
･ＩＮ＝64回路 mono

･ＯＵＴ＝ＭＩＸ ＢＵＳ 24回路、ＭＡＴＲＩＸ 8回路

･ＲＩＯ　3224（固定型・音響室）　3224（移動型・上手袖）

･ＩＮ＝32回路（-62db～+10db） 

･ＯＵＴ＝OMNI OUT ×16回路

･内臓Ｇ　ＥＱ最大　16チャンネル

･入出力カード：MY8-AE96S,　Dante-MY16-AUD

･ＲＩＯ使用可能（INPUTヘッドアンプの調整はできません）

･ＩＮ＝モノ16回路、ステレオ４回路

･ＯＵＴ＝グループマスター４回路、ＭＩＸマスター２回路、ＡＵＸ系６回路

【ＹＡＭＡＨＡ：ＭＸ１２/６】

･ＩＮ＝12回路（８Mono+２Stereo）

･ＯＵＴ＝プログラムマスター６回路（４Mono+１Stereo）､ＡＵＸマスター２回路

【メーカー：機種】×台数

高音域(１階用)【ＥＶ：ＨＰ940】＋ドライバー【ＥＶ：ＤＨ１Ａ】×１

高音域(２階用)【ＥＶ：ＨＰ640】＋ドライバー【ＥＶ：ＤＨ１Ａ】×２

低音域　　　　【ＥＶ：ＴＬ606ＤＸ】

高音域Ａ　　　【ＥＶ：ＨＰ940】＋ドライバー【ＥＶ：ＤＨ１Ａ】×１

高音域Ｂ　　　【ＥＶ：ＨＰ640】＋ドライバー【ＥＶ：ＤＨ１Ａ】×１

低音域　　　　【ＥＶ：ＴＬ606ＡＸ】

【ＮＥＸＯ：2/1(PS15 2対　RS15(SUB) 1対 スタック済】×２台

　幅1,230　高さ1,530　奥行670（㎜）  ※スピーカーを分離しての使用は不可

【ＮＥＸＯ：ＰＳ８Ｕ】×４台

【ＥＶ：ＳＸ-300】×４台　（FOOTアダプタ無し）

プロセとカラムにはシステムコントローラー（ＫＬＡＲＫ ＴＥＫＮＩＫ：ＤＮ９８４８Ｅ）使用

ＰＳ８Ｕには専用ＴＤコントローラー（ＮＥＸＯ　ＰＳ８Ｕ　ＴＤ　Ｖ３）を使用

ステージスピーカー使用時のアンプは舞台袖となります

【メーカー：機　種】

高音域（１階用）【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ６５０１Ｎ】

高音域（２階用）【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ６５０１Ｎ】

低音域　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ６５０１Ｎ】

サイドスピーカー(カラム)用 高音域　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ６５０１Ｎ】

低音域　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ６５０１Ｎ】

ステージフロントスピーカー用

(カマチ下)

はね返りスピーカー用

（ＦＢ－１回路）

はね返りスピーカー用

（ＦＢ－２回路）

はね返りスピーカー用

（効果回路）

はね返りスピーカー用

（ＦＢ－３回路）ＰＳ８Ｕ専用

はね返りスピーカー用

（ＦＢ－４回路）

ステージスピーカー用

（移動型）

【メーカー：機　種】 台数

【KLARK-TEKNIK：ＤＮ370】 １台

マルチエフェクター 【ＹＡＭＡＨＡ：ＳＰＸ２０００】 １台

デジタル・ディレイ 【ＹＡＭＡＨＡ：Ｄ5000】 １台

2022.7.20　更新

【ＮＥＸＯ：ＰＳ８Ｕ】

1200W(8Ω)

舞台下手袖

仕　様

500W(8Ω)

舞台上手

【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ３３０１Ｎ】

　　　　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ３３０１Ｎ】

　　　　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ３３０１Ｎ】

300W(8Ω)

【ＨＹＦＡＸ：ＰＲ－８０２３】 ⇔

◆周辺機器

副調整卓３

舞台上手袖

プロセニアムスピーカー用

【ＮＥＸＯ：ＮＸＡＭＰ×４】×２台

800W(4Ω)

客席中央前部

50W(8Ω)

【ＥＶ：ＳＸ-300】⇔

◆スピーカー

はね返りスピーカー

(フライング)

格 納 場 所

　　　　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ６５０１Ｎ】

　　　　　　　　【ＹＡＭＡＨＡ：ＰＣ３３０１Ｎ】

ステージスピーカー

映写室

　　　　　　　　【ＨＹＦＡＸ：ＰＲ－８０２３】

客席壁面

ステージフロント

◆アンプ

ミキサー室副調整卓１ 【ＹＡＭＡＨＡ：ＬＳ９－３２】

【ＭＩＤＡＳ：ＶＥＮＩＣＥ２４０】

カマチ下埋込み【ＢＯＳＥ：111ＡＤ】×４台

１台

サイド(カラム) 上･下手各1台

プロセニアム

舞台カマチ下

舞台上手

許容入力

50W(8Ω)

50W(8Ω)

400W(8Ω)

45W(6Ω)

50W(8Ω)

副調整卓２

名古屋市芸術創造センター【舞台音響設備】（１/２）

主調整卓

◆ミキサー

品　名
･仕様

【メーカー：機　種】
格 納 場 所

ミキサー室【ＹＡＭＡＨＡ：ＣＬ－３】ＤＡＮＴＥ

中奈落

格 納 場 所

音響室

（可搬）

（可搬）

（可搬）

グラフィック・イコライザー ２ch、移動可、注:３番Hot

移動可

移動可



【メーカー：機　種】 台数
【ＴＡＳＣＡＭ：ＭＤ－301ＭＫⅡ】 ２台

【ＴＡＳＣＡＭ：ＭＤ－350ＭＫⅡ】 ２台 （移動可）平衡・不平衡入出力 LPモードあり

【ＴＡＳＣＡＭ：ＣＤ200】 ２台

【ＴＡＳＣＡＭ：ＳＳ－ＣＤＲ200】 ３台 （移動可）CF、SDカード、CD及びCDR、USBメモリー

【ＴＡＳＣＡＭ：ＳＳ－ＣＤＲ－1】 １台 （移動可）CF、CD及びCDR

コンデンサーマイクロホン

Ｓ　Ｏ　Ｎ　Ｙ 【Ｃ３８Ｂ】

【Ｃ７４】

Ａ　Ｋ　Ｇ 【Ｃ４１４ＥＢ】

【Ｃ４５１ＥＢ】＋ＣＫ１

【Ｃ４５１B】    + ＣＫ１

【Ｃ４５１ＥＢ】＋ＣＫ22

Ｎ Ｅ Ｕ Ｍ Ａ Ｎ 【Ｕ８７ｉ】

【ＫＭ８４ｉ】

【ＳＭ６９fet】

Ａ Ｍ Ｃ Ｒ Ｏ Ｎ 【ＰＣＣ－１６０Ｂ】

Ｓ Ａ Ｎ Ｋ Ｅ Ｎ 【ＣＯＳ－１１ＢＰＣ】

ダイナミックマイクロホン

Ｓ Ｈ Ｕ Ｒ Ｅ 【ＳＭ５７】

【ＳＭ５８】

【ＳＭ５８Ｓ】

【ＳＭ５６５Ｄ】

【ＳＭ５８８ＳＢ】

ＳＥＮＮＨＥＩＳＥＲ 【ＭＤ４２１Ｕ】

【ＭＤ４４１Ｕ】

ワイヤレスマイクロホン

ＳＨＵＲＥ 【ＵＲ２／ＳＭ５８－ＪＢＸ】

【ＵＲ１－ＪＢＸ】

【ＵＲ４Ｄ－ＡＢＪ】

ブーム型 ストレート型 仕様

Ａ　Ｋ　Ｇ 【ＳＴ２１０】 ＲＡＭＳＡ 二段

【ＳＴ２５９Ｂ】 ＴＡＫＡＳＡＧＯ 大二段(Max4m)

卓上型 二段

ＲＡＭＳＡ 【ＷＮ１７３】 丸形ベース三段 小三段

SUGI-PRODUCTS 【ＤＳ４２Ｍ】 角形ベース

Ａ　Ｋ　Ｇ 【ＳＴ３０５】 丸形ベース重量型

ダイレクトＢＯＸ 【ＢＳＳ ＡＲ-１３３」】×４（ファンタム、006Ｐ乾電池）

ファンタム電源ユニット 【ＡＫＧ：Ｎ６６Ｅ】×２（48Ｖ、６ｃｈ）

マルチパラＢＯＸ 【ＣＡＮＡＲＥ：８Ｊ12Ｎ12】×６（８ch、貫通型）

【ＣＡＮＡＲＥ：８Ｃ５（５m）×２、８Ｃ10（10ｍ）×４、８Ｃ30（30ｍ）×２】

【ＣＡＮＡＲＥ：８Ｓ１Ｎ２×３、８Ｓ２Ｎ１×３】

【ＴＯＭＯＫＡ：ＦＡＤＥＲ ＢＯＸ ＴＣＣ－１００】×１（モノラルタイプ）

【ＴＯＭＯＫＡ：ＦＡＤＥＲ ＢＯＸ ＴＣＣ－６０】×１（モノラルタイプ） カゲマイク用常設

◆舞台音響電源
【上手】Ｃ型×４口（単相３線１００V、３０Ａ×４）　又は　２００Ｖ／５０Ａ×１（１００Ｖ／５０Ａ×２）８φ端子

【下手】Ｃ型×４口（単相３線１００V、３０Ａ×４）　又は　２００Ｖ／５０Ａ×１（１００Ｖ／５０Ａ×２）８φ端子

上・下手合わせてトータルでＣ型８口

（上・下手ともＣ型４口は舞台の前方・後方にコモンで二ヶ所ずつあります。）

（８口以上必要なときは照明回路からの借用になります。）
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５

◆マイクロホンスタンド

ＭＤレコーダー

ＣＤプレイヤー

メディアレコーダー

名古屋市芸術創造センター【舞台音響設備】（２/２）
◆録音再生機

３

５

２

ハンド型送信機

５

指向性切替

１０

２

５

２

４

超小型、仕込みマイク

指向性切替　　銀

単一指向性　　黒

無指向性        黒　　エアモニター用　客席２F前方に設置

４

１

◆マイクロホン

１０

４

数量

単一指向性、床置き型

２

　仕様
内２本は30㎝ケーブル（＝エレベータ・マイク用）

超指向性、ガンマイク用

４

３

数量 　仕様

合計４波（１ch内のハンド、タイピン併用は不可）

ボディパック送信機　（タイピン型　MX１５０B/C-TQG，　ヘッドウォーン型　β53）４

２ 単一指向性

ＭＳ方式ステレオ・マイク（専用コネクタにて３点吊りのみに使用可）

４

【ＴＯＭＯＫＡ：ＦＡＤＥＲ ＢＯＸ ＴＣＣ－１００ＳＴ】×２（ステレオタイプ）

品　名 【メーカー：機種名】×数量（仕様）

 ケーブル

 セパレート・コード

アッテネーター

受信機

ﾐﾆ･ﾌﾞｰﾑ　黒色

５

５

２

数量

５

３

【ＷＮ５１００】

【ＭＦ－４０Ｔ】

【ＭＦ－１８Ｔ】

【ＭＦ－３４Ｔ】

２

５

１０

５

◆その他

（移動可）平衡・不平衡入出力

仕　様

（移動可）

２ 単一指向性　　銀


