
記憶容量 1000シーン

3C－3C 3C－2C 2C－2C   10m　　　　　10本

5m　　　　　  20本

2ｍ　　　　　  20本

各4台

4台 各2台 450Ф　　      　 1台

4台 　    2台 楕円　　　　　 　 1台

4台 2台

4台 4台

2台 1式

仮  設  電  源 ：1Ф3W　　210V/105V　　300A　　50Ｈｚ
　　　　　　　 　舞台奥上/下に各1ヵ所（ただし上/下は並列）カムロック仕様

直    電    源  ： C型20A　　 シーリング／フロント上／フロント下
　　　　　　 　　　　　　　  舞台袖下手前／１階客席奥　（各１口　計５回路）

　　　　　　　　C型30A　　仮設電源パネル上・下（各２口　計４回路）／　ピンルーム（１口　１回路）

　　　　　　　　C型60A　　舞台袖上・下（各２口　計４回路　60 C－ 30 C　分岐ケーブル ４本　常備）

 フィルムマシン  星球(100灯 L:16m)

 ディスクマシン  精密先玉　4.6.8.10
 ミラーボール
     (可変速)

 芯なしダブルマシン  オーロラ(ドラム)マシン　500ｗ

 スライドキャリア(4×5in)  丸茂製波マシン　1000ｗ  Mローター　　　　　　　　　　　 8台

 キャリア(180×180mm)  ストロボ(KM-14S)  ロスコスモークマシン(1500)　　 2台

 5ｍ          20本 2ｍ　　　　　　20本

大 ・ 小 ホ ー ル 共 用 器 具

プロジェクター(ハロゲン)1000ｗ  6台  先玉　4.6.8.10.12  エリプソイダルズーム　1000ｗ　2台

　  2Ｃ－Ｔ　　　　　　　　   50本

 (ハロゲン)100ｗ12灯2色       6本
　　　　　　　　　　      （全紙／16）

延 長 ケ ー ブ ル

　10ｍ　　　20本 5m　　　　　　20本

　　3C-2C　　分岐ケーブル　　20本   　2C-2C　　分岐ケーブル　   20本

 丸皿2段スタンド　（H:0.9～1.8ｍ）

 　　　　　　　　　　　　　　12本

 キャスター2段スタンド(H:0.9～1.8ｍ)

 　　　　　　　　　　　　　　11本

 3段ハイスタンド　（H:1.7～3.8ｍ）

  　　　　　　　　　　　　　　 6本

 丸茂製5段ラダースタンド（H:3.3ｍ）

  　　　　　　　　　　　　　　 2式 ストリップ　　　  6灯2色       6本

 凸　　         　　500ｗ  　　10台

 フレネル　　　1500ｗ　　   12台

 ミニパー(ナロー) 500ｗ        20台

 絵夢ライト 　　　650ｗ　　 12台

 3連アーム　　　　　　　　　　4本

東京エレクトロン韮崎文化ホール大ホール照明設備表     2021.05

電  源  容  量 ： 3Ф4W　　182V/105V　　1000A　　50Ｈｚ

調    光    卓  ： 松村電機製　Ｆ153Ⅲ　3段プリセット　80ch
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サブフェーダー 20ch/50ページ

外部記憶方式 ： USB（JASCII対応）／ FD（COMOS対応）

移  動　器　具

 フットスポット　500ｗ　       8台

 パー(ナロー)    1000ｗ　　   20台
　　　　　　　　　  (すべて、4サスに)

 ボーダーハンガー　　　　　　30本　　

 フレネル　　　1000ｗ　　   18台
　　　　　　　　    (内、4サスに10台)

 フレネル　   　　500ｗ　　  10台

 平置ベース　　　　　　　　　20台

 凸　　       　　1000ｗ  　　22台  ハンガー　　　　　　　　　　30本  丸皿ロースタンド　（H:0.4～0.6ｍ）

  　　　　　　　　　　　　　　 6本



型式 回路数 負荷最大 口数 長さ 備　　考

　プ ロ サ ス C型20A 8 3kw 24 16.2ｍ
 凸1kw　　　　　  6台
 ◎1kw　　　　　12台

C型20A (40)

C型30A 20

C型20A (32)

C型30A 16

 #W.W.78. 72   (全紙/6) 

C型20A 8 3kw 24

18.0ｍ #71.72.63.22  (全紙/4) 

18.0ｍ
(1.8ｍ×10本)

 #72.59.22.40  (全紙/4) 

14.4ｍ
(1.8ｍ×8本)

 #W.17.78.72 (全紙/12) 

4.5ｍ
(1.8ｍ×2.5本)

#W.78. 　     (全紙/12) 

C型20A 10 3kw 20

C型20A 18 3kw 36

オケピット
直上 C型20A 1 3kw 2

３階調光室
隣室

舞台前 C型30A 8 3kw 8

舞台袖 C型30A 24 3kw 24

舞台上前 C型30A 4 3kw 4

花道 C型30A 4 3kw 4

花道 C型30A 4 3kw 4

　上手のみ

この４８回路は〈上手舞台前と奥〉
〈下手舞台前と奥〉の計４ヶ所にあ
るマルチコンセント盤に並列回路が
あります※併用時は3kwまで

アッパーホリゾント

200w　80灯　4色
　　（各色、上下と中の２分割可）

16.0ｍ

　フロント（上/下共通）

　シーリング

　コンダクタースポット

　ピンスポット

上下花道(引掛使用) 　60w　30灯　2色　（上/下共通）

各回路に１口づつＣ型30Ａ差込付き
（併用時は3kwまで）

   凸1kw　                        　    20台

　　　　　　　　　　　　　(２台/回路)

   エリプソイダルズーム1kw         １台

　　　　　　　　　　　　    (差し替え)

 　凸1kw　　　　　　　　　　   36台

　　　　　　　　　　　　  (２台/回路)各回路に１口づつＣ型30Ａ差込付き
（併用時は3kwまで）

　ランプピン　650w　　　　 ２台

専用コンセント(C型60A100ボルト)

　1.2.3
        ボーダー

 通　常

 切替使用時

SC上/下　 各1～12

ロアーホリゾント

　1.2.3 サ ス
  (タッパ記憶可)

 サスパッチ使用時
       （４穴/回路）

18.0ｍ

サスパッチ不使用時

　花道C上/下　 各1. 2

計16回路

SUPERSOL ―2009SR/e　　 2台
（ウシオライティング社製）

前C　　　  　1～8

本舞台（持出使用） ハロゲン　60w　96灯　4色

天井反射板ライト
ハロゲン500w　 56灯　4列
　　　　　（各列４分割可能）

フット

   4　サ ス
  (タッパ記憶可)

 サスパッチ使用時
       （４穴/回路）

18.0ｍ

サスパッチ不使用時

　F　　　　　　1～4

　揚C上/下　　 各1. 2

ハロゲン300w　80灯　4色

20 3kw
 凸1kw　　　　　12台
 ◎1kw　　　　　12台

16 3kw 　移動器具欄参照

ハロゲン500w　68灯　4色

名　　　　称

注：本LHは上中/下中の計８回路を使用

　　　上/上中
　LH  　　　　各1～4
　　　下中/下

舞台奥 C型30A 16 3kw 16


