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やまぎん県民ホールは、山形県の文化芸術活動、多様な交流及び山形県の魅力発信の拠点として地

域の活性化に資するため、 2020 年 5 月に開館しました。

東北地方屈指の客席数と豊かな音響を誇り随所に意匠が散りばめられた大ホールをはじめ、マルシェ

や野外コンサートなど県内外の人々が集える場として活用いただけるイベント広場、大小さまざまな

スタジオや練習室、会議室のほか、みなさまのあらゆる利用ニーズに応える施設が備えられています。

エントランスに一歩足を踏み入れれば、最上川の流れをデザインした緞通やユネスコ「無形文化遺産」

に登録された山形組子の文様があしらわれた照明など、山形ならではの魅力が濃縮された空間が来館

される皆様をお出迎えします。山形の文化が息づくやまぎん県民ホールをどうぞご利用ください。

やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館 )について

「やまぎん県民ホール」の名称について

山形県総合文化芸術館は、2019 年 12 月 1 日より施設命名権（ネーミングライツ）を導入して

います。

当館発行の印刷物等においては、原則として「やまぎん県民ホール」と表記いたします。

つきましては、当館ご利用者様にも、ホームページ、印刷物へ同様の表記をお願いいたします。
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はじめに

施設利用の流れ

　やまぎん県民ホールは、どなたでも公平・公正にご利用いただけるよう運営をしています。施設は

山形が誇る皆様の大切な財産です。各項目を遵守のうえ大切にご利用いただきますよう、お願いします。

　以下に該当する場合、山形県総合文化芸術館条例に基づきご利用をお断りする場合があります。予

めご了承ください。

（１）公益を害するおそれがあると認めるとき。
（２）やまぎん県民ホールの管理上適当でないと認めるとき。
（３）その他、利用者が暴力団・暴力団員・その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当することが
　  　判明したときなどやまぎん県民ホールの設置の目的に反すると認めるとき。

※利用の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消し、当該許可に付した
条件を変更し、又は施設等の使用の停止を求めることがあります。

（１）偽りの申請により当該許可を受けたとき。
（２）当該許可に付した条件に違反したとき。
（３）その他、指定管理者が特に必要があると認めたときなどやまぎん県民ホールの管理上特に 

　必要があると認めるとき。

利用者登録（初めて施設をご利用される方）
「やまがた e 申請」で利用者登録／ホール事務室にて本人確認
本人確認から施設予約の申し込みが可能になるまで 1 週間いただきます。

施設利用申し込み
（抽選）
お申し込み開始月の 1 日〜 7 日

（先着）
抽選後、利用申し込みのなかった施設を先着順でお申
し込み受付抽選申し込み

抽選結果発表
同月の 8 日（休館日の場合は翌開館日）

先着申し込み
お申し込み開始月の 23 日以降

利用料金の支払い
指定の期間内に支払い（P.3 参照）

事前打ち合わせ等

利用当日

「やまがた e 申請」登録方法
　　　1. 当館ホームページへアクセス〈 https://yamagata-bunka.jp 〉
　　　2. 中段右側「やまがた e 申請（施設予約サービス）」の「利用者登録（初めての方はこちら）」をクリック
　　　3. 下段右側ご利用登録「新規登録」をクリックし登録

利用者登録について

ご利用を希望する施設およびご利用内容によってお申し込み期間が異なります。

　（抽選）お申し込み開始月の 1 日〜 7 日
　（先着）お申し込み開始月の 23 日以降

お申し込み期間については下記表をご確認ください。

　（抽選）抽選実施月の 8 日（休館日の場合は翌開館日）にお電話または FAX で抽選結果をご連絡します。
　（先着）お申し込み受付時に予約が確定します。

利用料は、窓口にて現金でお支払いいただきます。
施設利用料
支払期日はお申し込み方法、施設によって異なります。

　（抽選）当選結果発表後、同月の 8 日〜 22 日の間（休館日除く）
　（先着）大ホール、スタジオ…お申し込みより 14 日以内
　　　  　それ以外の施設…お申し込みより 7 日以内

・お支払い後「利用許可書」を発行いたします。
　「利用許可書」は利用当日にご持参いただきますので、紛失されないようお気を付けください。
・大ホールのご利用で入場料等が発生する場合については、施設利用料金が変更となる可能性がございます。
　差額が発生する場合は、増額分をお支払いいただきます。
・期日までにお支払いがない場合、予約は取消となります。
付帯設備等の利用料

利用当日にホール事務室にてお支払いいただきます。
ご利用終了時、また夜間利用の場合は 19 時までにお支払いください。

施設利用申し込みについて

施設利用の決定

利用料金の支払いについて

登録申請完了後、当館ホール事務室にて本人確認書類を確認、その後１週間で利用者登録が完了します。
インターネット環境がない方は、ホール事務室にて登録手続きが可能です。
本人確認書類…運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード等

お申し込み期間
お申し込み開始月 お申し込み締め切り

大ホール（本番） 13 ヶ月前
利用日の 35 日前まで

大ホール（練習） 6 ヶ月前
スタジオ（本番） 12 ヶ月前 利用日の前日まで ※ 2
スタジオ（練習） 6 ヶ月前

利用日の前日まで練習室・会議室 6 ヶ月前
共有スペース 6 ヶ月前 ※ 1
イベント広場 12 ヶ月前 利用日の前日まで ※ 2

※ 1 共有スペース C は利用日の 34 日前から先着順で予約が可能です。抽選予約はありません。
※ 2 利用内容によっては、日程の迫った受付をお断りする場合がございます。お問い合わせください。

各手順についての詳細は P.3、P.4 をご確認ください。

当選 落選
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施設利用上の注意（共通）

　・施設をご利用になる前に、ホール事務室にて「利用許可書」または「利用変更許可書」をご提示ください。

利用許可書の提示

　・ 利用時間には準備、片付けの時間も含まれます。時間内に退出しホール事務室に鍵を返却できるよう
　　ご計画ください。
　・ 開館時間（9:00 〜 22:00）を超えたご利用はできません。やむを得ない理由により開館時間を超えてしまう
　　場合は別途規定の料金をお支払いいただきます。

利用時間の厳守

　・緊急時避難の妨げとなるため、定員以上でのご利用はできません。

入場定員の厳守

　・利用終了の際は、ご利用者様にて原状回復を行っていただきます。

原状回復

　・火災など非常事態が発生した場合は、催事途中でも当館職員の指示に従ってください。
　・緊急時および管理上必要がある場合、当館職員が施設内に立ち入る場合があります。あらかじめご了承ください。 
　・ 病人や負傷者が出た場合は、救命措置と同時に、当館職員に連絡してください。
　　※当館では自動体外式除細動器（AED）を設置しています。あらかじめ設置場所をご確認ください。

非常時・緊急時

・館内での紛失、盗難については当館では責任を負いかねます。利用時の貴重品管理については
　十分ご注意ください。 （無料のコインロッカーをご利用ください。）

貴重品管理

　・当館敷地内、建物の中を含むすべてのエリアでの喫煙、火気使用は原則禁止です。
　・公序良俗に反する行為は禁止です。
　・館内での飲食ルールは施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。
　・利用時に発生したごみはお持ち帰りください。有料での処分を希望される場合は事務室へお声がけください。
　・各施設は、利用許可を受けた個人および団体のみご利用いただけます。利用権を第三者に譲渡することはでき
　　ません。
　・中学生以下の方のみでの施設利用はご遠慮いただいております。高校生以上の方の同伴をお願いします。

・館内の定められた場所以外への貼り紙などはご遠慮ください。チラシ設置等については事務室へお問い合わせ
ください。

・扉を開けたままのご利用はできません。また廊下にのぼりや受付を設置する場合は制約がありますのでご相談
ください。

・コインロッカーのカギを紛失された場合は、実費をご負担いただきます。
・地上から 2 ｍ以上の高所作業については、法令に基づく当館規定を順守いただきます。詳しくはお問い合わせ  

    下さい。

その他の注意事項

物品販売について
・物品販売に関しては、利用施設によって制限がございます。
　　イベント広場：物品販売可
　　大ホール、その他の施設：物品販売を主目的とした利用は不可（催事に伴う物品販売は可）
・物品の販売を行う場合は、事前に「物品販売申請書」をご提出ください。

利用施設によって打ち合わせ内容が異なります。

（大ホール）舞台及び利用内容打ち合わせ

　利用 1 ヶ月前までに当館職員と利用方法に関する詳細な打ち合わせを行います。

　打ち合わせ時には以下の資料をご準備ください。

　　　　　・公演チラシ、パンフレット、プログラム等

　　　　　・進行表

　　　　　・舞台仕込み図

（その他施設）使用する付帯設備等の予約

　前日までに行います。

　ただし大掛かりな設営または消防署等への申請が必要な場合は、余裕を持った日程にて実施いたします。

・「利用許可書」をお持ちの上、ホール事務室へお越しください。利用施設の鍵をお渡しいたします。

・利用時間内に部屋を元の状態に戻し、鍵をホール事務室へお返しください。

・ご利用になった付帯設備の料金をお支払いいただきます。

   ご利用終了時、また夜間利用の場合は 19 時までにお支払いください。

お申し込みをいただいた時点で、ご利用契約が成立致します。
利用内容の変更・取消をされる場合は、下記期間内にお手続きが必要です。

（大ホール、スタジオの本番利用）

　　利用日の 3 ヶ月前の同日まで

（大ホール、スタジオの練習利用、その他の施設）

　　利用日の 7 日前まで

期間内にお手続きいただいた場合の施設利用料の取扱いは下記のとおりです。

（変更）

　　利用料金が増額となる場合…増額分全額をお支払いいただきます。

　　利用料金が減額となる場合…生じた差額の半額を払い戻しいたします。

（取消）

　　利用料金の半額を払い戻しいたします。

　　入場料加算がある場合は、加算された金額も払い戻しいたします。

・お申し込みいただいた施設利用の変更・取消を行う場合は、「利用許可書」が必要です。

・変更のお手続きは１回までです。

・払い戻しのお手続きには「領収書」が必要です。

なお、期間を過ぎたお手続きは可能ですが、利用料金の払い戻しはできませんのでご留意ください。

事前打ち合わせについて

利用の変更・取消について

利用当日について
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大ホールの利用について

施設概要
　客席数　2,001 席・３層構造（１階席 1,286 席、２階席 329 席、３階席 386 席）車椅子席６席
　※オーケストラピット（張り出し舞台）使用時：1,829 席（１階席 1,114 席）
　　舞　　　　　　台：間口20m×奥行20m
　　　　　　　　　　　（プロセニアム形式）間口20m×奥行20m
　　　　　　　　　　　（音 響 反 射 板 形 式）間口18〜14.4m×奥行12.6m
　　舞 　 台 　 設 　 備：吊上式音響反射板、脇花道
　　楽　　　　　　屋：10 室（小楽屋４、中楽屋３、大楽屋３）、ラウンジ、シャワー室、コインロッカー
　　搬 　 　 入 　 　 口：舞台上手後方　間口6.7m×奥行13m、高さ4.2m
　　　　　　　　　　　（トラックヤードは 11t トラック２台同時駐車可）

施設利用料
（消費税 10％込み）

区分
午前 午後 夜間 全日

9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 18:00 ～ 22:00 9:00 ～ 22:00

大
ホ
ー
ル

全席利用
土日祝 43,100 円 62,100 円 79,900 円 185,100 円
平　日 35,600 円 53,200 円 67,100 円 155,900 円

1 階席・
2 階席のみ利用

土日祝 34,400 円 49,600 円 63,900 円 147,900 円
平　日 28,400 円 42,500 円 53,600 円 124,500 円

1 階席のみ利用
土日祝 30,100 円 43,400 円 55,900 円 129,400 円
平　日 24,900 円 37,200 円 46,900 円 109,000 円

　※客席の利用方法（全席利用／１階席・２階席のみ利用／１階席のみ利用）によって利用料が変わります。
　※利用時間には準備・片付けの時間（音響反射板の設営、撤収含む）も含まれます。

入場料加算
大ホール催事主催者が入場料等、または、それに類する料金を徴収する場合（有料オンライン配信等観客の来場
を伴わない場合も含む）は、その額に応じて、以下の通り大ホール施設利用料が変更となります。

※基本料金：施設利用料表　参照

入場料等の額 1,000 〜 2,999 円 3,000 円〜 4,999 円 5,000 円〜 6,999 円 7,000 円〜
施設利用料 基本料金× 1.5 基本料金× 2.0 基本料金× 2.5 基本料金× 3.0

楽屋利用料
　楽屋を利用する場合は、別途、以下の通り楽屋利用料がかかります。
　利用料は利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は 19 時までに現金でお支払いください。

（消費税 10％込み）

区分
午前 午後 夜間 全日

9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 18:00 ～ 22:00 9:00 ～ 22:00
小楽屋１・小楽屋２ 700 円 900 円 900 円 2,500 円
小楽屋３・小楽屋４ 400 円 500 円 500 円 1,400 円

中楽屋１
全部利用 600 円 800 円 800 円 2,200 円
分割利用 300 円 400 円 400 円 1,100 円

中楽屋２・中楽屋３ 400 円 600 円 600 円 1,600 円
大楽屋１ 900 円 1,200 円 1,200 円 3,300 円

大楽屋２・大楽屋３ 700 円 900 円 900 円 2,500 円

冷暖房利用料
　大ホールで冷暖房を使用する場合は冷暖房利用料がかかります。

　利用料は利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は 19 時までに現金でお支払いください。

付帯設備利用料
　付帯設備は別途有料です。

　ご利用になった分の料金を利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は 19 時までに現金でお支払いください。

　利用料は付帯設備一覧 (P.13) をご覧ください。

利用区分について
　本番利用と練習利用では、申し込み期間が異なります。期間に関しては（P.3）をご確認ください。

　［本番］…有料・無料にかかわらず来場者を伴うご利用。（発表会、コンサート、コンクール、会議、研修等）

　［練習］…別会場もしくは当館での本番のための練習利用。本番を予定しない練習利用。

　　　　　※客席のご利用はできません。
　　　　　※本番と連続した区分で練習・リハーサルを行う場合は、本番利用と同時に申し込むことができます。

駐車場利用について
大ホール利用と同じ時間帯に限り、無料の主催者専用駐車場をご利用いただけます（大型車７台分、普通車８台分）。

利用の際は「大ホール専用駐車場利用証」を事務室で受け取ってください。　

その他
・客席内での飲食は原則できません。

・シャワー（有料）、洗濯機を使用する場合は事務室にお申し込みください。

（消費税 10％込み）

区分 利用料の額（1 時間当たり）

大ホール
全席利用 9,130 円
１階席・２階席のみ利用 7,300 円
１階席のみ利用 / 練習利用 6,390 円

ピアノ調律について
調律の手配は当館にて行います。調律代はご利用者様の負担となります。なお、調律にかかる時間も利用時間に含

まれます。
　・練習、準備、後片付けのために大ホールを利用する場合は、全席利用時の半額となります。
　・リハーサルや準備が本番と同日に行われる場合はすべての時間帯が本番利用の料金となります。
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スタジオの利用について

施設概要

施設利用料

ステージ設置について

スタジオ１、2 には付帯設備として簡易ステージがあります。設置・片付けはご利用者様にて行っていただきます。

設置・撤去する時間も利用時間に含まれますのでご注意ください。

利用を希望される方は打ち合わせの際にお申し付けください。

※ピアノを載せることはできません。

（消費税 10％込み）

区分
午前 午後 夜間 全日

9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 18:00 ～ 22:00 9:00 ～ 22:00
スタジオ１ 5,200 円 6,400 円 6,400 円 18,000 円

スタジオ２
全部利用 5,800 円 7,000 円 7,000 円 19,800 円
分割利用 2,900 円 3,500 円 3,500 円 9,900 円

スタジオ 2の分割利用について

スタジオ 2 は、可動壁で仕切ることで分割して利用することができます。

ただし、大音量・振動を伴う利用内容の場合は分割利用ができません。

（楽器演奏、歌唱、ダンスなどの練習、マイクを使用する会議・セミナー等）

利用区分について

　本番利用と練習利用では、申し込み期間が異なります。期間に関しては（P.3）をご確認ください。

　［本番］…有料・無料にかかわらず来場者を伴うご利用。（発表会、コンサート、コンクール、会議、研修等を含む）

　［練習］…別会場もしくは当館での本番のための練習利用。本番を予定しない練習利用。

　　　　  ※本番と連続した区分で練習・リハーサルを行う場合は、本番利用と同時に申し込むことができます。

区分 定員 面積
スタジオ 1　 108 名 175㎡
スタジオ 2 全部利用 120 名 193㎡

分割利用 2-1 60 名 96㎡
分割利用 2-2 60 名 97㎡

付帯設備利用料

　付帯設備は別途有料です。

　ご利用になった分の料金を利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は 19 時までに現金でお支払いください。

　利用料は付帯設備一覧 (P.14) をご覧ください。

駐車場利用について
スタジオ利用と同じ時間帯に限り、無料の主催者専用駐車場をご利用いただけます（各普通車４台分）。

利用の際は「スタジオ専用駐車場利用証」を事務室で受け取ってください。　

その他
・室内の機材の配置・配線および楽器の位置は変更しないでください。

・室内で机・イス（無料）を利用する場合、設置・片付けはご利用者様にて行っていただきます。

ピアノ調律について
調律の手配は当館にて行います。調律代はご利用者様の負担となります。なお、調律にかかる時間も利用時間に含

まれます。
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付帯設備利用料

共有スペースの利用について

付帯設備は別途有料です。

ご利用になった分の料金を利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は19時までに現金でお支払いください。

利用料は付帯設備一覧（P.13）をご覧ください。

共有スペースには専用の駐車場はありません。近隣の一般有料駐車場をご利用ください。

物品の搬入・搬出に伴う短時間の駐車は、管理用駐車場の空きスペースをご利用いただけます。

壁面にはピクチャーレールが設置されています。ワイヤーフックは貸し出し可能です。（40本・無料）

壁面は画鋲や虫ピンの利用は可能です。釘打ちはできません。

壁面の前 1メートル以内での展示品の設置は可能です。

大ホールの利用がある日はご利用いただけません。

	

・利用範囲、利用時間を遵守してください。

・安全管理のため、常時 1名以上の係員を配置してください。

・その他、やまぎん県民ホール職員の指示に従ってください。

・大音量となる楽器演奏、マイクやスピーカーを使う催しはできません。

・動画やBGM再生を行う場合、他のご利用者の迷惑にならないよう配慮してください。

施設概要

区分 面積

スペースA 61.4㎡

スペース B ※お問い合わせください。

スペースC－ 1 100㎡

スペースC－ 2 152㎡

区分 利用料

スペースA 4,200 円

スペース B ※お問い合わせください。

スペースC－ 1 7,000 円

スペースC－ 2 10,600 円

※ご利用単位は 1日（9:00 ～ 22:00）です。利用時間には準備・片付けの時間も含まれます。
※時間単位でのご利用はできません。

練習室３の和室利用について

練習室 3は備品のスタイロ畳（無料）を敷くことで和室として利用することができます。畳の設置・撤去はご利用

者様にて行っていただきます。畳を設置・撤去する時間も利用時間に含まれますのでご注意ください。また、畳を

傷つけるおそれがある場合は利用できません。

その他
その他

・室内の機材の配置・配線および楽器の位置は変更しないでください。

・室内で机・イス（無料）を利用する場合は、設置・片付けはご利用者様にて行っていただきます。

練習室・会議室の利用について

施設概要

区分 定員 面積
練習室 1 48 名 107㎡
練習室 2 30 名 59㎡
練習室 3 24 名 57㎡
練習室 4 5名 19㎡
会議室１ 12名 37㎡
会議室 2　 18名 45㎡
会議室 3　 12名 39㎡

施設利用料 （消費税 10％込み）

区分
午前 午後 夜間 全日

9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 18:00 ～ 22:00 9:00 ～ 22:00
練習室１ 3,200 円 3,900 円 3,900 円 11,000 円
練習室２ 1,700 円 2,100 円 2,100 円 5,900 円
練習室３ 1,700 円 2,000 円 2,000 円 5,700 円
練習室４ 500 円 600 円 600 円 1,700 円

会議室１・会議室２・会議室３ 1,200 円 1,400 円 1,400 円 4,000 円

駐車場利用について
練習室・会議室利用と同じ時間帯に限り、無料の主催者専用駐車場をご利用いただけます。（各普通車１台分）

利用の際は「練習室・会議室専用駐車場利用証」を事務室で受け取ってください。

付帯設備利用料
　付帯設備は別途有料です。

　ご利用になった分の料金を利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は 19時までに現金でお支払いください。

　利用料は付帯設備一覧（P.13）をご覧ください。

施設利用料 （消費税 10％込み）

駐車場利用について

スペースBについて

スペースCについて
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付帯設備一覧

※利用１区分あたりの料金です。　　（消費税 10％込み）

区分 設備名 単位 利用料

舞台設備

音響反射板 一式 4,000	円

オーケストラピット 一式 4,420	円

所作台 一式 6,650	円

花道用所作台 一式 2,550	円

仮設鳥屋囲い 一式 510	円

松羽目 一式 1,730	円

平台 １台 110	円

開き足、箱足、木台 １台 50	円

演台 一式 650	円

司会者台 １台 330	円

金びょうぶ １双 1,320	円

銀びょうぶ １双 1,320	円

鳥の子びょうぶ １双 1,320	円

国旗 １枚 100	円

県旗 １枚 100	円

吊
つり

看板 一式 500	円

めくり台 １台 110	円

人形立て １本 50	円

リノリウム １枚 330	円

地がすり 一式 730	円

紗
しゃ

幕 一式 860	円

緋
ひ

毛せん １枚 120	円

紺毛せん １枚 120	円

長座布団 １枚 220	円

高座用座布団 １枚 220	円

上敷ござ １枚 110	円

指揮者台（指揮者用譜面台及び指揮者用椅子を含む。） 一式 310	円

演奏者用譜面台 １台 60	円

演奏者用椅子 １脚 100	円

譜面灯 １台 70	円

コントラバス用椅子 １脚 110	円

ピアノ椅子 １脚 110	円

ピアノ
グランドピアノ（スタインウェイ） １台 10,710	円

グランドピアノ（ベヒシュタイン） １台 6,000	円

映写設備

ビデオプロジェクター 一式 15,300	円

スクリーン １張 1,730	円

ブルーレイプレイヤー １台 1,200	円

音響設備 拡声装置（ダイナミックマイクロホン１本付） 一式 2,660	円

１．大ホール

イベント広場の利用について

付帯設備は別途有料です。

ご利用になった分の料金を利用当日の利用終了時、または夜間利用の場合は 19時までに現金でお支払いください。

利用料は付帯設備一覧（P.13) をご覧ください。

設営はご利用者様でお願いします。必ず 2人以上で行ってください。

使用後は水や泥などの汚れを拭き取った状態で収納してください。

付帯設備を施設内やその他のエリアへは移動させないでください。

付帯設備利用料

駐車を主目的としたご利用はできません。但し、大ホールをご利用の場合のみ、駐車場としてご利用いただけます。

尚、イベント広場専用の駐車場はございません。

・利用には事前申請が必要です。1	週間前までに利用申し込みを行ってください。

・イベント広場のご利用時間、また開館時間以外のご利用はできません。開錠・施錠は当館で行います。

・トイレ内のサニタリー用品以外のゴミはお持ち帰りいただくか、受付でゴミ袋を購入し所定の場所へ置いてください。

やまぎん県民ホールの近隣には住宅街があります。マイクや音響機材、楽器等を持ち込んでいただくことはできますが

大音量・振動を伴う使用はできません。また、極度に明るい屋外照明等、周囲の迷惑になる機材の使用はご遠慮くだ

さい。

・施設および敷地内の損傷の恐れのある利用はできません。

・通行人および周辺環境に迷惑の及ぶ利用はできません。

施設概要

区分 面積
イベント広場A－ 1 1,840㎡
イベント広場A－２ 1,472㎡
イベント広場B 905㎡

区分 利用料
イベント広場A－ 1 18,400 円
イベント広場A－２ 14,700 円
イベント広場B 9,000 円

施設利用料

※ご利用単位は 1日（9:00 ～ 22:00）です。利用時間には、準備・片付けの時間も含まれます。
※時間単位でのご利用はできません。

その他

（消費税 10％込み）

ご利用に際しての音・光への配慮について

イベント広場トイレについて

駐車スペースとしてのご利用について
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区分 設備名 単位 利用料

音響設備

三点吊
つり

マイクロホン装置 一式 860	円
移動型スピーカー １台 350	円
移動型アンプ １台 510	円
16ch	移動型ミキサー １台 1,520	円
32ch	移動型ミキサー １台 3,040	円
ダイレクトボックス １台 500	円
コンデンサーマイクロホン １本 980	円
ダイナミックマイクロホン １本 860	円
ワイヤレスマイクロホン １本 1,050	円
マイクロホンスタンド １本 250	円
録音再生機器 １台 1,200	円

照明設備

ボーダーライト １列 1,050	円
アッパーホリゾントライト １列 1,320	円
ロアーホリゾントライト １列 1,320	円
サスペンションライト １列 1,590	円
ブリッジライト １列 2,380	円
フロントサイドスポットライト １区画 1,320	円
第１シーリングスポットライト １列 2,940	円
第２シーリングスポットライト １列 4,410	円
トーメンタルスポットライト １基 650	円
バルコニースポットライト １列 1,590	円
フォロースポットライト １台 1,990	円
ストリップライト １台 120	円

スポットライト（500	ワット以下） １台 	220	円

スポットライト（500	ワット超１キロワット以下） １台 	330	円

スポットライト（１キロワット超） １台 	440	円

パーライト １台 	330	円

LED	パーライト 1台	 	330	円

ムービングライト １台 4,000	円

エフェクトスポットライト用効果マシン １台 	650	円

先玉 １個 	160	円

ミラーボール １台 	650	円

星球 １式 	650	円

スモークマシン（専用液付） １台 1,320	円

効果器 １台 	650	円

カラーフィルタ １枚 	150	円

スタンド １本 	250	円

ラダースタンド １基 	520	円

移動型調光ボックス １台 230	円

据置型調光卓 １台 4,000	円	

移動型調光卓 １台 4,000	円

その他

持ち込み器具用電源設備 １キロワット １時間当たり	60	円

立て看板 １台 無　料

補聴器システム １台 無　料

長机 １台 無　料

イス １脚 無　料

２．スタジオ及び練習室

※利用１区分あたりの料金です。　（消費税 10％込み）

区分 単位 利用料

共通

演奏者用譜面台 １台 90円

コントラバス用椅子 １脚 110 円

背ありピアノ椅子 １脚 110 円

音響ユニット １式 2,900円

移動式スピーカー １台 330 円

ダイナミックマイクロホン １本 560 円

ワイヤレスマイクロホン １本 810 円

マイクロホンスタンド １本 250 円

プロジェクター １台 1,010円

スクリーン １張 300 円

シャワー室 － 500 円

持ち込み器具用電源設備 １キロワット １時間当たり 60円

司会者台（スタジオ用） １台 無　料

【接続ケーブル】Dサブ 15ピン １本 無　料

【接続ケーブル】HDMI １本 無　料

【接続ケーブル】オーディオケーブル １本 無　料

長机 １台 無　料

イス １脚 無　料

ホワイトボードマーカー １セット 無　料

スタジオ１

簡易ステージ １台 270 円

指揮者台（指揮者用譜面台及び指揮者用椅子を含む。） 一式 230 円

グランドピアノ １台 5,350 円

ＬＥＤパーライト １台 330 円

調光操作卓 一式 1,220 円

スタジオ２

簡易ステージ １台 270 円

リノリウム １枚 160 円

グランドピアノ １台 3,050 円

ＬＥＤパーライト １台 330 円

調光操作卓 一式 1,220 円

バレエバー（スタンド付き） １台 無　料

練習室１ グランドピアノ １台 3,050 円

練習室２ アップライトピアノ １台 1,000 円

練習室 3
座布団 １枚 無　料

敷畳 １枚 無　料

練習室４

ドラムセット 一式 910 円

キーボード 一式 910 円

ギターアンプ １台 910 円

ベースアンプ １台 910 円

音響ユニット 一式 3,560 円

ギタースタンド １台 無　料
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※１日あたりの料金です。（消費税 10％込み）

区分 単位 利用料

テント 一式 1,300 円

折り畳み机 １台 200 円

折り畳みイス １脚 100 円

音響ユニット 一式 2,360 円

水道 － 420 円

持ち込み器具用電源設備 １キロワット（最大6キロワット） 1時間当たり 60円

サインスタンド ホワイトボードマーカー

案内板 電源ドラム

クロスパネル 台車

Ｌ字フック 電気ポット

ベルトパーテーション 湯呑セット

表彰盆 ピアノ補助ペダル

薔薇リボン 車椅子

ハンガー 姿見

５．イベント広場（屋外）

６．無料共通備品

フロアマップ

0035  BY
KIYOKAWAYA

※利用ができない場所がございます。

※数に限りがございますので予めご了承ください。

※利用１区分あたりの料金です。　（消費税 10％込み）

区分 単位 利用料

プロジェクター 一式 1,010円

スクリーン １張 300 円

３．会議室

※１日あたりの料金です。

区分 単位 利用料

キャスター付展示パネル
(縦 1800mm×横 900mm)

１台 無　料

イス 一式 無　料

ワイヤーフック １本 無　料

４．共有スぺース
共有スペースA

共有スペースB

共有スペースC

正面入り口から入り
向かって右側
店舗との間のスペース

ホール事務室前の壁面の
展示スペース

2階大ホール
入り口前のロビー

A

B

C

C

B
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総面積
柱面積 0.955（ｍ）×0.955（ｍ）×2＝1.82405（㎡）
実面積

7.1（ｍ）×8.9（ｍ）＝63.19（㎡）

63.19（ｍ）-1.82405（ｍ）＝61.36595（㎡）
61.36595（㎡）

単位（m）

0.95 柱

0.95

0.95

0.95 柱

0
0
3
5
入
口

正面入り口8.9

通路
使用不可

7.1

単位（m）

3.98

高さ 2.93ｍ
横幅 各所記載の通り

至 正面

69.559.4

貸出不可

至 南口

5.96 69.569.569.5
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