
平成28年3月現在

分類 品名 大ホール 中ホール 料金 備考

迫り上げ装置 １式 ¥1,290 W11,000 × D1,818 × H±0～＋1,000

平台　３×６ ２０枚 １２枚 ¥100 1818mm × 909mm × 121mm

　〃　４×６ １８枚 ¥210 1212mm × 909mm × 121mm

　〃　６×６ ６枚 ¥210 1818mm × 1818mm × 121mm

　〃　３×３ ２枚 ２枚 ¥100 909mm × 909mm × 121mm

　〃　３×４ ２枚 ¥100 909mm × 1212mm × 121mm

オケ用脇雛壇 変形A ２式 ¥100 台形　2.8尺高　 930mm × 1880mm × 121mm

　〃　　　　 変形B ２式 ¥100 台形　2.1尺高　1212mm × 1380mm × 121mm

　〃　　　　 変形C ２式 ¥210 台形　1.0尺高　1212mm × 1775mm × 121mm

木台　３寸角 ２０個 ¥0 90mm × 90mm × 303mm

箱足 １尺×1.1尺×６寸 ４０個 １０個 ¥20 303mm × 333mm × 181mm

 〃   １尺×1.7尺×６寸 ２０個 ２０個 ¥20 303mm × 515mm × 181mm

開き足 1.7尺高 ３尺幅 ２０台 ¥60 H515ｍｍ × W909mm

　〃　　〃　　４尺幅 １０台 ¥60 H515mm × W1212mm

　〃　　〃　　６尺幅 １０台 ¥60 H515mm × W1818mm

　〃　 2.4尺高 ３尺幅 ２０台 ¥60 H727mm × W909mm

　〃　　〃　　４尺幅 １０台 ¥60 H727mm × W1212mm

　〃　　〃　　６尺幅 １０台 ¥60 H727mm × W1818mm

箱階段　３段（2.1尺高用） ２台 ¥50 D909mm × W909mm × H636mm

　〃　　４段（2.8尺高用） ２台 ¥50 D1212mm × W909mm × H848mm

ケコミパネル 0.7尺×6尺 １８枚 ¥0

　　〃　　　 1.0尺×6尺 ８枚 ¥0

　　〃　　　 1.1尺×6尺 ６枚 ¥0

　　〃　　　 1.0尺×3尺 ２枚 ¥0

　　〃　　　 1.0尺×4尺 ２枚 ¥0

　　〃　　　 変形Ａ用 ２枚 ¥0

　　〃　　　 変形Ｂ用 ２枚 ¥0

　　〃　　　 変形Ｃ用 ２枚 ¥0

人形立て １８本 ¥50

大ホール張り出し舞台 奥行４尺 １式 ¥2,590 平台４×６＝５枚、３×４＝１枚、専用開き足使用

スロープ　幅４尺 １式 ¥3,960 専用平台、専用開き足　片側のみの料金¥1,980-

中ホール張り出し舞台 奥行３尺 １式 ¥1,020 平台３×６＝５枚、３×３＝１枚、専用開き足使用

所作台 3尺×12尺×0.4尺 ２７枚 ¥310 909mm × 3636mm × 121mm

花道所作台 4尺×12尺×0.4尺 ２枚 ¥310 1212mm × 3636mm × 121mm

花道所作台 （変形） １枚 ¥310 1212mm × 3636mm × 121mm

開丁場 １式 ¥0 1212mm × 909mm × 121mm

化粧框 3636mm ３式 ¥50

　〃　 1818mm １式 ¥50

　〃　 1850mm １式 ¥50

　〃　 2400mm １式 ¥50

能柱 ４本 ¥0 242mm × 242mm × 909mm　上手フロント

松立 ３個 ¥0 上手フロント

橋掛勾欄 １式 ¥0 5858mm × 696mm　上手フロント

金屏風　　大ホール用 １双 ¥2,160 2424 × 818　６曲

　〃　　　中ホール用 １双 ¥1,080 1800 × 600　６曲

看板枠 3,000 × 1,200 　４枚 ¥0 大ホール用

　〃　 4,000 × 1,200 　４枚 ¥0 大ホール用

　〃　 5,000 ×   800 ３枚 ¥0 中ホール用

国、県、市旗 各１ ¥100 W2000 × H1400

　〃 各１ ¥100 W1400 × H1000

旗用枠 ２枚 ¥100 W2000 × H1400

　〃 ２枚 ¥100 W1400 × H1000

立看板 大ホール用 １枚 ¥0 巾900 × 高3200（看板面2700＋足500） 大ホール屋外倉庫

　〃　 中ホール用 １枚 ¥0 巾460 × 高2130（看板面1830＋足300） 中ホール入口倉庫

宮古市民文化会館 舞台設備と備品リスト

料金は１区分の料金です。設置してから撤収までの利用区分数を乗じた料金となります。
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地絣グレー 　２枚 ¥750 18000 × 5400　未更新

地絣黒 　１枚 ¥750 18000 × 7200　未更新

松羽目 １枚 ¥1,610 10800 × 4555

竹羽目 　２組 ¥1,080 未更新

浅黄幕　５間×４間 　２枚 ¥1,080 9000 × 7200　未更新

紅白幕　５間×４間 　２枚 ¥1,080 9000 × 7200　未更新

白紗幕 　１枚 ¥1,080 18000 × 7200　下パイプなし

大ホール用演壇 　１台 ¥640 2100 × 900 × 1000

大ホール用脇花台 　２台 ¥0 650 × 650 × 700

大ホール用司会台 １台 ¥100 800 × 600 × 1100

教壇 　１基 ¥0 900 × 1800 × 180

中ホール用演壇 　１台 ¥430 1500 × 850 × 960

中ホール用脇花台 　２台 ¥0 450 × 450 × 690

中ホール用司会台 　１台 ¥100 600 × 480 × 1000

指揮者台 １式 ¥310 二段式　高さ150mm/300mm

指揮者用譜面台 １式 ¥0 料金は指揮台に含む

奏者椅子 ６０脚 １２脚 ¥20 リハーサル室15　全館で87台

チェロ奏者椅子 ８脚 ¥20 リハーサル室２　全館で10台

コントラバス椅子 １０脚 ¥100 全館で10台

譜面台 ８０本 １０本 ¥30 多目的研修室10　全館で100台　Wenger製　高さ650～1245　

ピアノ補助台 ２台 ¥0 高さ　12.5cm～22.5cm　８段階

スタインウエイ １台 ¥8,640

YAMAHA CFX １台 ¥3,770 平成26年新規

YAMAHA S6B １台 ¥3,240 平成26年新規

YAMAHA U1 ¥0 録音室

液晶プロジェクター 大 ¥860 Panasonic PT-EX610J

　　　〃　　　　　 小 ¥860 EPSON EB-W28

ﾌﾞﾙｰﾚｲﾚｺｰﾀﾞｰ １台 １台 ¥310 Panasonic DMR-BRW1000 大ホール１、中ホール１、全館共用１　合計3台

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ¥0 Panasonic ET-YFB100　Panasonic PT-EX610J用スイッチャー

LANケーブル 30m ¥0 カテゴリ７　30ｍ　Panasonic PT-EX610J用　

ＨＤＭＩケーブル１０ｍ ¥0

スクリーン 大ホール １式 ¥2,160 11,700ｍｍ × 5,100ｍｍ （有孔）昇降式

　　〃　　 中ホール １式 ¥1,080 6,800mm × 2,900mm　巻き取り式

移動用ｽｸﾘｰﾝ ¥240 EPSON ELPSC25　スクリーンサイズ W1939×H1212 / 最大高2092

緋毛氈 　６枚 ¥100 1800 × 3600

　〃 　２枚 ¥100 1800 × 2700

赤ネル 　６枚 ¥100 1800 × 3600

長座布団 　４枚 ¥100 545 × 3600

　〃 　２枚 ¥100 545 × 1800

座布団 ¥0

　〃 ¥0

高座用座布団 ¥0

上敷 １枚 ¥20 3尺×5間　料金の単位は畳

めくり台 H1515 × W420 　１本 ¥100 高さ５尺　紙はさみ部分幅1.4尺　ボルト間隔１尺

車椅子用フラットリフト 　１基 ¥0 搭乗荷重：300kg 　上限：+1,000mm　テーブル面サイズ：700mm×1,805mm　

高所作業車 　１基 ¥430 最大作業台高さ9.0ｍ　本体重量352kg　最大積載荷重159kg

リノリューム １式 ¥1,510 一式料金、幅1848mm×長さ約12.4m、12本、縦敷き

スモークマシン ¥1,080 ロスコ1200

机 ８本 ６本 ¥30 1800mm × 600mm キャスター付き

電源ドラム ２巻 １巻 ¥0

ホワイトボード ¥50 会議室１台常設、中ホール口倉庫２台

表彰盆　小 ¥0 サイズ 453×312×44

表彰盆　中 ¥0 サイズ 485×333×45

表彰盆　大 ¥0 サイズ 548×382×55

宮古市民文化会館 舞台設備と備品リスト

料金は１区分の料金です。設置してから撤収までの利用区分数を乗じた料金となります。
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