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●

大ホールでダンスの公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　５００，６５０円が４７５，０００円になります。

開
場

2016 17

パック内容について

19

主な使用設備

仕込み・準備 リハーサル 手直し 開演～終演

22

大ホール　　ダンスパック　　４7万５千円

9 10 12 13 14 15 2118

○リノリューム
○ダンス用基本照明セット
○センターピンスポットライト
○照明デザイン料
○MD・CD等
○カゲマイク
○人件費

○センターピンスポットライトは４台まで使用できます。
○舞台監督を主催者で手配してください。
○アナウンスマイク以外のマイクの使用には別途費用が必要です。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　大ホール使用料
　　平　 日　　　８３，５００円
　　土日祝　　１０８，９００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が必要
　　　　　な場合があります。



●

大ホールでオーケストラや吹奏楽の公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　１１４，０５０円が１０８，０００円になります。

17 21

大ホール　　オーケストラ・吹奏楽パック　１０万８千円

9 10 11 12 13 14 15 16 2218 19 20

パック内容について

開
場
開演～終演仕込み

楽器セッティング
音だし・リハーサル

主な使用設備

○反響板・ひな壇・譜面台・指揮者台・椅子
○基本照明セット
○カゲマイク
○人件費

○ひな壇のサイズについてはご相談ください。
○椅子、譜面台は８０台まで使用可能です。
○センターピンスポットライトをご使用の場合は別途費用が必要となります。
○ピアノ及びピアノ調律料は別途費用が必要となります。
○アナウンスマイク以外のマイクの使用、録音については別途費用が必要です。
○ステージマネージャーを主催者で手配してください。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　大ホール使用料
　　平　 日　　６７，０００円
　　土日祝　　８６，６００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が必要な
場合があります。



午前（午前９時から正午まで）
午後（午後１時から５時まで）
夜間（午後６時から１０時まで）のいずれか１区分の利用が可能です。

大ホールでピアノの練習をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　２６，０００円が２０，０００円になります。

主な使用設備

パック内容について

大ホール　　ピアノ練習パック　　２万円

○反響板・ピアノ
○反響板の基本照明

○利用月の２ヶ月前以降の申し込みに限ります。
○各区分毎の貸し出しとなります。
○ピアノ位置は最初に決めた位置に固定となります。
○調律は含まれません。
○準備と片づけに各30分時間が必要です。
○ピアノはD274かCFⅢのどちらかを選べます。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　大ホール使用料
　　平　 日　　午前　１０，２００円　　午後　１５，３００円　　夜間　１７，８００円
　　土日祝　　午前　１３，２００円　　午後　１９，８００円　　夜間　２３，２００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算等）が必要な場合があります。



午前（午前９時から正午まで）
午後（午後１時から５時まで）
夜間（午後６時から１０時まで）のいずれか１区分の利用が可能です。

小ホールで説明会・集会・会議等をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　７，８００円が７，０００円になります。

小ホール　　説明会・集会・会議パック　　７千円

主な使用設備

パックの内容について

○演台・司会台
○机・椅子
○ホワイトボード
○基本照明セット
○マイク
○スピーカー一式

○利用月の２ヶ月前以降の申し込みに限ります。
○各区分毎の貸し出しとなります。
○演台・司会台・椅子等の途中転換は出来ません。
○机、椅子は１０台程度使用できます。
○看板制作、持ち込みされた看板のセットは別途必要です。
○準備と片づけに各30分時間が必要です。
○プロジェクターの使用は別途料金が必要です。
○マイクは２本までの使用となります。
☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　午前　１０，２００円　　午後　１５，３００円　　夜間　１７，８００円
　　土日祝　　午前　１２，７００円　　午後　１９，５００円　　夜間　２２，９００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が  必要な
場合があります。



●

小ホールでアマチュアの演劇公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　２５９，３１５円が２４５，０００円になります。

小ホール　　アマチュア演劇パック　　２４万５千円

9 10 11 21 2216 17 1812 2015 1913 14

主な使用設備

パックの内容について

仕込み・準備
開
場
開会～閉会場当たり・リハーサル

○地がすり
○平台一式
○演劇用照明セット
○センターピンスポットライト
○ミキサー卓
○MD・CD等
○スピーカー一式

○特別な舞台装置は使用できません。
○演出や持ち込まれるセットによってはパック料金が適用できない場合があります。
○稽古の下見は含まれません。
○事前に台本をご提出ください。
○当日の舞台進行は相談に応じます。
○セリフを拾うためのマイクの使用は別途費用となります。
☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　２５，４００円
　　土日祝　　３２，８００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が  必要

な場合があります。



午前（午前９時から正午まで）
午後（午後１時から５時まで）
夜間（午後６時から１０時まで）のいずれか１区分の利用が可能です。

小ホールでピアノの練習をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　１３，０００円が１０，０００円になります。

パックの内容について

小ホール　　ピアノ練習パック　　１万円　　

主な使用設備

○反響板・ピアノ
○反響板の基本照明

○利用月の２ヶ月前以降の申し込みに限ります。
○各区分毎の貸し出しとなります。
○ピアノ位置は最初に決めた位置に固定となります。
○調律は含まれません。
○準備と片づけに各30分時間が必要です。
○ピアノはCFかEXのどちらかを選べます。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　午前　３，０００円　　午後　４，５００円　　夜間　５，３００円
　　土日祝　　午前　３，８００円　　午後　５，８００円　　夜間　６，８００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算等）が必要な場合があります。



●

小ホールでコーラスの公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　４８，７５０円が４５，０００円になります。

小ホール　　コーラスコンサートパック　　４万５千円

9 10 11 13 14 15

仕込
み
準備

リハーサル

12 20

開演～終演
開
場

18 1916 17 21 22

主な使用設備

パック内容について

○反響板・ひな壇・指揮者台・ピアノ
○基本照明セット
○カゲマイク
○人件費

○ひな壇は２段までとなります。
○センターピンスポットライトをご使用の場合は別途費用が必要となります。
○ピアノ調律料は別途費用が必要となります。
○アナウンスマイク以外のマイクの使用は２本までで別途料金となります。
○録音については別途費用が必要です。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　１９，６００円
　　土日祝　　２５，５００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が  必要
な場合があります。



●

小ホールでダンスの公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　３６３，１６５円が３４５，０００円になります。

開演～終演

パック内容について

仕込み・準備 リハーサル 手直し
開
場

主な使用設備

小ホール　　ダンスパック　　３４万５千円

9 10 11 12 13 20 21 221714 15 18 1916

○リノリューム
○ダンス用基本照明セット
○センターピンスポットライト
○照明デザイン料
○MD・CD等
○カゲマイク
○人件費

○センターピンスポットライトは２台まで使用できます。
○舞台監督を主催者で手配してください。
○アナウンスマイク以外のマイクの使用には別途費用が必要です。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　２５，４００円
　　土日祝　　３２，８００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が必
　　　　　要な場合があります。



小ホールでオーケストラや吹奏楽の公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　４８，９５０円が４５，０００円になります。

16 17

小ホール　　オーケストラ・吹奏楽パック　　４万５千円

9 10 11 12 13 2114 15

パック内容について

主な使用設備

22

仕込
準備 リハーサル 開場・開演～終演

18 19 20

○反響板・ひな壇・指揮者台
○譜面台・椅子
○基本照明セット
○カゲマイク
○人件費

○ひな壇は２段までとなります。
○センターピンスポットライトをご使用の場合は別途費用が必要となります。
○ピアノ及びピアノ調律料は別途費用が必要となります。
○アナウンスマイク以外のマイクの使用は２本までで別途料金となります。
○録音については別途費用が必要です。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　１９，６００円
　　土日祝　　２５，５００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が必
　　　　　要な場合があります。



●

小ホールでアマチュアバンドの公演をされる場合、以下のパックを利用いただくと、
通常　４９５，８４０円が４７０，０００円になります。

小ホール　　アマチュアバンドコンサートパック　　４７万円

10 13 1411 129 1615 21

パック内容について

開
場

開演～終演

主な使用設備

仕込み サウンドチェック・リハーサル

2217 18 19 20

○ドラム台等
○バンドコンサート用基本照明セット
○センターピンスポットライト
○照明デザイン料
○ミキサー卓
○各種スピーカー
○バンド用マイクセット
○音響プラン料
○人件費

○ドラム台等のサイズや数についてはご相談ください。
○楽器類は主催者でご用意ください。
○ピアノ及びピアノ調律料は別途費用が必要となります。
○バンドの編成によってはパックの対象外となる場合があります。

☆上記のパック料金以外に、ホールを利用するために施設使用料が必要になります。
　小ホール使用料
　　平　 日　　２５，４００円
　　土日祝　　３２，８００円
　　　　※楽屋使用料は含まれていませんので、別途必要です。
　　　　　また、基本使用料のみで加算使用料（冷暖房加算・市外加算・入場料加算・営利加算等）が必要な
場合があります。


