
■大ホール          

品名 使用料(1 回) 在庫数 備考 注意事項 

拡声装置 A 

(ホール固定) 
¥1,650 1 

附属内容：ワイヤレスマイク×1、 
ピンマイク×1、CD/MD プレイヤー、 
カセットデッキ、DVD/VHS デッキ 

DVD/VHS デッキの使用にはビデオプロジェクターの申込みが必要。 

追加マイク ¥350 4 
在庫内訳：ワイヤレスマイク×3、 

有線マイク×4 

使用には拡声装置 A の申込みが必要。 

ご利用前に使用数をお知らせください。 

ビデオプロジェクター ¥550 1 スクリーン付 ※スピーカーなし 
プロジェクターにスピーカーはついていません。ホール備え付けのスピー

カーにて音声を出力するには、拡声装置 A の申込みが必要。 

ボーダーライト ¥550 2 舞台上部前方からの照明 【規定パターン】①,②どちらかを選択 
①ボーダーライト×2 \1,100- 

②ボーダーライト×2、シーリングスポット×18、サイドスポット×12 \11,600- 

※規定パターン以外の使用には別途、技術者依頼が必要 

シーリングスポット ¥350 18 客席天井から舞台への照明 

サイドフロントスポット ¥350 12 客席左右から舞台への照明 

サスペンションライト ¥350 60 舞台上部からの照明(スポット) 

※
技
術
者
の
依
頼
が
必
要
で
す 

【舞台技術者派遣費用】(税込、1 人あたり) 

ホリゾントライト 
アッパー ¥550 1 

ホリゾント幕への照明 
区分 料金 注意 

ロアー ¥550 1 午前 9:30～12:30 

¥16,500 2021 年 4 月 1 日より 

料金変更しました。 

お問い合わせください。 

人数は、打ち合わせで 

決定します。 

フットライト ¥1,050 1 舞台前方床面からの照明 午後 13:00～17:00 

ピンスポット ¥400 2 調整室から舞台への照明 夜間 17:30～21:30 

スポットライト ¥350 90 平凸スポット、トータルライト他 午前午後 9:30～17:00 
¥19,800 

調光設備 ¥1,050 1 いろいろな調光操作で高度な演出ができる。 午後夜間 13:00～21:30 

ブレストインターホンヘッド ¥350 1 イヤホンとマイクがセットになった機器 終日 9:30～21:30 ¥23,100 

グランドピアノ ¥2,750 1 

ヤマハ CF3S 【調律技術者派遣費用】(税込) 

ヤマハ C7L CF3S ¥17,600   

本番立会は別途 

調律は 2 時間必要 

(利用時間内に含みます) ※先着順にて申し込み C7L 

■小ホール          

品名 使用料(1 回) 在庫数 備考 注意事項 

拡声装置 A(ホール固定) ¥1,650 1 

附属内容：ワイヤレスマイク×1、 
ピンマイク×1、CD/MD プレイヤー、 
カセットデッキ、DVD/VHS デッキ 

DVD/VHS デッキの使用にはビデオプロジェクターの申込みが必要。 

追加マイク ¥350 3 
在庫内訳：ワイヤレスマイク×3、 

有線マイク×4 

使用には拡声装置 A の申込みが必要。 

ご利用前に使用数をお知らせください。 

ビデオプロジェクター ¥550 1 スクリーン付 ※スピーカーなし 
プロジェクターにスピーカーはついていません。ホール備え付けのスピー

カーにて音声を出力するには、拡声装置 A の申込みが必要。 

シーリングスポット ¥350 12 客席天井から舞台への照明 

【規定パターン】①,②どちらかを選択 
①シーリングスポット×8 ¥2,800-  
②シーリングスポット×12 \4,200- 
※規定パターン以外の使用には別途、技術者依頼が必要 

サスペンションライト ¥350 12 舞台上部からの照明(スポット) 

※
技
術
者
の
依
頼
が
必
要
で
す 

【舞台技術者派遣費用】(税込、1 人あたり) 

区分 料金 注意 

ホリゾントライト(ロアー) ¥550 1 ホリゾント幕への照明 
午前 9:30～12:30 

¥16,500 2021 年 4 月 1 日より 

料金変更しました。 

お問い合わせください。 

人数は、打ち合わせで 

決定します。 

午後 13:00～17:00 

ピンスポット ¥400 1 調整室から舞台への照明 
夜間 17:30～21:30 

午前午後 9:30～17:00 
¥19,800 

調光設備 ¥1,050 1 いろいろな調光操作で高度な演出ができる。 午後夜間 13:00～21:30 

ブレストインターホンヘッド ¥350 1 イヤホンとマイクがセットになった機器 終日 9:30～21:30 ¥23,100 

グランドピアノ          ¥2,750 1 

ヤマハ CF3S 【調律技術者派遣費用】(税込) 

ヤマハ C7L CF3S ¥17,600   

本番立会は別途 

調律は 2 時間必要 

(利用時間内に含みます) ※先着順にて申し込み C7L 

■センター棟 共通       

品名 使用料(1 回) 在庫数 備考 注意事項 

金屏風 1 回\550 2 サイズ(1 枚)：高さ 2424×幅 727×6 曲 舞台技術者の依頼が必要です。※先着順にて申し込み 

展示パネル 1 日\200 19 サイズ(1 枚)：高さ 1730×幅 830 センター棟、図書館棟共通。利用前に使用数をお知らせください。 

電子ピアノ 1 回\500 1 ヤマハ クラビノーバ ＣＬＰ-711 ホール、集会室４、スタジオ利用時のみ使用可。※先着順にて申し込み 

持込設備電源使用料 1Kw1 時間につき\200 使用料(円)＝消費電力(KWh)×使用時間(時間)×200 ※端数切り上げ 

■集会室４          

品名 使用料(1 回) 在庫数 備考 注意事項 

拡声装置 A(集会室 4 固定) ¥1,650 1 

附属内容：ワイヤレスマイク×1、 
CD/MD プレイヤー、カセットデッキ、
DVD/VHS デッキ 

DVD/VHS デッキの使用にはビデオプロジェクターの申込みが必要。 

追加マイク ¥350 2 ワイヤレスマイク 使用には拡声装置 A の申込みが必要。 

ビデオプロジェクター ¥550 3 スクリーン付 ※スピーカーなし 
プロジェクターにスピーカーはついていません。集会室 4 備え付けのス

ピーカーにて音声を出力するには、拡声装置 A の申込みが必要。 

■調理実習室          

品名 使用料(1 回) 在庫数 備考 注意事項 

ガスレンジ ¥350 5 オーブンレンジ １台あたり 
利用前に使用数をお知らせください。 

ガスコンロ ¥150 5 ３口ガスコンロ １台あたり 

■図書館棟 共通       

品名 使用料(1 回) 在庫数 備考 注意事項 

拡声装置 B(ポータブル式) ¥950 2 ワイヤレスマイク 1 本付 
利用前に使用数をお知らせください。 

追加マイク ¥350 5 有線マイク 

ビデオプロジェクター ¥550 2 スピーカー付 再生機器(DVD プレイヤー、PC 等)の持込みが必要。 

ラジカセ ¥500 1 CD/MD ラジカセ   

展示パネル ¥200 6 サイズ(1 枚)：高さ 1730×幅 830 利用前に使用数をお知らせください。 

電子ピアノ ¥500 1 ヤマハ クラビノーバ CLP-711 ホール、集会室４、スタジオ利用時のみ使用可。※先着順にて申し込み 

持込設備電源使用料 1Kw1 時間につき \200 使用料(円)＝消費電力(KWh)×使用時間(時間)×200 ※端数切り上げ 

※使用料欄の（1 回）とは、午前・午後・夜間をそれぞれ１回とし、全日（午前～夜間）使用する場合は 3 回とする。  

附属設備料金表 


