
兵庫県立芸術文化センター 令和元年10月1日改定

《オーケストラＡセット》 35,600 １式につき　 10,500 (7,350)
ひな壇　一式 (24,900) １式につき　 14,700 (10,250)

指揮台　１台、指揮者用譜面台　１台 １式につき 10,500 (7,350)

演奏者用譜面台・いす　一式 3,200 (2,200)

音響反射板および反射板ライト　一式

１式につき 1,500 (1,050)

《オーケストラＢセット》 6,300 １式につき 6,300 (4,400)

(4,400) 2,100 (1,450)

《音響Ａセット》 26,200 １式につき　 2,500 (1,750)

主調整卓　１台 (18,300) １式につき 15,700 (10,950)

常設スピーカーおよび移動式スピーカー　一式 １式につき 5,200 (3,600)

再生機器・周辺機器　一式 １式につき 10,500 (7,350)

《音響Ｂセット》 14,700 １台につき 5,200 (3,600)

(10,250) １台につき 2,300 (1,600)
１式につき 1,300 (900)

《照明Ａセット》（合計220キロワット以上） 62,800 13,600 (9,500)

調光卓　一式 (43,950)
フロントサイドライト　一式 １台につき 8,400 (5,850)

シーリングライト　一式 グランドピアノ（ヤマハグランドＣ３Ｌ） １台につき 3,200 (2,200)

ホリゾントライト　一式 アップライトピアノ（カワイＫ－８１） １台につき 1,000 (700)

チェンバロ（アトリエフォンナーゲル社製） １台につき 10,500 (7,350)

《照明Ｂセット》（合計220キロワット以内） 37,700 １台につき 5,200 (3,600)

＊内容はＡセットと同様 (26,350) １式につき 2,600 (1,800)

《照明Ｃセット》（合計100キロワット以内） 15,700 １式につき 1,000 (700)

(10,950) 2,100 (1,450)

《照明Ｄセット》（合計80キロワット以内） 12,500 １台につき 1,000 (700)

(8,750)
１式につき 3,400 (2,350)

移動式スピーカーセット １式につき 2,100 (1,450)
１台につき 7,300 (5,100)

《音響Ａセット》 26,200 １台につき 2,100 (1,450)

主調整卓　１台 (18,300) 照明設備（合計１０キロワット以内） 2,600 (1,800)

常設スピーカーおよび移動式スピーカー　一式

再生機器・周辺機器　一式

《音響Ｂセット》 14,700
(10,250) １式につき 4,000 (2,800)

ピンスポット
ライト

１台につき 3,100 (2,150)

《照明Ａセット》（合計100キロワット以上） 41,900 １台につき 1,600 (1,100)

調光卓　一式 (29,300) 1,400 (950)

フロントサイドライト　一式

シーリングライト　一式 プロジェクター（多目的・ビデオ） １台につき 6,300 (4,400)

ホリゾントライト　一式 １式につき 3,700 (2,550)

《照明Ｂセット》（合計100キロワット以内） 23,000 １台につき 2,300 (1,600)

＊内容はＡセットと同様 (16,100) １台につき 2,300 (1,600)

《照明Ｃセット》（合計４０キロワット以内） 10,500

＊ホリゾントライトを除く (7,350) ５キロワット未満 １式につき 5,200 (3,600)

《照明Ｄセット》（合計10キロワット以内） 2,100 ５キロワット以上30キロワット未満 １式につき 10,500 (7,350)

スポットライト　一式 (1,450) 30キロワット以上 １式につき 52,400 (36,650)

フラッドライト　一式 25キロワット未満 １式につき 5,200 (3,600)

《音響セット》 10,500 25キロワット以上50キロワット未満 １式につき 10,500 (7,350)

主調整卓　１台 (7,350) 50キロワット以上75キロワット未満 １式につき 15,700 (10,950)

常設スピーカー　一式 75キロワット以上100キロワット未満 １式につき 21,000 (14,700)

《照明Ａセット》 5,200 100キロワット以上125キロワット未満 １式につき 26,200 (18,300)

常設機材（30キロワット以内） (3,600) 125キロワット以上 １式につき 52,400 (36,650)

《照明Ｂセット》（合計10キロワット以内） 2,100 2,100 (1,450)

スポットライト　一式 (1,450)
フラッドライト　一式

備考
1.附属設備を利用する場合の額は1区分の額とします。
（区分は9時から12時まで「午前」、13時から17時まで「午後」、18時から22時までが「夜間」です。）
2.延長利用時の1時間当たりの額は、それぞれの本番利用料金額の40分の13の額とします。 
　この場合において、1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とします、
3.練習、準備または後始末のために舞台設備等を利用する場合の額は、基準額の欄に掲げる
　それぞれの額の10分の7の額とします。ただし、延長利用の場合は適用されません。
4.持込み電気器具用コンセントを利用する場合の1キロワットとは、
　持込み電気器具の定格消費電力量の1キロワットをいい、当該定格消費電力量の合計量に
　1キロワットを満たない端数があるときは、これを1キロワットとします。
5.記載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

１式(３０
台)につき

１台につき

個別機材セット機材

一式につき

＊ホリゾントライトを除く、地明かりスポットライトは30
キロワット以内又は天井反射板ライト
コンダクタースポットライト  一式

本番利用料金
（仕込・ﾘﾊｰｻﾙ料金）

本番利用料金
（仕込・ﾘﾊｰｻﾙ料金）

その他 本番利用料金
（仕込・ﾘﾊｰｻﾙ料金）

１台につき

１台につき

１式につき

組立式足場

グランドピアノ（ヤマハグランドＣＦⅢＳ）

１点つりマイク装置

附帯設備料金表 単位：円

一式につき

一式につき

駐　　　車　　　場
１台１時間につき300円

再生機器（テープレコーダー、ＣＤプレー
ヤー、ＤＡＴレコーダー　ＭＤプレイヤープレ
イヤー、カセットテープレコーダー）

ムービングライト

ただし、センターの利用者が利用する場合にあっては、
４時間までは１台１時間につき150円とする。

その他 ドライアイスマシン

フォグマシン

周辺機器（残響付加装置ディレイマシン、
イコライザー、マルチエフェクター）

一式につき

音響器具を
持ち込む場
合一式につき

１式につき

照明器具を
持ち込む場
合

大ホール・オーケストラピット（コンダクターライト含む）

中ホール・オーケストラピット（コンダクターライト含む）

電動移動式デッキ

舞
台
設
備

楽
器

一式につき

幕類（定式幕・大黒幕・リアスクリーン・中ホ
リゾント幕・紗幕・引割幕・遮音幕ほか）

移動式点つり

一式につき

電動移動式せり

所作台

能舞台

花道

一式につき
３点つりマイク装置

一式につき

一式につき

グランドピアノ
（ﾍﾞｰｾﾞﾝﾄﾞﾙﾌｧｰ290、ｽﾀﾝｳｪｲD274）

一式につき

遮音パネル

Ａセットより＜音響反射板および反射板ライト一式
＞を除く

一式につき

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
セ

ッ
ト １枚につき

オルガン（ロジャーズT787ｉ）

平台（開き足、スチールデッキ含む）

日舞囲い

バレエマット・レッスンバー

大
ホ
ー
ル
セ

ッ
ト

大型移動式スピーカーシステム

＊Ａセットより＜移動式スピーカーおよび再生機器・周辺
機器一式＞を除く

音響器具及び照明器具以外の電気器具を
持ち込む場合 10キロワットにつき

持
込
み
電
源

一式につき

＊ホリゾントライトをのぞく、地明かりスポットライトは
50キロワット以内

移動式調整卓（Ａ）

音
響
設
備一式につき

一式につき
ボーダーライト、スポットライトＣ（0.5～2Ｋｗ）、スポットライト
Ｆ（0.5～2Ｋｗ）、パーライト、エリスポ（0.75～2Ｋｗ）、コンダ
クタースポット、ＡＣライト、パラボリックビームライト、ミニブ
ルート、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト、フット
ライト、バンチライト、ストリップライト

小
ホ
ー
ル
セ

ッ
ト

移動式調光卓

照
明
設
備

効果機材（波マシン、虹マシン、炎マシ
ン、オーロラ、ストロボ）

中
ホ
ー
ル
セ

ッ
ト

一式につき

HMIスポットライト＊Ａセットより＜移動式スピーカーおよび再生機器・
周辺機器一式＞を除く

一式につき

移動式調整卓（Ｂ）


