
　　　　備　　　　　　考

　電源　３φ４Ｗ　１０５／１８２Ｖ　６０Ｈｚ　１８０ｋＶＡ

　総主幹ＭＣＣＢ　　４Ｐ　６００ＡＦ／６００ＡＴ

　漏電感知機能付調光器　　　　舞台用ＩＬ　３ｋＷ ×　１５１台

　漏電感知機能付調光器　　　　舞台用ＩＬ　２ｋＷ ×　　　２台

　漏電感知機能付調光器　　　　客席用ＩＬ　２ｋＷ ×　　　９台

　直３０Ａリモコンブレーカ ×　　１４個

　直２０Ａブレーカ ×　　　２個

　直３０Ａブレーカ ×　　　６個

　直６０Ａブレーカ ×　　　４個

　プリセットフェーダ ６０本　×３段

　サブマスターフェーダ ３０本

　イベント管理機能 １００イベント

　メモリーシーン数 １０００シーン ／　１イベント

　チェイス機能 ×　１式

フライダクト　　　　　　 Ｃ型２０Ａ　　　　　２８個 １４回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型３０Ａ　　　　　　２個 　２回路（直回路）

ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　　２個 　２系統

フライダクト　　　　　　 Ｃ型２０Ａ　　　　　２８個 １４回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型３０Ａ　　　　　　２個 　２回路（直回路）

　２系統

フライダクト　　　　　　 Ｃ型２０Ａ　　　　　２４個 １２回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型３０Ａ　　　　　　２個 　２回路（直回路）

ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　　２個 　２系統

コンセントボックス Ｃ型２０Ａ　　　 　　１６個 　８回路（調光３ｋＷ）

ＬＥＤ　フラッドライト　130Ｗ ウォームホワイト　　７台

ＬＥＤ　フラッドライト　130Ｗ ３色マルチ　　  　　６台

コンセントボックス C型２０A　　　　　１６個 　８回路（調光３ｋＷ）

ＬＥＤ　フラッドライト　130Ｗ ウォームホワイト　　７台

ＬＥＤ　フラッドライト　130Ｗ ３色マルチ　　　　　６台
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２サス

３サス

１サス

名          称 仕　　　　　　　　様　　

調光盤

ＰＲＥＴＹＮＡ－Ｍ（丸茂電機㈱）

調光操作卓

コンセントボックス　　

メニスカスハイベックスＭＳＭ ‐ 805Ｓ1 ‐ 1500　1KW　14台

ＭＤＡ型調光器盤（丸茂電機㈱）

メニスカスハイベックスＭＳＭ ‐ 805Ｓ1 ‐ 1500　1KW　14台

メニスカスハイベックスＭＳＭ ‐ 805Ｓ1 ‐ 1500　1KW　14台

コンセントボックス　　

コンセントボックス　　

１Ｂ

サ
　
ス
　
回
　
路

２Ｂ

内、４回路（ＵＨ、ＬＨ）は

直／調切替回路



　　　　備　　　　　　考

Ｔ型２０Ａ　　　　３６個 　６回路（調光３ｋＷ）

Ｔ型２０Ａ　　　　１２個 　２回路（直／調切替回路）

コンセントボックス　 Ｃ型３０Ａ　　　　　４個 　２回路（直／調切替回路） ２口用×２台

コンセントボックス　 ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　１個 　１系統

Ｃ型３０Ａ　　　　　６個 　６回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型３０Ａ　　　　　１個 　２回路（直／調切替回路）

ＦＣ（ＬＨ用） ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　２個 　２系統 制御用×１台

ＦＣ（上手） Ｃ型３０Ａ　　　　１１個 １１回路（調光３ｋＷ） ２口用×１台、３口用×３台

ＦＣ（下手） Ｃ型３０Ａ　　　　１１個 １１回路（調光３ｋＷ） ２口用×１台、３口用×３台

ＦＣ（前） Ｃ型３０Ａ　　　　　４個 　２回路（調光３ｋＷ） １口用×４台

６０Ｗ　　　　　　　×　６４灯 ４色

コンセント Ｃ型３０Ａ　　　　　４個 　４回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型２０Ａ　　　　１０個 　５回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型３０Ａ　　　　　１個 　１回路（直回路）

ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　１個 　１系統

上手奥 コンセント Ｃ型２０Ａ　　　　　６個 　３回路（調光３ｋＷ） ２口用×３個

Ｃ型２０Ａ　　　　１０個 　５回路（調光３ｋＷ）

Ｃ型３０Ａ　　　　　１個 　１回路（直回路）

ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　１個 　１系統

下手奥 コンセント Ｃ型２０Ａ　　　　　６個 　３回路（調光３ｋＷ） ２口用×３個

コンセントボックス　 Ｃ型２０Ａ　　　　３０個 １５回路（調光３ｋＷ） １口用×１８台、２口用×６台

Ｃ型３０Ａ　　　　　２個 　２回路（直回路）

ＤＭＸ　ＯＵＴ　　　２個 　２系統

コンセントボックス　 Ｃ型２０Ａ　　　　１２個 １０回路（調光３ｋＷ） １口用×１２台

ＬＨ

トップサス回路

上手前

下手前

フ
ロ
ン
ト
回
路

ＦＴ

フ
ロ
ア
ー

回
路

フライダクト　　　　　　

平凸レンズＭＳＣ - 801 ‐ 1500　1KW　　12台（3台4色）

ＦＣ（ＬＨ用）

フライダクト　　　　　　

ＵＨ フライダクト　　　　　　 上下区分

仕　　　　　　　　様　　
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ＬＥＤ 　　LEF - 6MH - 6CB   ２００Ｗ　×　１０台

ＬＥＤ 　　LEF - 6MH - 6CB   ２００Ｗ　×　１０台

平凸レンズＭＳＣ - 801 ‐ 1500　1KW　　12台（3台4色）

４口用×２台

ＦＣ

コンセントボックス　　 （Ｃ30Ａ 1口＋ＤＭＸ 1口）×２台

シーリング回路
平凸レンズＭＳＣ - 80 1‐ 1500　1KW　　24台

平凸レンズＭＳＣ - 801 ‐ 1500　1KW　　10台

サ
　
ス
　
回
　
路

名          称
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コンセントボックス　 Ｃ型２０Ａ　　　　　４個 　２回路（調光３ｋＷ） ２口用×２個

コンセントボックス　 Ｃ型２０Ａ　　　　　４個 　２回路（調光３ｋＷ） １口用×４台

ハロゲンQCO  - ３００Ｗ　×　３０台

コンセント Ｃ型２０Ａ　　　　３０個 　６回路（調光３ｋＷ） １口用×３０台

コンセント Ｃ型２０Ａ　　　　　２個 　２回路（調光２ｋＷ） １口用×２台

×　　　２台

ＭＣＤ-２００３１‐１３０‐Ｌ ×　　　２台

エリスポＥＣＲ2 ‐ 26Ｃ ‐ 750　8台  　  ・　パ-ライトＳＰＨⅢ - 500Ｗ-ＡＬ　18台　   ・　ストリップ6尺8灯60W　4色5本

エフェクトスポットＥＰＤ3 ‐ 1000Ｗ　2台  　・　ディスクマシンＶＳＤ3　2台　   ・　マシン操作ボックスＭＣＢＸ ‐ ＥＤ3　2台

ＢＢ‐15‐30 ×　　　２0台

金属製 ×　　　２本

ＥＸＣＭ－Ｃ6／2Ｃ3－1 ×　　　２台

平凸レンズＭＳＣ - 801 ‐ 1500　1KW　　18台　   ・　平凸レンズＭＳＣ - 608‐750　500W　10台　・　TI  ‐500W　3台

エフェクトパタ-ン（ＶＳＤ用）　　雪2枚  ・ぼたん雪2枚  ・炎2枚  ・波1枚  ・小波1枚  ・雨2枚  ・荒雲1枚  ・雲1枚  ・水玉2枚  ・滝1枚

電源

名         称 仕　　　　　　　　様　　

分岐コード類 Ｃ型20Ａ～Ｃ型20Ａ＊2Ｌ=1.1ｍ　 11本　・　Ｃ型30Ａ～Ｃ型20Ａ＊2Ｌ=1.1ｍ　   10本　

ＤＭＸ信号ケーブル ＤＭＸ信号ケーブル　Ｌ＝20.0ｍ 1本　　　・　Ｌ＝5.0ｍ  10本 　　  ・　Ｌ＝10.0ｍ　4本　　　 ・　Ｌ＝1.0ｍ　23本

移動型調光器

ピンスポット

天反回路

メニスカスハイベックスＭＳＭ ‐ 805Ｓ1 ‐ 1500　1KW　1台

メニスカスハイベックスＭＳＭ ‐ 805Ｓ1 ‐ 1500　1KW　1台

ピンスポットクセノン XPS - 1004SR/ｅ  １ｋＷ

トーメンタル
回路

下手

エリスポＥＣＲ2 ‐ 26Ｃ ‐ 750　2台

エリスポＥＣＲ2 ‐ 26Ｃ ‐ 750　2台

上手

メニスカスハイベックスＭＳＭ‐805Ｓ1 ‐ 1500　1KW　6台  　・　メニスカスハイベックスＭＳＭ ‐ 604Ｓ1 ‐ 750　500W　6台

先玉ＳＤＤ3－　6　,8　,10　,12各2台　　・　波マシンＮＡＥ3－1000　2台

平置ベース　ＳＨＢ-5　　8個    　・　平置ベース　ＳＨＢ-10　　8個       ・　ダボ付二連アーム　　ＡＭＴ　2台

Ｃ型20Ａ～Ｃ型20Ａ　Ｌ＝2.0ｍ　　17本　・　Ｃ型20Ａ～Ｃ型20Ａ　Ｌ＝5.0ｍ　  　30本　　 ・　Ｃ型20Ａ～Ｃ型20Ａ　Ｌ＝10.0ｍ　　10本　　

Ｃ型30Ａ～Ｃ型30Ａ　Ｌ＝5.0ｍ　　20本　・　Ｃ型30Ａ～Ｃ型30Ａ　Ｌ＝10.0ｍ　　10本　　 ・　Ｃ型30Ａ～Ｃ型20Ａ　Ｌ＝2.0ｍ　  　18本　　

Ｃ型30Ａ～Ｔ型20Ａ　Ｌ＝5.0ｍ　　17本   ・　Ｃ型20Ａ～Ｔ型20Ａ　Ｌ＝0.3ｍ     　40本　　・　Ｔ型20Ａ～Ｃ型20Ａ　Ｌ＝0.3ｍ　 　　50本

丸台スタンド　ＳＭ2　　13台　・　三又二段スタンド　ST2　 11台　・　三又三段スタンド　ＳＴ3Ｃ　-　12　　4台　　　

ブレーカ付変換ボックス

操作棒

延長コード類

舞台スポット、他


