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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

220,000円

385,000円

555,500円

880,000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）

542,300円

814,000円

246,400円

506,000円

610,500円

946,000円

638,000円

874,500円

時間外及び別途利用料金（税込）　1時間あたり

＊契約時間を超過した場合、上記の料金が適用されます。

撤去 110,000円 132,000円 154,000円

仕込・リハーサル 110,000円 132,000円 154,000円

本番 148,500円 138,600円 165,000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

242,000円
（110,000）

407,000円
(185,000)

577,500円
（262,500）

924,000円
(420,000)

564,300円
（256,500）

847,000円
(385,000)

257,400円
(117,000)

528,000円
(240,000)

643,500円
(292,500)

1,012,000円
(460,000)

682,000円
(310,000)

929,500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）

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 ＊ ¥20,350 スタインウェイＤ型445981、520650

ヤマハ アップライト ＊ ¥8,250 リハーサル室　ヤマハＵ3

迫り単独使用(小迫は使用不可） ＊ ¥5,940 迫を使用する場合は別途利用料がかかります

指 揮 者 台 ＊ ¥594 90㎝×120㎝、高さは15㎝と30㎝があります

指揮者用譜面台 ＊ ¥594

譜   面   台 ＊ ¥242

譜   面   灯 ＊ ¥132

演 壇 一 式（主卓及び脇卓） ＊ ¥2,750 主卓Ｗ２00㎝×D90㎝×H100㎝　脇卓W90㎝×D60㎝×H73㎝

レクチャー台 ＊ ¥1,650 W80㎝×Ｄ63㎝×H100㎝

屏 風(金一双) ＊ ¥4,180 高さ9尺

平  台  (３尺) ＊ ¥726 3尺×6尺  3尺×9尺

平  台  (４尺) ＊ ¥836 4尺×6尺　4尺×9尺

平  台  (６尺) ＊ ¥990 6尺×6尺

上敷 ＊ ¥594 １巻　巾90㎝×約10m

地 が す り ＊ ¥9,350 黒帆布

緋もうせん ＊ ¥1,210 9尺×12尺

黒 袖 幕 ＊ ¥1,760 5.45ｍ×8.2ｍ 

紗幕（黒紗） ＊ ¥9,020 9ｍ×25ｍ

ジョーゼット ＊ ¥9,020 アーチジョーゼット、袖ジョーゼット

折りたたみ椅子 ＊ ¥220

コントラバス椅子 ＊ ¥330

ピアノ椅子　（背付き・背無し） ＊ ¥594

大        机 ＊ ¥242 W180㎝×D45㎝×H70㎝

小        机 ＊ ¥198 W90㎝×D45㎝×H70㎝ 

コンセプトマシン ＊ ¥8,250 Vi-CountCompact

スモークマシン持込料 1日 ¥4,950

大迫り補強装置 1日 ¥57,200 客席前方オーケストラピット部分の奈落補強装置、８４席の移動席を撤去して使用する場合には原則として設置します。

姿      見 １日 ¥1,210  

表彰盆 ＊ ¥374 60㎝×40㎝ 

ホワイトボード ＊ ¥836  

ハンガーラック ＊ ¥264  

アコーディオン・パーテーション １日 ¥1,210 Ｗ80㎝×Ｄ36㎝×Ｈ165㎝（畳んだ状態） 

テーブルクロス（1間用） 1日 ¥594 1.8ｍ×3ｍ 

テーブルクロス（2間用） 1日 ¥836 1.8ｍ×5ｍ 

テーブルクロス（3間用） 1日 ¥1,034 1.8ｍ×7ｍ 

 品　名 区分 料金 備　考 
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（税込）

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) ＊ ¥14,850 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) ＊ ¥33,000

照  明  (Cセット) ＊ ¥55,000

照明設備持込 1日 ¥41,800

  

2.5kw　ピンスポット ＊ ¥6,050 ROBERT JULIAT製 CYRANO2500w HMI　 

1kwハロゲン　ランプピン ＊ ¥2,750 USHIO　UHP-1000   

LED300W プロファイルスポット ＊ ¥2,750 ROBERT JULIAT製  ZEP-664-CSX CW 

350wスーパーゾル（客席フォロー用） ＊ ¥3,850 351-SR 

UH、LH ＊ ¥3,740 器具代として 

レンズスポット　2Kw ＊ ¥1,320 移動器具 

  同　　　　　　1.5Kw ＊ ¥1,100 移動器具 

  同　　　　　　1Kw ＊ ¥660 移動器具 

  同　　　　　　0.5Kw ＊ ¥440 移動器具 

A　　　  C ＊ ¥594 SPHⅢ-500W-AL 

パーライト(1N 電球USHIO) ＊ ¥594 SPHⅢ-500W-AL 

パーライト(5VN 電球USHIO) ＊ ¥594 SPHⅢ-500W-AL 

ソースフォー(ITO) ＊ ¥880 ETC Source Four-575W /　 ITO 

L   H   Q ＊ ¥1,320 丸茂LHQ　3回路 

2灯ミニブル ＊ ¥660 東芝　AL-MB-2 

　　エフェクトマシン ＊ ¥2,420
 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 ＊ ¥2,420 NAE-1000W 

　　ストロボマシン ＊ ¥2,420 XEBEX　DS-30LS 

　　星   一   式 ＊ ¥3,850 移動用　LED製240灯 

ミラーボール600φ ＊ ¥3,850  

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 ¥704 大判1枚あたり 

持込み器具電気使用料 100V1Kw ＊ ¥352 特設電源はカムロックor端子(10㎜)で対応

客席・サイドギャラリー（1基） ＊ ¥3,300  

カラースクローラ ＊ ¥770 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 ¥550 追加分 

移動スクリーン ＊ ¥7,700 サイズ　275インチ（16：9）6.1m×3.43m

映写室 1日 ¥13,200  

映写室電源 ＊ ¥764 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）

電源車、ユニット、卓、スポット等殆ど持ち込む場合
会場器具は単品計算になります。
会場操作卓、ユニット等は不使用（作業明り、客電以外）
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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】 ＊ ¥14,850 運営・楽屋ロビー送り 

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

音響装置【Bセット】 ＊ ¥44,000 
運営・楽屋ロビー送り 

   マイクロフォン（スタンド付き）４本 

   マルチ１６ｃｈ　１回線 

補助ミキサー 1日 ¥24,200 Ｍ7ＣＬ-48 １台

マイクロフォン １日 ¥1,980 スタンド、コード付き １台

ワイヤレスマイク　（１本あたり） ＊ ¥4,070

 ボーカル用ハンドマイク　Ｂ帯６波　　 

   ピンマイク　Ｂ帯６波、700MHz８波最大14波使用可能 

   スイッチ付きハンドマイク　Ｂ帯６波、700MHz ８波最大14波使用可能 

吊りマイク装置 ＊ ¥3,300 使用回線数（マイク持込）　1本 

MD･CD １日 ¥2,750 使用デッキ数 

   NEXO STM M46、B112 S118 

ステージスピーカー ＊ ¥3,960 NEXO PS-15　 

   MSL-4、PSW-4、700-HP 

モニタースピーカー ＊ ¥1,980 PS-15  UM-1C、FM-1502、Sx200、UPA-1C、USW-1 

マルチコード ＊ ¥3,850 ５系統まで１セット 

音響電源使用料１Ｋｗ ＊ ¥352 Ｃ型30A 

録音・録画電源使用料１Ｋｗ ＊ ¥352 Ｃ型30A  or  端子対応 

録音料 1日 ¥44,000 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 ¥66,000 ３台以上のカメラ持込で収録する場合 

中継室 1日 ¥7,700 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 ¥550 追加分 

光回線使用料　（詳細は音響担当者と打ち合わせした結果になります）     

Ａセット 本番使用料 １日 ¥33,000 ホール上手袖から光回線分岐盤（７Ｆ）までの回線使用料 

 テスト使用料 １日 ¥16,500 同上 

Ｂセット 本番使用料 １日 ¥66,000 中野サンプラザの宴会場・研修室で中継を行いたい場合の光回線使用料 

 テスト使用料 １日 ¥33,000 同上 

Ｃセット 本番使用料 １日 ¥66,000 中野サンプラザの専用インターネット回線を使用する場合の光回線使用料 

 テスト使用料 １日 ¥33,000 同上 

 品　名 区分 料金 備　考 

（税込）
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楽屋使用料金表

楽屋(大)   1日 ¥5,940 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 ¥5,940 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 ¥5,940 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 ¥3,630 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 ¥3,630 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 ¥14,300 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 ¥16,500 154.2㎡　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 

主催者給湯室 1日 ¥3,850 冷蔵庫、電子レンジ 

洗濯・乾燥機 1日 ¥550 楽屋給湯室にありますが、要申請となります。 

楽屋電源設備使用料（C型30A） ＊ ¥352 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 ¥5,500 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 

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 ¥33,000 約8ｍ×7.4ｍ　ホールの貸出し区分に準じます。

（物販等にも使用できます）
 3時間 ¥11,000 （３時間限定で利用する場合。）　

 1日 ¥6,600 （控室として利用する場合に限ります。）

長テーブル(物販に使用） 1日 ¥5,500 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 １回 ¥16,500 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 １区分 ¥5,500 記者会見、パーティーなどに使用する簡易な音響セット

正面玄関・立看板 1日 ¥30,800 Ｗ90㎝×Ｈ180㎝　　自動扉の横の柱に立ちます。

パーテーション 1日 ¥1,210 Ｗ180㎝×Ｈ170㎝　　三つ折り式　キャスター付

ホワイトボード １区分 ¥836

 

長テーブル 23 サービス  合板折りたたみ式　180㎝×60㎝ 

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 7 サービス  スチール製 

 品　名 単位 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、あるいは控室として利用することが可能ですが、貸出を目的にしているスペースでは
ありませんので、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。
上記料金表に基づき有料となりますが、詳細はロビー担当者にご相談下さい。

＊物販列等が並ぶ場合、イベントスペース内の立入りは禁止となります。
ただし、ニッチ通路はご利用いただけます。
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実費請求料金表

チーフオペレーター  9：00～22：00 ¥46,200 機器操作やプラン料を含む

サブオペレーター

 
基本時間１

 9：00～16：00 
¥30,800

 

ホール技術者の補助的作業  13：00～22：00  

 基本時間2 9：00～22：00 ¥35,200 

延長時間
 

1時間あたり
 7:00～22:00 ¥2,200 

  上記以外 ¥3,850 

ピアノ調律（フルコン） 一回につき  ¥33,000 

ロビーアテンダント

 案内8名 Ａセット（4.5時間） ¥69,300 

 案内8名 Ｂセット（9時間） ¥138,600 

 時間延長8名 1時間あたり ¥18,152 

 案内4名 Ａセット（4.5時間） ¥36,520 

 案内4名 Ｂセット（9時間） ¥73,040 

 時間延長4名 1時間あたり ¥9,076 

 案内2名 Ａセット（4.5時間） ¥18,260 

 案内2名 Ｂセット（9時間） ¥36,520 

 時間延長2名 1時間あたり ¥4,538 

 追加1名 Ａセット（4.5時間） ¥9,130 

 追加1名 Ｂセット（9時間） ¥18,260 

 時間延長1名 1時間あたり ¥2,269 

 適　用 区　分 時　間 料金 備　考

吊看板
 ベニヤ 6×36 ¥158,400 

 ベニヤ 4×24 ¥104,500 

立看板 ベニヤ 4×9 ¥45,100 

めくり 模造紙 2×4 ¥5,280 

式次第 ベニヤ 9×12 ¥63,800 

 ベニヤ 6×9 ¥52,800 

壺花 基本形  ¥38,500 

盆栽 基本形  ¥33,000 

卓上花 基本形  ¥5,500 

 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。





Note


