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舞台照明設備施工
No.318

外観

撮影　株式会社エスエス企画

■ ホール概要
客　席　　304席（ロールバックチェア　220席　スタッキングチェア　84席）
舞　台　　間口 12.4m　奥行 4.8m　高さ 5.5m
■ 設備概要
舞台照明用設備容量（Tr） 　40kVA　1φ3ω　105V／210V
持込機器電源設備容量　　　40kVA　1φ3ω　105V／210V
直電源回路　100V　　　 　20Aコンセント×24回路　

客席から舞台 平土間形式

フォローピンスポットライト／照明操作卓

ホール上部ギャラリー

玉名市民会館 TAMANA CIVIC HALL

日本マラソンの父！金栗四三が生まれ育った玉名
新たな市民会館がスタートを切りました！

照明器具はALL-LEDを設備。
客席を稼働させることで自由な空間を
作り出すことのできるマルチホール。

■ 第1・2サスぺンションスポットライト
◦Desire D40 Lustr＋　◦各8台設備　◦7色LED
■ 第1シーリングライト
◦Source Four LED Series2 Lustr　◦8台設備　◦7色LED
■ ギャラリーサイドライト（上手・下手）
◦Source Four LED Series2 Lustr　◦各4台設備　◦7色LED
■ LEDフォロースポットライト　MP-6L-LED
◦ハロゲン1000W相当の明るさ　◦定格消費電力200W
◦平均演色評価数Ra85（代表値） 

■ 照明操作卓
記憶キュー　 　　　999キュー
カラーマルチタッチスクリーン　1式
プレイバッグフェーダ 　　　20本
ホームボタン 　　　1個
ソフトキーボタン 　　　5個
スライダー 　　　4本
外部記憶 　　　USBメモリ
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1 第1サスペンションライト
2 第2サスペンションライト
3 プロセニアムサスペンションライト
4 第1シーリングライト

5 第2シーリングライト
6 ギャラリーサイドライト
7 フォローピンスポットライト
8 照明操作卓

■ 断面図（単位：mm）

大ホール　客席から舞台 マルチホール　舞台から客席

ホワイエ

■ 施設概要

所 在 地 〒865-0016　
　　　　　　熊本県玉名市岩崎88番地5号
Ｔ Ｅ Ｌ 0968-73-5107
施　　主 玉名市
設　　計 大建設計株式会社
工　　期 2018年6月〜2020年3月
オープン 2020年6月

■ 建築概要

敷地面積 9,984.71㎡
建築面積 3,810.33㎡
延床面積 4,530.31㎡
建物高さ 23.65m
階　　数　 地上3階
構　　造 鉄筋コンクリート造
　　　　　 （一部鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造）

マルチホール
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■ LED天井反射板ライト CR-W-LEDⅡ-500
◦46灯設備　◦定格消費電力83W　◦ハロゲン500W相当の明るさ　
◦広角タイプ　◦平均演色評価数Ra93（代表値）

■ 第1・2ボーダーライト
◦Color Source PAR　◦各16台設備　◦定格消費電力107W　
◦R、G、B＋L 4色構成

■ 移動形調光器 CD-204i-DE
軽量、コンパクト、静音設計された2kW×4回路を内蔵した調光器です。
ホール内各所に設備されている直100V80Aコンセントに接続し利用が可能。
Ethernet対応で、インテリジェント機能を搭載し、過電流、高温度、漏電などの調光器情報
を本体表示灯にて確認が可能。
また、調光モニタリングPCにて調光器情報のモニタリングやリモート設定が可能。

■ 照明操作卓 F153Ⅲ
コントロールCH 1024CH
コントロールDIM 1024DIM
プリセットフェーダ 60本×3段、ジョイント機能、P/F切替機能
ショーデータ数 1000ショーデータ
シーン記憶 1000シーン
パート数 8パート
サブフェーダ 20本　50ページ　1000シーン
エフェクト 50パターン×99ステップ　トータル1000ステップ
パッチ 4場面＋1：1　表形式表示画面、負荷グラフィック表示画面
プロファイル 16種類
CHグループ 99グループ
マクロ数 99マクロ
データ互換 USBメモリ：F153,JASCII
ディスプレイ 17型カラー液晶ディスプレイ2台
外部記憶 USBメモリ
調光信号出力 DMX512／1990×2系統　Ethernet
外部入力信号 DMX512／1990×1系統　Ethernet

反射板形式 舞台から客席

シーリングライト

サスペンションライト

移動形調光器接続盤

1 舞台前フロアーコンセント
2 舞台袖フロアーコンセント
3 舞台後フロアーコンセント
4 ロアーホリゾントライト
5 ロアホリ用フロアーコンセント
6 揚幕ウォールコンセント
7 舞台袖イーサネットコネクタ盤

8 舞台袖作業灯スイッチボックス
9 移動形調光器ラック
� 移動形調光器接続盤
� 移動形調光器電源盤
� 客席イーサネットコネクタ盤
� 第1天井反射板ライト
� 第2天井反射板ライト

� フロントサイドライト
� トーメンタルライト
� プロセニアムサスペンションライト
� 照明操作卓
� 調光室ネットワークラック
� 第1ボーダーライト
� 第2ボーダーライト

� 第1サスペンションライト
� 第2サスペンションライト
� 第3サスペンションライト
� アッパーホリゾントライト
� プロセニアムサスペンションライト
� シーリングライト
� センターピンスポットライト

■ 平面断面図（単位：mm）

■ 設備概要
舞台照明用設備容量（Tr） 500kVA　1φ3ω　105V／210V
持込機器電源設備容量 60kVA 　1φ3ω　105V／210V×1
直電源回路　200V 60Aコネクタ×7回路
直電源回路　100V 80Aコンセント×14回路　
移動形調光器（インテリジェント機能付） 2kW×4回路×32台（MAX 8kW）

■ ホール概要
客　席　　826席（固定席 811席　車いす席 4席　親子席 11席）　　
舞　台　　間口 17.4m　奥行 12.25m　高さ 8.5m

ハロゲン照明器具、LED照明器具にも対応可能な照明システム
移動形調光器を設備、イーサネットによる制御信号を採用。

大ホール

舞台から客席下手


