
秋葉区文化会館 ホール概要書 

 
ホール概要、舞台基本寸法等 

ホールはプロセニアム形式を基本としている。  

プロセニアム開口寸法は、利用形態に合わせて幅・高さをそ

れぞれ変えることができる。 

また、音響反射板（反響板）を設置することにより、客席と

舞台が一体の空間となったワンボックス形式となり、クラシ

ックや吹奏楽、合唱など拡声を使わない演目において豊かな

響きと音量を提供する。 

 

＜プロセニアム形式の開口・奥行き＞ 

間口：16.６m 

      プロセニアムウィング設置時 

   12.6m までの可変可能 

高さ：11.６５m 

   プロセニアムティザー設置時 

   7.2m(最低高さ)までの可変可能 

奥行：舞台前端からホリゾント幕 9.65m 

緞  帳からホリゾント幕 8.8m 

    

＜反射板形式の開口・奥行き＞ 

間口：16.６m 高さ：11.65m 

奥行：10.９m 正面反射板移動・小編成 8.05m 

 

＜舞台高さ＞ 

 舞台面からスノコ床面 20.55m（図面から測定） 

 舞台高さ          0.8m 

 

＜スクリーン＞ 

間口 11,800m  高さ 5,150m 

 

＜客席数＞ 

定員 496 人 

固定席 480 席・車椅子用スペース６席分 

親子席 10 席（親子鑑賞室内） 

 

 

＜楽 屋＞ 

楽屋室数  ３室 

内  訳  楽屋兼会議室 1 化粧前 1３名用 

楽屋兼会議室２ 化粧前 14 名用 

楽屋兼会議室３ 化粧前 10 名用 

※いずれもユニットバス付 

その他の楽屋諸室、設備 

給湯室、楽屋便所 

 

 

 

舞台機構設備 

＜吊物機構＞ 

  

名称 

電動/手動 

許容荷重 

(kg) 

速度 

(m/min) 

本数 

組数 

吊物バトン 手動 500 手動 ×５ 

吊物バトン 電動 500 4.5～45 ×3 

プロセニアムサスペンションライト 電動 350 10 ×1 

ボーダーライト 電動 200 10 ×1 

スクリーン兼ボーダーライト電動  200 10 ×1 

サスペンションライト 電動 350 10 ×3 

ホリゾントライト 電動 

（一文字幕共吊り） 

700 10 ×1 

引割緞帳 電動 * 4.5～45 ×1 

暗転幕  500 手動 ×1 

一文字幕  500 手動 ×3 

袖幕 500 手動 ×3 

中割幕 500 手動 ×2 

中割バック幕 500 手動 ×1 

ホリゾント幕 電動 * 10 ×1 

プロセニアムティザー 電動 * 5 ×1 

第 1 天井反射板 電動 * 3 ×1 

 

 

 

舞台照明設備 

＜負荷ポジション＞ 

[舞台上部] 

ボーダーライト      ２列（切替可・各 8 回路） 

サスペンションライト   ３列（15 回路） 

アッパーホリゾントライト  1 列 

 

[舞台床] 

フロアコンセント(袖)        上手、下手各 12 回路 

フロアコンセント（LH） 

※場内 12 ヶ所に調光用 LAN コネクタ有  

 

 [客席上部] 

プロセニアムサスペンションライト  1 列（8 回路） 

シーリングライト           1 列（14 回路） 

フロントサイドライト        ３台４色(10 回路) 

 

＜調光卓＞ 

・機種/パナソニック製プレジャーΣ 

・制御チャンネル数/1024ch 

・制御信号/ DMX512×2 系統 

・記憶メモリ/1000 キュー 

・プリセットフェーダ/60 本×3 段 

（1 段使用モード時/180 本×1 段） 

・サブマスターフェーダ/20 本（×50 ページ） 

・外部記憶/3.5 インチ FD（COMOS,JASCII 対応） 

・EMIT-AX（DMX512/イーサネット信号変換器） 



＜持込電源＞ 

・持込用電源盤が舞台下手側壁に 1 面用意されている。 

 電源 1 3φ４W 182V/105 V  200A  

 電源 2 1φ３W 210V/105V  150A 

  電源 3 3φ   200V     30A 

 

 

 

 

 

舞台音響設備 

＜音響調整室設備＞ 

・音響調整卓/YAMAHA 製 CL3 ×1 式 

・ダブルカセットデッキ/ ×1 台 

・MD レコーダ・CD プレーヤ/ ×2 台 

・メモリ・CD レコーダ/ ×2 台 

 

＜スピーカ設備＞ 

・プロセニアムスピーカ/ElectroVoice 製 ×1 式 

・サイドスピーカ/ElectroVoice 製 ×2 式 

・ステージフロントスピーカ/Tannoy 製 ×5 台 

・固定跳ね返りスピーカ/TOA 製 ×2 台 

・ウォールスピーカ/Tannoy 製 ×6 台 

・ステージモニタ・汎用スピーカ/ElectroVoice 製 ×2 台 

 

 

 

 

 

＜インターカム設備＞ 

メインステーション 

舞台下手袖操作架 

 

コンセント 

上手袖及び下手袖集中コネクタ盤、スノコ、客席 PA 盤、

プロジェクタコネクタ盤、調光卓、綱元、舞台出入口横（上・

下）、花道廊下（上・下）、サイドライト室、シーリングス

ポット室、センタースポット室 

 

＜ITV 設備＞ 

舞台用 ITV カメラの設置箇所 

客席後壁、サイドライト室下手、舞台上・下手袖壁、    

ホワイエ天井 

 

ITV モニタ設置箇所 

舞台下手袖、舞台上手袖、調整室、楽屋兼会議室、     

ホワイエ、会館事務室 

 


