
大ホール　照明設備詳細 平塚市中央公民館
（平成29年1月現在）

No1

名称

　丸茂電機　PRETYNA-Ｍ

                     ・フェーダー ：   80本×3段（240本×1段）
　　              　・制御チャンネル ：   1024チャンネル
　　              　・記憶シーン ：   1000シーン
　              　　・サブマスタ ：   30本×99ページ
　              　　・チェイス ：   99パターン×99ステップ
　　              　・JASCII ：   SDカードにて読み込み

　　　　　　　　　　　　　　　※COMOSデータはオフラインPCにてJASCIIに変換します。
　　　　　　　　　　　　　　　※DMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します。

　130wミニハロゲン×54灯  （14灯が2色・13灯が2色　#W #W #W #72　　シートサイズ6インチ）

第1ボーダーライト（電動） 　上下・中回路

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw8回路（切り替えしないで使用可能）

（積載荷重180kg ・ バトン付　※バトン長=13m） 　ボーダーライトの下にバトンあり　バトン長=13m　　     ※1袖が近いので1袖の間口内で吊り込み可能

　130ｗミニハロゲン×54灯  （14灯が2色・13灯が2色　#W #W #W #72　　シートサイズ6インチ）

第2ボーダーライト（電動） 　上下・中回路

　調光回路）コンセント切り替えBOX付き（C型20Aコンセント　3kw8回路）

（積載荷重180kg ・ バトン付　※バトン長=10.8m） 　ボーダーライトの下にバトンあり　バトン長=10.8m

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw12回路

第1サス（電動・L=12.4m） 　直回路）　C型20Aコンセント×1回路（1ヶ口）　　　　※直回路とDMXは上手端

　DMX OUT×1

（積載荷重220kg） 　1kwトツ×12、1kwフレネル×8

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw12回路

第2サス（電動・L=12.4m） 　直回路）　C型20Aコンセント×1回路（1ヶ口）　　　　※直回路とDMXは上手端

　DMX OUT×1

（積載荷重220kg） 　1kwトツ×12、1kwフレネル×8

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw12回路

第3サス（手引き・L=13.0m） 　直回路）　C型20Aコンセント×1回路（1ヶ口）　　　　※直回路とDMXは下手端

　DMX OUT×1

（基本吊り器具荷重＝約175kg） 　1kwフレネル×16、PAR64（1N）×12

　300ｗハロゲン×52灯（13灯/色　＃71 ＃72 ＃63 ＃22　　シートサイズ272mm×236mm）

アッパーホリゾントライト 　C型20Aコンセント　3kw8回路

　　　

　300ｗハロゲン8灯 ×6本 （4色　＃72 ＃59 ＃22 ＃40　　シートサイズ243mm×243mm）

ロアーホリゾントライト

　　　

　FC上手　　　　　 　：C型30A　　9回路

　FC下手　　　　　 　：C型30A　　9回路

　FC前　　　　　　　　：C型30A　　2回路（上下共通）

　FC奥　　　　　　　　：C型30A　　2回路（上下共通）

　WC上手　　　　　   ：C型30A　　4回路（上手奥のウォールコンセント）

　WC下手　　　　　   ：C型30A　　4回路（下手奥のウォールコンセント）

　F（フット）　　　　    ：C型30A　　4回路（上下共通）

　上手花道　　　　 　：C型30A　　2回路

　下手花道　　 　　　：C型30A　　2回路

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw4回路（1番～4番）、C型30Aコンセント　3kw1回路（5番）

　直回路）　C型20Aコンセント×1回路（1ヶ口）

　DMX OUT×１

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw16回路

　直回路）　C型20Aコンセント×2回路（各1ヶ口）

　DMX OUT×2

　1kwハイベックス×16、1kwトツ×4、750ｗRIKURI19×2、650ｗランプピン×2、1kwリモコンピン×2

仕様

フロア ・ ウォールコンセント

フロントサイドライト（上下同じ仕様）

調光卓

シーリングライト
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No2

名称

　調光回路）C型20Aコンセント　3kw2回路

　直回路）　C型20Aコンセント×１回路（1ヶ口）

　DMX OUT×１

　1kwトツ×2、575ｗソースフォー36×1

　60ｗ×56灯　（14灯/色　#W #W #W #78　　シートサイズ4インチ）

　2kwクセノン×2（USHIO　XPS-2009SR/e）

　DMX IN×2　　※下手操作盤横

　平行15Aコンセント×1（2ヶ口）持ち込み卓対応

トーメンタルライト（上下同じ仕様）

センターピンスポット

フットライト（電動格納）

仕様
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No3

　 台数 備考

1kw　　 24  スタンド付×14

500w　 12

1kw　　 14

 500ｗ　 8

　FPQ  500ｗ　 8 アイボリー、シートサイズ150mm×150mm

575ｗ　 26° 2

   〃　   36° 6 トーメンタル分は含まず

   〃　   50° 2

575ｗ　 36° 4

   〃　   50° 2

  ITO 650w 10  アイリス付×2　左記以外にアイリス×2有り

1kｗナロー 20  3サス基本吊分の12台を含む

500ｗミディアム 12

  PAR36 500wナロー 19

1kwEPD3 4  丸茂電機

1kwEQS 2  RDS

 ディスクマシン VSD3 4  丸茂電機

 ダブルマシン NCD3 2 　〃

MCCD-2 4 　〃

ESC-1 2  RDS

SDA 10' 12' 各2

　 SDA 8'  6'  4' 各4

OL  8'  6'  4' 各2  RDS

 箱波 1kｗ 4  2台はダボ付　

 ドラムマシン 1kｗ 1

 ストロボ KM-14R 2  置き専用

丸型 1  直径450㎜

楕円 1  240㎜×400㎜

 60w 6  6尺12灯 2色（アイボリー）

 60w 2  3尺  6灯 2色（アイボリー）

 LHQ ミニハロ85w 8  4尺  8灯 2色（アイボリー）

 スタンド 3又2段 20  トツ付の14本含む、キャスター付は12本

 バンドア 8インチ 30

 ベース（三又） 20

 ロングハンガー 10

 ハンガー 40

 スモークマシン ROSCO1600 1  ファンあり、ジュースは持ち込み

 介錯棒 2 L=3,441～7,000mm

　SourceFour　A 8

　　〃　　　      B 17

　RIKURI  　　  A 10

種類 本数

　C20－C20　   1ｍ 15

　　　〃　　　   　3ｍ 20

　　　〃　　　   　5ｍ 16

　　　〃　　　 　10ｍ 10

　C30－C30　   3ｍ 6

　　　〃　　　   　5ｍ 6

　　　〃　　　　 10ｍ 4

　C30－C20　   1ｍ 20

　　　〃　　　   　3ｍ 12

　　　〃　　　   　5ｍ 10

　　　〃　　　  　10ｍ 6

　C20－C20　   2又 30

　C30－C20　   2又 20

　C30－平行4ヶ口　 3

　C30－平行3ヶ口　 3

　C20－平行4ヶ口 2

　C20－平行3ヶ口 4

ケーブル類

 ゴボホルダー

 丸茂電機
 先玉

アクセサリー類

 ミラーボール
※コントローラーは調光室据置

移動器具

 花道用フットライト（上下合計）

 スライドキャリア

  SOURCE FOUR

  RIKURI

  PAR64

 プロジェクタースポット

　フレネル（MSM）

　トツ（MSC）

器具名


