
設備名 単位 使用料 摘要
 所作台 一式 7,700円
 花道所作台 一式 3,300円
 平台 一式 110円  組み立て費別
 松羽目 一式 1,100円
 箱馬 一式 55円
 人形立 一式 55円
 演台（白秋ホール） 一式 770円  (花台付き）
 演台（イベントホール） 一式 440円
 司会者台 一式 330円
 舞台用長机 一式 110円
 舞台用椅子 一式 55円
 プログラムスタンド 一式 110円
 開き足 一式 110円
 毛せん 一式 220円
 上敷 一式 110円
 高座用座布団 一式 110円
 長座布団 一式 110円
 地がすり 一式 1,100円
 しゃ幕 一式 1,100円
 能舞台 一式 16,500円  組み立て費別
 スクリーン（白秋ホール） 一式 2,200円
 スクリーン（イベントホール） 一式 1,100円
 バレエ用シート 一式 2,750円
 金屏風（大） 一式 1,100円
 金屏風（小） 一式 550円
 指揮者台 一式 330円
 指揮台指揮者譜面台 一式 110円
 演奏者用譜面台 一式 55円
 譜面灯 一式 55円
 コントラバス用椅子 一式 110円
 音響反射板 一式 5,500円
 バトン 一式 110円
 オーケストラピット 一式 3,300円  客席移動経費別
 大ホール客席レイアウト変更 一式 5,500円  客席移動経費別

一式

 ボーダーライト 一式 1,210円
 フットライト 一式 550円
 ロアーホリゾントライト 一式 1,650円
 アッパホリゾントライト 一式 2,750円
 ライトタワー 一式 1,100円
 センターピンスポットライト 一式 2,200円  (白秋ホール）
 センターピンスポットライト 一式 1,650円  (イベントホール）
 スポットライト 1.5ｋｗ 一式 275円
 スポットライト 1ｋｗ 一式 220円
 スポットライト 750ｗ 一式 330円
 スポットライト 500ｗ 一式 165円
 スポットライトL-PAR7 一式 220円
  LEDスポットライト 一式 220円
 エフェクトマシーン 一式 550円
 ミラーボール 一式 550円
 ライトスタンド 一式 110円
 ゼラチンペーパー 一式 110円
 オーバーヘッドライト 一式 990円
 持込機材 一式 165円  １ｋｗにつき

 音声拡声装置（大ホール） 一式 3,300円
 音声拡声装置（イベントホール） 一式 1,650円
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 SS/CDレコーダー 一式 1,100円
 SD/SDHC/USB/CDプレイヤー 一式 660円
 カセットデッキ 一式 660円
 MDプレイヤー 一式 660円
 ステージサイドスピーカー 一式 1,100円
 はね返りスピーカー 一式 1,100円
 ウォールスピーカー 一式 1,100円
 ワイヤレスハンド型マイクロフォン 一式 1,100円  (白秋ホール・イベントホール）
 ワイヤレスタイピン型マイクロフォン 一式 880円  (白秋ホール・イベントホール）
 ワイヤレスヘッドセット型マイクロフォン 一式 880円  (白秋ホール・イベントホール）
 コンデンサーマイクロフォン 一式 880円
 ダイナミックマイクロフォン 一式 660円
 ワイヤレスマイクロフォン 一式 660円  (その他施設用）
 録音装置（マイク別） 一式 550円
 マイクロフォンスタンド 一式 110円
 マイクブームスタンド 一式 110円
 ブルーレイディスクレコーダー 一式 1,100円
 ＰＡ持込料（電源代別） 一式 3,300円
 持込機材 一式 165円  １ｋｗにつき

一式

 プロジェクタ―（白秋ホール） 一式 4,400円
 プロジェクター（ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ） 一式 2,200円
 プロジェクター（大研修室） 一式 1,650円  スクリーン付き
 プロジェクター（中研修室） 一式 1,100円  スクリーン付き
 可搬型スクリーン（300インチ） 一式 1,100円
 フルコンサートピアノ（ｽﾀｲﾝｳｪｲD274） 一式 6,600円  調律費別
 フルコンサートピアノ（ヤマハCFⅢ） 一式 3,300円  調律費別
 セミコンサートピアノ（ヤマハC6X） 一式 1,100円  調律費別
 アップライトピアノ（ヤマハYU33） 一式 880円  調律費別
 電子ピアノ 一式 550円
 スタジオアンプセット 一式 1,650円
 シンセサイザー 一式 550円  スピーカー付き
 ベースアンプ 一式 330円
 ギターアンプ 一式 220円
 ドラムセット 一式 330円
 持込機材 一式 165円  １ｋｗにつき
 展示パネル 一式 110円  1日
 展示用フック 一式 55円  1日

 長 机 一台 330円
 椅 子 一脚 165円
 展示パネル 一枚 330円  1日
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