
20A C型 36ch 
制御回路 ：４０９６ch　　/　　調光制御ｃｈ：２０４８ch

サブマスタ- ： ３０本 × １００ペ-ジ　　/　　マルチフェーダ-：１０本

型番 数量 備考 共用

 Ｐｒｏ Ｓｕｓ(客Sus)

Ｃ型20Ａ16回路x各2口(内2回路は直に切替え可)  ＣＳＱ-１０００ｗ 1２台

直：30Ａx２、平行15Ａx２  (30Aと同回路)  Ｃ型60Ax2

ＬＡＮｘ２

切替え回路(中ｘ4回路,外ｘ4回路)  ＢＣＱ－２００ｗ ８１Ｌ－４Ｃ 200wx81灯 W,73,W,78

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx2、平行15Ａx2  

ＬＡＮｘ１

切替え回路(中ｘ4回路,下上ｘ4回路)  ＢＣＱ－２００ｗ ８１Ｌ－４Ｃ 200wx81灯 W,73,W,78

直：Ｃ型６０Ａx１  

ＬＡＮｘ１

 １ Ｓｕｓ

Ｃ型20Ａ16回路x各3口(内2回路は直に切替え可)  ＣＳＱ-１０００ｗ １６台

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx２、平行15Ａx２   ＦＱＨ-１０００ｗＳ１-１６ＲＣ２ １２台

ＬＡＮｘ２

 ２ Ｓｕｓ

Ｃ型20Ａ16回路x各3口(内2回路は直に切替え可)  ＣＳＱ-１０００ｗ １６台

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx２、平行15Ａx２   ＦＱＨ-１０００ｗＳ１-１６ＲＣ２ １２台

ＬＡＮｘ２

 ３ Ｓｕｓ

Ｃ型20Ａ16回路x各3口(内2回路は直に切替え可)  ＣＳＱ-１０００ｗ １６台

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx２、平行15Ａx２   ＦＱＨ-１０００ｗＳ１-１６ＲＣ２ １２台

ＬＡＮｘ２

 ４ Ｓｕｓ

Ｃ型20Ａ12回路x各3口(内2回路は直に切替え可)  ＣＳＱ-１０００ｗ １6台

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx２、平行15Ａx２   ＦＱＨ-１０００ｗＳ１-１６ＲＣ２ ８台

ＬＡＮｘ２

直：Ｃ型６０Ａx１   ＱＣＵⅡ－５００ｗ 16灯x4色 71,72,78,22

ＬＡＮｘ１  

Ｃ型３０Ａ 8回路(＊ホリ裏ウォールコン4箇所取り)  ＱＣＬⅢ－５００ｗ ８Ｌ－４C 16灯x4色 72,59,22,40

 ト-メンタルタワ-

 Ｃ型２０Ａ 下上 各 ４回路 x 各2口 ※④は袖明かりで使用  ＬＮＣ-２-２５０-１０００ｗ 下上 各4台 下段から若番

＊ステージ大臣裏に同回路有り(30Cx4)(ユニット室切替)

 フロント

Ｃ型２０Ａ 下上 各 16回路 x2口  ＬＮＣ-２-２５０-１０００ｗ 下上各16台 した４段

直：下上各 Ｃ型６０Ａx２、平行１５Ａx２   ＬＮＣ-２-３５０-１０００ｗ 下上各16台 うえ４段

下上各 ＬＡＮｘ２

 シ-リング

Ｃ型２０Ａ １６回路 x2口  ＬＮＣ-２-３５０-１５００ｗ ３２台

直：Ｃ型６０Ａx２、平行１５Ａx２  

ＬＡＮｘ２

 ＸＰＳ-２００８ＳＲ-２０００w 　２台 下上

 ＸＰＳ-２００９ＳＲ-２０００w 　２台 中

１．常設機材

 アッパ-ホリゾント（下場パイプ付き　16.2m）

　　　　　　キラリ☆ふじみ　照明備品リスト

　　調光卓
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プリセット：８０ｃｈ × ３段 (240本x1段可)　/　 記憶シ-ン ： 2０００シーン

 フォロ-スポット

 第１ボ-ダ-ライト(下場パイプ付き　16.2m)

 第２ボ-ダ-ライト(下場パイプ付き　16.2m)

 ロア-ホリゾントx８本　(１本予備有り,9本使いも可）



型番 数量 置き場所

20A C型 36ch 三又二段スタンド ST2　（LNC-2-250-1000w 付き） 下上 x 各５本 下上袖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸台二段スタンド（SM2）x下上各5台丸台二段スタンド SM2　（LNC-2-250-1000w 付き） 下上 x 各５本 下上袖

空きスタンド 三又二段スタンド ST2C　(キャスター付) 下上 x 各２本 下上袖

　　　　　　　　　　　                                 三又三段スタンド(ST3C-12) 　　＊ハイスタンド三又三段スタンド ST3C-12　(キャスター付) ハイスタンド 下上 x 各３本 下上袖

型番 数量 置き場所 共用

 スポット
エリプソイダル ＲＩＫＵＲＩ-Ⅰ 　ＥＣＲ-２０Ｃ（２０°）-７５０Ｗ   ５台 上手備品倉庫 ☆

　ＥＣＲ-２５Ｃ（２５°）-７５０Ｗ ２２台 上手備品倉庫 ☆

　ＥＣＲ-３５Ｃ（３５°）-７５０Ｗ   ７台 上手備品倉庫 ☆
直：30Ａx2、平行15Ａx2

 (30Aと同回路)  Ｃ型60Ax2 Ｎ   ＳＰＨⅢ-１０００Ｗ-ＡＬ １６台 上手備品倉庫 ☆

N 　GONG-PAR６４LB-１０００W   ２台 上手備品倉庫 ☆

ＶＮ 　ＳＰＤ-５００Ｗ-ＡＬ（ショ-ト） １６台 上手備品倉庫 ☆

Ｍ 　GONG-PAR６４LB-１０００W １６台 上手備品倉庫 ☆

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx2、平行15Ａx2  凸レンズ 　ＣＳＱ-５００Ｗ   ８台 上手備品倉庫 ☆

フレネル 　ＦＱＨ-５００ＷＳ１-ＲＣ２   ８台 上手備品倉庫 ☆

ストリップライト ＬＨＱ(4色) 　ＰＥＱ-１００Ｗ-１２Ｌ-４Ｃ／C-３０P   ６台 上手備品倉庫 ☆

  

 効果器
エフェクトスポット 　ＥＰＤ２-１０００Ｗ   ２台 上手備品倉庫 ☆

先玉 4インチ 　ＳＤＤ２-４   ２台 上手備品倉庫 ☆

6インチ 　ＳＤＤ２-６   ２台 上手備品倉庫 ☆

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx2、平行15Ａx２  8インチ 　ＳＤＤ２-８   ２台 上手備品倉庫 ☆

スパイラル 　ＮＣＤ２   ２台 上手備品倉庫 ☆

ディスク   ＶＳＤ２   ２台 上手備品倉庫 ☆

ターレット 　ＴＰＤ２   ２台 上手備品倉庫 ☆

スピナ- 　１００Ｖ２５０Ｗ（応用工学 ＶＮ） ８台 上手備品倉庫 ☆

ミニブル 　ＭＢ-２ (500w x 2)   ４台 上手備品倉庫 ☆

ストロボ 　ＫＭ-１４   ４台 上手備品倉庫 ☆

波エフェクト 　ＮＡＥ２-１０００Ｗ (500w x 2)   ２台 上手備品倉庫 ☆

星球 　ＨＳ-１０１（３ｍ×１０ ･ ４ｍ×１０ ･ ５ｍ×２０） ー式 （４０灯） 上手備品倉庫 ☆

フォグマシン 　Ａｎｔaｒi  Ｚ-３５０ ＦＡＺＥＲ   ２台 上手備品倉庫 ☆

ミラ-ボ-ル 吊型(丸) 　ＭＢ-４５０-Ｒ   １台 上手備品倉庫 ☆

置型(楕円) 　ＭＢ-２４０×４００-Ｒ-Ｓ   １台 上手備品倉庫 ☆

 その他
バンドア FQH用 　８インチ 44 上手備品倉庫

FQH用 　６インチ 8 上手備品倉庫

ロングハンガ- 　ＨＡＬ ２０本 上手備品倉庫 ☆

ダボ付 ２連ア-ム 　ＡＭＴ   ４台 ケ-ブルラック ☆

平置ベ-ス（大型） 　ＳＨＢ-１０ ２４台 ケ-ブルラック ☆

アルミ 操作棒 　Ｌ＝３.４ｍ～７.０ｍ   ３本 72,59,22,40

 ケーブル
延長 　Ｃ２０Ａ-Ｃ２０Ａ 　　１ ｍ ３０本 ケ-ブルラック

　Ｃ２０Ａ-Ｃ２０Ａ 　　３ ｍ ３０本 ケ-ブルラック

　Ｃ２０Ａ-Ｃ２０Ａ 　　５ ｍ ３０本 ケ-ブルラック

　Ｃ２０Ａ-Ｃ２０Ａ 　１０ ｍ １０本 ケ-ブルラック

　Ｃ３０Ａ-Ｃ３０Ａ 　　１ ｍ １０本 ケ-ブルラック

　Ｃ３０Ａ-Ｃ３０Ａ 　　５ ｍ ２０本 ケ-ブルラック

　Ｃ３０Ａ-Ｃ３０Ａ 　１０ ｍ １０本 ケ-ブルラック

　Ｃ６０Ａ-Ｃ６０Ａ 　　１ ｍ １６本

　Ｃ６０Ａ-Ｃ６０Ａ 　　３ ｍ １０本

変換 　Ｃ３０Ａ-Ｃ２０Ａ 　　５ ｍ ４０本 ケ-ブルラック

　Ｃ３０Ａ-Ｃ２０Ａ 　　１ ｍ １０本 ケ-ブルラック

　Ｃ２０Ａ-平１５Ａ　 　ブレ-カ-付変換ボックス   ４本 操作盤 ロッカ-

　Ｃ３０Ａ-平１５Ａ　 　ブレ-カ-付変換ボックス   ４本 操作盤 ロッカ-

分岐 　Ｃ２０Ａ-Ｃ２０Ａ 二又 　　１ ｍ ４０本 ケ-ブルラック

　Ｃ３０Ａ-Ｃ２０Ａ 二又 　　１ ｍ ２０本 ケ-ブルラック

マルチ   Ｃ２０Ａ-Ｃ２０Ａ 　4ch x 10m   ２本 上手備品倉庫 ☆

２．移動機材

メインホ-ル　No.2

2020年 7月 1日

　　　　　キラリ☆ふじみ　照明備品リスト

 ステージスポット＆スタンド



型　番 数量 備考

20A C型 36ch ゼムツアー ZMT3-2036 1台 下ギャラリー

30A C型 24ch ゼムツアー ZMT3-3024 ２台 下上袖

20A C型 ３ch 小型調光器 MCD2-2031-160　 １２台 内８台は各SUS２台ずつ設置

 

0

型　番 数量 備考

　Luminex　LUMINODE4　   ２０台 内4台は各SUS1台ずつ設置

数量 設置場所

３φ４W　１８２/１０５V　６０ｋVA 2 下上袖

直：Ｃ型60Ax2、30Ａx2、平行15Ａx2  C型６０Aコンセント　ｘ　３口　

C型３０Aコンセント　ｘ　３口　

二次側端子台　ｘ　１式

カムロック　ｘ　１式

１φ３W　２１０/１０５V　４５ｋVA　ｘ　２系統 4 下上袖、下上ギャラリー

C型６０Aコンセント　ｘ　８口　

D型２０Aコンセント　ｘ　８口　

平行１５Aコンセント　ｘ　８口　

カムロック　ｘ　２式

１φ３W　２１０/１０５V　３０ｋVA 1 ホワイエ

C型６０Aコンセント　ｘ　４口　

C型３０Aコンセント　ｘ　４口　

D型２０Aコンセント　ｘ　４口　

平行１５Aコンセント　ｘ　４口　

カムロック　ｘ　１式

１φ３W　２１０/１０５V　３０ｋVA 2 72,59,22,40

C型６０Aコンセント　ｘ　４口　

D型２０Aコンセント　ｘ　４口　

平行１５Aコンセント　ｘ　４口　

カムロック　ｘ　１式

３φ３W　２００V　２０ｋVA 3 スノコ、ギャラリー、上袖

　　　　　キラリ☆ふじみ　照明備品リスト メインホ-ル　No.3

2020年 7月 1日

仮設電源盤

移動型調光器

DMX－NODE

カムロック　ｘ　１式


