
舞台備品使用料リスト（１日につき） (令和元年10月１日）

備品名 単位 大劇場で使用する場合 小劇場で使用する場合

1 屏風8尺 一双 3,350円 同左
2 屏風6尺 一双 2,510円 同左
3 囲い・見切り 一式 10,050円 使用不可
4 松羽目一式 一式 31,420円 使用不可
5 松羽目（正面） 正面 15,710円 使用不可
6 能舞台一式 一式 26,190円 使用不可
7 銘苅子一式 一式 5,230円 同左
8 寄席囲い一式（大平・提灯あり） 一式 5,650円 (囲い・提灯のみ)同左

9 提灯 （文字あり ・ 無地） 一式 1,990円 同左
10 大平 （緑） 一式 2,610円 使用不可
11 サバニ（丸物） 一艘 9,420円 同左
12 蛇一式（孝行の巻） 一式 3,770円 同左
13 観音様（孝行の巻） 一式 4,920円 同左
14 祭壇セット（孝行の巻） 一式 520円 同左
15 祭壇（孝行の巻） 一式 520円 同左
16 庵（花売りの縁） 一式 520円 同左
17 釣鐘 一式 5,230円 同左
18 立ち木（桜・紅葉・柳） 一本 1,670円 同左
19 色紙 （大）（紫かすみ） 一枚 1,150円 同左
20 色紙 （小）（紫かすみ・砂子） 一枚 830円 同左
21 造花（菜の花・菖蒲・萩・菊） 一畝 520円 同左
22 造花（牡丹花大・小まぜて ６畝） 一畝 1,040円 同左
23 糸桜 一列 3,140円 同左
24 桜吊枝 一吊 2,610円 同左
25 吊柳 一吊 2,610円 同左
26 雪籠 （雪付き ・ ３個） 一個 1,460円 同左
27 地絣（黒・鼠） 全面 7,330円 4,190円
28 地絣（黒・鼠） 半面 4,190円 2,090円
29 地絣盆中（黒・鼠） 一式 4,190円 なし
30 地絣盆外（黒・鼠） 一式 4,190円 なし
31 上敷 一枚 520円 同左
32 リノリウム （黒・鼠 ） 全面 31,420円 15,710円
33 リノリウム （黒・鼠 ） 半面 20,950円 8,380円
34 紗幕 一枚 5,230円 同左
35 紅型紗幕（二枚） 一枚 7,330円 同左
36 本紅型幕① 一枚 15,710円 同左
37 本紅型幕③ 一枚 12,570円 同左
38 紅型幕②（レプリカ） 一枚 7,330円 同左
39 背景幕（首里城幕、松羽目幕 など） 一枚 5,230円 同左
40 定式幕 一枚 5,230円 使用不可
41 カットクロスアーチ 一枚 4,710円 同左
42 カットクロス 一枚 4,710円 同左
43 白ジョーゼット 一式 15,710円 同左
44 スモークマシン（ﾌｫｸﾞﾘｷｯﾄﾞ実費） 一台 5,760円 同左
45 ドライアイスマシーン（ﾄﾞﾗｲｱｲｽ実費） 一台 5,760円 同左
46 音響反射板６枚口 ※1 一式 9,420円 同左
47 字幕装置（操作機器含まず） 左右一式 7,330円 なし
48 リアスクリーン 一枚 6,070円 なし
49 演台（大） 一台 1,780円 同左
50 演台（小） 一台 1,150円 同左
51 司会者台 一台 1,150円 同左
52 花台 一台 520円 同左
53 ワイヤレスマイク 一本 1,040円 同左
54 宮太鼓 一式 4,710円 同左
55 シナ銅鑼 一式 570円 同左
56 銅鑼 一式 11,520円 同左
57 波ざる 一式 1,040円 同左
58 モニター用スピーカ300W未満 ※２ 一対 1,150円 同左
59 モニター用スピーカ300W以上 ※２ 一対 3,030円 同左
60 ビデオプロジェクター 一式 35,640円 17,280円
61 エフェクトマシン（2kw以上） 一台 2,930円 同左
62 エフェクトマシン（2kw未満） 一台 1,780円 同左
63 ムービング(MAC550・10台) 一台 4,500円 同左
64 ムービング操作卓 一台 20,950円 同左
65 ゴボローテータ- 一台 1,150円 同左
66 ゴボ（ガラス種板） 一枚 570円 同左
67 カラーフィルター 一枚 620円 同左
68 電源・音源（劇場運営用音声）使用料（ビデオ撮影） 一式 3,870円 同左

備考 本表以外の舞台用備品(軽微)で、使用を認めているものは、原則として無料とする。

※１ 別途第20条第1項第2号の職員(技術)舞台機構に関する職員１名が必要となる。

※２ 大劇場は二対、小劇場は一対までは無料とする。


