
   若林区文化センターホールは、午前（9:00～12:00）・午後（13:00～17:00）・ 

夜間(18:00～21:30)の時間区分制でご利用いただいています。使用時間には、 

準備・撤収も含まれます 

 

１ ピアノ発表会 スタンダード 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・音響反射板      ¥3,000  ・コンデンサーマイク          ¥1,200 

 ・ピアノ CF-Ⅲ     ¥5,100  ・CD レコーダー                 ¥800 

 ・第１シーリングライト ¥1,200  ・ワイヤレスマイク              ¥800 

 ・音響拡声装置         ¥2,500     ・ダイナミックマイク(影マイク) ¥400 

・三点吊りマイク装置     ¥800        附帯設備 合計  ¥15,800 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 

２ ピアノ発表会 ホリゾント使用 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・音響反射板           ¥3,000    ・三点吊りマイク装置       ¥800 

 ・ピアノ CF-Ⅲ        ¥5,100   ・コンデンサーマイク      ¥1,200 

 ・第１シーリングライト ¥1,200    ・CD レコーダー              ¥800 

 ・ホリゾントライト     ¥1,800      ・ワイヤレスマイク             ¥800 

 ・音響拡声装置         ¥2,500   ・ダイナミックマイク(影マイク) ¥400 

附帯設備 合計  ¥17,600 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 音響反射板を使用し、舞台中央にピアノを配置した

スタンダードなスタイル。照明は舞台全体を、フラッ

トに明るく照らします。音響は進行用マイク・影マイ

クをご用意。記録用として三点吊りマイク装置を使用

し、CD・SD・MDに録音できます。 

音響反射板（正面を除く）を使用し、舞台中央にピ

アノを配置。照明は舞台全体をフラットに明るく照ら

し、背面にはホリゾント幕を使用し、様々な色を演出

できます。音響は、進行用マイク・影マイクをご用意。

記録用として三点吊りマイク装置を使用し、CD・

SD・MDに録音できます。 



３ 合唱発表会 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・音響反射板         ¥3,000 ・音響拡声装置               ¥2,500 

 ・ピアノ CF-Ⅲ        ¥5,100 ・三点吊りマイク装置           ¥800 

 ・ひな壇（５間隔・変形２段※）¥3,500 ・コンデンサーマイク         ¥1,200 

 ・指揮者用譜面台・指揮台     ¥500  ・CDレコーダー                 ¥800 

 ・第１シーリングライト      ¥1,200  ・ワイヤレスマイク（２本）   ¥1,600 

 ・第２シーリングライト         ¥500  ・ダイナミックマイク(影マイク) ¥400 

※ひな壇３段の場合は、料金が変わります。        附帯設備 合計  ¥21,100 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 

４ 吹奏楽演奏会 ホリゾント使用 

 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・音響反射板       ¥3,000    ・ミラーボール                 ¥1,100 

 ・ピアノ C-7       ¥3,000    ・照明効果ライト                 ¥600 

 ・ひな壇（５間隔・２段※）¥3,400      ・音響拡声装置                 ¥2,500 

 ・指揮者用譜面台・指揮台   ¥500      ・三点吊りマイク装置             ¥800 

 ・演奏者用譜面台（50 本） ¥2,500     ・コンデンサーマイク           ¥1,200 

 ・演奏者用椅子（50脚)    ¥1,500     ・CDレコーダー                  ¥800 

 ・第１シーリングライト   ¥1,200    ・ワイヤレスマイク（２本）      ¥1,600 

 ・第２シーリングライト     ¥500    ・ダイナミックマイク（ソロ用２本）¥800 

 ・ホリゾントライト       ¥1,800      ・ダイナミックマイク（影マイク）  ¥400 

※ひな壇３段の場合は、料金が変わります。         附帯設備 合計  ¥27,200 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

音響反射板を使用しひな壇変形２段（21cm・42cm）と

ピアノを配置した、スタンダードなスタイル。ひな壇変形３

段（21cm・42cm・63cm）まで設置可能。照明は舞台全

体を、フラットに明るく照らします。 音響は進行用マイク・

影マイクをご用意。記録用として三点吊りマイク装置を使用

し、CD・SD・MDに録音できます。 

音響反射板（正面を除く）を使用し、ひな壇２段（21cm・

42cm）とピアノを配置。ひな壇３段（21cm・42cm・

63cm）まで設置可能。照明は舞台全体をフラットに明るく

照らし、背面にはホリゾント幕を使用し様々な色やミラーボ

ール、模様などを演出できます。音響はソロマイク・進行用

マイク・影マイクをご用意。記録用として三点吊りマイク装

置を使用し、CD・SD・MDに録音できます。 

 



５ 舞踊発表会 スタンダード 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・第１ボーダーライト       ¥600  ・音響拡声装置              ¥2,500 

 ・第２ボーダーライト       ¥600  ・ステージスピーカー        ¥2,000 

 ・サスペンションライト（１～３）¥3,600  ・ワイヤレスマイク             ¥800 

 ・第１シーリングライト     ¥1,200   ・ダイナミックマイク(影マイク) ¥400 

 ・フロントサイドスポットライト ¥1,200  ・ＣＤプレーヤー（２台）     ¥1,600 

 ・ホリゾントライト       ¥1,800   ・カセットデッキ（２台）     ¥1,600 

附帯設備 合計  ¥17,900 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 

 

 

６ 舞踊発表会 照明効果使用 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・第１ボーダーライト              ¥600 ・照明効果マシン（雲・雪）    ¥1,400 

 ・第２ボーダーライト              ¥600 ・音響拡声装置               ¥2,500 

 ・サスペンションライト（１～３） ¥3,600  ・ステージスピーカー         ¥2,000 

 ・第１シーリングライト        ¥1,200 ・ワイヤレスマイク             ¥800 

 ・フロントサイドスポットライト  ¥1,200  ・ダイナミックマイク(影マイク) ¥400 

 ・ホリゾントライト              ¥1,800  ・ＣＤプレーヤー（２台）      ¥1,600 

 ・照明効果ライト                  ¥600  ・カセットデッキ（２台）      ¥1,600 

附帯設備 合計  ¥19,900 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 素舞台に袖幕を降ろしたスタンダードなスタイル。照

明はサスペンションライトを使用し、舞台全体をフラッ

トに明るく照らし、背面にはホリゾント幕を使用し様々

な色を演出できます。音響は進行用マイク・影マイクを

ご用意。音楽再生機器は、下手袖にて操作可能です。 

 

舞踊スタンダードパターンに、照明効果をプラス使

用したスタイル。背面にはホリゾント幕を使用し、曲

のイメージに合わせ雲や雪などを演出できます。 



７ 講演会・研修会 スタンダード 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・演台                   ¥600   ・ＣＤレコーダー             ¥800 

 ・司会者台               ¥200   ・音響拡声装置             ¥2,500 

 ・第１ボーダーライト     ¥600     ・ワイヤレスマイク（２本） ¥1,600 

 ・第２ボーダーライト     ¥600     ・ダイナミックマイク(２本)   ¥800 

・第１シーリングライト ¥1,200            附帯設備 合計  ¥8,900 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 講演会・研修会 スクリーン使用 

  
 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・演台                   ¥600      ・ワイヤレスマイク（３本） ¥2,400 

 ・司会者台               ¥200     ・ダイナミックマイク(１本)   ¥400 

 ・第１ボーダーライト     ¥600      ・ＣＤレコーダー             ¥800 

 ・第２ボーダーライト     ¥600       ・スクリーン                 ¥600 

 ・第１シーリングライト ¥1,200    ・長机/箱足(ＰＪ高さ調整用)  ¥100 

 ・音響拡声装置         ¥2,500        附帯設備 合計  ¥10,000 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

舞台中央に講演者用演台を設置し、下手側に司会者台

を設置する、スタンダードなスタイル。演者用マイク・

司会者用マイクを設置。客席には質疑応答用に、ワイヤ

レスマイク２本をご用意。記録用として、CD・SD・MD

に録音できます。 

上手側に講演者用演台を設置、下手側に司会者台を

設置しパソコンを使用。舞台後方に大型スクリーンを

使用し、プロジェクターの映像を映します。演者用マ

イク、司会者用マイクを設置。客席には質疑応答用に、

ワイヤレスマイク２本をご用意。記録用として、CD・

SD・MDに録音できます。 

 



９ シンポジウム スタンダード 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金が２倍になります。 

 ・長机（３本）           ¥150    ・ＣＤレコーダー            ¥800 

 ・椅子（５脚）           ¥150    ・音響拡声装置            ¥2,500 

 ・第１ボーダーライト     ¥600    ・ワイヤレスマイク（２本） ¥1,600 

 ・第２ボーダーライト     ¥600    ・ダイナミックマイク(５本）¥2,000 

・第１シーリングライト ¥1,200            附帯設備 合計  ¥9,600 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

10 シンポジウム スクリーン使用 

 

 

附帯設備概算 表示金額は１区分あたり料金です。２区分使用時は、料金がおよそ２倍になります。 

 ・長机（３本）            ¥150   ・ワイヤレスマイク（２本） ¥1,600 

 ・椅子（５脚）            ¥150   ・ダイナミックマイク(５本) ¥2,000 

 ・第１ボーダーライト     ¥600     ・CD レコーダー              ¥800 

 ・第２ボーダーライト     ¥600     ・スクリーン                 ¥600 

 ・第１シーリングライト ¥1,200       ・長机 箱足(ＰＪ高さ調整用)   ¥100 

 ・音響拡声装置      ¥2,500          附帯設備 合計  ¥10,300 

別途、会場使用料および冷暖房料金がかかります。 

 
コーディネータ１名、パネリスト４名が並ぶスタン

ダードなスタイル。長机をハの字型に配置し、各長机

に椅子とマイクを設置。客席には質疑応答用に、ワイ

ヤレスマイク２本をご用意。記録用として、CD・SD・

MDに録音できます。 

 

コーディネータ１名、パネリスト４名が並びパソコ

ンを使用。舞台後方に大型スクリーンを使用し、プロ

ジェクターの映像を映します。長机をハの字型に配置

し、各長机に椅子とマイクを設置。客席には質疑応答

用に、ワイヤレスマイク２本をご用意。記録用として、

CD・SD・MDに録音できます。 


