クリエイティブスタジオご利用の皆さま
① ご利用時間 15 分前から、市民交流プラザ（4 階）にて鍵を貸し出します。
※作業開始前は 3 階ロビー等でお待ちください。
② クリエイティブスタジオ袖にて舞台技術スタッフと合流した後、搬入（または仕込み）を開始してください。
※B1F のシャッター開放および搬入用エレベーターのご利用も舞台技術スタッフとの合流までお待ちください。
＜仕込み・撤去時のお願い＞
【安全対策について】
◆ヘルメットの着用をお願いします。
※高所（２ｍ以上）作業時は、墜落制止用器具（ハーネス等）の着用もお願いします。
◆客席内に卓・ケーブル・カメラ等を設置する場合、歩行の妨げにならないようご配慮いただき、設置状況を事前に
お知らせください。
【搬入エレベーターについて】
◆地下駐車場からクリエイティブスタジオ（３F）までは、搬入用エレベーターでの搬入となります。
搬入用エレベーターは２基（10t、4t）ございます。クリエイティブスタジオへは、４t エレベーターをご利用ください。
［４t エレベーター］ カゴ寸法：W4.3m×H2.75m×D3.3m／出口寸法：W4.3m×H2.6m
※いずれも劇場との共用です。10t エレベーターは 3F には止まりません。
◆あくまでも荷物用ですので、人のみでの運用はできません。
※荷物を伴わない場合、来館者用エレベーター（人のみで利用可）をご利用ください。

◆図面・スケジュール等資料をご提出の上、事前に打ち合わせをお願いします。
[TEL・FAX]
舞台技術部 TEL 011-271-1952

FAX 011-271-1953

[Mail]
調整担当

support@sapporo-community-plaza.jp

舞台担当

stage@sapporo-community-plaza.jp

照明担当

lighting@sapporo-community-plaza.jp

音響担当

sound@sapporo-community-plaza.jp

※劇場作業時など電話に出られない場合がございます。ご了承ください。
※特殊効果は舞台担当、電源・電飾・レーザー・プロジェクター等は照明担当、
映像収録・回線等については音響担当が窓口です。

CREATIVE STUDIO

音響設備概要

札幌文化芸術劇場

主要音響機材リスト（□：基本セット（有料）に含まれるもの。 ■：個別に別途物件使用料がかかるもの）
□ 音響調整卓
□ I/O ラック

YAMAHA CL3
×1
YAMAHA Rio1608-D ×3 （うち 1 台は音響ブースに常設固定）

□

TANNOY DVS6T

□

常設吊りスピーカー

■

再生機器

TASCAM CD-500B

■

ワイヤレスハンドマイク

SHURE ULXD2/SM58XX

■
■
■
■
■
■
■

シーリングスピーカー

録音再生機器

ワイヤレスピンマイク
パワードスピーカー
パワードスピーカー

パワードサブウーハー
カゲアナマイク

ダイナミックマイク

d&b 10s

×4

L-acoustics SB15P

×4

×4

SENNHEISER 835＋カフボックス
SHURE SM58S（スイッチ付き）

ディスタンスロッド

×4

・

×4 （スイッチ付き）（*1）

L-acoustics 108P

・

スピーカースタンドアダプター
マイクスタンド

ストレート・黒

マイクスタンド

卓上

マイクスタンド

×2 （CD/SD/USB）

×4 （DPA 無指向、SHURE 指向性マイク選択可）（*1）

L-acoustics 112P

×8

・

×1 （CD）

SHURE ULXD1-XX

スピーカースタンド

・

×12 （固定設備・3 台 ×4 系統）

TASCAM SS-CDR250N

・
・

×2 （常設天井グリッド吊り）

ロングブーム・黒

×1

×4

×4（2 本用）
×4
×4
×2

(*1) ワイヤレスマイクは、ピンマイク・ハンドマイク含め 4 台まで同時使用可能です。

常設音響設備概要（使用には料金がかかります。ご確認ください。）

カゲアナマイク
ワイヤレスマイク 1〜4
（ハンド / ピン）

再生機器（CD）
TASCAM CD-500B

音響調整卓
YAMAHA CL3

I/O ラック
YAMAHA
Rio1608
（音響ブース）

常設吊りスピーカー
d&b 10S L/R
シーリングスピーカー 1
シーリングスピーカー 2
シーリングスピーカー 3
シーリングスピーカー 4

録音再生機器（CD/SD）
TASCAM SS-CDR250N
録音再生機器（CD/SD）
TASCAM SS-CDR250N
注）基本セット料金には含まれません

ロビー
楽屋 / 運営系

CREATIVE STUDIO

音響設備図面

札幌文化芸術劇場

CREATIVE STUDIO

音響回線系統

札幌文化芸術劇場

トランク回線系統
上手コネクター盤

音響機器架

アナログ回線（XLR オス）×8
アナログ回線（XLR メス）×8
LAN×2
BNC×2
スピコン ×2

アナログ回線（XLR メス）×8
アナログ回線（XLR オス）×8
LAN×2
BNC×2
スピコン ×2

C 型 30A コンセント ×2
平行コンセント ×4
（1 系統 2 口ずつ /20A）

アナログ回線（XLR メス）×8
アナログ回線（XLR オス）×8
LAN×2
BNC×2

アナログ回線（XLR オス）×8
アナログ回線（XLR メス）×8
LAN×2
BNC×2

アナログ回線（XLR オス）×8
アナログ回線（XLR メス）×8
LAN×2
BNC×2
スピコン ×2

アナログ回線（XLR メス）×8
アナログ回線（XLR オス）×8
LAN×2
BNC×2
スピコン ×2

C 型 30A コンセント ×2
平行コンセント ×4
（1 系統 2 口ずつ /20A）

C 型 30A コンセント ×2
平行コンセント ×4
（1 系統 2 口ずつ /20A）

C 型 30A コンセント ×2
平行コンセント ×4
（1 系統 2 口ずつ /20A）

下手コネクター盤

有線インカム A/B

調整ブース架

有線インカム

A/B

