
キャメリアホール器具使用料

区分 器　具　名 時間区分の料金 数量 摘　　　　要 回数単位

中せり ¥1,520 １式 ２．６ｍ×５．７５ｍ １回１式

エプロンステージ ¥1,010 １式 ４．７３ｍ×３．７５ｍ 〃

音響反射板 ¥3,050 １式 〃

ピアノ（フルコンサート） ¥10,190 １台 スタインウエイ調律料含まない １回１台

ピアノ（フルコンサート） ¥5,090 １台 カワイＥＸ　　　　〝 〃

ピアノ （アップライト） ¥1,010 １台 アトラス　　　　　〝 〃

所作台 ¥5,090 1式 １回１式

置花道 ¥4,070 1式 〃

エプロンステージ台 ¥1,010 1式 〃

屏風 ¥1,010 6枚 金・銀1枚 １回１式

松羽目 ¥1,010 1式 １回１式

竹羽目 ¥1,010 1式 １回１式

紗幕 ¥710 2張 20m×8m １回１張

紅白幕 ¥500 3張 10.5m×6.02m 〃

ジョーゼット ¥2,030 3張 20m×10m 〃

大黒幕 ¥1,010 1張 〃

上敷ござ ¥150 10本 幅　0.9m １回１本

山台用毛布 ¥50 １回１枚

緋毛せん ¥100 〃

赤毛布 ¥50 〃

赤布 ¥50 10枚 〃

長座布団 ¥50 12枚 〃

高座座布団 ¥200 4枚 〃

座布団 ¥100 80枚 〃

大太鼓 ¥500 1台 径　１．９尺 １回１台

地がすり ¥810 2枚 １回１枚

平台 ¥200 82枚 定式寸法 〃

指揮者用譜面台 ¥150 1台 １回１台

譜面台 ¥50 80台 〃

譜面灯 ¥50 50個 １回１個

指揮者台 ¥300 1台 １回１台

演台　(大) ¥500 1台 〃

演台　（小） ¥300 1台 〃

司会者台 ¥200 2台 〃

めくり台 ¥100 1台 〃

姿見 ¥100 5台 〃

雪かご ¥400 4個 １回１個

パイプ椅子 ¥50 120脚 １階１脚

机 ¥100 15脚 〃

コントラバス用椅子 ¥100 4脚 〃

黒・白　　　板 ¥100 3台 １回１台

展示パネル（大） ¥100 10枚 １回１枚

展示パネル（小） ¥100 10枚 〃

卓上ライト ¥100 3個 １回１個

切り出しセット ¥500 1式 １回１枚

バレエ用シート ¥20,380 1.8×18m(8本)

¥1,010 1日目20,380円　2日目から1回1,010円

ドライアイスマシーン ¥2,030 2台 ドライアイス含まない １回１台

スモークマシーン ¥10,190 1台 ガスは含まない 〃
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キャメリアホール器具使用料

区分 器　具　名 料　金　（円） 備付数 摘　　　　要 回数単位

調　光　装　置 ¥4,070 １式 １回１式

第1シーリング ¥2,540 １列 ２４台×１．５ｋｗ １回1列

第2シーリング ¥1,010 １列 １６台×１．５ｋｗ 〃

第3シーリング ¥1,010 １列 １６台×１．５ｋｗ 〃

サスペンションライト ¥1,520 ３列 〃

フロントサイドライト ¥2,540 ２列 １２台×７５０ｗ 〃

音響反射板ライト ¥3,050 ４２灯×５００ｗ

ピンスポット ¥2,030 ３台 ２．０ｋｗクセノンランプ １回１台

ピンスポット ¥710 ７台 ６５０ハロゲンランプ 〃

フットライト ¥400 １列 108灯×６０ｗ １回１列

ボーダーライト ¥710 ３列 ８１灯×１５０ｗ 〃

ロアーホリゾントライト ¥810 １列 ６４灯×３００ｗ 〃

アッパーホリゾントライト ¥1,010 １列 ９６灯×５００ｗ 〃

トーメンタルライト ¥710 １列 ６台×１．０ｋｗ 〃

エリスポットライト ¥500 10台 １．０ｋｗ １回1台

スポットライト ¥400 ９０台 １．０ｋｗ 〃

スポットライト ¥200 ４０台 ５００ｗ 〃

スポットライト ¥1,220 ６台 ３．０ｋｗＦ．Ｑ． 〃

スポットライト ¥610 ３０台 １．５ｋｗＦ．Ｑ． 〃

パーライト ¥610 ５０台 １．０ｋｗ 〃

ハイクオリティカッターライト ¥610 １６台 Ｉ　Ｔ　Ｏ　６５０ｗ 〃

ストリップライト（Ｌ．Ｈ．Ｑ） ¥500 ３台 １２灯×１００ｗ 〃

エフェクトマシン（A） ¥810 ６台 〃

エフェクトマシン（B） ¥400 ２台 オーロラリップルプロジェクター 〃

各種ディスク ¥100 ５０枚 １回1枚

先球･元球 ¥100 ２４個 １回1個

ミラーボール（大） ¥500 １台 スポットなし １回1台

ミラーボール（小） ¥100 １台 スポットなし 〃

ストロボスコープ ¥1,520 １台 １５０ｗ 〃

星球 ¥810 ２式 １回１式

ＯＨＰ ¥400 ４台 １．０ｋｗ １回１台

ネオントランス ¥3,050 ６台 ネオン管は含まない 〃

タワースタンド ¥100 ４基 スポットなし １回１基

カラーフィルター ¥500 １回１枚

持込器具用コンセント ¥200 １口当り　１．０ｋｗ １回１口当り
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キャメリアホール器具使用料

区分 器　具　名 料　金　（円） 備付数 摘　　　　要 回数単位

映写機３５ｍｍ ¥4,070 ５巻き以内は、４０００円

※１巻増すごとに１割加算

スライド映写機（移動式） ¥2,030 １台 ５５０ｗクセノンライト 〃

スライド映写機（移動式） ¥1,010 １台 ２５０ｗクセノンライト 〃

液晶プロジェクター ¥3,670 1台 三原色液晶　7000ｌｍ　WUXGA 〃

レーザーポインター ¥200 １個 １回1個

スクリーン（固定式） ¥710 １基 １１．９５ｍ×３．９ｍ １回1基

スクリーン（ＯＨＰ用） ¥100 ６基 １．２６ｍ×１．５２ｍ 〃

音響拡声装置 ¥4,070 １式 マイク・ライン･入力２４回路 １回１式

マイクロホン（Ａ） ¥1,010 １４本 １回1本

マイクロホン（Ｂ） ¥710 ３５本 〃

ワイヤレスマイクロホン装置 ¥1,520 ７ＣＨ マイクロホン１本付 １回１ＣＨ

マイクエレベーター装置 ¥200 １台 マイクロホン　別 1回１台

３点吊りマイクロホン装置 ¥2,030 １ヵ所 コンデンサーマイクロホン付 １回１ヵ所

テープ・レコーダー録音 ¥2,030 ７台 テープ含まない 1回１台

テープ・レコーダー再生 ¥1,010 ７台 〃

レコード・プレーヤー（Ａ） ¥1,010 １台 固定型 〃

レコード・プレーヤー（Ｂ） ¥500 １台 可搬型 〃

デジタルオーディオレコーダー録音 ¥2,030 ３台 ＤＡＴ．ＭＤ含まない 〃

デジタルオーディオレコーダー再生 ¥1,010 ３台 〃

ＣＤプレーヤー ¥1,010 １台 〃

ＣＤ付ラジオカセットレコーダー ¥1,010 １台 〃

ミュージックアンプ ¥500 １台 〃

ステージスピーカー ¥710 １０台 〃

グラフィクイコライザー ¥1,010 １台 〃

移動ミキサー ¥2,030 １台 １６ＣＨ 〃

移動ミキサー ¥1,010 １台 ８ＣＨ 〃

残響付加装置 ¥1,010 １台 〃

マイクスタンド ¥100 ３０本 １回１本

ＰＡアンプ ¥1,010 ２台 ２４０ｗ １回１台

ワイヤレスインカム装置 ¥1,520 １式 １回１式

ＰＡ持込料（Ａ） ¥7,130 １式 〃

ＰＡ持込料（Ｂ） ¥5,090 １式 〃

音

響

関

係

2　台 １回1台


