
付帯設備使用料

品名 単位 単価 保有数 品名 単位 単価 保有数

ピアノ 照明基本設備 一式 ¥27,500 -

(スタインウェイD型) シーリングスポットライト(1kW) １台 ¥1,100 8

チェンバロ フロントサイドスポットライト(1kW) １台 ¥1,100 8

(フォン･ナーゲル フレンチ二段鍵盤) センターピンスポット(1kW) １台 ¥1,100 2

1.1 調律費 一式 実費 - スポットライト（1kW）   ＊共用 １台 ¥1,100 20

    基本使用料 スポットライト（500W)  ＊共用 １台 ¥550 8

指揮台 １台 ¥1,100 2 エフェクトスポットライト(1kW) ＊共用 １台 ¥1,100 2

午前の部 午後の部 夜間の部 演奏台(平台) １枚 ¥330 49 エフェクトスポットライト(500W) ＊共用 １台 ¥550 2

＜9:00～12:00＞ ＜13:00～17:00＞ ＜18:00～21:30＞ 箱馬 １個 ¥110 70 ソースフォー(750W)  ＊共用 １台 ¥825 12

本公演 ¥286,000 ¥440,000 ¥528,000 チェロ台 １台 ¥550 1 パーライト(500W)     ＊共用 １台 ¥550 12

リハーサル ¥143,000 ¥220,000 ¥264,000 指揮譜面台 １台 ¥1,100 1 持込電源料 １kW ¥440 -

本公演 ¥440,000 ¥528,000 ¥528,000 譜面台 １台 ¥220 70

リハーサル ¥220,000 ¥264,000 ¥264,000 オーケストラ椅子 １脚 ¥220 90 拡声基本設備 一式 ¥11,000 -

＜ご利用例＞ チェロ椅子 １脚 ¥440 24 マイクロフォン（ダイナミック）  ＊共用 １本 ¥2,200 4

リハーサル 本公演 コントラバス椅子 １脚 ¥440 6 マイクロフォン（コンデンサ）   ＊共用 １本 ¥4,400 16

平日 ¥583,000 ティンパニ椅子 １脚 ¥550 1 マイクロフォン（ワイヤレス） １本 ¥6,600 6波

土・日・祝 ¥748,000 コーラス用ベンチ椅子 １脚 ¥330 24 吊りマイク(３点吊り) １台 ¥3,300 1

譜面灯 １灯 ¥220 40 マイクスタンド  １本 ¥550 50

リハーサル 本公演 演壇（花台を含む） 一式 ¥3,300 1 レコーダ・プレーヤ(MD) １台 ¥3,300 2

平日 ¥748,000 司会台 １台 ¥1,650 2 レコーダ・プレーヤ(CD) １台 ¥3,300 2

土・日・祝 ¥792,000 レコーダ・プレーヤ(ｶｾｯﾄ) １台 ¥3,300 2

楽屋１(個室 シャワー付) １室 ¥3,300 1 インカム 一式 ¥2,200 -

リハーサル リハーサル 本公演 楽屋２(個室) １室 ¥2,200 1 移動スピーカ（大型）  ＊共用 １台 ¥4,400 2

平日 ¥891,000 楽屋３(個室 アップライトピアノ付) １室 ¥2,200 1 移動スピーカ（中型）  ＊共用 １台 ¥3,300 6

土・日・祝 ¥1,012,000 楽屋４(20名収容) １室 ¥4,400 1 移動スピーカ（小型）  ＊共用 １台 ¥2,200 6

楽屋５(10名収容) １室 ¥3,300 1 ポータブルマイクセット ＊共用 一式 ¥1,650 1

リハーサル 本公演 本公演 楽屋６(40名収容 グランドピアノ付) １室 ¥5,500 1 第5楽屋録音機器 一式 ¥33,000 1

平日 ¥1,111,000 楽屋６のリハーサル室としての使用

土・日・祝 ¥1,276,000 (午前／午後／夜間) ■ 下線・網掛け表示のある物品の使用料金は、ホールを演奏会の

    ために使用する場合は基本使用料に含まれます。

■演奏会に使用する場合、ホールの基本使用料には基本的な付帯設備･ 折りたたみテーブル １台 ¥330 8 ■ 「＊共用」表示のある物品は紀尾井小ホールと共用です。

   備品の使用料とその操作人件費、およびレセプショニストの人件費が含 椅子 １脚 ¥165 12 ■ 設備の仕様･数量等は変更する場合があります。

   まれます。ただし楽器使用料と調律費、および基本使用料の範囲を超え ■ 単価は予告なく変更する場合があります。

   る付帯設備･備品の使用料と操作人件費は別途いただきます。 ■ その他に公演時に物品販売をされる場合は、物品販売手数料を申し

■使用時間は契約時に確定していただきます。     受けます（販売にはホールの事前承認が必要です）。

■お申込みの使用時間には、荷物の搬入から搬出、舞台･楽屋等の準備

   から片づけ、観客・出演関係者等の入館から退館まで施設使用に要す

   るすべての時間を含みます。 ご不明な点等ございましたらお問合せください。

■原則として時間延長は認めません。

■他ホール公演のためのリハーサルにはご利用頂けません。 お問合せ先：　公益財団法人 日本製鉄文化財団

■録音のみに使用される場合の基本使用料は 1時間につき66,000円です。 ホール管理・運営部  Tel:03-5276-4545

■料金は予告なく変更する場合があります。
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