
舞台上手

ピアノ庫器具庫

舞台上手

器具庫

平　台 (尺) ２×６ 8

21 所作台運搬車

(Ｕ字金具-30) (尺) ３×６ 20 平台運搬車 舞台上手(尺) ３×６(+0.6)

(尺) ３×３ 2
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品　目 規　　格 数量 備　　考 保管

（つかみ金具-104） (尺) ３×４ 2

開き脚 (尺) ３×１.６

器具庫

(尺) ３×１２

開帳場 (尺) ３×４×０.４ 2

(尺) ４×６ 20 平台運搬車 舞台上手
器具庫(尺) ４×６(+0.6)

化粧框 １２尺 4

６尺 1

所作台 (尺) ３×１２

箱　馬 (尺) ０.６×１×１.１ 50
綱元

木　足 (尺) ０.３×０.３×１ 40

10

(尺) ６×１.６ 6

(尺) ６×２.６ 6

(尺) ３×２.６ 10

(尺) ４×１.６ 10

(尺) ４×２.６ 10

かげ段 １段（２１ｃｍ）幅:９０ｃｍ 2
舞台上手

２段（４２ｃｍ）幅:９０ｃｍ 2

けこみ布 (尺) １×２０　灰 6 葛城

紗　幕 (m) １５×８.５　黒色　英国紗 1

器具庫(尺) ２×２０　灰 3 葛城

(尺) ３×２０　灰 3 葛城

ピアノ庫

器具庫

地がすり (m) １４.８×１０.１４　黒色 1 １１号帆布製

白　布 (mm) ２４００×１５００ 8

上　敷 (尺) ３×１２　黒縁 15
器具庫

(尺) ３×３０　黒縁 4

ピアノ庫

毛　氈 (尺) ６×１２　緋色 8
器具庫

(尺) ６×３０　緋色 2

高座ぶとん (mm) ７００×７５０　紫色　縮緬 1

⾧座ぶとん (尺) １.８×６　緋色　 8 器具庫

ピアノ庫

立て看板 (mm) 幅９０９×高１８１８　白地 1 表玄関用 風除室

屏　風 高８尺 幅２５寸（内２４寸）６曲　金 一双 半双づつ収納 舞台上手

吊り看板 (mm) 幅６３６３×高９０９　白地 1 舞台バトン用 4BT



譜面灯 オオハシ産業製 10 器具庫

指揮者用譜面台 Wenger F-206 1 ピアノ庫

演奏者用譜面台 オオハシ産業製 40 譜面台台車３台
舞台上手
器具庫

ベース奏者椅子 コトブキシーティング 4 ピアノ庫

指揮者台 １２００ｍｍ×９００ｍｍ×３００ｍｍ 1 ピアノ庫

背もたれ有　カワイ　 4
ピアノ庫
器具庫

ピアノ補助ペダル 天板高さ : 約13.0㎝～約23.0㎝ 1 PEACOCK ＡＸ-100 ピアノ庫

カワイ

ピアノ椅子 背もたれ無　カワイ 2 ピアノ庫

品　目 規　　格 数量 備　　考 保管

グランドピアノ カワイ　EX-L 1 ピアノ運搬車 ピアノ庫

運搬車 手押し台車　積載荷重３００㎏　 2 舞台

瑞穂文化小劇場 楽　　　　器 2019.10

吊　名　称

バトン　１～９

一文字　2～３

天井反射板前吊

最大重量

250k

250k 文字重量＝25k

4150k

バ　ト　ン　規　格

(⾧さ)15m×(径)48.6ｍｍ

一文字　１

器具庫
ＵＨ前まで:１２本

ＵＨ奥＋２本
(尺) ３×４８（８間） 3

テープ目安:１３～１４本 (尺) ３×６０（１０間:内10間4尺×３） 11

(mm) 幅１２００×奥４５０×高７００JOINTEX 2 ロビー共用

バレエマット (尺) ３×４２（７間） 2

灰色 / 黒色
バレエマット台車２台

パイプ椅子 スタッキング 60 椅子運搬車２台

⾧机(折りたたみ) (mm) 幅１８００×奥６００×高７００KOKUYO 10 ⾧机運搬車２台

表彰盆 内径　(mm) 465×320×40 1

姿　見 (mm) 幅５２０×奥４００×高１５２０ 2
器具庫

舞台下手

保管

演　台 (mm) 幅１５００×奥９００×高１０００ 1 ｷｬｽﾀｰ付、書見台あり

レクチャー台 (mm) 幅８００×奥６００×高１０７０ 1 ｷｬｽﾀｰ付、書見台あり

数量 備　　考品　目 規　　格

めくり台 (mm) 幅３００×高１５００ 1 用紙目安(mm)300×1350

ホワイトボード 板面　(mm) 幅１８００×高９００ (全高1800) 1

花　台 (mm) 幅７００×奥７００×高６５０ 1 ｷｬｽﾀｰ付

瑞穂文化小劇場 舞　台　設　備　　　2/2 2019.10

舞台上下手

器具庫

器具庫

器具庫

(⾧さ)15m×(径)48.6ｍｍ

(⾧さ)14m×(径)48.6ｍｍダブル

バトン重量 2019.10

暗転幕 (⾧さ)15m×(径)48.6ｍｍ 250k 暗転幕重量＝90k

(⾧さ)20m×(径)48.6ｍｍ 250k 文字重量＝30k


