
ステージ

ステージ袖

ステージ袖控室
前室バックヤード

バックヤード

○西区の海、山などの自然を表現しています。
○ウェーブのかかったラインは、町の歴史と共に人々の時の流れの風を表現
しています。
○街のエネルギーと降り注ぐ太陽のエネルギーを象徴的に赤い色彩で表現
しています。

○白い円は、街を照らす太陽の光を表現しています。
○人形の背景にある格子は、物と物（木・金属）が重なり合ってより強固な状
態を作り上げ、強さを表現しています。
○カラフルな色彩は、町・人の彩りを表現しています。

●多目的ホールのみ（３００席収容規模）

通常300席収容のホールが、隣接する第１会議室とつなげることで、最大500席収容のホールとして利用ができます。

●多目的ホール＋第１会議室（５００席収容規模）

西区をイメージした緞帳デザイン

ステージ

ステージ袖

ステージ袖控室
前室バックヤード

バックヤード

※座席を収納した場合

※座席を収納した場合

多目的ホールの紹介

■九州大学伊都キャンパス
　＜西区の宝・・基本計画＞

■クロツラヘラサギ
　＜西区の自然の宝：絶滅危惧IA類＞

■獅子舞、人形芝居
　＜西区の民俗行事の宝：無形民俗文化財＞

■元寇防塁
　＜西区の歴史の宝：国指定史跡＞

約16.5m

約14.5m 約12m

約6m

約25m

約14.5m 約12m約12m

約6m



多⽬的ホール 詳細資
料

（1）舞台平⾯図
（2）舞台設置図
（3）ホールコンセント配置図
（4）舞台⾳響設備①
（5）舞台⾳響設備②
（6）舞台照明設備①
（7）舞台照明設備②
（8）プロジェクター仕様
（9）その他の設備



（1）舞台平⾯図

2ｍ

1ｍ

名称 ⼿動/電動 制限荷重 バトン間⼝ ⾶び切り バトン径 ピッチ 備考

ｋｇ 間 ｍ 尺 ｍ ｍｍ ｍｍ

緞帳 電動 300 - 13.2 - - - ⼆段折 裾6.15ｍ 上 8ｍ

ボーダーライト/⼀⽂字幕1 電動 200 6 13.7 19 5.83 50
410

サスペンションライト 電動 450 6 11.5 21 6.34 50

袖幕1（Ｌ字） ⼿動（開閉のみ） - - 3 - - - - 固定

⼀⽂字幕2 固定 - - 12.8 - - - - 固定

バトン1 電動 150 6 11.5 25 7.05 50 -

中割幕 ⼿動（開閉のみ） - - 7.8×2 - - - - 固定

ロールスクリーン 電動 - - 6.8 - - - - Ｗ6641×Ｈ3735 300インチ

袖幕2（Ｌ字） ⼿動（開閉のみ） - - 3 - - - - 固定

アッパーホリゾントライト 電動 200 6 11.5 22 6.58 30 450

バトン2 電動 150 6 11.5 25 7.05 50 330

バトン3 電動 150 6 11.5 25 7.05 50 -

⼤⿊幕 ⼿動（開閉のみ） 70 - 7×2 - - - - 固定

ホリゾント幕 固定 40 6.2 11.3 - - - - 固定

【舞台設備仕様】



（2）舞台設置図

イクマ

下 ⼿ 上 ⼿

搬入口

音響ワゴン

照明操作盤 パッチ盤Ａ パッチ盤Ｂ

ピアノ

リフト

サイド
スピーカー

サイド
スピーカー

控室

清掃道具

マイク・他

舞台照明

電源

舞台照明

電源

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

Mic

上手

Mic
中央

Mic

客席
下手

Mic

客席
上手

照明
FC

照明

FC

Mic

下手

プロセニアム
スピーカー

返し
スピーカー

返し
スピーカー

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

モニター



※多⽬的ホール倉庫に電源ドラムがありご利⽤可能です。
延⻑コードの貸し出しもございますのでお声掛けください。

（3）ホールコンセント配置図

各コンセント20Ａ/系統



（4）舞台⾳響設備

舞台⾳響設備

⾳響調整卓

規格 YAMAHA  LS9-16

内部処理 32bit

シーンメモリー数 300

サンプリング周波数 Intemal:44.1kHz(＋6％）

Extemal:44.1kHz(-10%)to 48kHz(+6%)

シグナルディレイ 2.5ms以下（INPUT to OMNI OUT @48kHz)

全高調波歪率 CH INPUT to OMNI OUT

0,+0.5,-1.5dB, 20Hz to 20kHz

ダイナミックレンジ 110dB,DA Converter(OMNI OUT)

108dB,AD+DA(OMNI OUT)

ハム＆ノイズレベル `-128dB,⼊⼒換算ノイズ（20-20kHz,Rs=150ohms,INPUT Gain=Max)

`-84dB,残留ノイズ

クロストーク `-100dB,-80dB 隣接チャンネル間

`-100db,-80dB ⼊出⼒間

マイクアンプ 規格 YAMAHA  MLA8

サミングアンプ 規格 HYFAX SMA-2181

２Ｆワゴン

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞ TASCAM 202MKV

MD/CDﾌﾟﾚｰﾔｰ TASCAM MD-CD1BMKⅡ×2

ｻｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ YAMAHA SPX2000

DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ TASCAM DVD-01U

ミキサーワゴン

ミキサ TOA M-110

MD/CDﾌﾟﾚｰﾔｰ TASCAM MD-CD1BMKⅡ

DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ TASCAM DVD-01U

ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶ 規格 MARTIN AQ12×2

ｻｲﾄﾞｽﾋﾟｰｶ 規格 MARTIN AQ15×2

ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ 規格 Erectro-Voice Sx80×6

固定跳ね返りｽﾋﾟｰｶ 規格 Erectro-Voice Sx80×2



（5）舞台⾳響設備(可搬)

舞台⾳響設備（可搬）

移動型スピーカー
規格 Erectro-Voice Sx300×2

スタンド 200T×2

ワイヤレスマイク

ハンド型 Panasonic WX-4212Ｃ×4

タイピン型 Panasonic WX-4300Ｂ×2

受信機 Panasonic WX-4040B（4波）

マイクロホン

ダイナミック型Ａ SHURE  SM58-LCE×4

ダイナミック型Ｂ SHURE  SM57-LCE×4

ダイナミック型Ｃ SHURE  SM58-SE  ×2

マイクスタンド

ストレート型 K&M ST201/2B×6

ブーム型 K&M ST210/2B×4

卓上型 ×3
FOSTEX SF20C+P202C×1

マイクケーブル

5Ｍ ×13

10Ｍ ×6

20Ｍ ×4

パッチケーブル ×36

マルチボックス CANARE 16ch仕様 ×1

マルチケーブル CANARE 16ch仕様 ×1

フェーダーボックス ×1

インターカム装置

ステーションA Clear-Com PS-702 ×2

ステーションB Clear-Com KB-702+BOX ×2

ベルトパック Clear-Com RS-601



（6）舞台照明設備（1）

調光操作卓

名称 Panasonic PASTEL PLENO

制御回路数 512回路

調光信号 DMX512

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾌｪｰﾀﾞ （20＋20）×２段

ｻﾌﾞﾏｽﾀｰﾌｪｰﾀﾞ 20本

ｸﾛｽﾌｪｰﾀﾞ 1組

再⽣⽅式 シーンボタン再⽣、クロスフェーダ再⽣、サブマスターフェーダ再⽣

BOR
電源回路 20AC型×6回路

130Wミニハロゲン×54

SUS

電源回路 20AC型× 12回路

1ｋｗハロゲン平凸×11

1ｋｗハロゲンフレネル×10

ＴＯＰ （1ｋｗハロゲン平凸×11のうち）1ｋｗハロゲン平凸×3

UH
電源回路 20AC型×6回路

130Wミニハロゲン×72

LH
電源回路 20AC型×6回路

130Wミニハロゲン×72

FR

電源回路 （上⼿側）20AC型×4 （下⼿側）20AC型×4 計8回路

1ｋｗハロゲン平凸×12

750Wハロゲンリクリスポットライト×4

CL
電源回路 20AC型×8回路

1ｋｗハロゲン平凸×16

PIN
電源回路 20AC型×2回路 （直2）

750Wハロゲン×1

舞台照明設備



（7）舞台照明設備（2）
舞台照明設備（可搬設備）

延⻑ケーブル

3M×12

5M×10

10M×6

2⼜1M×18（内FR 5本）
3⾜ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ 8

オベタ 4

ハンガー 総数58 （可搬9）
照明操作棒 1

1ｋｗハロゲン平凸 5

1ｋｗハロゲンフレネル 2

※注意事項
フィルターについて、基本仕込みに最初から⼊っている分に関してはご利⽤いただいて結構です。
その他、演出で必要な場合はフィルターは各⾃お持込みください。



（8）プロジェクター仕様

品番 Panasonic TH-DW7000

パネルサイズ 0.85型(アスペクト⽐ 16:9)

表⽰⽅式 DMD素⼦3枚DLP⽅式

画素数 1049088画素(1366×768ドット)×3枚

光源ランプ 300W UHMランプ×2灯

光出⼒ 600lm

カラー⽅式 7⽅式(NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)

投写画⾯サイズ 70〜600型

画⾯アスペクト⽐ 16：9

コントラスト⽐ 4000：1

接続端⼦ ⼊⼒モジュール接続スロット：1系統
RGB1⼊⼒端⼦：1系統
RGB2⼊⼒端⼦：1系統
ビデオ⼊出⼒端⼦：1系統
Sビデオ⼊⼒端⼦：1系統
シリアル⼊出⼒端⼦：D-sub 9p(メス)
リモート1⼊出⼒端⼦：M3ピンジャック 各1系統
リモート2⼊出⼒端⼦：D-sub 9p(メス)

※スクリーン⼤きさ：W6641×H3735（300インチ）



（9）その他の設備

演台 1

花台 1

平台
10（3尺×6尺）

10（2尺×6尺）

箱⾺ 28（6⼨×1尺×1尺3⼨）

開⾜ 7

蹴込み 4

電源ドラム 1

譜⾯台 1

指揮台 1

机 1

イス 286

グランドピアノ 1（YAMAHA製 S4B 2009年式）

ピアノ椅⼦ 2

補助ペダル 1

プロジェクター 1（Panasonic製 TH-DW7000）

その他の設備

その他、ホワイトボードやサインボード、掲⽰板などもお貸出しできます。事前にスタッフまでご相談ください。
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