
ベルサール汐留　〔2Ｆホール〕
設備リスト 更新日：2021/4/1

内容 備考

ＨＡＬＬ全体 949㎡（287坪）

ＨＡＬＬ　Ａ 593㎡（179坪） Ａ-1：305㎡（92坪）・Ａ-2：287㎡（87坪）に分割可能

ＨＡＬＬ　Ｂ 356㎡（107坪）

ロビー面積 198㎡（59坪）

天井高 6.0m

電動道具バトン×4 耐荷重：150kg/本

電動照明バトン×4 耐荷重：150kg/本

固定バトン×3 耐荷重：30㎏/ｍ

電動ブラインド

蛍光灯 500Lxs

ハロゲン 200Lxs　調光可能

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：Ｗ6641×Ｈ4700

300インチ相当（16：9）　250インチ相当（4：3）

天吊プロジェクター×1 12,000ANSI （Panasonic PT-RZ12KJ）

天井カメラ 控室Aにて視聴可能

天井スピーカー

ワイヤードマイク×6

ワイヤレスハンドマイク×10

ワイヤレスピンマイク×4

全体用（ホールＡ用）

音響設備・映像設備・照明設備

再生：CD・SD・USB・音声外部入力

録音：SD・USB・音声外部出力

パソコン切り替え台数：6台

プレビューモニター：有り

ホールB用

音響設備・映像設備・照明設備

再生：CD・MD・BD・VHS・AV入力・音声外部入力

録音：音声外部出力

パソコン切り替え台数：6台

プレビューモニター：有り

イベント用 57kVA（1φ3W-125A×3）

照明バトン用 Ｃ型20Ａ×3回路/本×3本、Ｃ型20A×2回路/本×1本

イベント用 -

照明バトン用 -

車両制限 Ｈ3000×Ｌ6200　重2.0ｔ

場所 B2荷捌きより搬入用ＥＶを使用 荷捌場はビルと共用のため留め置きはできません。

入口扉：Ｗ1200×Ｈ2400

カゴ内：Ｗ2000×Ｈ2700×Ｄ2350

積載荷重：2,700㎏

控室Ａ 13㎡ 会場モニター有り

控室Ｂ 7㎡

男子トイレ 立：7、座：2～8

女子トイレ 座：2～8

優先トイレ 有り

控室用 有り

駐車場 無し 近隣のコインパーキングなどをご利用ください。

サイン 要相談

DMX端子 有り

連絡回線パネル 1FまたはB1との映像信号・音声信号の送受可。

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箇所有り

喫煙室 1箇所有り

自動販売機 2台有り

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 平日7時～21時 ※左記以外の曜日・時間はご相談ください。

パントリー

備品庫

デジタルB帯

※ハンドマイクとピンマイクの同時使用は10波まで

その他

インターネット回線

電気容量

単相100Ｖ

三相200Ｖ

搬出入

搬入用ＥＶサイズ

控室

トイレ

車寄せ ビル1F正面
人の乗降のみ利用可

荷物の積み降ろし・車両の待機はできません。

ＡＶ操作卓

項目

ホール面積

天井
天井設備

基準照明

床

映像設備

音響設備



ベルサール汐留　〔1Ｆホール〕
設備リスト 更新日：2021/4/7

内容 備考

ホール面積 ＨＡＬＬ全体 397㎡（120坪）

天井高 6.0m

電動ダブルバトン×1 耐荷重：200kg/本＋200kg/本（渡しバトン耐荷重：20kg）

電動照明バトン×1 耐荷重：150kg/本

電動道具バトン×1 耐荷重：150kg/本

電動ブラインド

蛍光灯 500Lxs

ハロゲン 200Lxs　調光可能

床設備 大理石

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。

映像設備 なし

天井スピーカー

ワイヤードマイク×4

ワイヤレスハンドマイク×6

ワイヤレスピンマイク×2

ＡＶ操作卓 音響設備・照明設備
再生：CD・SD・USB・音声外部入力

録音：SD・USB・音声外部出力

イベント用 47kVA（1φ3W-125A×2）

照明バトン用 Ｃ型20Ａ×6回路/本×2本

イベント用 4kVA（3φ3W-30A×1）

照明バトン用 -

車両制限 重4.0ｔ

場所 1Fピロティより直接搬入出可能

搬入口サイズ 入口扉：Ｗ2700×Ｈ3200

控室 無し

トイレ 無し ご利用いただけるトイレは会場より都度指定させていただきます。

駐車場 無し 近隣のコインパーキングなどをご利用ください。

車寄せ ビル1F正面
人の乗降のみ利用可

荷物の積み降ろし・車両の待機はできません。

サイン 要相談

定点カメラ

連絡回線パネル 2FまたはB1との映像信号・音声信号の送受可。

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
・フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ

規格上最大速度1,000Mbps、お客様負担にて増設可能。

Wi-Fi設備 有り

パントリー 無し

喫煙室 無し

自動販売機 無し

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 平日7時～21時 ※左記以外の曜日・時間はご相談ください。

搬出入

その他

デジタルB帯

項目

単相100Ｖ

三相200Ｖ

天井設備

基準照明

天井

床

電気容量

音響設備



ベルサール汐留　〔B1ホール〕
設備リスト 更新日：2021/4/7

内容 備考

ホール面積 ＨＡＬＬ全体 1,383㎡（418坪） 1,160㎡（351坪）・222㎡（67坪）に分割可能

ロビー面積 250㎡（75坪）

天井高 6.0m

電動ダブルバトン×6 耐荷重：200kg/本＋200kg/本（渡しバトン耐荷重：20kg）

電動照明バトン×1 耐荷重：150kg/本

固定バトン×6 耐荷重：30㎏/ｍ

蛍光灯 500Lxs

ハロゲン 200Lxs　調光可能

カーペット

配線ピット

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。

映像設備 天井カメラ 控室3にて視聴可能

天井スピーカー

ワイヤードマイク×6

ワイヤレスハンドマイク×10

ワイヤレスピンマイク×4

ＡＶ操作卓 音響設備・照明設備
再生：CD・SD・USB・音声外部入力

録音：SD・USB・音声外部出力

イベント用 166kVA（1φ3W-225A×4）

照明バトン用 Ｃ型20Ａ×6回路/本×7本

イベント用 13.85kVA（3φ3W-75A×1）

照明バトン用 -

車両制限 Ｈ3000×Ｌ6200　重2.0ｔ

場所 B1荷捌きより直接搬入出可能

入口扉1：Ｗ2700×Ｈ3200

入口扉2：Ｗ1800×Ｈ2800

控室1 13㎡

控室2 8㎡

控室3 12㎡ 会場モニター有り

控室4 10㎡

控室5/授乳室 10㎡

男子トイレ 立：10、座：3～5

女子トイレ 座：11～13

優先トイレ 有り

控室用 有り

駐車場 無し 近隣のコインパーキングなどをご利用ください。

サイン 要相談

DMX端子 有り

連絡回線パネル 1Fまたは2Fとの映像信号・音声信号の送受可。

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（2F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箇所有り

喫煙室 1箇所有り

自動販売機 2台有り

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 平日7時～21時 ※左記以外の曜日・時間はご相談ください。

定点カメラ

インターネット回線

デジタルB帯

※ハンドマイクとピンマイクの同時使用は10波まで

その他

電気容量

搬出入

控室

トイレ

車寄せ ビル1F正面
人の乗降のみ利用可

荷物の積み降ろし・車両の待機はできません。

単相100Ｖ

三相200Ｖ

搬入口サイズ

音響設備

項目

天井
天井設備

基準照明

床
床設備


