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調光操作卓
丸茂電機製　プリティナ・メガ　総容量300KVA　負荷回路数168(制御回路数512×2＝1,024)　※パッチアウト可能

・クロスフェーダ　1組(ムーブ、クロス操作選択可。ムーブによるタイム再生機能あり。パート機能なし。)

　　　　　　　　　　      (サブマスタのCUEへの割付不可)

・プリセットフェーダ　  80本×3段/240本×1段　選択式

・サブマスタフェーダ　30本×99ページ(チャンネルマスタ、フリーフェーダ、シーン・チェイス割付、±フラッシュ機能あり）

・シーン　　　　　　　　 No.0.1～999.9

・チェイス　　　　　　   99ステップ×99チェイス(チェイスパネルによる操作及びサブマスタ割付再生可能)

・メモリー容量　　　　 シーン、チェイス、サブマスタ、チャンネルマスタ合わせて3,000シーン(チェイスは1ステップ＝1シーン)

・記憶メディア　　　　 JASCⅡ対応、SDカード　※FDD不可

第1～3サスペンションライト
フライダクト式　ミニC型コンセント　1回路容量30A×12回路　各3口 ※直回路及びDMXなし

丸茂電機　LNC2-250　1Kw凸×12灯(1灯11.2㎏)　LNF2-120　1Kwフレネル×12台(1灯8.4㎏)

フライダクト最大荷重250kg(上部バトン耐荷重550kgダクト荷重も含む)　常設灯体荷重合計235kg　手引きカウンタウェイト　

第1～3ボーダーライト
丸茂電機　BCQ-150W型ハロゲンボーダーライト　130W　1色18灯×4色（＃W・＃W・＃７２・＃７８）色枠6インチ

ミニC型コンセント　1回路容量30A×11回路（内8回路ボーダー切替式 ）3回路切替なし　各3口　 　※直回路及びDMXなし

文字共吊・ボーダー下場バトン最大荷重100Kg　1・3ボーダーは手引きカウンタウェイト　2ボーダー電動（スクリーン共吊）

アッパーホリゾントライト
丸茂電機　QCU5A-500W　ハロゲンライト500W　1色15灯×4色（＃71・＃72・＃63・＃22）

ミニC型コンセント　1回路容量30A×8回路　切替なし

文字共吊・下場バトンなし・予備枠及び他色なし（色サイズ272ｍｍ×236ｍｍ）

ロアーホリゾントライト
丸茂電機　QCL5A-300W8L4C　ハロゲンライト300W　1色16灯×4色（＃72・＃59・＃22・＃40）

予備枠及び他色なし（色サイズ243ｍｍ×243ｍｍ）

フロントサイドスポットライト

2FR（下手は調光室）
ウシオライティング　SL PAR150 ZOOM(LED PAR)上下各4灯（クランプハンガー）6chMode(上手壁側よりアドレス459)

ミニC型コンセント　1回路容量30A×2回路　各2口　　DMX OUT各1+平行1口（LED PARにて使用中）

1回路花道立下げ可能（ケーブルあり）・1回路3FRに立上げあり　各ミニC型×1口）

LED PARはプリティナ・メガにて制御可能

3FR

丸茂電機　LNC2-250　1Kw凸　上下各4台3色　上段・中段（ハンガー）下段（クランプハンガー）

ミニC型コンセント　1回路容量30A×6回路　各2口

シーリングライト
丸茂電機　LNC400　1.5Kw凸　20灯（ハンガー）　色枠10インチ（シート枠の貸出あり。色の貸出はありません。）

C型コンセント　1回路容量30A×10回路　各2口



1ｍ ×25 3ｍ ×10 5ｍ ×15 C-平 ×5

2ｍ ×10 5ｍ ×20 10ｍ ×5 ミニC-平 ×5

3ｍ ×20 2タコ ×15 20ｍ ×2

5ｍ ×20 3タコ ×5 2タコ ×5

10ｍ ×10

2タコ ×20

10インチ 金属 ×40枚 30ｍ ×2

8インチ 金属 ×100枚 50ｍ ×2

8インチ 紙 ×100枚

6インチ 金属 ×30枚

6インチ 紙 ×25枚 1ｍ ×8

RIKURI用 金属 ×12枚 5ｍ ×10

フット136×144ｍｍ ×40枚 10ｍ ×2
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3階席バルコニーライト（ヘルメット・墜落制止用器具着用　要特別教育修了者）
丸茂電機　LNC400　1.5Kw凸　上下各6灯（ハンガー）色枠10インチ（シート枠の貸出あり。色の貸出はありません。）

丸茂電機　SPH-Ⅲ　500wPAR(N)上下各2灯（バンドア付）花道用　回路差し替えにて使用

C型コンセント　1回路容量30A×3回路　各2口　

センターピンスポット(2階席後方)
ウシオライティング　XPS-2008SR　2KWクセノンピンスポット

フットライト
本フット　60W白熱球フットライト1色21灯×4色（＃W・＃W・＃72・＃78）　ミニC型専用回路 1回路20A×4回路（下より回路取出し可）

花道フット　60W白熱球フットライト1色22灯×2色（＃W・＃78）　

DMX入出力
調光室（下手1FR）調光卓右側面　IN　OUT　各1　平行2口

下手大臣裏（操作盤下）　IN　OUT　各1　平行2口

舞台下手奥照明特電盤　IN　OUT　各2

舞台上手中照明特電盤　IN　OUT　各2

天反ライト

色枠 DMXケーブル

カラーチェンジャー用4Pinケーブル

天反客席側センター　E-Lite Tiny zoom7×3灯　16chMode(下手側より401)

プリティナ・メガにて制御可能・電源及び信号線は天反後方より立ち下し

ケーブル

ミニC-ミニC C-ミニC C-C 変換

ステージコンセント　※すべてC型コンセント　1回路容量30A

花F　上下2回路(花道フット兼用)　 花C　上下1回路(鳥屋口) 前FC　1回路(上下コンモ)

FC　上下11回路　 盆中FC　4回路(上下コンモ)　　



器具名称 メーカー 型番 台数 備考 保管場所

12 スタンド付 上下舞台奥

10 ハンガー付×5、なし×5 舞台裏通路

1Kwフレネル　　7.8㎏(ハンガー無) 丸茂電機 LNF2-120 10 ハンガー無 〃

1Kwハイベックス　　7.4㎏(ハンガー無) 丸茂電機 LNH2-120H 10 ハンガー無 〃

500ｗ凸　　5㎏(ハンガー無) 丸茂電機 LNC2-200 30 ハンガー無 〃

500ｗフレネル　　3.9㎏(ハンガー無) 丸茂電機 LNF2-95 22 ハンガー無 〃

1KwPAR(N)　　  5㎏(ﾊﾝｶﾞｰ付) 丸茂電機 SPH-Ⅲ 24 ハンガー付 〃

1KwPAR(M)　  　5㎏(ﾊﾝｶﾞｰ付) 丸茂電機 SPH-Ⅲ 20 ハンガー付 〃

500wPAR(N)　　5㎏(ﾊﾝｶﾞｰ付) 丸茂電機 SPH-Ⅲ 20 ハンガー付 〃

500ｗPAR(M)　 5㎏(ﾊﾝｶﾞｰ付) 丸茂電機 SPH-Ⅲ 20 ハンガー付 〃

RIKURIⅡ750w　26°　7.5㎏ 丸茂電機 ECR2-26C 6 ホリ裏

RIKURIⅡ750w　36°　7.5㎏ 丸茂電機 ECR2-36C 6 〃

各6 〃

各2 〃

12 色枠6インチ 〃

各12 〃

1 調光室

ITO650W　　3.5㎏ 丸茂電機 ITO-650ｗ 4 舞台裏通路

エフェクトスポットライト1Kw　　10㎏ 丸茂電機 EPD3 6 〃

ディスクマシン　　6.7㎏ 丸茂電機 VSD3 4 〃

各4 〃

ダブルマシン　　3.5㎏ 丸茂電機 NCD3 4 〃

2連スライドキャリア　　4.8㎏ 丸茂電機 MCCD-2 4 〃

スライドキャリア用パターンホルダ 丸茂電機 EPC2-P4 4 〃

マシン操作ボックス　　1.7㎏ 丸茂電機 MCBX-ED3 6 DMX制御可能 〃

先玉4・6・8・10・12　　5㎏ 丸茂電機 SDD3 各4 〃

波マシン　1Kw　　10㎏ 丸茂電機 NAE 3 〃

マルチストロボ　　5㎏ 東京舞台照明 KM-14R 1 〃

ミラーボール　600ｍｍ(2尺玉) 1 〃

ミラーボール　450ｍｍ(1.5尺玉) 1 〃

ミラーボール　400×250ｍｍ(置) 1 〃

カラーチェンジャー 丸茂電機 RCC-8FD 8 パワーサプライ2台 〃

2段スタンド 丸茂電機 ST2 12 上下舞台奥

3段スタンド(キャスター付ハイスタ) 丸茂電機 ST3C-9 10 ホリ裏

2段アルミスタンド(折脚) 丸茂電機 SK2-K 6 ホリ裏

ベース 丸茂電機 SHB-10 8 ホリ裏

小丸ベース 丸茂電機 13 ホリ裏

ハンガー　　0.6㎏ 丸茂電機 HAS2 20 ホリ裏

ロングハンガー(ボーハン) 丸茂電機 HAL 10 ハンガー付 ホリ裏

三連アーム 丸茂電機 ATM 16 ホリ裏

バンドア　8インチ 丸茂電機 10 ホリ裏

ランプピン　1Kw USHIO UHP-1000 2 調光室

シュート棒(介錯棒) 3 3段 〃
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交換用レンズチューブ　26°　36°

交換用レンズチューブ　19°　50°

カラーフィルタ保護用アダプタ

ゴボホルダ(Aサイズ)/色枠

1
ヘルメット
落下制止用器具着用

舞台上手奥シュートタワー（約4ｍ～6ｍまで）

丸茂電機 LNC2-250

ガラスゴボホルダ

雲、荒雲、雪、ぼたん雪、雨、滝、波、小波、水玉、炎

1Kw凸　　10.6㎏


