
(消費税込)

備考 特別応接室 ¥3,300 個室 2Ｆ 迫り 1式 ¥33,000

練習、仕込みのみ 主催者控室 ¥3,300 個室 2Ｆ 椅子（通常オケ用） 1台 ¥220

楽屋　Ａ ¥6,600 個室 2Ｆ 譜面台 1台 ¥165

楽屋　Ｂ ¥2,200 個室小 2Ｆ ピアノ椅子 1台 ¥770

楽屋　Ｃ ¥2,200 個室小 2Ｆ バス椅子 1台 ¥1,650

楽屋　Ｄ ¥5,500 個室 2Ｆ コーラス椅子 1台 ¥550

楽屋　Ｅ ¥6,600 個室　ピアノ付き 2Ｆ 指揮台Ａ 1台 ¥3,300

楽屋　Ｆ ¥3,300 大部屋　ピアノ付き 3Ｆ 指揮台Ｂ 1台 ¥5,500

練習、仕込みのみ 楽屋　Ｇ ¥3,300 大部屋 3Ｆ 指揮譜面台Ａ 1台 ¥2,200

楽屋　Ｈ ¥3,300 大部屋 3Ｆ 指揮譜面台Ｂ 1台 ¥3,300

楽屋　Ｉ ¥5,500 大部屋 3Ｆ 山　台 1台 ¥1,100

箱　馬 1台 ¥220

チェロ台 1台 ¥1,100

ステージマネージャー ¥49,500 長　机 1台 ¥1,100

舞台人件費 ¥38,500 司会台 1台 ¥4,400

ロビーマネージャー ¥33,000 講演台 1台 ¥16,500

会場案内要員 ¥13,200 1名　拘束時間　4Ｈまで ピアノ　Steinway　Ｄ-274 1台 ¥49,500

ピアノ調律 ¥33,000 事前調律のみ ピアノ YAMAHA CFX 1台 ¥38,500

※延長に伴い、23：00以降追加人件費が発生致します。 ピアノ立会 ¥55,000 事前調律＋立会5Ｈまで チェンバロ 1台 ¥38,500

照明人件費 ¥38,500 基本照明　1名 パイプオルガン 1台 ¥77,000

音響人件費 ¥38,500 基本音響　1名 行灯看板設置 1回 ¥22,000

補助席設置要員 ¥33,000 持込看板設置料 1枚 ¥11,000

基本音響費用 1式 ¥38,500

音響機材持込 ¥1,100 1ｋｗに付き 基本録音費用 1式 ¥38,500

照明機材持込 ¥1,100 1ｋｗに付き デジタル録音 1式 ¥132,000

録画機材持込 ¥1,100 1ｋｗに付き ダイナミックマイク 1本 ¥2,200

楽器電源(ホワイエ使用も含む） ¥1,100 1ｋｗに付き コンデンサーマイク 1本 ¥3,300

ロビー電源 ¥1,100 1ｋｗに付き ワイヤレスマイク 1本 ¥4,400

マイクスタンド １基 ¥550

ステージモニタースピーカー 1台 ¥8,800

補助席　使用料 ¥66,000 58席　（設置人件費は別途）

基本照明費用 1式 ¥55,000

感染対策費（～800席） ¥55,000 ピンスポット 1台 ¥11,000

感染対策費（～1200席） ¥88,000 追加灯体 1台 ¥2,200

感染対策費（～満席） ¥132,000 ホワイエ展示用スポット 1台 ¥1,100

　　　　　　　　　　　※主な料金のみ記載しております。詳しくはお問合せください。

公演の前日まで

ホール利用料金のお支払

キャンセルレギュレーション

※注意　　お支払期日までにご入金の無い場合は、お申込みがキャンセルされます。

ホール利用料金　延長料

6 付帯設備費＋人件費　100％

延長料金
（貸館区分以降1時間毎）

午前 12：00以降 ¥110,000

午後 17：00以降 ¥220,000

夜間 22：00以降 ¥330,000

※夜間区分ご利用の際、撤収が23：30を過ぎる場合は、別途スタッフのタクシー代・宿泊代が発生致します。

時期

4 人件費　50％

5 人件費　100％

2

公演の3日前

ホール使用料の10％公演の18～12カ月前

※年度ベースで10回以上ご利用頂けるご利用者様にはご優待させていただきます。

※その他、例外的なホール利用をご希望の場合や、内容に関しましてもご相談ください。

深夜料金

補助席　使用料

電源料金

※人件費は22：00過ぎる場合25％UPの割増料金を頂戴致します。

公演の18～12カ月前

公演の12カ月前

公演の6カ月前

公演の前日まで

その他

ホール使用料の50％（上記を含む）

3 ホール使用料の100％(上記を含む)

公演の12カ月前

公演の6カ月前

公演の7日前

お支払金額

1

照明関係

音響機材

時期

4 付帯設備費　人件費　全額

2

人件費

早朝延長料（1時間あたり） ¥110,000

別途スタッフのタクシー代または宿泊代が発生致します。

3

ホール使用料の50％（上記を含む）

ホール使用料の100％(上記を含む)

1

お支払金額

ホール使用料の10％

終　　　日 ¥1,485,000 ¥1,595,000

深　　　夜 ¥550,000 ¥550,000

9：00～21：00

22：00～翌5：00

午前、午後の部 ¥1,100,000 ¥1,320,000

午後、夜間の部 ¥1,320,000 ¥1,430,000

9：00～17：00

13：00～21：00

午前の部 ¥495,000 ¥550,000

夜間の部 ¥990,000 ¥1,045,000

13：00～17：00

18：00～21：00

9：00～12：00

午後の部 ¥770,000 ¥880,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ・シンフォニーホール　　 使用料金表　　　　　　　　　（2021年7月現在）

ホール利用料金　基本料 楽屋 付帯設備

区分 平日 土・日・祝日時間

6:00～9：00早　　　朝 ¥220,000 ¥220,000


