
SUNPLAZA HALL PRICE L IST
- サンプラザホール料金表 -

平成 29 年 4 月 1 日版

株式会社中野サンプラザ
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1　TEL 03-3388-1151（代表）

URL：sunplaza.jp

アクセス

JR中央線・総武線／東京メトロ東西線中野駅北口

JRご利用の場合

●東京駅から中央線で中野駅まで19分

●新宿駅から中央線で中野駅まで5分

●立川駅から中央線で中野駅まで31分（特別快速で22分）

●池袋駅から山手線→新宿乗り換え→中央線で中野駅まで18分

東京メトロご利用の場合

●大手町駅から東西線で中野駅まで19分

●高田馬場駅から東西線で中野駅まで6分
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サンプラザホール 利用料一覧表

利用料金（税込） （　）内は予約金です（税抜）

2階席を使用しない場合の利用料金（税込）

＊通常使用で申し込んだ後に変更する場合は、料金の差額調整をいたします。

 利用区分 平日（月曜～木曜） 金曜・土曜・日曜・祝祭日

9：00～12：00
午前区分

 利用区分 平日（月曜～木曜） 金曜・土曜・日曜・祝祭日

9：00～12：00

13：00～16：00

17：00～22：00

9：00～22：00

216,000円

早朝料金
（7：00～9：00）

夜間料金
（22：00～翌2：00）

深夜料金
（2：00～朝7：00）

378,000円

545,400円

864,000円

532,440円

799,200円

241,920円

496,800円

599,400円

928,800円

626,400円

858,600円

時間外及び別途利用料金（税込）　1時間あたり

＊契約使用時間を超過した場合、上記の料金が適用されます。

撤去 108,000円 129,600円 151,200円

仕込・リハーサル 108,000円 129,600円 151,200円

本番 145,800円 136,080円 162,000円

13：00～16：00
午後区分

17：00～22：00
夜間区分

9：00～22：00
全日区分

237,600円
（110,000）

399,600円
（185,000）

567,000円
（262,500）

907,200円
（420,000）

554,040円
（256,500）

831,600円
（385,000）

252,720円
（117,000）

518,400円
（240,000）

631,800円
（292,500）

993,600円
（460,000）

669,600円
（310,000）

912,600円
（422,500）
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舞台付帯設備料金表

＊は1区分あたりの料金となります。 （税込） （税込）

付帯設備とは

（1）ホールの備品を利用した際に、会場利用料とは別に料金をご請求いたします。

（2）付帯設備利用料は、リハーサル、本番等において実際に付帯設備が利用された時間で判断し、区分に応じてご請求いたします。

（3）料金表の区分欄に「1日」とあるのは全ての区分帯においての利用を1回として算定するものです。

スタインウェイ フルコン ＊ ¥19,980 スタインウェイＤ型445981、520650

ヤマハ アップライト ＊ ¥8,100 リハーサル室 ヤマハＵ3 

迫り単独使用（小迫は使用不可） ＊ ¥5,832 迫を使用する場合は別途利用料がかかります。 

指揮者台 ＊ ¥583 90ｃｍ×120ｃｍ、高さが15ｃｍと30ｃｍがあります。 

指揮者用譜面台 ＊ ¥583  

譜面台 ＊ ¥237  

譜面灯 ＊ ¥129  

演壇一式（主卓及び脇卓） ＊ ¥2,700 主卓Ｗ200cｍ×D90cm×H90cm　脇卓W90cm×D60cm×H73cm 

黒レクチャー台 ＊ ¥1,620 W75ｃｍ×Ｄ53cm×H98cm 

屏風（金一双） ＊ ¥4,104 高さ9尺 

平台（3尺） ＊ ¥712 3尺×6尺　3尺×9尺 

平台（4尺） ＊ ¥820 4尺×6尺　4尺×9尺 

平台（6尺） ＊ ¥972 6尺×6尺 

上敷 ＊ ¥583 1巻　巾90ｃｍ×約10ｍ 

地がすり ＊ ¥9,180 黒帆布

緋もうせん ＊ ¥1,188 9尺×12尺 

黒袖幕 ＊ ¥1,728 5.45ｍ×8.2ｍ 

紗幕（黒紗・白紗） ＊ ¥8,856 9ｍ×25ｍ 

ジョーゼット ＊ ¥8,856 アーチジョーゼット、袖ジョーゼット 

折りたたみ椅子 ＊ ¥216  

コントラバス椅子 ＊ ¥324  

ピアノ椅子（背付き・背無し） ＊ ¥583  

大机 ＊ ¥237 W180cm×D45cm×H70cm 

小机 ＊ ¥194 W90cm×D45cm×H70cm 

コンセプトマシン ＊ ¥8,100 ＭＫ-Ⅵ

スモークマシン持込料 1日 ¥4,860

大迫り補強装置 1日 ¥56,160 客席前方オーケストラピット部分の奈落補強装置、84席の移動席を使用する場合には原則として使用します。

姿見 1日 ¥1,188  

表彰盆 ＊ ¥367 60ｃｍ×40ｃｍ 

ホワイトボード ＊ ¥820  

ハンガーラック ＊ ¥259  

アコーディオン・パーテーション 1日 ¥1,188 Ｗ80ｃｍ×Ｄ36ｃｍ×Ｈ165ｃｍ（畳んだ状態） 

テーブルクロス（1間用） 1日 ¥583 1.8ｍ×3ｍ 

テーブルクロス（2間用） 1日 ¥820 1.8ｍ×5ｍ 

テーブルクロス（3間用） 1日 ¥1,015 1.8ｍ×7ｍ

 品　名 区分 料金 備　考 

照明付帯設備料金表

セット料金の詳細は担当者にご確認ください。

1）＊は1区分あたりの料金となります。

2）上記A～Cセットを基本に、持込み器具は仕込図等を参考に容量計算して持込み器具電気使用料に計上します。

3）エフェクトマシンの料金には先球が含まれます。

4）仕込・撤去時の作業明かりはサービスになります。

5）セット料金は単品計算より安価なサービス料金となっていますが、追加器具が出る場合は単体の料金を計算して追加させていただきます。

照明（Aセット） ＊ ¥14,580 簡易な公演及び作業灯のみでのリハーサルなど 

照明（Bセット） ＊ ¥32,400 

照明（Cセット） ＊ ¥54,000

   電源車、ユニット、卓、スポットなど殆ど持込む場合

照明設備持込み 1日 ¥41,040 会場器具は単品計算になります。

   会場操作卓、ユニットなどは不使用（作業明り、客電以外）  

2.5Kwピンスポット ＊ ¥5,940 ROBERT JULIAT製 CYRANO2500w HMI  

1Kwハロゲンランプピン ＊ ¥2,700 USHIO UHP-1000 

350wスーパーゾル（客席フォロー用） ＊ ¥3,780 351-SR 

ＵＨ、ＬＨ ＊ ¥3,672 器具代として 

レンズスポット 2Kw ＊ ¥1,296 移動器具

同1.5Kw ＊ ¥1,080 移動器具

同1Kｗ ＊ ¥648 移動器具 

同0.5Ｋｗ ＊ ¥432 移動器具 

ＡＣ ＊ ¥583 SPH Ⅲ-500W-AL 

パーライト（1N電球USHIO） ＊ ¥583 SPH Ⅲ-500W-AL 

パーライト（5VN電球USHIO） ＊ ¥583 SPH Ⅲ-500W-AL 

ソースフォー（ITO） ＊ ¥864 ETC Source Four-575W / ITO 

ＬＨＱ ＊ ¥1,296 丸茂LHQ　3回路 

2灯ミニブル ＊ ¥648 東芝　AL-MB-2 

　　エフェクトマシン 
＊ ¥2,376

 EDM（ディスクマシン） 

　　（灯体EQS-10Ⅱ）   ESM（スパイラルマシン） 　ESC-1（スライドキャリア）

　　箱波 ＊ ¥2,376 NAE-1000W 

　　ストロボマシン ＊ ¥2,376 XEBEX DS-30LS 

　　星一式 ＊ ¥3,780 13バトン常設 約100灯 / 移動用 約100灯 

ミラーボール600φ ＊ ¥3,780

スタンド、オベタ、  ¥0 サービス 

ロングハンガー、3連アーム、  ¥0 サービス 

ケーブル一式  ¥0 サービス 

カラーフィルター 1日 ¥691 大判1枚あたり 

持込み器具電気使用料100ｖ1Kｗ ＊ ¥345 特設電源はカムロックor端子（10mm）で対応 

客席・サイドギャラリー（1基） ＊ ¥3,240  

カラースクローラ ＊ ¥756 移動器具のみ適用、丸茂RCC8FD

追加クリアカム（ヘッドセット） 1日 ¥540 追加分

移動スクリーン ＊ ¥7,560 サイズ 275インチ（16：9）6.1m×3.43m

映写室 1日 ¥12,960

映写室電源 ＊ ¥750 200Ｖ端子盤、100Ｖ-Ｃ型30Ａ　3回路ずつ

 品　名 区分 料金 備　考 

効 

果 

器 

具

講演会、企業イベントなど　ホリゾントは不使用（大黒幕）
ＣＬ・Ｆｒ40台まで、ＳＵＳは32台まで
ＵＨ・ＬＨは不可（パーライト、ＳＦなどは別途計算）

コンサート、バレエなど
ＣＬ・Ｆｒは全て、ＳＵＳは48台まで、ＵＨ・ＬＨあり
（パーライト、ＳＦなどは別途計算）
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舞台付帯設備料金表

＊は1区分あたりの料金となります。 （税込） （税込）

付帯設備とは

（1）ホールの備品を利用した際に、会場利用料とは別に料金をご請求いたします。

（2）付帯設備利用料は、リハーサル、本番等において実際に付帯設備が利用された時間で判断し、区分に応じてご請求いたします。

（3）料金表の区分欄に「1日」とあるのは全ての区分帯においての利用を1回として算定するものです。

スタインウェイ フルコン ＊ ¥19,980 スタインウェイＤ型445981、520650

ヤマハ アップライト ＊ ¥8,100 リハーサル室 ヤマハＵ3 

迫り単独使用（小迫は使用不可） ＊ ¥5,832 迫を使用する場合は別途利用料がかかります。 

指揮者台 ＊ ¥583 90ｃｍ×120ｃｍ、高さが15ｃｍと30ｃｍがあります。 

指揮者用譜面台 ＊ ¥583  

譜面台 ＊ ¥237  

譜面灯 ＊ ¥129  

演壇一式（主卓及び脇卓） ＊ ¥2,700 主卓Ｗ200cｍ×D90cm×H90cm　脇卓W90cm×D60cm×H73cm 

黒レクチャー台 ＊ ¥1,620 W75ｃｍ×Ｄ53cm×H98cm 

屏風（金一双） ＊ ¥4,104 高さ9尺 

平台（3尺） ＊ ¥712 3尺×6尺　3尺×9尺 

平台（4尺） ＊ ¥820 4尺×6尺　4尺×9尺 

平台（6尺） ＊ ¥972 6尺×6尺 

上敷 ＊ ¥583 1巻　巾90ｃｍ×約10ｍ 

地がすり ＊ ¥9,180 黒帆布

緋もうせん ＊ ¥1,188 9尺×12尺 

黒袖幕 ＊ ¥1,728 5.45ｍ×8.2ｍ 

紗幕（黒紗・白紗） ＊ ¥8,856 9ｍ×25ｍ 

ジョーゼット ＊ ¥8,856 アーチジョーゼット、袖ジョーゼット 

折りたたみ椅子 ＊ ¥216  

コントラバス椅子 ＊ ¥324  

ピアノ椅子（背付き・背無し） ＊ ¥583  

大机 ＊ ¥237 W180cm×D45cm×H70cm 

小机 ＊ ¥194 W90cm×D45cm×H70cm 

コンセプトマシン ＊ ¥8,100 ＭＫ-Ⅵ

スモークマシン持込料 1日 ¥4,860

大迫り補強装置 1日 ¥56,160 客席前方オーケストラピット部分の奈落補強装置、84席の移動席を使用する場合には原則として使用します。

姿見 1日 ¥1,188  

表彰盆 ＊ ¥367 60ｃｍ×40ｃｍ 

ホワイトボード ＊ ¥820  

ハンガーラック ＊ ¥259  

アコーディオン・パーテーション 1日 ¥1,188 Ｗ80ｃｍ×Ｄ36ｃｍ×Ｈ165ｃｍ（畳んだ状態） 

テーブルクロス（1間用） 1日 ¥583 1.8ｍ×3ｍ 

テーブルクロス（2間用） 1日 ¥820 1.8ｍ×5ｍ 

テーブルクロス（3間用） 1日 ¥1,015 1.8ｍ×7ｍ

 品　名 区分 料金 備　考 

照明付帯設備料金表

セット料金の詳細は担当者にご確認ください。

1）＊は1区分あたりの料金となります。

2）上記A～Cセットを基本に、持込み器具は仕込図等を参考に容量計算して持込み器具電気使用料に計上します。

3）エフェクトマシンの料金には先球が含まれます。

4）仕込・撤去時の作業明かりはサービスになります。

5）セット料金は単品計算より安価なサービス料金となっていますが、追加器具が出る場合は単体の料金を計算して追加させていただきます。

照明（Aセット） ＊ ¥14,580 簡易な公演及び作業灯のみでのリハーサルなど 

照明（Bセット） ＊ ¥32,400 

照明（Cセット） ＊ ¥54,000

   電源車、ユニット、卓、スポットなど殆ど持込む場合

照明設備持込み 1日 ¥41,040 会場器具は単品計算になります。

   会場操作卓、ユニットなどは不使用（作業明り、客電以外）  

2.5Kwピンスポット ＊ ¥5,940 ROBERT JULIAT製 CYRANO2500w HMI  

1Kwハロゲンランプピン ＊ ¥2,700 USHIO UHP-1000 

350wスーパーゾル（客席フォロー用） ＊ ¥3,780 351-SR 

ＵＨ、ＬＨ ＊ ¥3,672 器具代として 

レンズスポット 2Kw ＊ ¥1,296 移動器具

同1.5Kw ＊ ¥1,080 移動器具

同1Kｗ ＊ ¥648 移動器具 

同0.5Ｋｗ ＊ ¥432 移動器具 

ＡＣ ＊ ¥583 SPH Ⅲ-500W-AL 

パーライト（1N電球USHIO） ＊ ¥583 SPH Ⅲ-500W-AL 

パーライト（5VN電球USHIO） ＊ ¥583 SPH Ⅲ-500W-AL 

ソースフォー（ITO） ＊ ¥864 ETC Source Four-575W / ITO 

ＬＨＱ ＊ ¥1,296 丸茂LHQ　3回路 

2灯ミニブル ＊ ¥648 東芝　AL-MB-2 

　　エフェクトマシン 
＊ ¥2,376

 EDM（ディスクマシン） 

　　（灯体EQS-10Ⅱ）   ESM（スパイラルマシン） 　ESC-1（スライドキャリア）

　　箱波 ＊ ¥2,376 NAE-1000W 

　　ストロボマシン ＊ ¥2,376 XEBEX DS-30LS 

　　星一式 ＊ ¥3,780 13バトン常設 約100灯 / 移動用 約100灯 

ミラーボール600φ ＊ ¥3,780

スタンド、オベタ、  ¥0 サービス 

ロングハンガー、3連アーム、  ¥0 サービス 

ケーブル一式  ¥0 サービス 

カラーフィルター 1日 ¥691 大判1枚あたり 

持込み器具電気使用料100ｖ1Kｗ ＊ ¥345 特設電源はカムロックor端子（10mm）で対応 

客席・サイドギャラリー（1基） ＊ ¥3,240  

カラースクローラ ＊ ¥756 移動器具のみ適用、丸茂RCC8FD

追加クリアカム（ヘッドセット） 1日 ¥540 追加分

移動スクリーン ＊ ¥7,560 サイズ 275インチ（16：9）6.1m×3.43m

映写室 1日 ¥12,960

映写室電源 ＊ ¥750 200Ｖ端子盤、100Ｖ-Ｃ型30Ａ　3回路ずつ

 品　名 区分 料金 備　考 

効 

果 

器 

具

講演会、企業イベントなど　ホリゾントは不使用（大黒幕）
ＣＬ・Ｆｒ40台まで、ＳＵＳは32台まで
ＵＨ・ＬＨは不可（パーライト、ＳＦなどは別途計算）

コンサート、バレエなど
ＣＬ・Ｆｒは全て、ＳＵＳは48台まで、ＵＨ・ＬＨあり
（パーライト、ＳＦなどは別途計算）
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音響付帯設備料金表

＊は1区分あたりの料金となります。

音響装置【Aセット】 ＊ ¥14,580 運営・楽屋ロビー送り 

   フライングスピーカー使用 NEXO STM M46, B112（片側3台づつ）

音響装置【Bセット】 ＊ ¥43,200
 運営・楽屋ロビー送り

   ダイナミックマイク（スタンド付き）4本

   マルチ16ｃｈ　1回線

補助ミキサー 1日 ¥23,760 M7CL-48　1台

マイクロホン 1日 ¥1,944 スタンド、コード付き　1台

ワイヤレスマイク ＊ ¥3,996
 ボーカル用ハンドマイク・ピンマイク B帯各6波　1本あたりの料金 

   スイッチ付きハンドマイク B帯6波、700MHz帯2波 最大8波使用可能 

吊りマイク装置 ＊ ¥3,240 マイク　使用回線数　1本

MD･CD 1日 ¥2,700 使用デッキ数 

   NEXO STM M46、B112、S118

ステージスピーカー ＊ ¥3,888 NEXO PS-15　

   MSL-4, PSW-4, 700-HP

モニタースピーカー ＊ ¥1,944 PS-15, UM-1C, FM-1502, Sx200, UPA-1C, USW-1

マルチコード ＊ ¥3,780 5系統まで　1セット 

音響電源設備使用料1Ｋw ＊ ¥345 Ｃ型30A

録音・録画電源使用料1Ｋｗ ＊ ¥345 Ｃ型30A or 端子対応

録音料 1日 ¥43,200 音声のみ録音の場合　カメラ収録と一緒の時は『録画料』になります。

録画料 1日 ¥64,800 3台以上のカメラ持込みで収録の場合 

中継室 1日 ¥7,560 下手三階の中継室利用料

追加クリアカム（ヘッドセット） 1日 ¥540 追加分 

 品　名 区分 料金 備　考 

楽屋使用料金表

楽屋（大） 1日 ¥5,832 楽屋A　48.4㎡　（シャワー・トイレなし）　化粧前12人分

楽屋（大） 1日 ¥5,832 楽屋B、C　それぞれ48.4㎡　（シャワー・トイレ付き）　化粧前10人分

楽屋（会議室）　 1日 ¥5,832 主催者用控え　12.5㎡　（シャワー・トイレなし）　化粧前なし

楽屋（小）（2階） 1日 ¥3,564 楽屋D　21.4㎡　（シャワー・トイレ付き）　化粧前4人分

楽屋（小）（2階） 1日 ¥3,564 楽屋E、F、G、H　それぞれ16.9㎡　（シャワー・トイレ付き）　化粧前4人分　

特  別  室（2階） 1日 ¥14,040 21.4㎡　トイレのみ シャワーなし　化粧前3人分 10人分のソファーあり　

リハーサル室（3階） 1日 ¥16,200 154.2㎡　大鏡、移動用鏡、テーブル、移動用椅子、アップライトピアノあり（有料）

主催者給湯室 1日 ¥3,780 冷蔵庫、電子レンジ、コインランドリー（有料）

楽屋電源設備使用料（C型30A） ＊ ¥345 平行20Aのコンセント以外に使える特設電源です。要申請となります。

臨時電話回線使用料 1日 ¥5,400 1階楽屋のみ敷設可能、通話料金は別途請求になります。

 品　名 区分 料金 備　考 

＊備品はイベントスペースにいく通路（ニッチ）に収納されています。

＊イベントスペースに関する注意

　物販やパーティー、あるいは楽屋として使用することが可能ですが、貸出を目的にしている訳ではないので一部整備されてない箇所もあります。

　ご了承の上、ご利用願います。

　 ・ 物販列などが並ぶ場合、イベントスペース内の立入りは禁止となります。

　 ・ ニッチの通路は無料です。

（税込）

ロビー付帯設備料金表

（税込）

（税込）

ロビーに限定して使用できる備品リストです。

イベントスペース 1日 ¥32,400 約8ｍ×7.4ｍ　ホールの貸出し区分に準じます。
（物販などに使用可） 3時間 ¥10,800 但し、3時間を超過する場合は1日料金となります。　

長テーブル(物販に使用） 1日 ¥5,400
 合板折りたたみ式テーブル（180㎝×60㎝） あるいは1坪程度の面積を

   目安として1日あたりの料金になります。

2階客席ロビーのみの使用 区分 ¥16,200 1階席のみ使用の公演において特別に2階ロビーのみを使用する場合

ロビーイベント用音響機材 区分 ¥5,400 記者会見、パーティーなどに使用する簡易な音響セット

長テーブル 25 サービス  合板折りたたみ式　180cm×60cm 

パイプ椅子（新） 24 サービス  スチール製座面合皮張り 

パイプ椅子（旧） 20 サービス  スチール製座面合皮張り 

ポール 13 サービス  スチール製　頭付き 

ポール 2 サービス  スチール製　頭無し 

ポール用チェーン 8 サービス  スチール製 

 品　名 単位 料金 備　考
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音響付帯設備料金表
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実費請求料金表

チーフオペレーター  9：00～22：00 ¥45,360 機器操作やプラン料を含む

 
基本時間1

 9：00～16：00

サブオペレーター  13：00～22：00 
¥30,240

 ホール技術者の補助的作業

 基本時間2 9：00～22：00 ¥34,560 

延長時間 1時間あたり
 7:00～22:00 ¥2,160 

  上記以外 ¥3,780 

ピアノ調律（フルコン） 一回につき  ¥32,400

 案内8名 Ａセット（4.5時間） ¥68,040

 案内8名 Ｂセット（9時間） ¥136,080

 時間延長8名 1時間あたり ¥17,820

 案内4名 Ａセット（4.5時間） ¥35,856

 案内4名 Ｂセット（9時間） ¥71,712

ロビーアテンダント 時間延長4名 1時間あたり ¥8,910

 案内2名 Ａセット（4.5時間） ¥17,928

 案内2名 Ｂセット（9時間） ¥35,856

 時間延長2名 1時間あたり ¥4,455

 追加1名 Ａセット（4.5時間） ¥8,964

 追加1名 Ｂセット（9時間） ¥17,928

 時間延長1名 1時間あたり ¥2,227

 適　用 区　分 時　間 料金 備　考

吊看板
 ベニヤ 6×36 ¥155,520

 ベニヤ 4×24 ¥102,600

立看板
 ベニヤ 4×9 ¥44,280

 ベニヤ 3×6 ¥30,240

めくり 模造紙 2×4 ¥5,184

式次第
 ベニヤ 9×12 ¥62,640

 ベニヤ 6×9 ¥51,840

生花 基本形  ¥37,800

 適　用  寸法（尺） 料金 備　考

（税込）詳細は打合せ時に決めさせていただきます。
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- サンプラザホール料金表 -

平成 29 年 4 月 1 日版

株式会社中野サンプラザ
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1　TEL 03-3388-1151（代表）

URL：sunplaza.jp

アクセス

JR中央線・総武線／東京メトロ東西線中野駅北口

JRご利用の場合

●東京駅から中央線で中野駅まで19分

●新宿駅から中央線で中野駅まで5分

●立川駅から中央線で中野駅まで31分（特別快速で22分）

●池袋駅から山手線→新宿乗り換え→中央線で中野駅まで18分

東京メトロご利用の場合

●大手町駅から東西線で中野駅まで19分

●高田馬場駅から東西線で中野駅まで6分


