
設　　備　　利　　用　　料

（単位 ： 円）

器　　　具　　　名 利　用　料

 所作台(一式) 4,000

 所作台(花道) 1,500

 地がすり 500

 松羽目 1,000

 鳥屋囲 500

 浅黄幕 500

 紗幕 600

 音響反射板 3,000

 演台 1,000

 司会者台 200

 振り落し装置 500

 スクリーン 1,000

 迫り上げ装置 1,000

 オーケストラひな段 2,000

 ピアノ（日本製） 3,500

 ピアノ（外国製） 7,000

 16ミリ映写機 2,700

 リノリウム(一式) 3,000

 張出し舞台(一式) 3,000

 暗転幕 800

 拡声装置(一式)（マイク２本含む） 4,000

 エレベーターマイク装置 500

 三点吊マイク装置 500

 ボーダーライト(３列) 2,400

 サスペンションライト 1,000

 フットライト 500

 第１シーリングライト 1,500

 第２シーリングライト 1,000

 フロントサイドスポットライト 1,500

 トーメンタルライト 1,000

 タワースポットライト 1,500

 アッパーホリゾントライト 1,200

 ロアーホリゾントライト 1,000

 センターフォローライト 1,500

 音響反射板ライト 1,000

※　利用料は午前・午後・夜間における利用料をそれぞれ1回として計算。
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器　　　具　　　名 利　用　料

 所作台(一式) 2,500

 地がすり 400

 松羽目 700

 浅黄幕 400

 音響反射板 2,000

 オーケストラひな段 1,400

 演台 800

 司会者台 200

 振り落し装置 400

 スクリーン 700

 ピアノ 3,000

 リノリウム(一式) 1,500

 16ミリ映写機 1,000

 拡声装置(一式)（マイク2本含む） 3,000

 三点吊マイク装置 500

 ボーダーライト 500

 サスペンションライト 700

 フットライト 300

 シーリングライト 1,000

 フロントサイドスポットライト 1,000

 アッパーホリゾントライト 800

 ロアーホリゾントライト 700

 センターフォローライト 1,000

 音響反射板ライト 700

 平台（箱足付） 100

 机 100

 パイプ椅子・10脚当たり 100

 その他椅子 100

 指揮者台 300

 指揮者用譜面台 200

 奏者用譜面台・10台当たり 100

 姿見 100

 ござ 100

 上敷 200

 毛せん 100

 長布団 100

 大太鼓 500

区　　　分

※　利用料は午前・午後・夜間における利用料をそれぞれ1回として計算。
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器　　　具　　　名 利　用　料

 びょうぶ 1,000

 雪かご 300

 仮設能舞台装置 1,000

 めくり台 100

 人形立・支木 100

 創作パネル 100

 ステージ看板 200

 国旗 200

 市旗 200

 ホワイトボード 100

 ビデオプロジェクター 2,000

 ワイヤレスマイク 500

 ダイナミックマイク 300

 コンデンサーマイク 500

 移動用スピーカー（Ａ） 1,000

 移動用スピーカー（Ｂ） 500

 移動用スピーカー（Ｃ） 200

 移動用ミキサー（Ａ） 2,000

 移動用ミキサー（Ｂ） 1,000

 移動用ミキサー（Ｃ） 500

 移動用エフェクター 500

 ギター・ベースアンプ 600

 オープンテープレコーダー 600

 カセットテープレコーダー 400

 ビデオテープレコーダー 500

 ＣＤプレーヤー 400

 ＭＤレコーダー 500

 ＳＤ・ＣＤレコーダー 800

 ＤＶＤプレーヤー 200

 音響機器持込料（１kw・１回） 200

 スポットライト（２kw） 300

 スポットライト（１kw） 200

 スポットライト（500w） 100

 ミラーボール（Ａ） 500

 ミラーボール（Ｂ） 300

 プロジェクタースポット（２kw）（一式） 800

 プロジェクタースポット（１kw）（一式） 600

区　　　分

※　利用料は午前・午後・夜間における利用料をそれぞれ1回として計算。
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器　　　具　　　名 利　用　料

 波エフェクトマシン 800

 マルチストロボ 800

 パーライト 300

 カッタースポットライト 400

 ＬＥＤパーライト 600

 ＬＥＤソースフォー 600

 星球（一式） 600

 スモークマシン 1,200

 照明機器持込料（１kw・１回） 200

 拡声装置（一式） 1,000

 ピアノ（日本製） 1,000

 スクリーン 200

 展示用パネル・10枚当たり 500

 テレビ中継（一式） 5,000

 ラジオ中継（一式） 2,500

 電源ドラム 100

大ホール

中ホール

小ホール

展 示 室

※　利用料は午前・午後・夜間における利用料をそれぞれ1回として計算。

区　　　分

電気器具等
を持込使用
する場合の
特別電気料

消費電力
１Kw

につき

１回当たり200円
（午前、午後及び夜間における利用料金を

それぞれ１回として計算する。）

冷 暖 房
利 用 料

利　用　料　金　の　限　度　額

5,500円／１時間

2,000円／１時間

  600円／１時間

  800円／１時間

利　用　区　分

各
ホ
ー
ル
　
共
通

照
 

明

小
ホ
ー

ル

そ
の
他

4


