
岩国市周東文化会館
( 周東パストラルホール )

〒742-0416 山口県岩国市周東町用田 10137-8

Tel.

Fax.

0827-84-1400

0827-84-4949

E-maiｌl : pastoral@pastoralhall.org

ホームページ : http://www.pastoralhall.org

岩国市周東文化会館 ( パストラルホール） 使用料

室使用料は前納とします。 ( 受取を確認の上 「使用許可書」 交付とし、 附属設備及び備品使用料は使用当日納めていただきます。 )

1 . 室使用料 ( 単位＝円 )

２ . 附属設備及び備品使用料 ( 単位＝円 )

区　 分

午 前 午 後 夜 間 昼 間 午後 ・ 夜間 全 日

午前 9 時から
午前 12 時まで

午前 12 時から
午後 5 時まで

午後 5 時から
午後 10 時まで

午前 9 時から
午後 5 時まで

午前 12 時から
午後 10 時まで

午前 9 時から
午後 10 時まで

コンサートホール 13,200 22,000 24,744 32,549 45,100 57,200

リハーサル室 1,309 2,200 2,461 3,236 4,504 5,709

アンフィシアター 1,309 2,200 2,461 3,236 4,504 5,709

アーティストラウンジ 1,309 2,200 2,461 3,236 4,504 5,709

楽屋 313 544 649 690 1,204 1,413

会議室 313 544 649 690 1,204 1,413

備考

1　利用時間が表に定める利用時間に満たない場合でも時間割計算は行いません。

２　行事に関連する準備及び原状回復のために利用するときの使用料は、 行事当日を除き、 この表の額の 50 パーセントに相当する額とします。

3　やむを得ない理由により利用時間を超えて利用するときの使用料は、 1 時間単位としてこの表の額 ( 午前の場合は 「午前」、 午後の場合は

    「午後」、 夜間の場合は 「夜間」） の時間割計算による額の 120 パーセントに相当する額とします。

4　この表の使用料には、 特別に必要な人件費は含みません。

5　使用料に 10 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てるものとします。

平台 (6 尺 ×6 尺、 1,800×1,800) 110/ 枚

平台 (6 尺 ×4 尺、 1,800×1,200) 110/ 枚

平台 (6 尺 ×3 尺、 1,800×900) 110/ 枚

平台 (3 尺 ×3 尺、 900×900) 110/ 枚

220/ 台演台

110/ 台花台

110/ 台司会者台

110/ 脚指揮者用椅子

33/ 脚オーケストラ用椅子

55/ 台譜面台

55/ 個譜面灯

1,047/ 枚映写幕

1,047/ 双引割幕

110/ 枚吊り看板

55/ 台めくり台

110/ 台演壇　（演台用）

220/ 台指揮台　（譜面台付）

1,047/ 双金屏風

110/ 脚室内楽用椅子　（ピアノ背付椅子）

区 分 品　名 （仕　様） 単価 /( 単位 )

■ 舞台関係設備及び備品

110/ 台スポットライト　（1Kw 平凸）

110/ 台スポットライト　（1Kw 平ソフト）

110/ 台スポットライト　（1Kw 平ハード）

110/ 台シーリングライト　

33/ 台丸台スタンド

33/ 台ベタ置きスタンド

110/1Kw持込器具類

2,200/ 台リモコンピンスポットライト

110/ 台予備照明　（1Kw 平凸）

110/ 台サイドバルコニー　（1Kw 平凸）

33/ 台三又二段スタンド　（キャスター付）

33/ 台三又三段 9 尺スタンド　（キャスター付）

2,200/ 式照明用分電盤 1　（舞台上手 ・ 下手袖）

3,142/ 式照明用分電盤 2　（アンフィシアター）

1,100/ 台ランプピン　（650w ）

区 分 品　名 （仕　様） 単価 /( 単位 )

■ 舞台照明関係設備及び備品

2,200/ 式場内拡声装置

550/ 本ワイヤレスマイクロフォン

330/ 本ダイナミックマイクロフォン

550/ 本コンデンサーマイクロフォン

550/ 本SM　マイクロフォン

550/ 式三点吊り装置

550/ 台CD　プレイヤー

550/ 台カセットデッキ

550/ 台DAT

550/ 台MD プレイヤー

550/ 台録音 ・ 再生機

550/ 式メインスピーカー

330/ 式固定式モニタースピーカー

330/ 式ウォールスピーカー

330/ 式フロントスピーカー

55/ 本マイクスタンド

110/1Kw持込器具類

1,100/ 式簡易操作ミキサー （再生機は別途）

550/ 式移動型スピーカー　（大）

330/ 式移動型スピーカー　（小）

1,100/ 台音響用分電盤 1　（C 型コンセント 4 口）

1,100/ 台音響用分電盤 2　（アンフィシアター）

区 分 品　名 （仕　様） 単価 /( 単位 )

1,650/ 台ビデオプロジェクター

550/ 室シャワー室

8,800/ 台スタインウェイ D274　※調律料は別

3,300/ 台ヤマハ CFⅢ　※調律料は別

1,100/ 台ヤマハ U10A　※調律料は別

1,100/ 台映写機　（16mm）

区 分 品　名 （仕　様） 単価 /( 単位 )

■ 舞台音響関係設備及び備品

■ その他関係設備及び備品


