
【ベルサール秋葉原　2Ｆ　設備一覧表】
更新日：平成30年11月20日

内容 備考

ＨＡＬＬ全体 869㎡（262坪） ホールＢ側にて2パターンの分割間仕切り利用可能

ＨＡＬＬ　Ａ 555㎡（167坪）

ＨＡＬＬ　Ｂ 314㎡（94坪）

ロビー面積 86㎡（26坪）

天井高 6.0m

電動照明バトン×3 耐荷重：150㎏/1本

電動道具バトン×5 耐荷重：150㎏/1本

固定バトン×3 耐荷重：30㎏/1ｍ

電動ブラインド

蛍光灯

ハロゲン

床設備 カーペット

床荷重 床上500㎏/㎡ 重量物を設置する際は必ず重量分散措置を取ってください。

天吊プロジェクター×1 10,000ANSI （Panasonic PT-DW10000)

天井カメラ 控室にて視聴可能

天井スピーカー

ワイヤードマイク×6

ワイヤレスマイク×4 B帯、アナログ（分割時HALL A：2本、HALL B：2本）

ピンマイク×2 B帯、アナログ（分割時HALL A：1本、HALL B：1本）

ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4波まで

全体用（ホールＡ用）
再生：ＣＤ・ＭＤ・カセット・ＤＶＤ・ＶＨＳ・I-Podなど、
録音：カセット・ＭＤ・ICレコーダー、モニター：有、
スイッチャー：PC３台＋AV入力＋BD、照明ＤＭＸ回線入力：有

ホールＢ用
再生：ＣＤ・ＭＤ・カセット・ＤＶＤ・ＶＨＳ・I-Pod、
録音：カセット・ＭＤ・ICレコーダー、パソコン切替台数：3台
モニター：有、照明ＤＭＸ回線入力：有

イベント用 60KVA

照明バトン用 4.8ｋｗ／本（3回路/本、1.6ｋｗ/回路）

イベント用 -

照明バトン用 -

車両制限 H3,200×Ｌ7,000　重2.0t

場所 Ｂ2 ベルサール専用駐車場より搬入用ＥＶを使用

入口扉：W920×H2,300

カゴ内：W1,400×H2,500×D1,350

積載荷重：1,800㎏

控室A 15㎡ 会場モニター有り

控室B 9㎡ 会場モニター無し

男子トイレ 立：8　 座：4～8

女子トイレ 座：4～8

優先トイレ 有り

控室用 有り

駐車場 無し 無し 無し

2Fホール入口付近立て看板 W600×Ｈ1350

1Fエントランス立て看板 W600×Ｈ1350

柱巻広告 なし

イベント専用分電盤 別途電気工事費用が発生いたします

Wi-Fi設備 有り

パントリー 備品庫内

喫煙室 １箇所（15㎡）

自動販売機 有り

電話回線 着信専用電話1台有り

同時通訳ラジエーター 有り

ビルエントランス開放時間 ７時３０分～20時

定点カメラ

項目

ホール面積

天井
天井設備

基準照明

床

映像設備

電動スクリーン×1
寸法：Ｈ4700×Ｗ6600（16：9（300インチ）
4：3（250インチ））

掛図スクリーン
寸法：Ｈ4000×Ｗ5280（4：3（250インチ））
（16：9（220インチ相当））

音響設備

ＡＶ操作卓

電気容量

単相100Ｖ

三相200Ｖ

その他

各フロアへの映像（アナログ信号）・音声用渡り配管を設置済（信号増幅器が必要）

インターネット回線
光ネクストファミリーハイスピードタイプ、
規格上最大速度100Mbps、お客様負担にて増設可能

搬出入

搬入用ＥＶサイズ

控室

トイレ

サイン



【ベルサール秋葉原　1Ｆ　設備一覧表】
更新日：平成30年11月20日

内容 備考

ＨＡＬL+EVENTSPACE 911㎡（275坪）

HALL 499㎡（150坪） 分割利用により93㎡（28坪）のバックヤード設置可能

EVENTSPACE 412㎡（125坪） -

ロビー面積 51㎡（15坪） -

天井高 6.0ｍ -

電動照明バトン×2 耐荷重：150㎏/本

電動ダブルバトン×3 耐荷重：150㎏/本（渡しバトン２０kg）

固定道具バトン×6 耐荷重：30㎏/ｍ

蛍光灯 500Lxs

ハロゲン 200Lxs

床設備 Pタイル

床荷重 床上800㎏/㎡ 重量物を設置する際は必ず重量分散措置を取ってください。

天井スピーカー -

ワイヤードマイク×6 -

ワイヤレスマイク×4 B帯、アナログ

ピンマイク×2 B帯、アナログ

- ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4波まで

ＡＶ操作卓 全体用
再生：ＣＤ・ＭＤ・カセット・I-Podなど
録音：カセット・ＭＤ・ICレコーダー、
モニター：無し、スイッチャー：無し、照明ＤＭＸ回線入力：有

イベント用 60KVA

照明バトン用 8.0ｋｗ／本（5回路/本、1.6ｋｗ/回路）

イベント用 5KVA

照明バトン用 -

車両制限 屋外、重2.0ｔ 道路使用許可取得が必要

場所 道路沿いより直接搬入 道路使用許可取得が必要

搬入口サイズ 北側搬入口W2,500×H3,000 -

控室 無し 無し 無し

男子トイレ -

女子トイレ -

優先トイレ -

控室用 -

駐車場 無し 無し 無し

車寄せ 無し 無し 無し

ガラスウォール面 別途資料参照

立て看板 ６00×1,350　A3横サイズにて差込み可能

柱巻広告（有料） 別途資料参照

フルオープンガラス扉 開閉には別途費用が発生いたします

イベント専用分電盤 別途電気工事費用が発生いたします

インターネット回線
光ネクストファミリーハイスピードタイプ、
規格上最大速度100Mbps、お客様負担にて増設可能

Wi-Fi設備 有り

パントリー 有料にてホール内へ設置可能（小洗面器）

喫煙室 B1の喫煙所をご利用ください

自動販売機 無し

電話回線 着信専用電話１台有

同時通訳ラジエーター 有り

ビルエントランス開放時間 ７時３０分～20時

定点カメラ

項目

単相100Ｖ

三相200Ｖ

天井設備

基準照明

ホール面積

天井

床

音響設備

電気容量

搬出入

各フロアへの映像（アナログ信号）・音声用渡り配管を設置済（信号増幅器が必要）

B1のトイレをご利用くださいトイレ

サイン

その他



【ベルサール秋葉原　B1Ｆ　設備一覧表】
更新日：平成30年11月20日

内容 備考

ホール面積 ＨＡＬＬ全体 595㎡（179坪） 分割利用により120㎡（36坪）のバックヤード設置可能

ロビー面積 86㎡（26坪）

天井高 6.0ｍ

電動バトン×５ 耐荷重：150㎏/本

電動ダブルバトン×3 耐荷重：150㎏/本（渡しバトン２０kg）

固定バトン×７ 耐荷重：30㎏/ｍ

蛍光灯 500Lxs

ハロゲン 200Lxs

床設備 カーペット

床荷重 床上８00㎏/㎡ 重量物を設置する際は必ず重量分散措置を取ってください。

置型スクリーン×１
寸法：H2740×W4880（16：9（220インチ））
（４：３（1８０インチ相当））

置型プロジェクター×１ 9,400ANSI（Panasonic PT-RZ970JB）

天井カメラ 控室にて視聴可能

天井スピーカー

ワイヤードマイク×６

ワイヤレスマイク×４ 2.4GHz帯

ピンマイク×２ 2.4GHz帯

ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は４波まで

ＡＶ操作卓 全体用

再生：ＣＤ・MD・カセット・I-Pod、
録音：MD・カセット・ICレコーダー、
モニター：無し、スイッチャー：無し、照明ＤＭＸ回線入力：
有

イベント用 計71KVA

照明バトン用 Ｃ型20Ａコンセント×3個・5回路/本

イベント用 計6KVA

照明バトン用 -

車両制限 Ｈ3200×Ｌ7000　重2.0ｔ

搬入口サイズ W2500×Ｈ3150

入口扉：Ｗ920×Ｈ2300

カゴ内：Ｗ1400×Ｈ2500×Ｄ1350

積載荷重：1,800㎏

控室 控室 20㎡ 会場モニター有り

男子トイレ 立：11　座：4 or 8

女子トイレ 座：7 or 11

優先トイレ 有り

控室用 有り

駐車場 無し 無し 無し

車寄せ 無し 無し 無し

1Ｆ屋内ガラス面 無し

立て看板 ６00×1,350　A3横サイズにて差込み可能

柱巻広告 無し

イベント専用分電盤 別途電気工事費用が発生いたします

インターネット回線
光ネクストファミリーハイスピードタイプ、
規格上最大速度100Mbps、お客様負担にて増設可能

Wi-Fi設備 有り

パントリー 備品庫内

喫煙室 １箇所（15㎡）

自動販売機 有り

電話回線 着信専用電話１台有

同時通訳ラジエーター 有り

ビルエントランス開放時間 ７時３０分～20時

備品庫 （ホール側３７㎡・ロビー側２６㎡）

定点カメラ

項目

天井
天井設備

基準照明

床

音響設備

映像設備

電気容量

単相100Ｖ

三相200Ｖ

搬出入

搬入用ＥＶサイズ

トイレ １Ｆと共有になります。

サイン

その他

各フロアへの映像（アナログ信号）・音声用渡り配管を設置済（信号増幅器が必要）


