
・ 平台　　４×６ 22枚 ・ 所作台（３×１２） 23枚

・ 平台　　３×６ 22枚 ・ 化粧平台（３×１２） 6台

・ プロセニアム間口 17.5ｍ （9間４尺） ・ 平台　　２×６ 22枚 ・ 花道所作台（含変形） 3台

・ プロセニアムの高さ 7.95m （4間2尺） ・ 平台　　４×３ 2枚 ・ 化粧框（１２尺） 4台

・ すのこの高さ 18m ・ 平台　　３×３ 2枚 ・ 　〃　（４.５尺、６尺） 各1台

・ 美術バトンの飛び切り　 15.9m ・ 開き足　４×２.４ 8脚 ・ 開帳場 2台

・ 舞台奥行（框の心よりホリ幕まで） 約6.5間 ・ 開き足　３×２.４ 14脚 ・ 鳥屋囲い（高さ９尺） 1式

・ 　　 〃   　（框の心よりＬＨ灯体まで） 約5.5間 ・ 箱馬　１.１×１×０.６ 30台 ・ 1枚

・ 緞帳前奥行（中心） 約5.5尺 ・ 箱馬　１.７×１×０.６ 22台 ・ 金屏風（8尺高） 1双

・      〃 　     （上手下手端） 約3.5尺 ・ 木台　1.0×0.3×0.3 60台 ・ 鳥の子屏風　（8尺高） 1双

・ 袖懐（コンクリート床）　　　上手約１間　　下手約２.５間 ・ ケコミ板（灰色） ・ 緋毛氈(ﾌｪﾙﾄ) 12×6 6枚

・ 音響反射板内寸 　　　6尺×7寸 13枚 ・ 緋毛氈(ﾌｪﾙﾄ)   6×6 2枚

　前間口17.5ｍ、奥間口約12ｍ、奥行き約10ｍ 　　　6尺×1尺 7枚 ・ 青毛氈(ﾌｪﾙﾄ) 12×6 2枚

・ 仮設花道（下手のみ、通常設置） 　　　6尺×1.4尺 7枚 ・ 長布団　12×2 6枚

　仮設花道の大きさ 　6.5m×1.5m 　　　6尺×2.1尺 6枚 ・ 上敷

・ ＬＨ隠し(灰色) 5枚

・ 地絣　　　　　　　　　 ・ 人形立　６尺　 20本

1 緞帳（反響板使用時使用不可）（速度可変式、10sec～23sec）  （灰色10間×5.5間）　　 1枚 ・ 人形立ｳｪｲﾄ13ｋｇ 15個

2 暗転幕 （手引き、ヒダ無し、パイプ付） ・ 演壇 1台 ・ 折り畳みパイプイス 50脚

3 袖幕1　 （閉め切り約7間・幕巾５ｍ、丈９．５ｍ） ・ 脇台 2台 ・ 三面姿見 2台

4 ボーダーライト1 ・ 司会台 1台 ・ 国旗 1.8m ×1.2m 1枚

5 サスペンションライト1 （電動）総積載９００kgまで ・ 看板枠　　10m×1m 1枚 ・ 県旗 1.8m ×1.2m 1枚

6 一文字幕2 （手引き・幕丈３ｍ） 　　8m×1m 1枚 ・ 町旗 1.8m ×1.2m 1枚

7 袖幕2 （閉め切り約7間・幕巾４ｍ）

8 天井反射板1 （電動）

9 バトン1　 （手引き）積載300Ｋｇ・L11間

10 一文字幕3 （手引き・幕丈４ｍ） 間口幅　　　　　　　　　　　　２ｍ６０ｃｍ（約8尺6寸）

11 引割幕1 （手引き・引下手） 間口高さ　　　　　　　　　　　　３ｍ５４ｃｍ（約１２尺弱）

12 ボーダーライト2、スクリーン　（電動、ｶｰﾃﾝ黒） プラットホーム間口　　　　５ｍ６４ｃｍ

13 サスペンションライト2 （電動）総積載９００kgまで 　　　　　　　   奥行　　　　　　　　　　　　　　１ｍ８５ｃｍ

14 一文字幕4 （手引き・幕丈２ｍ）     地面からの高さ　　　　　　　　　　　約９５ｃｍ

15 引割幕2 （手引き・引下手） 軒先屋根長　　　　　　　　　　　　　　２ｍ５５ｃｍ

16 バトン2 （手引き）積載300Ｋｇ・L12間      （屋根のプラットホームからのはみ出し分　約７０ｃｍ）

17 バトン3 （手引き）積載300Ｋｇ・L12間 搬入口駐車スペース　　大型車　2台、普通車12台

18 バトン4 （手引き）積載300Ｋｇ・L12間

19 一文字幕5 （手引き・幕丈３ｍ）

20 袖幕3 （閉め切り約7間・幕巾６ｍ）

21 天井反射板2 （電動） ・ 上手分電盤（大臣柱より約3m/盤名：舞台袖分電盤）

22 サスペンションライト3 （電動）総積載９００kgまで

23 バトン5 （手引き）積載300Ｋｇ・L12間 （30A Ｃ型×3口先バラ付）

24 袖幕4 （閉め切り6間3尺・幕巾６ｍ）

25 （手引き、一文字幕6共吊・幕丈３ｍ） ・ 下手分電盤（大臣から約８ｍ/盤名：ML-1）

26 正面反射板 （電動） 100V75A×1

27 バトン6・松羽目 （手引き） 　　　　　　　　　　　　（30A Ｃ型×4口、15A平行口×1口）

28 バトン7 （手引き）積載300Ｋｇ・L12間 ・ 客席電源　　　　　8列目中央、マルチ盤内　 20A×2（平行口×2）

29 大黒幕 （手引き、ヒダ無し、パイプ付） 9列・18列上手、下手壁面

30 ホリゾント幕 （手引き） ・ 大臣柱電源　　（WC下、上１，２）

（美術バトンの飛び切り　　　　　15.9m）　 　　　　　　　上下大臣裏にラージＣ６０Ａで２口ずつ

・ ピアノ スタインウェイ　フルコンサートグランドD型 1台

ピアノイス　 背もたれ付き ２脚

　　　　　　　 ベンチタイプ 1脚 ・ 客席（定員811名）

ヤマハ セミグランド　C5B型 1台 固定席  　807席（20列）ワンスロープ 身障者席　　4席

運搬台車 ヤマハCGP‐Ⅱ 1台 親子室に6席・同時通訳室あり

・ 指揮者台 　（５寸ずつ２分割可） 1式

・ 指揮者用譜面台(ｷｬｽﾀｰ付) 1本 ・ 舞台面への釘打ち、ガムテープ、ビニールテープの使用可

・ 演奏者用譜面台 46本

・ コントラバス用イス（背もたれ無しタイプ） 4脚

ホリゾントライト（文字共）

8間×2枚，5間半×14枚

4間×4枚，　2間×　7枚

・電気室より：

河北町総合交流センター　サハトべに花
  舞台設備・備品リスト

　　　　　　　　　　〒999-3513　山形県西村山郡河北町所岡3-1-10　　TEL  0237-72-6555　FAX  0237-72-2966　　　　　平成25年７月

○舞台備品

松羽目（布製、9間×3間）

○搬入口概要

○舞台の概要

・調光盤より：

○電源関係（各共通）

（一般電灯盤より）

200Ｖ3相3線　125A×１（取口13㎜ﾎﾞﾙﾄ締）

○その他

○吊り物資料

（手引き・一文字幕1共吊り、幕丈３ｍ）

100Ｖ3相4線　200A×1（取口17㎜ﾎﾞﾙﾄ締）

20A×1（平行口4ヶ所）

（照明ユニット盤からの純直コンセント）



主幹　　　 ３φ４W１８２V/１０５V ５０Hz ３００ＫVA ・ 2Kwクセノン　Xebex２００８SR×2台

調光卓　　　　　　　

丸茂電機製　マリオネットⅡＸＢ型 ピンルーム　　客席天井部ガラス張

フェーダー　８０本・プリセット　３段

サブマスターフェーダー　２０本

記憶シーン　５００シーン

調光室 客席後方3階下手側 ・ 12台 ・ 1式

下手袖から卓まで約５０m ・ 1.5KwFQⅡ 12台 ・ 1台

・ 500ｗCSQ 18台 ・ EQS10Ⅱ　1Kw 1台

・ 500ｗFQ 18台 ・ EPQ　　　　1Kw 2台

・ 10台 ・ EPQ用エフェクト

◆吊物 ・ 12台 　 スパイラルマシーン 1台

（1は手引き文字共、2は電動スクリーン共） ・ 8台 　 ディスクマシーン 2台

回路 30Ａ8回路（中4回路、上下4回路） ・ 10台 　　ﾈﾀ 雲、雨、雪、水玉、滝

Ｃ20A切替コンセント付き ・ 4台

灯数 150ｗ×23灯×4色　トータル90灯 16回路 　ﾚﾝｽﾞ　19゜　36゜　 ・ 先玉　 SDZ4 2台

※下端にバトンは付いておりません ・ ＩＴＯ650w 12台 SDZ6 2台

・サスペンションライト1、2、3（電動、メモリーは入りません） 　 内ｱｲﾘｽ付2台あり SDA8 2台

回路 30Ａ×20回路、Ｃ20A　2口ずつ、上手若番 ・ 波マシン 3台 SDA10 2台

常設吊込み 1ＫｗＣＳＱ14台、1ＫｗＦＱⅡ×15台 60回路 ・ ドラムマシン 2台 SDA12 2台

総積載量 900Ｋｇ ・ ストロボ250w 2台

・アッパーホリゾントライト（手引き・ＱＣＵⅡ500ｗ） ◆ アクセサリー

回路 30Ａ8回路（上手4回路、下手4回路）  8回路 ・ 空スタンド(丸足、2段) 10本 ・ 予備ハンガー 58本

灯数 500ｗ×18灯×4色 ・ 空ｾﾐﾊｲｽﾀﾝﾄﾞ、9尺 6本 ・ バンドアー8inc 30枚

常設ﾌｨﾙﾀｰ ♯71、♯72、♯63、♯22 ・ 3連アーム 4本 ・ バンドアー6inc 20枚

シートサイズ　 240×200（縦長） ・ ローベース 20枚

吊物回路合計　　　84回路

◆フロアー

・ロアーホリゾントライト(ＱＣＬⅢ300ｗ×9本)

回路 30Ａ8回路（上手4回路、下手4回路） 8回路 　◆延長ケーブル 　◆変換ケーブル

灯数 300ｗ×18灯×4色 ・ 10m 11本 ・ 10m 17本

常設ﾌｨﾙﾀｰ ♯72、♯59、♯22、♯40 ・ 5m 4本 ・ 5m 20本

シートサイズ　 200×240（横長） ・ 2m 5本 ・ 変換 30本

・袖ｺﾝｾﾝﾄ Ｃ30A×８回路ずつ（上下別） 16回路 ・ 20m 2本 ・ 変換 10本

ＬＣ60A×１回路ずつ 2回路 ・ 10m 14本 ・ C３0A-平行 変換 4本

Ｃ30A×８回路（上下ｺﾝﾓﾝ） 8回路 ・ 7m 4本 ・ C20A-平行 変換 3本

舞台前ｺﾝｾﾝﾄ Ｃ30A×４回路 4回路 ・ 2m 17本 ・ 平行-C20A 変換 4本

ﾌｯﾄﾗｲﾄｺﾝｾﾝﾄ Ｃ20A×4回路下手側 4回路 　◆分岐（2又）ケーブル

花道ｺﾝｾﾝﾄ Ｃ30A×２回路ずつ（上下別） 4回路 ・ 2又 3本 ・ 2又 8本

フロアー回路合計　　　46回路 ・ 2又 2本 ・ 2又 6本

・ 2又 4本 ・ ﾌﾞﾝｷ 15本

・フットライト   　 　埋込型　12Ｌ－4Ｃ　8台　（60w、4色）





・花道フットライト  移動型　12Ｌ－4Ｃ　6台　（60w、4色）

◆トーメンタルライト（片側） ・ 上手分電盤（大臣柱より約3m/盤名：舞台袖分電盤）

回路 30A×３回路、C2０A×2口ずつ 6回路

常設吊 1KwCSQ 2台 （30A Ｃ型×3口先バラ付）

◆フロントサイドライト（片側） ・ 大臣柱電源　　（WC下、上１，２）

常設吊 1KwCSQ　18台　(3台6色) 　　　　　　　上下大臣裏にラージＣ６０Ａで２口ずつ

回路 30A×6回路、C20A×2口ずつ 12回路

◆シーリングライト

常設吊 1.5KwCSQ　24台

回路 30A×12回路、C20A×2口ずつ 12回路 ・ 非常誘導灯　　　調光室で消灯可能

◆客電 10回路

C30A-C20A

C20A-C20A

200Ｖ3相3線　125A×１（取口13㎜ﾎﾞﾙﾄ締）

○その他

回　路　総　合　計　　　　　　170回路

C30A―C30A

　　　 〃

100Ｖ3相4線　200A×1（取口17㎜ﾎﾞﾙﾄ締）

C20A-T20A

パーライト６４(500wN)

ﾊﾟｰﾗｲﾄ36(500wN)

ソースフォー575ｗ

○センターピンスポットライト

　　　 〃

1KwCSQ　ｽﾀﾝﾄﾞ付

500ｗFP(ダンガン)

パーライト６４(1KwN)

　　　 〃

星球(40灯×1回路)

○ケーブル

C60A-C30A　1m

C30A-C30A

C60A-C30A　2m

　　　 〃

C30A―C20A

　　　 〃

T20A-C20A

・調光盤より：

・電気室より：

（照明ユニット盤からの純直コンセント）

○電源関係（各共通）

C20A―C20A

　　　 〃

　　　 〃

荒雲、波、さざ波 2枚ずつ

　　　　　　　　　　〒999-3513　山形県西村山郡河北町所岡3-1-10　　TEL  0237-72-6555　FAX  0237-72-2966　　　　　平成25年4月

河北町総合交流センター　サハトべに花
照明設備・備品リスト


○主幹・卓

○負荷設備

・ボーダーライト1、2

ミラーボール(450mm)

○移動機材



・ シュアｰ　 ＳＭ５８ＬＣ　 １０本

・ ＡＫＧ Ｃ３９１Ｂ ６本

◆総合調整卓（下手袖）　　　　　    　　　ヤマハ　　 Ｍ７ＣＬ３２ ・   　〃　 　（ガンタイプ） ＡＫＧ ＳＥ３００＋ＣＫ９８　 ４組

・ リボンマイクロホン　　　　　　　　　　ﾍﾞｲﾔｰ Ｍ５００ ２本

◆プロセニアムスピーカー(中央L、R）　　　　　 ・ ＤＩ ボス　 ＤＩ－１ １個

ElectroVoice Low 　 TL15-2×1 ・ カフボックス　　　　　　　　　　　KOON ﾌｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ ２台

（片側） Hiｇｈ　N/DYM-1×2 ・ ソニー 4波

Horn  HP640,HP940 4本

Amp     Victar  300,150 4本

◆サイドカラムスピーカー　　　　　　　 ・ マイクスタンド K＆M 8本

ElectroVoice Low 　 TL15-2×1 ﾀﾏ ｼｮｰﾄﾌﾞｰﾑ 3本

（片側） Hiｇｈ　N/DYM-1×2 高砂 ストレート・中２段 4本

Horn  HP640,HP940 高砂 ストレート・低３段 6本

Amp     Victar  300,150 高砂 卓上型　 4本

◆ウォールスピーカー　　　　　　　　　 高砂 卓上型ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 2本

ElectroVoice S100×４ 高砂 4本

◆フロントスピーカー シュアｰ　 2本

ビクター製 ・ スピーカースタンド　　　　ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＴＳ８０Ｂ 2本

・ マルチケーブル カナレ ８ｃｈ-１０ｍ 4本

・ マルチボックス カナレ ８ｃｈ-両口　 4個

・ カナレ オス、メス 各4本

・ 調整卓　 ｻｳﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ 1台 ・ 三点吊（昇降手動）　　　　　　　　　　HYFAX 1式

ヤマハ　 MG16/6FX　 1台 三研 CMS-2 1本

・ パワーアンプ ヤマハ　 1台

ﾋﾞｸﾀｰ　 1台

・ スピーカー　　　 EV　 RC940+XEQ804　 1対

　（ｷｬﾉﾝ4P） EV　 100S　　　　　　　　 2台

ﾋﾞｸﾀｰ　 PS-S506（ｺﾛｶﾞｼ） 2台 ・ 上手分電盤（大臣柱より約3m/盤名：舞台袖分電盤）

ﾋﾞｸﾀｰ　 S-707（2way） 2台

・ CDﾌﾟﾚｰﾔｰ ﾀｽｶﾑ　CD-01UPro 1台 （30A Ｃ型×3口先バラ付）

・ MDﾃﾞｯｷ ﾀｽｶﾑ　MD301MkⅡ 2台

・ ＥＱ　 ピービー Ｑ２３１Ｆ（２ｃｈ） 1台 ・ 下手分電盤（大臣から約８ｍ/盤名：ML-1）

・ コンプ ｄｂｘ １６６ＸＬ 1台 100V75A×1

・ エフェクター ヤマハ　 ＲＥＶ５ 1台 　　　　　　　　　　　　（30A Ｃ型×4口、15A平行口×1口）

・ ＤＡＴ ﾀｽｶﾑ　ＤＡ３０ 2台 ・ 客席電源　　　　　8列目中央、マルチ盤内　 20A×2（平行口×2）

・ オープン オタリ ＭＸ５５ 1台 9列・18列上手、下手壁面

・ レコードプレーヤー　　ﾃｸﾆｸｽ ＳＬ１２００ＭＫ２ 1台

○回線

◆音声回線 下手袖⇔上手袖⇔客席中8列中央盤NKｺﾈｸﾀｰ⇔音響室（アンプ室）　8ch×5回線　40回線

・マルチ１(舞台ﾌﾛｱｰ系)   舞台床 空きマルチ

・マルチ２(舞台後下手）   下手奥NKｺﾈｸﾀｰ 空きマルチ

・マルチ３(舞台後上手）   上手奥NKｺﾈｸﾀｰ 常時袖卓とのInOutで使用

・マルチ４（客席集音系）   客席壁、ｽﾉｺ、ﾌﾗｲｷﾞｬﾗﾘｰ 客席壁下手1①、2②、上手1③以外は常時使用

・マルチ５(単独）　　　　　　　 常時袖卓とのInOutで使用

（B帯chNo．51,52,53,54）

P3200（320w+320w）

PSA152（150w+150w）　

マルチ８ｃｈ先ばらコード

　　　　　　　　　　〒999-3513　山形県西村山郡河北町所岡3-1-10　　TEL  0237-72-6555　FAX  0237-72-2966　　　　　平成26年4月

○移動用音響機材

SiEx-2　24ch

WRT820（ピン）

ダイナミックマイクロホン　

コンデンサーマイクロホン

ワイヤレスマイク

20A×1（平行口4ヶ所）

WRT820＋WRR840

ＷＲＴ８１０（ハンド）

河北町総合交流センター　サハトべに花　音響設備・備品リスト

○主要設備

（一般電灯盤より）

○電源関係（各共通）

・調光盤より： 100Ｖ3相4線　200A×1（取口17㎜ﾎﾞﾙﾄ締）

ST210/B

・電気室より： 200Ｖ3相3線　125A×１（取口13㎜ﾎﾞﾙﾄ締）

卓上型ﾌﾚｷ・ｷｬﾉﾝ付

卓上型ﾌﾚｷ・ｷｬﾉﾝ付


