
ベルサール六本木　〔1Ｆホール〕
設備リスト 更新日：2021/4/6

内容 備考

ＨＡＬＬ全体 321㎡（97坪）

ＨＡＬＬ　Ａ 135㎡（41坪）

ＨＡＬＬ　Ｂ 161㎡（49坪）

天井高 5.0m

電動照明バトン×4 耐荷重：150㎏/1本

電動道具バトン×6 耐荷重：150㎏/1本

電動ブラインド

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。

電動スクリーン×2
寸法：H3900xW4600

220インチ（16：9）　200インチ（4：3）　各ホールｘ1

掛図スクリーン×2
寸法：Ｈ3140×Ｗ4240

200インチ（4：3）　180インチ（16：9） 会場共有備品

置型スクリーン×1
寸法：H2670×W4270

193インチ（16：10）　 会場共有備品

置型ロールアップスクリーン×2
寸法：H1346×W2154

100インチ相当（16：10） 会場共有備品

置型プロジェクター×2 4,000ANSI   （Panasonic PT-VW360J）　会場共有備品

置型プロジェクター×2 8,500ANSI   （Panasonic  PT-RZ870J）　会場共有備品

置型プロジェクター×1 10,600ANSI （Panasonic PT-DZ870）　　会場共有備品

メインスピーカー Panasonic WS-M200-K　A：2台　B：2台

天井スピーカー Panasonic WS-A44　A：4台　B：4台

ワイヤードマイク×4 会場共有備品・先着順

ワイヤレスマイク×8 デジタルB帯

ピンマイク×2 デジタルB帯

ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は8波まで

分割用（ホールＡ用）

再生：CD・MD・CF・USB・ブルーレイ・DVD

録音：CD・MD・CF・USB

パソコン切り替え台数：６台（RGB端子数×3・HDMI端子数×3）

プレビューモニター：有

照明ＤＭＸ回線入力：有

全体用（ホールＢ用）

再生：CD・MD・CF・USB・ブルーレイ・DVD

録音：CD・MD・CF・USB・ICレコーダー

パソコン切り替え台数：６台（RGB端子数×３・HDMI端子数×３）

プレビューモニター：有

照明ＤＭＸ回線入力：無

イベント用 1Φ3W-200Ax1

照明バトン用 Ｃ型20Ａコンセント×3個・4回路/4本

イベント用 3Φ3W-50Ax1

照明バトン用 -

車両制限 4t車まで　高さ制限なし

場所 ガラス戸より直接搬出入可能

控室1 15㎡ 1F利用者先着順、会場モニター無

控室2 9㎡ 1F・B1利用者先着順、会場モニター無

男子トイレ 立：4　座：3

女子トイレ 座：3

優先トイレ 有り
オフィスビル内1Fにはありませんが、

ベルサール六本木B1にある優先トイレをご案内しております。

控室用 なし

駐車場 時間貸し駐車場はございません

車寄せ B1荷捌場

サイン 外看板 B1共有　B2サイズ横（W728×H515）

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

・フレッツ光ネクスト プライオ10

規格上最大速度1,000Mbps、お客様負担にて増設可能。

・NUROアクセスプレミアム・先着順（B1と共用）

規格上最大速度　上り1,000Mbps　下り２,000Mbps

視聴者側の端末やネットワーク環境の障害につきましては対応いたしかねます。弊社の使

用規約に同意いただいた上でのご利用となります。使用申込書をご記入いただく際にご確

認ください。

〈１３．免責及び損害賠償（6）〉

Wi-Fi設備 有り

パントリー 1箇所（B1）

喫煙室 1箇所（B1　4.8㎡）

自動販売機 1箇所（B1）

電話回線 無し

同時通訳ラジエーター 無し

ビルエントランス開放時間
月～金：8時～20時　土：8時～17時

（日曜・祝日は開放していません）

項目

単相100Ｖ

三相200Ｖ

天井設備

基準照明

ホール面積

映像設備

音響設備

電気容量

搬出入

ＡＶ操作卓

オフィスビル内1Fのお手洗い使用可

インターネット回線

天井

床

その他

トイレ

控室



ベルサール六本木　〔B1ホール〕
設備リスト 更新日：2021/4/6

内容 備考

ＨＡＬＬ全体 703㎡（213坪）

ＨＡＬＬ　C 352㎡（107坪）

ＨＡＬＬ　D 351㎡（106坪）

天井高 5.0m

電動照明バトン×6 耐荷重：150㎏/1本

電動道具バトン×10 耐荷重：150㎏/1本

蛍光灯 500Lxs

ハロゲン 200Lxs

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。

電動スクリーン×1
寸法：H4450xW6950

300インチ（16：9）　250インチ（4：3） Dホールｘ1

掛図スクリーン×2
寸法：Ｈ3140×Ｗ4240

200インチ（4：3）　180インチ（16：9） 会場共有備品

置型スクリーン×1
寸法：H2670×W4270

193インチ（16：10） 会場共有備品

置型ロールアップスクリーン×2
寸法：H1346×W2154

100インチ相当（16：10） 会場共有備品

置型プロジェクター×2 4,000ANSI   （Panasonic PT-VW360J）　会場共有備品

置型プロジェクター×2 8,500ANSI   （Panasonic  PT-RZ870J）　会場共有備品

置型プロジェクター×1 10,600ANSI （Panasonic PT-DZ870）　会場共有備品

メインスピーカー Panasonic WS-M200-K　C：0台　D：2台

天井スピーカー Panasonic WS-A44　C：8台　D：8台

ワイヤードマイク×6 会場共有備品・先着順

ワイヤレスマイク×6

ピンマイク×4

全体用（ホールD用）

再生：CD・MD・CF・USB・ブルーレイ・DVD

録音：CD・MD・CF・USB

パソコン切り替え台数：6台（RGB端子数×3・HDMI端子数×3）

モニター：有

照明ＤＭＸ回線入力：有

分割用（ホールC用）

再生：CD・MD・CF・USB・ブルーレイ・DVD

録音：CD・MD・CF・USB・ICレコーダー

パソコン切り替え台数：6台（RGB端子数×3・HDMI端子数×3）

モニター：有

照明ＤＭＸ回線入力：無

イベント用 1Φ3W-225Ax2

照明バトン用 Ｃ型20Ａコンセント×3個・3回路/6本

イベント用 3Φ3W-50Ax2

照明バトン用 -

車両制限 H3000XL6600 重2.0t（ロング不可）

場所 B1荷捌より搬入EV使用

入口扉：W2450XH2400

カゴ内：W3900XH2400

積載荷重：3,500Kg

控室2 9㎡ 1F・B1利用者先着順、会場モニター無

控室3 21㎡ B1利用者先着順、会場モニター無

男子トイレ 立：6　座：5

女子トイレ 座：8

優先トイレ 有り

控室用 無

駐車場 時間貸し駐車場はございません

車寄せ B1荷捌場

サイン 外看板 B1共有　B2サイズ横（W728×H515）

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

・フレッツ光ネクスト プライオ10

規格上最大速度1,000Mbps、お客様負担にて増設可能。

・NUROアクセスプレミアム・先着順（1Fと共用）

規格上最大速度　上り1,000Mbps　下り２,000Mbps

視聴者側の端末やネットワーク環境の障害につきましては対応いたしかねます。弊社の

使用規約に同意いただいた上でのご利用となります。使用申込書をご記入いただく際に

ご確認ください。

〈１３．免責及び損害賠償（6）〉

Wi-Fi設備 有り

パントリー 1箇所（B1）

喫煙室 1箇所（B1　4.8㎡）

自動販売機 1箇所（B1）

電話回線 無し

同時通訳ラジエーター 無し

ビルエントランス開放時間
月～金：8時～20時　土：8時～17時

（日曜・祝日は開放していません）

床

映像設備

項目

ホール面積

天井
天井設備

基準照明

デジタルB帯

ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は10波まで

インターネット回線

ＡＶ操作卓
全体用

（ホールD用）

電気容量

単相100Ｖ

三相200Ｖ

その他

搬出入

搬入用ＥＶサイズ

トイレ

控室

音響設備


