

３ＣＬ

C型　６０Ａ　４回路 C型　６０Ａ　４回路

調光回路

２００V　MS型　１回路

C型　６０Ａ　２回路直回路

C型　６０Ａ　４回路

３LB (ﾗｲﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ３)

平凸８インチ １２台

フレネル８インチ １２台

ホリゾントライト

びわ湖　中



調光回路

貸し出し

可 １０ 可

可 ４ 可

可 ６ 可

可 １２ 可

可 ４ 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 ボーダーライトは常吊りされていません。

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 プロセ　： EAW　KF650　＋　KF300 カラム　： EAW　KF650　＋　SB600　＋　KF300

LINE送り（運営系含む）方法

下手袖　： キャノンバラ　　16ch×11系統 上手袖　： キャノンバラ　　4ch

FKコネクタ　　　11系統（A～K） FKコネクタ　　　2系統（B、D）

客席　： FKコネクタ　　　12系統（A～K、音響室リンク）

持ち込みスピーカーのスタッキング条件　有 ※　荷重により下敷き、高さにより転倒防止が必要。

緞帳線から舞台カマチまで １２０cm

持ち込み調整卓の設置場所　 有　

マルチケーブルの布線ルート　有 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 ※　他ホールと競合する場合、相談。

アース接続端子　 有　 音響専用

備考

フォロースポット

２Kクセノン ４　本

メーカー名

パラ

シュートタワー

仮設電源

ウシオ

舞台　照明　音響

台数

移動機材及び特殊機材の有無また貸し出しの可否

ステージビーム

EQS ２K

機種名 常設台数

機材名

２０

AC ２０　(５セット)

FQH １．５KW ５０

パーライトN ２０

有　　（　１２　mm　） 有　　（　８　mm　）

無し　 無し　

TOTAL　３０　KVA

アップライト UL-３２ １　台

アップライト UL-２５ 1　台

HMI　２．５KW

台数 最大高さ

９．６　m

SF　２６゜

    〃　　  M

上　　／　　下 上　　／　　下

７．５　m

舞台　照明　音響

三相四線 ２００ｖ（動力）

TOTAL　１２０　KVA

機種名メーカー名

１　K４０

    〃　　VN

シーリングライト

データ作成日時　平成２５年５月３１日現在　／　令和元年６月情報更新済み

４　ＣＬ

C型　６０Ａ　４回路

びわ湖　中


