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	 	 	 	 	 機　器　名　称 　　　　　　　仕　　　　様 　　　　　備　　　考

設	 備	 総	 容	 量 3相4線　240KVA ※総容量注意

調　	 光　	 卓 プリティナ　メガ　(丸茂製)

メモリーシーン 1000シーン/1イベント

プリセットフェーダー 80本　3段 240本1段　設定可

クロスフェーダー 1組

段マスター 1式

サブマスター 30本　99ページ フリー・チャンネルマスター　設定可

チェイス　機能 99ステップ×99パターン/1イベント

パッチ場面 2場面/1イベント 仮設持込卓へのパッチOUT可

データ COMOS→JASCII　PCで変換可

プロセニアムサス 20A:C型コンセント　	 3ヶ口　30A 	 12回路 MAX：300kg

第１ボーダーライト 130W　　灯4色　	 	 　	 3ヶ口　30A　　 	 12回路 MAX：200kg　　切替可　バトン有り・文字付

第１サスペンション 20A:C型コンセント	 	 	 3ヶ口　30A 　 MAX：300kg

第２ボーダーライト 130W　　灯4色　	 	 　	 3ヶ口　30A　　 	 12回路 MAX：200kg　　切替可　バトン有り・文字付

第２サスペンション 20A:C型コンセント	 	 	 3ヶ口　30A　 20回路 MAX：300kg

第３サスペンション 20A:C型コンセント	 	 	 3ヶ口	 	 30A　	 	 16回路 MAX：300kg

アッパーホリゾント 300W	 	 　56灯4色　　　　　 	 8回路 #71,#72,#78,#63	 	 

客席サスペンション 20A:C型コンセント	 	 	 3ヶ口　30A 	 4回路

フットライト 30A:C型コンセント　(上下別) 上下各4回路 PEQ　12灯4色×8　持ち出し

下手花道フットライト 30A:C型コンセント　(鳥屋口)　　　	 	 	 	 	 	 	 2回路

上手花道フットライト 30A:C型コンセント　(鳥屋口)　　　　	 	 	 	 	 	 	 2回路

下手フロアコンセント 30A:C型コンセント 14回路

上手フロアコンセント 30A:C型コンセント 14回路

前コンセント 30A:C型コンセント 	 4回路

後コンセント 30A:C型コンセント 	 12回路

ロアーホリゾント 30A:C型コンセント	 300W	 64灯	 4色 	 8回路 #72,#59,#22,#40

第１サスペンション 30A:C型コンセント　　	 1ヶ口	 	 	 	 2回路

第２サスペンション 30A:C型コンセント　　	 1ヶ口	 	 	 	 2回路

第３サスペンション 30A:C型コンセント　　	 1ヶ口	 	 	 	 2回路

下手大臣横ウォールコンセント

下手フロアコンセント
30A:C型コンセント　　	 3ヶ口	 	 	 	 2回路 ※同番号でコンモ　MAX30A

上手大臣横ウォールコンセント

上手フロアコンセント
30A:C型コンセント　　	 3ヶ口	 	 	 	 2回路 ※同番号でコンモ　MAX30A

第2シーリング 30A:C型コンセント　　	 2ヶ口	 	 	 	 1回路

第１サスペンション OUT×2

第２サスペンション OUT×2

第３サスペンション OUT×2

下手大臣横ウォールコンセント IN×3 ※OUT可(変換4本有)

上手大臣横ウォールコンセント IN×3

調光室 DMXパッチ盤 スプリッター　8ヶ口×2

客席 IN×3 ※C型30Aコンセント×2

PEQ　6灯2色×3　持ち出し　　　　(上下兼用)

卓内HDD　　　　　　　　　　　　　　　　外

部メディアCF・SD(JASCIIデータ)
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音響仮設分電盤　№1 単相三線　75A　CML・端子・30AC型4口 上手大臣裏

音響仮設分電盤　№2 単相三線　75A　CML・端子・30AC型4口 下手大臣裏

照明仮設分電盤　№1 単相三線　150A　CML・端子・30AC型10口 上手ホリ裏

単相三線　150A　CML・端子・30AC型10口

三相三線　150A　端子

フロントサイド2F前上下各 HQE250H　　1000W　　　	 	 ４台　 3回路 (ハイベックスレンズ	 Ｈタイプ)

フロントサイド2F奥上下各 CSQ　　　　1000W　　　　４台 3回路 (非球面平凸レンズ)

フロントサイド3F前上下各 HQE250H　　1000W　　　	 	 ４台　 3回路 (ハイベックスレンズ	 Ｈタイプ)

フロントサイド3F奥上下各 CSQ　　　　1000W　　　　４台 3回路 (非球面平凸レンズ)

第1シーリング

CSQ　　　　1000W　　　　30台

MSC-810　	 	 1000W	 	 	 	 　　	 2台

SPHⅢ-AL　	 1000W　　	 	 	 	 	 2台

20回路

第２シーリング MSC-810	 	 	 	 1500W	 	 	 	 	 	 	 	 	 8台 	 4回路

センタースポット 1kw	 1004SR/e 	 2台 設置場所　第２シーリング

CSQ-	 	 	 	 	 1000W	 	 (吊り込み器具含む) 32台 (非球面平凸レンズ)1sus,2sus	 各8台

MSC-810　1000W 8台 (非球面平凸レンズ)倉庫8台

MSM-805S1　1000W (吊り込み器具) 20台 (ハイベックスレンズ)1sus,2sus	 各10台

HQE-250H-1000W	 	 (吊り込み器具含む) 30台 (ハイベックスレンズHタイプ)3sus24台,倉庫6台

CSQ-	 	 	 	 	 	 500W	 	 12台

FQ-	 	 	 	 	 	 	 500W 8台 灯体色　アイボリー×6　黒ペンキ×2

FP-	 	 	 	 	 	 	 500W	 	 4台 (砲弾)

SPH-	 	 	 	 	 	 500W	 	 ナロー 26台
(ミニPAR四角型)

灯体色　アイボリー×6　黒×20

SPHⅢ-AL	 	 1000W	 	 ナロー 24台 (PAR　64)

ECR2-36C-750 6台 (リクリ36°750W)

	 	 LTE2-26C レンズチューブ　26° 6台 交換可

AL-EQS10-3 東芝製 	 2台 (マシンスポット）

AL-EDM-M 東芝製 	 2台 (ディスクマシン)

ディスクネタ 	 各2枚 雲・雪・炎・雨　

AL-ESM-D 東芝製 	 2台 (センタレスマシン)

	 AL-OL-	 4，6，8 東芝製 	 各2式 (先玉レンズ)

MB2-300-R 丸茂製　　　　　 	 1台 (ミラーボール)吊型	 可変速	 φ300	 延長コード有

AL-731-STAND 東芝製 12本 (三脚スタンド)

三又2段式ST-2C 16本 (ロースタンド	 キャスター付き)

三又3段式ST-3C-9 	 4本 (ハイスタンド	 キャスター付き)

平置きベース 20個

ライトタワー 8灯用	 移動式 2台

ジョイント棒 2本

ボーダーハンガー 10本

常設 下手操作盤・上手袖前・調光室・音響室

クリアカム センターピンスポット×2

予備 有

照明仮設分電盤　№2 下手ホリ裏
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20A:C型→20A:C型 	 1m 10本

　　　	 〃 	 2m 25本

　　　	 〃 	 5m 20本

　　　	 〃 10m 15本

20A:C型→20A:C型(2分岐) 	 1m 30本

20A:C型→20A:C型(3分岐) 	 1m 10本

30A:C型→30A:C型 	 5m 15本

　　　	 〃 10m 10本

30A:C型→20A:C型 	 3m 25本

　　　	 〃 	 5m 15本

30A:C型→20A:C型(2分岐) 	 1m 10本

30A:C型→20A:C型(3分岐) 	 1m 5本

20A：C型→AC平行(一口) 2本 ブレーカー付き

30A：C型→AC平行(一口) 2本 ブレーカー付き

高所用金属操作棒（アルミ） 　2本

TALLESCOPE(3,9m－5,9m) 　1台 (アルミ製高所作業台)　※要安全対策

バンドア 8インチ(黒色) 5台

　　　　 6インチ(白色) 2台

T．T常設スポット 上段　1N×上下各1台(シュート可)

2〜6段目まで　ドンテラ用	 固定スポット(シュート不可)

下段　CSQ×上下各1台(シュート可)

T型変換無し

2021.7.13現在　　　作成者：谷場(タニバ〉
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