
ベルサール⻁ノ門 〔2Ｆホール〕 
施設概要 更新⽇︓2022/10/20

内容 備考
ハロゲン 机上面500lx
水銀灯 机上面200lx
電動照明バトン（ロング）×6 耐荷重︓300kg/本 ×4、110kg/本 ×2
電動照明バトン（ショート）×12 耐荷重︓150kg/本
電動道具バトン（舞台面）×1 耐荷重︓140kg/本
電動道具バトン（舞台奥）×2 耐荷重︓150kg/本
電動道具バトン（会場サイド）×2 耐荷重︓110kg/本
固定バトン 無
ブラインド 無

電動スクリーン×1
寸法︓W8,414×H3,580（⽩地有効面積）
280インチ（16︓9）

天吊プロジェクター×1 8,500lm （Panasonic PT-RZ870JLB）
メインスピーカー 無
シーリングスピーカー 有
同時通訳ラジエーター 無

仕様 フローリング
耐荷重 360kg/㎡ 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

控室1︓ソファ（3名）、ローテーブル
（大）、ローテーブル（小）、化粧台×
4、更⾐室、洗面台、LANジャック×1
控室2︓ソファ（1名）、ローテーブル
（小）、テレビモニター、化粧台×4、姿
⾒、洗面台、LANジャック×1
控室3︓机4台、椅⼦12脚、ハンガーラッ
ク、LANジャック×1
控室1︓18㎡
控室2︓16㎡
控室3︓14㎡

男⼦ ⽴︓7  座︓3 2F
⼥⼦ 座︓7 2F
優先 有 2F
控室用男⼦トイレ ⽴︓2  座︓1 2F
控室用⼥性トイレ 座︓1 2F
デジタルサイネージ 無
⽴て看板 無
⾞両制限 H3,100×L8,000 重2.0t
場所 B1F荷捌 1F店舗と共有のため、専用して使用することはできません。
搬入扉サイズ H3,000×W2,300

扉︓Ｗ3,000×H3,100
カゴ内︓W3,200×H3,100×D2,100
積載荷重︓2,500kg

ベルサール専用 無
時間貸 有 60台、サイズ（H1,550mm×W2,050mm×D5,700m） 重（2,300kg）

⾞寄せ 無
単相100V 25kVA  (1Φ3W-125A  ホール後方の分電盤に有)
三相200V 10kVA  (3Φ3W-30A    ホール後方の分電盤に有)

照明バトン用 単相100V C型20A ロング用コンセント24個・8回路/本 ショート用コンセント9個・3回路/本

共有 有線LAN
NUROアクセススタンダード
規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps

Wi-Fi 有
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。
お客様負担にて臨時回線（計8本）の増設可能

外線 無
内線 無
給湯室 1箇所
喫煙室 無
自動販売機 無
定点カメラ 無
ビルエントランス開放時間 7:00〜22:00

・ホームページをご参照の上、有料備品は「使用申込書」にてお申込下さい。
・テーブルおよびイスの保有数は、スクール型の最大収容⼈数に準じます。シアター型にてご使用の場合、当社にてレンタル⼿配を⾏いますので、使用開始⽇の10⽇前までに
 ご連絡の上、確定して下さい。
・「レンタル⼿配料」は原則使用開始⽇までに「会場使用料」と併せて申し受けます。また、レンタル⼿配をされた備品は当社備品とは全く異なりますので、予めご了承下さい。
・上記保有数は破損等で不⾜の場合があります。
・上記保有数・料⾦は、今後予告なく改定することがございます。
・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）〉
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テーブル W1,800×D450（ホワイト） 64
受付用テーブル W1,800×D450（ホワイト） 4
イス W510×D510×H770（ブラック） 192
演台 W1,200×D450×H1,050 1
司会者台 W600×D500×H1,000 1
ステージ（スカート⿊） W2,400×D1,200×H400・600 7
ステージステップ W920×D510×H400 2段 2
昇降式ステージ用ステップ W900×D600×H400 2段 2
パーテーション （W900＋1,230）×H1,800 2つ折（ライトグレー、グレー） 15
ベルトパーテーション 本体（シルバー）、ベルト（ブルー） 6
ホワイトボード W1,890×D550×H1,800 両面型 2
ハンガーラック W1,500×D530×H1,700 約20着 6
傘ポン ごみ箱付×1 ごみ箱無×1 2
サインスタンド A3サイズ 6
電動スクリーン 280インチ（16︓9、Ｗ8,414×H3,580） 1
置型プロジェクター 8,500lm （Panasonic PT-RZ870JLB） 1

CD（録音・再生） 1
SD（録音・再生） 1
USB（録音・再生） 1
DVD（再生） 1
BD（再生） 1
モニター
HDMI入⼒ 3
RGB入⼒ 2
ワイヤードマイク 8
ワイヤレスマイク （ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本まで） 4
ピンマイク （ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本まで） 4
照明操作（水銀灯、ハロゲンダウンライト、スポットライト） 1

卓上マイクスタンド 6
床置マイクスタンド 6

スポットライト（〜15灯）
会場共用備品・先着順
使用個数・⽇数によって料⾦が変わります

100

通信 NURO NUROアクセススタンダード(共有回線) 1
⼿許ランプ 4
レーザーポインター 1
表彰盆 W500×D340×H50 1
名刺盆 W163×D243×H18 1
ピアノ ShigeruKawaiフルコンサートグランドピアノ「SK-EX」 1 25,000円 27,500円
調律費用 指定業者のご紹介（河合楽器製作所） 1
簡易録音機材（記録用） エアーモニターマイク 1
トムソン椅⼦ W400×D460×H880 6
コントラバス椅⼦ W476×D454×H600〜790 1
譜面台（高） 譜面部W510×H320 高さ調節770〜134 4
譜面台（低） 譜面部W510×H320 高さ調節500〜820 12

音楽備品

66,000円
（１セット）

60,000円
（１セット）

映像
音響
照明

その他

⾦額は下記
スポットライト料⾦表を参照

操作卓
無料

実費

無料

無料

1日単価
（税込）

什器 無料

分類 備品名 備考 全体使用時
1日単価
（税抜）

※スポットライトご利用料⾦

1⽇ 2⽇ 3⽇ 4⽇

(税抜) 40,000 50,000 60,000 70,000

(税込) 44,000 55,000 66,000 77,000

(税抜) 50,000 70,000 90,000 110,000

(税込) 55,000 77,000 99,000 121,000

(税抜) 80,000 110,000 140,000 170,000

(税込) 88,000 121,000 154,000 187,000

〜10灯
+20,000/⽇

+22,000/⽇

〜15灯
+30,000/⽇

+33,000/⽇

（円）
 

5⽇以降

〜5灯
+10,000/⽇

+11,000/⽇

利用⽇数個数


