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【照明機材】 

《常設簡易照明》 ※以下の簡易照明は無料です。使用法は管理スタッフに尋ねて下さい。 

地明かり 60W(LED)×3 ※舞台固定 

前明かり 60W(レフ球)×6 ※レールライト 

客電 60W(白熱球)×2 

 

《常設舞台照明》 ※以下の照明機材は別途 50A 電源を使用するため追加料金(1 万円)が必要です。 

・操作卓／シーンセッターneo×1 

・ユニット／Lite -Puter DX626AⅡ×2 

・フレネル 

DF(500W)×12 

FQ(500W)×1 ※花道 

・平凸 

TI(500W)×9 

・客電 

60W(白熱球)×6 ※レールライト併用 

客電 60W(白熱球)×2 

 

《その他機材》 ※備品庫在中 

・フレネル 

DF(500W)×2 

500W(バンドア付)×5 

小型 250W×3 

・平凸 

TI(500W)×4 

ハロゲン平凸(500W)×2 

36 パー(M)×5 

36 パー(N)×5 

レフ球ダウンライト(100W)×2 

※備品庫の機材は予備とお考え下さい。球切れや故障中のこともあるため、事前に確認をお願いします。 

 

《その他備品》 

操作卓手元灯×1 灯 

スタンド×4(内キャスター付×2) 

2 連トンボ×2 

ベース×8［緑ケース］ 

ロングハンガー×5［緑ケース］ 

ハンガー×多数［緑ケース］ 

フィルター枠×多数［緑ケース］ 
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《コード・ケーブル類》 

・延長コード(黒)［黄ケース］ 

8m×1(白) 

7m×1(白) 

5m×5(赤)＋1(常設) 

3m×5(赤・グレー)＋2(常設) 

1.8m×5(黄)＋2(常設) 

1.6m×5(黄・赤)＋2(常設) 

1.1m×5(黄・グレー) 

・延長コード(グレー)［黄ケース］ 

10m×1 

7.5m×3 

4.5m×2 

・2 又コード［黄ケース］ 

long×2 

short×6＋1(常設) 

・変換コード［緑ケース］ 

T 型♂⇔平行♀×5＋1(常設) 

平行♂⇔T 型♀×5 

T 型♂⇔C 型♀×1(ピンスポ用) 

・ケーブル［黄ケース］ 

3 線×2(2.6m・1.6m)※ディムパック使用及び連結用 

4 本マルチ(9m)×1 

 

≪有料オプション機材≫ ※有料・要予約 

プロジェクターEPSON EB-S04(3000lm)×1 台…3000 円/1 日(2 日目 2000円・3 日目以降 1000 円) 

プロジェクターBENQ TH617ST(3000lm)×1 台…3000 円/1 日･5000 円/1週間(劇場外使用貸出可) 

プロジェクターBENQ MS612ST(2500lm)×1 台…2500 円/1 日･5000 円/1週間(劇場外使用貸出可) 

ピンスポット(750W)QP6-2MⅢ×1 灯…2000 円(7日以内) 

ディムパック(8ch＋直 2)P-8×2 台…2000 円/1台(7 日以内) 

スモークマシン STAGE C/NO098×3 台…2000 円(1 台 7 日以内・追加液実費精算・リモコン操作のみ) 

ミラーボール(200ф・定速)×1 球…1000 円(7日以内) 

 

【音響機材】 

アンプ Roland SRA-2500×2 

ミキサーYAMAHA Mx12/4×1 

スピーカーNational WS-6A80×4 

DVD プレイヤーBullet DV-H3226SN×1 

操作卓手元灯×1 灯 

※上記以外の音響機材は階下のライブハウスと併用しています。あらかじめ確認と予約をお願いします。 
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【舞台備品】 ※平台・箱馬は基本的に客席用ですが、舞台使用も可能です。 

・大道具類 

平台(1800×900×100)×9 枚 

平台(900×900)×3 枚 

平台(900×700)×1 枚 

箱馬(200×300×500)×20 匹 

箱馬(150×300×450)×6 匹 ※内 2 匹はチラシ台併用 

小箱(H100)×12 個 

・幕類 

大黒(W6000×H3000)×1枚 

暗幕(W3600×H2500)×2枚 

暗幕(W2500×H3000)×4枚 

暗幕(W1450×H4700)×1枚 

暗幕(W1100×H3600)×1枚 

暗幕(W700×H4500)×1 枚 

文字幕(W3300×H900)×1 枚 

スクリーン(W3200×H1800)×1 枚 ※スクリーンは常設です。使用法は管理スタッフに尋ねて下さい。 

・その他 

黒布パネル(W1000×H2400)×4 枚 

人形立て×4 本 

脚立(H1800×2 脚・H900×2 脚) 

椅子(クッション)×6 脚 

椅子(大)×20 脚＋1 脚(型違い) 

椅子(小)×10 脚 

折たたみパイプ椅子×22 脚＋4 脚(型違い) 

丸椅子×3 脚(銀・オペ室) 

ベンチ椅子×12 台(高さ 4 種類・各 3 台) 

→W1800×D220×H365･H315･H260･H210×各 2 台 

→W1350×D220×H365･H315･H260･H210×各 1 台 

折りたたみ机(W1800×D450×2 台・W1800×D600×1 台) 

座布団×50 枚 

鉄鎮(10kg)×8 個 

C 型クランプ×8 個 ※平台連結用 

宴会用養生シート(5400×7200)×2 枚 

陰段(二段 W600×H200･H400×D600)×1 台 

高座(落語等、座布団・階段)一式 

 

≪有料オプション備品≫ ※有料・要予約 

中型カーテンレール(2m×2 本・3m×1 本) …各 500 円(7 日以内) 

レールランナー・ジョイント等一式…500 円(7 日以内) 
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【楽屋ロビー備品】 

受付用机(W900×D700)×1 台 

丸テーブル(600ф)×1台 

ホワイトボード(W1200×H900)×H1800×1 台 

丸椅子(黒)×10 脚 

背付き椅子(黒)×3 脚 

折りたたみ椅子(高)×2 脚 

ハンガーラック×1 台 

立鏡(姿見)×2 面 

掃除機×2 機 

受付灯(調光可)×1 灯 

楽屋灯(調光可)×2 灯 

 

【1 階楽屋】 

折りたたみ机(白･W1800×D450)×2 台 

折たたみパイプ椅子×6 脚＋1 脚 

立鏡(姿見)×1 面 

折りたたみ脚立×1 脚 

 

 

 

【故障・破損・トラブル等、非常時】 

 

音太小屋 2 階の演劇スペース T-6(テシス)は改装に伴い利用の便宜を図るため、仕込みと撤収時に管理スタッフが立

会います。 

仕込み時には利用者へ設備や備品の使用方法を説明し、撤収時に常設の設備への復旧と備品類の片付けを手伝います。 

また、比較的管理の不要な時間帯に常駐を割愛することで、極力人件費を抑えることを目指しています。 

常駐スタッフが居ない時の非常時は対処が即時に敵いませんが、出来る限りのサポートを致します。 

また、故障や破損の非常時に自己解決できた場合も、バラシの際に劇場スタッフにトラブルの内容を報告して下さい。 

そのまま放置すると次に使う利用者が同じトラブルを起こす可能性があり、二次被害や連鎖事故を避けて今後同様の

事故の再発防止のため、ご面倒ですがトラブルの状況やその時の対処法を詳しく教えて頂きたいのです。 

当日に伝えられなかった場合は、メモ書きや後日にメールを頂いても結構です。 

その他、劇場へのクレーム、場内の難点、ご意見やご要望、忌憚のない感想をお聞かせ願います。 

t6.staff@gmail.com  090-3619-7475   管理担当/ツカモトまで 
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