
サンホール(大）

サンホール(中）

回り舞台 一基 4,300 ―

小迫り 一基 860 ―

オーケストラ迫り 一基 4,300 ―

音響反射板 一式 4,300 1,080
サンホール(大)及び(中)は天反
照明を含む。

プロジェクター 一式 4,300 2,200 スクリーンを含む。

スクリーン 一枚 540 540

ピアノ･フルコンA 一台 10,800 ― 調律料は、含まない。

ピアノ･フルコンB 一台 3,200 ― 調律料は、含まない。

ピアノ･セミコン 一台 ― 1,080 調律料は、含まない。

平台 一台 110 ― 連結金具等を含む。

所作台 一式 3,200 ― 連結金具等を含む。

花道用所作台 一式 540 ―

松羽目 一式 1,080 ―

竹羽目 一式 1,080 ―

金びょうぶ 一双 1,080 ―

銀びょうぶ 一双 1,080 ―

演台 一台 540 430

花台 一台 220 220

賞品台(浪曲台) 一台 540 ―

大太鼓 一式 540 ― バチ及び台を含む。

司会台 一台 430 320

毛せん(大) 一枚 220 ― １間×７間

毛せん(小) 一枚 110 ― １間×９尺

長布団 一枚 220 ―

高座用座布団 一枚 220 ―

上敷ござ 一枚 220 ―

地がすり 一枚 540 ―

浅黄幕 一枚 540 ―

紗幕 一枚 540 ―

紅白幕 一枚 540 ―

花道揚幕 一枚 110 ―

振り落とし装置 一式 540 ―

雪かご 一個 540 ―

指揮者台 一式 320 320 指揮者用譜面台を含む。

演奏者用譜面台 一台 50 ― 譜面灯を含む。

早替り装置 一式 860 ― 姿見、ついたて等を含む。

プログラムスタンド 一台 110 110

両面掲示板 一台 110 ―

展示パネル 一枚 ― 110

拡声装置 一式 2,200 1,600 マイクロホン１本付

オープンテープレコーダー 一台 430 430 ポータブル型

カセットデッキ 一台 220 220

デジタルオーディオテープレコーダー 一台 430 430

コンパクトディスクプレーヤー 一台 320 320

ステージスピーカー 一式 1,080 540 左右１対

ホールドバックスピーカー 一台 540 320
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サブミキサー 一台 860 860 ８chクラス

残響付加装置 一台 540 540 REV５

三点づりマイク装置 一式 1,080 ステレオマイクロホン１本付

ワイヤレス装置 一式 1,600 860 マイクロホン１本付

ワイヤレスマイクロホン 一台 650 320

エレベーターマイクロホン 一基 1,080 ―

コンデンサーマイクロホン 一台 650 320

超小型コンデンサーマイクロホン 一台 650 320

ダイナミックマイクロホン 一台 650 320

マイクロホンスタンド 一台 110 110 床上型又は卓上型

音量調整器 一台 110 110

ダイレクトボックス 一台 110 110

持込機器 一台 110 110 １キロワット以内につき

客席ライト 一列 1,600 ―

ボーダーライト 一列 1,080 540

サスペンションライト 一列 1,600 860

シーリングライト 一式 2,700 ― 上下２列

ロアーホリゾントライト 一列 1,600 860

大アッパーホリゾントライト 一列 2,700 ―

中アッパーホリゾントライト 一列 1,600 760

トーメンタルライト 一式 1,080 ― 左右１列

トーメンタルタワーライト 一式 1,600 ― 左右２列

第１フロントサイドライト 一式 1,600 ― 左右１対

第２フロントサイドライト 一式 1,080 ― 左右１対

サイドスポットライト 一台 ― 110

センターピンスポットライト 一台 1,080 540

フットライト 一列 540 ―

花道用フットライト 一列 320 ―

ストリップライト(８灯用) 一台 220 ―

ストリップライト(４灯用) 一台 110 ―

移動用スポットライト(１kw～) 一台 320 ―

移動用スポットライト(0.5～１kw) 一台 220 ―

移動用スポットライト(～0.5kw) 一台 110 ―

ハイスタンド 一台 220 ―

スタンド 一台 110 ―

二連アーム 一台 50 ―

平置ベース 一台 50 ―

プロジェクタースポットライト 一台 430 ―

効果器具A 一台 320 ―
ディスクマシン、ダブルマシン
等

効果器具B 一台 110 ― マスキングキャリア等

特殊効果器具 一台 430 ― ストロボ、波ボックス等

先玉 一台 220 ―

種板 一枚 110 ―

ミラーボール 一式 860 ―
スポットライト（1キロワット）
2台付

オーバーヘッドプロジェクター 一台 860 ― スクリーンを含む。

持込機器 一台 110 ― 1キロワット）以内につき

アップライトピアノ 一台 540 ―

ワイヤレス装置 一式 650 ― ポータブル型
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