
盛岡市渋民文化会館（姫神ホール）舞台施設概要

舞台概要
・プロセニアム間口　　　　１６ｍ ・舞台奥行き（ホリまで） １４ｍ ・プロセの高さ ８ｍ ・舞台の高さ ０．８ｍ
・袖幕を下ろした間口１４．８ｍ 　（ＬＨまで） １２ｍ ・簀の子のまでの高さ１８ｍ ・映写室～スクリーンまで ２８ｍ

舞台備品
　　　名　　　称 　　　　　規　　　　格 　数　　量 　　　仕　　　　様 　　　名　　　称 　　　　　規　　　　格 　数　　量 　　　仕　　　　様
平　　　台 　　　　６尺×６尺×４寸 　　４台 上板杉 指揮者台　　　 　　　　１２００×９００×３００ 　　1台 ２段式
　　〃 　　　　４尺×６尺×４寸 　２２台 指揮者用譜面台 　　1台
　　〃 　　　　３尺×６尺×４寸 　２０台 演奏者用譜面台 　５０台
　　〃 　　　　２尺×６尺×４寸 　２０台 コントラバス用椅子 　　２脚
　　〃 　　　　３尺×４尺×４寸 　　２台 雛壇用変形平台 　　　Ａ～Ｇ　　７種　　 　各２台
　　〃 　　　　３尺×３尺×４寸 　　３台 雛壇用階段 　　  Ｗ４尺×Ｈ６寸　　 　　２台 １段
箱　　　足 　　　　１尺×１尺×６寸 　３０個 杉一等 　　　　　〃 　　  Ｗ４尺×Ｈ1尺4寸　　 　　２台 ２段
木　　　台 　　　　３寸×３寸×１尺 　３０個 ケコミパネル １間もの　　７寸高７寸高 ２０枚 グレー
開き足（高） 　　　　Ｗ６尺×Ｈ２尺４寸 　　５台 　　　　　〃 １尺高 ８枚 　〃
　　〃 　　　　Ｗ４尺×Ｈ２尺４寸 　１２台 　　　　　〃 ２尺１寸高 ８枚 　〃
　　〃 　　　　Ｗ３尺×Ｈ２尺４寸 　１２台 　　　　　〃 ４尺もの ７寸高 ２枚 　〃
開き足（中） 　　　　Ｗ６尺×Ｈ１尺７寸 　　５台 　　　　　〃 １尺４寸高 ２枚 　〃
　　〃 　　　　Ｗ４尺×Ｈ１尺７寸 　１２台 　　　　　〃 変形用Ａ～Ｇ　　７種 各２枚 　〃
　　〃 　　　　Ｗ３尺×Ｈ１尺７寸 　１２台 カゲ段 １段・２段／各Ｗ４尺×Ｈ７寸 各２台 　〃
ツカミ金具 １００個 演台　　　　　 　　　　２１００×９００×９００ １台 　　　　　
所　作　台 　　　　３尺×１２尺×４寸 　３４台 上板スプルス 司会者台 　　　　６５０×６００×１０８０ １台
所作台花道用 　　　　３尺５寸×９尺×４寸 　　２台 横看板（大） 　　　　７３００×９００ １枚
所作台変形 　　　　３尺５寸×５尺１寸×４寸 　　１台 横看板（小） 　　　　６５００×６００ １枚
開　帳　場 　　　　３尺×４尺×４寸 　　１台 国旗・市旗 　　　　２２５０×１５００ 各１枚
化　粧　框 １２尺 　　４台 長机 　　　１８００×６００×７００ １５台
　　〃 　９尺 　　２台 舞台用椅子 １００脚
化粧框変形 ５尺３寸 　　１台 黒板 　　　１８００×９００（Ｈ１７７０） １台
　　〃 　３尺 　　１台 ホワイトボード 　　　１２００×９００（Ｈ１７９０） １台
松　羽　目 　　　　　１５尺×９間 　　１枚 ドロップ付き 姿見 　５台
竹　葉　目 　　　　　１５尺×４間半 　　２枚 お幕付き バレー用シート 　　　１７０００×１２００ １０本 リノリウム・巻物
鳥　屋　囲 　　１式 お幕付き 地絣 　　　１６０００×７０００ 各２枚 黒・グレー
人　形　立 ６尺高 　２０本 紗幕 　　　１８０００×８５００ 各１枚 黒・白
　　〃 ３尺高 　２０本 ピアノ スタインウエイＤ－２７４ １台 ピアノ運搬台車あり
木　支　木 ６尺長 　２０本 　　〃 カワイ　　ＫＧ－６Ｃ １台
金　屏　風 　　７５０×２４００×６曲 　１双 ピアノ椅子 ３脚
銀　屏　風 　　〃 　１双 ピアノ足台 ２台
毛　　氈 　　　　　　６尺×１２ 　５枚 赤フェルト
高座用座布団 　　　　　７９０×７９０　　　　 　１枚 紫
長座布団 　　　　１７５０×５５０ 　４枚 赤
上敷ゴザ 　　　　　　８ｍ×３尺 　７本
　　〃 　　　　　１８ｍ×３尺 　３本
めくり台 　　　　Ｗ４５０×Ｈ１５００ 　１台 Ｔ字形



吊り物設備
　　　名　　　　　　　称 　操　作 　　　バトン寸法 最大積載荷重 飛び切り高 　　　　備　　　　考
プロセニアムライト 　電　動 １４４００ｍｍ ５８０ｋｇ ９８７６ｍｍ
緞帳 　　〃 １８５００ｍｍ ８５００ｍｍ 速度可変付き－Ｈ↓↑は１４秒
引き割緞帳（昇降） 　　〃 ２３０００ｍｍ ８５００ｍｍ
　　〃 （開閉） 　　〃 　－ 　－ 　－
暗転幕 　手動 ２３０００ｍｍ 　－ ８７１０ｍｍ
第１袖幕（昇降） 　　〃 ５５００ｍｍ×２ 　－ ６９４０ｍｍ
　　〃 （開閉） 　手引 　－ 　－ 　－
第１ボーダーライト 　手動 １８０００ｍｍ ３３０ｋｇ ９８１０ｍｍ 第１一文字幕　　　共吊り
第１サスペンションライト 　電　動 １８０００ｍｍ ７２０ｋｇ １０９４０ｍｍ 現つり込み量　　４０２ｋｇ
第１吊り物バトン 　手動 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０６０ｍｍ
第２一文字幕 　　〃 ２１０００ｍｍ ２７０ｋｇ １３５５０ｍｍ
第２袖幕（昇降） 　　〃 ４０００ｍｍ×２ 　－ ８７２０ｍｍ
　　〃 （開閉） 　手引 　－ 　－ 　－
第１天井反射板 　電　動 　－ 　－ ８３００ｍｍ
第２吊り物バトン 　手動 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０７０ｍｍ
第３一文字幕 　　〃 ２０５００ｍｍ ２７０ｋｇ １２０４０ｍｍ
第１引割幕（昇降） 　　〃 ２２０００ｍｍ 　－ ８４２０ｍｍ
　　〃 （開閉） 　手引 　－ 　－ 　－ 操作は下手側
カットマスク付きスクリーン（開閉） 　電　動 １８０００ｍｍ 　－ ９１７０ｍｍ 第２ボーダーライト　　共吊
カットマスク（開閉） 　　〃 　－ 　－ 　－ ｻｲｽﾞ最大12400×4750ｍｍ
第２サスペンションライト 　　〃 １８０００ｍｍ ７２０ｋｇ １０９０７０ｍｍ 現つり込み量　　３４２ｋｇ
第３吊り物バトン 　手動 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０５０ｍｍ
第４吊り物バトン 　手動 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０６０ｍｍ ・舞台前ﾂﾗ～ｽｸﾘｰﾝまで
第４一文字幕 　　〃 ２０５００ｍｍ ２７０ｋｇ １３５５０ｍｍ 　　５．８３ｍ
第２引割幕（昇降） 　　〃 ２３４００ｍｍ 　－ ８４７０ｍｍ
　　〃 （開閉） 　手引 　－ 　－ 　－ 操作は下手側
第５吊り物バトン 　手動 １８０００ｍｍ １６０５０ｍｍ
第２天井反射板 　電　動 　－ 　－ ９５００ｍｍ
第５一文字幕 　手動 ２１０００ｍｍ
第３袖幕（昇降） 　　〃 ５０００ｍｍ×２ 　－ ８５６０ｍｍ
　　〃 （開閉） 　手引 　－ 　－ 　－
第３サスペンションライト 　電　動 １８０００ｍｍ ７２０ｋｇ １０９４０ｍｍ 現つり込み量
第６吊り物バトン 　手動 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０５０ｍｍ
正面反射板 　電　動 　－ 　－ ９６３０ｍｍ
第４袖幕（昇降） 　手動 ５０００ｍｍ×２ 　－ ７１１０ｍｍ
　　〃 （開閉） 　手引 　－ 　－ 　－
アッパーホリゾントライト 　手動 ２００００ｍｍ ６００ｋｇ １０３００ｍｍ
第７吊り物バトン 　　〃 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０６０ｍｍ 松羽目つり込み
第８吊り物バトン 　　〃 １８０００ｍｍ ２７０ｋｇ １６０４０ｍｍ
大黒幕 　　〃 約２１０００ｍｍ 　－ ８６７０ｍｍ
ホリゾント幕 　　〃 約２１０００ｍｍ 　－ ７４００ｍｍ

＊最大積載荷重は、現在つり込んである一文字幕や、スポットﾗｲﾄを含む重量です。
＊飛び切り高は、舞台から吊り物の最下部までの高さです。（サスはスポットライトを含まず）

松羽目の飛び切り高９５６０ｍｍ


