
区分(※) 税込単価 （税抜単価） 備考

ホール　音　響

メイン音響設備一式 一式／区 ¥22,000 (¥20,000) メインスピーカー、ケーブル類含む

マイクロホン 1本／区 ¥2,200 (¥2,000)

ワイヤレスマイクロホン 1本／区 ¥3,850 (¥3,500) 舞台・客席8チャンネルまで使用可能

ステージ用マイクロホンスタンド 1本／日 ¥1,100 (¥1,000) K&M製、audio-technica製

三点吊り装置 一式／日 ¥3,300 (¥3,000) マイク代別途（通常２本使用）

CDプレーヤー／レコーダー 1台／区 ¥3,300 (¥3,000) TASCAM

SDプレーヤー／レコーダー 1台／区 ¥3,300 (¥3,000) TASCAM

メディア(CD-R） １枚 ¥330 (¥300) CD-R（80分）

追加ステージスピーカー（2台） 一式／区 ¥11,000 (¥10,000) d&b   MAX, MAX12　(AMP d&b30D)

追加スピーカー（小） 1台／日 ¥3,300 (¥3,000) YAMAHA・MSP3     3台

追加メインスピーカー（VRX） 一式／日 ¥33,000 (¥30,000) AMPはご持参ください。

録音料 一式／日 ¥11,000 (¥10,000)

音声出力料 一式／日 ¥5,500 (¥5,000) 3本まで。　追加１本あたり \1,100(税込）

著作権フリーCD使用料 日 ¥550 (¥500)

ダイレクトボックス 1台／日 ¥1,100 (¥1,000) COUNTRYMAN TYPE85     8台

ホール　映　像

映像設備一式 一式／区 ¥16,500 (¥15,000) Roland VR-50H

プロジェクター（DLP方式　16,000lm） 一式／区 ¥132,000 (¥120,000) Panasonic PT-DZ16K2J   ※投影区分から料金発生

スクリーン 一式／区 ¥5,500 (¥5,000) 337インチ（HD16：9）、276インチ（SD4：3）

DVDプレーヤー 1台／区 ¥3,300 (¥3,000)

ブルーレイプレーヤー 1台／区 ¥3,300 (¥3,000)

返し用モニター 1台／区 ¥3,300 (¥3,000) 43インチ2台、31.5インチ  2台、24インチ  2台、9インチ  2台

レーザーポインター 1本／日 ¥1,100 (¥1,000) クリッカー付は１本\2,200(税込）

ホール　照　明

照明設備一式 一式／区 ¥22,000 (¥20,000) 標準照明器具付

フォローピンスポット 1台／区 ¥22,000 (¥20,000) ウシオXPS-2008SR　2台　※クセノン2KW

カラーフィルター使用料 一式／日 ¥5,500 (¥5,000)

特殊照明機器 １台につき／日 \3,300～ (\3,000～)

ローホリゾント 一式／日 ¥3,300 (¥3,000) 4色（カラーフィルター代別途）

ホール　映像収録

４カメラスイッチング機材費（人件費別途） 一式／区 ¥55,000 (¥50,000)

２カメラスイッチング機材費（人件費別途） 一式／区 ¥11,000 (¥10,000) 舞台引き映像＋アップの切替あり

１カメラ機材費 一式／区 ¥11,000 (¥10,000) 舞台引き映像のみ

BRD/ＤＶＤデッキ 1台／区 ¥3,300 (¥3,000)

メディア（ＢＲＤ） １枚 ¥440 (¥400) 130分

メディア（ＤＶＤ） １枚 ¥330 (¥300) 120分

ホール内中継付設回線使用料 一式／日 ¥11,000 (¥10,000)

録画料 一式／日 ¥11,000 (¥10,000)

映像出力料 一式／日 ¥5,500 (¥5,000)

6階会議室への映像・音声接続料 一式／日 ¥5,500 (¥5,000)

ホール　映写　

デジタルシネマ試写会セット（※）
（ドルビーデジタルサラウンドEX対応）

一式／回 ¥165,000 (¥150,000) DLPシネマプロジェクター（NEC・NC3240S-A, 33000lm, 4K）、
スクリーン、映写用スピーカー、舞台反射防止用地絣、
BGM用CDプレーヤー、カゲマイク1本、
インジェスト料（１回分）、映写技師1名含む

※同日に複数回上映・事前の全編チェックを行う場合は別途料金とな
りますのでお問い合わせください。
※舞台挨拶を伴う試写会の場合は、上記料金に音響・照明機材一
式、各オペレーター、備品料金等が加算されます。

ホール　各種オペレーター料　　※ご利用日まで7営業日以内のｷｬﾝｾﾙ：50%のｷｬﾝｾﾙ料、当日のｷｬﾝｾﾙ：100％のｷｬﾝｾﾙ料

各種オペレーター（音響・照明・映像・カメラ） １人／日 ¥38,500 (¥35,000) ※PAを使用した音楽系の音響オペレーターは別途料金

技術立会料　（音響・照明） １人／日 ¥33,000 (¥30,000)

映写技師

ホール　レセプショニスト代

①案内・もぎり・クローク業務 ４時間あたり \66,000～ (\60,000～)

②案内・もぎり業務 ４時間あたり \57,200～ (\52,000～)

③クローク業務 ４時間あたり \39,600～ (\36,000～)

※区：１区分使用料（２区分使用時：１．５倍／３区分使用時：２倍）　　日：１日使用料

日経ホール　付帯設備・備品使用料

別途

※来場者数や季節・業務内容等により金額が追加されます。
事前にご相談ください。

※予告なく料金・内容が改定となる場合がございます。
 2022.10.01改定



区分(※) 税込単価 （税抜単価） 備考

ホール　備　品

４階控室（控室４A/４B/４C) 1室／日 ¥5,500 (¥5,000)

５階多目的室 1室／日 ¥5,500 (¥5,000)

５階速記室使用料 1室／日 ¥5,500 (¥5,000)

５階同時通訳室(5A/5B/5C/5D) 1室／日 ¥5,500 (¥5,000)

緞帳使用料 日 ¥5,500 (¥5,000)

移動客席撤去・設置料 １席あたり ¥2,200 (¥2,000)

講演台・司会台 1台／区 ¥2,200 (¥2,000)
【講演台】W1,100×D820×H1,050  (天板高900)   3台
【司会台】W900×D820×H1,050  (天板高900)   1台

パネル机（椅子付） 1台／区 ¥2,200 (¥2,000) W1,100-1,180×D600×H800   (天板高700)   10台

レクチャー台 1台／区 ¥2,200 (¥2,000) W570×D410×H1,070   (天板高1,000)

花台 １台／日 ¥1,100 (¥1,000) W600×D600×H600   1台

めくり台(木製／スチール製） １台／日 ¥1,100 (¥1,000)
【木製】W420×D420×H 1,500
【スチール製】W470×D560×H1,800 ※貼付面W420×H1,200

追加長机 1台／日 ¥1,100 (¥1,000) W1,500×D450×H720

追加椅子 1台／日 ¥220 (¥200) W540×D580×H780  (SH440）

舞台用ソファ 1台／日 ¥1,100 (¥1,000) W580×D580×H750  (SH400)    6台

白布 1枚／日 ¥1,100 (¥1,000)

ホワイトボード 1台／日 ¥2,200 (¥2,000)
【特大】ボードサイズW2,400×H1,200    2台
【大】ボードサイズW1,800×H900    3台

反響板 日 ¥22,000 (¥20,000)

ピアノ（スタインウェイ） 1台／日 ¥27,500 (¥25,000) フルコンサートモデル・スタインウェイ D-274、椅子1台付

ピアノ（ヤマハ） 1台／日 ¥22,000 (¥20,000) フルコンサートモデル・ヤマハ CFⅢ-S、椅子1台付

ピアノ調律費 基本料金25,300円～（税込・立会料等別途）

指揮者台＆譜面台 一式／日 ¥5,500 (¥5,000)

演奏者用譜面台 1台／日 ¥1,100 (¥1,000) 20台

譜面灯 1台／日 ¥550 (¥500) 10台

演奏者用椅子 1台／日 ¥550 (¥500) 30台

追加ピアノ椅子 1台／日 ¥2,200 (¥2,000) 背付8台、背なし3台

コントラバス用椅子 1台／日 ¥3,300 (¥3,000) 背付2台、背なし4台

ハイチェア １台／日 ¥2,200 (¥2,000) CASSINA LIMA/C      W425×D450×H1,080(SH800)    6台

ハイテーブル １台／日 ¥2,200 (¥2,000) W600×D600×H730-1,000　5台

小机（丸机含む） １台／日 ¥1,100 (¥1,000)

高座用座布団 １枚／日 ¥1,100 (¥1,000) 紫１、赤１

緋毛氈 １枚／日 ¥1,100 (¥1,000)

畳・上敷

平台（箱馬付） 1面／日 ¥1,100 (¥1,000) 3×6尺(20面)、3×3尺(2面)、4×6尺(15面)、4×3尺(2面)

平台設置・撤去料

金屏風・銀屏風（各） 1双／日 ¥11,000 (¥10,000) H=2,400

表彰盆 １台／日 ¥1,100 (¥1,000)

PA卓用テーブル １台／日 ¥2,200 (¥2,000) 設置・撤去料別途、天板サイズW1000×D900  ※6台まで連結可

イーゼル １台／日 ¥550 (¥500) W600×H1350    18台    

ポスター枠（Ａ1／Ａ２／Ｂ２） １台／日 ¥1,100 (¥1,000) A1/A2/B2　各20台

展示パネル １台／日 ¥1,100 (¥1,000) W950×H1,850×D420 　20台 （吊り下げフック20組）

追加55インチ液晶モニター 1台／区 ¥5,500 (¥5,000) SHARP 4T-C55EN1   2台

トランシーバー（12台セット） 一式／日 ¥33,000 (¥30,000) MOTOROLA MiT7000

パンチカーペット 一式／日 ¥33,000 (¥30,000) 舞台全面（設置・撤去料は別途）

舞台用バレエシート（灰色） 一式／日 ¥55,000 (¥50,000) 舞台全面（設置・撤去料は別途）

黒地絣（映写用） 一式／日 ¥16,500 (¥15,000) 舞台全面

持込み電源使用料

ネット回線使用料 日 ¥11,000 (¥10,000) 設営内容によっては別途作業代を請求させていただく場合もございます。

控室ソファ舞台使用料 １台／日 ¥2,200 (¥2,000)

※区：１区分使用料（２区分使用時：１．５倍／３区分使用時：２倍）　　日：１日使用料

別途

別途

別途

別途

※予告なく料金・内容が改定となる場合がございます。
 2022.10.01改定


