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舞台前～の距離

(間) (m) (間) (m) およそ(m)

第1緞帳  電動 約5 8.8 約11 19.5 1.2 昇降12～53秒（変速可）

第2緞帳  電動 約5 8.8 約11 19.5 1.4 昇降14秒

バトン1  電動 約9.5 17.0 約12 21.5 1.8 最大吊込可能重量350kg　（昇降43秒）

暗転幕 （）はバトンの飛びタッパ 手動 約4.5(9.5) 8.6(17.5) 約12.5 22.5 2.1 （バトンとして使用時は暗転幕をバトンにたくし上げ固定）

袖幕1 手動 約3.5 8.6 約2.5 4.7x2 2.3 全開時、間口8間

ボーダーライト1 手動 約5 8.8 約10 18.5 2.5 最大吊込可能重量520kg 下パイプ有（文字共 吊パイプ芯～10cm）

天井反射板1  電動 約5 9.2 約10.5 19.0 2.8 荷重不可

サスライト1  電動 約5 8.8 約10 18.5 4.2 最大吊込可能重量420kg （文字共 吊パイプ芯～42cm）

袖幕2 手動 約4.5 8.0 約3 5.2x2 4.4 全開時、間口8間

バトン2 手動 約8 14.8 約9.5 17.5 4.7 最大吊込可能重量180kg

バトン3 手動 約8 14.8 約9.5 17.5 4.9 最大吊込可能重量180kg

ボーダーライト2 手動 約5 8.8 約10 18.5 5.3 荷重不可（飛び切りが低い為シズ枠が下まで降りません）

スクリーン（サスライト2共吊）  電動 約4.5 8.5 約10 18.5 5.8 最大吊込可能重量420kg スクリーン共（文字共 吊パイプ芯～76cm）

引割幕1 手動 約4.5 8.0 約12 22.0 6.1 全開時、間口8間　（開閉13秒）

天井反射板2  電動 約5 9.3 約9.5 17.6 7.0 荷重不可

ボーダーライト3 手動 約5 8.8 約10 18.5 7.7 荷重不可（飛び切りが低い為シズ枠が下まで降りません）

袖幕3 手動 約4.5 8.2 約2 4.0x2 8.1 全開時、間口8間

バトン4 手動 約8 14.8 約10.5 18.6 8.4 最大吊込可能重量180kg

サスライト3  電動 約5 8.8 約10 18.5 8.8 最大吊込可能重量420kg （文字共 吊パイプ芯～27cm）

バトン5 手動 約8 14.8 約10.5 18.6 9.1 最大吊込可能重量180kg

引割幕2 手動 約4.5 8.0 約12 22.0 9.4 全開時、間口8間　（開閉13秒）

中ホリバトン 手動 約9 16.1 約10.5 18.8 9.7 最大吊込可能重量190kg　（文字吊り有）

バトン6　（長さが短い） 手動 約8 14.8 約8 14.5 9.9 最大吊込可能重量180kg　（反響板時、吊看板で使用）

バトン7 手動 約8 14.8 約9.5 17.0 10.1 最大吊込可能重量180kg

サスライト4  電動 約5 8.8 約9.5 17.0 10.4 最大吊込可能重量420kg （文字共 吊パイプ芯～27cm）

正面反射板（含天反3）  電動 約4.5 8.1 約9.5 16.9 11.0 荷重不可

バトン8 手動 約8 14.8 約9.5 17.0 11.8 最大吊込可能重量180kg

袖幕4 手動 約4 7.7 約1.5 3.0x2 12.0 変形 東西幕仕様

ホリゾントライト 手動 約4.5 8.0 約9.5 17.0 12.3 荷重不可　（文字共）

バトン9  電動 約5.5 10.0 約9 16.0 12.9 最大吊込可能重量240kg　（昇降80秒）

バトン10  電動 約5.5 10.0 約9 16.0 13.2 最大吊込可能重量240kg　（昇降80秒）

引割バック幕（大黒）開閉式  電動 固定 固定 約11 20.0 14.0 全開時、間口10間　（開閉12秒）

オーケストラピット  電動 0 -4900 ステージ：0　客席：-900　演奏面：-2400　奈落：-4900

大迫り  電動 1800 -6650 7.2 最上：+1800　中上：+1320　ステージ：0　乗込：-3850　奈落：-6650

中迫り　上手  電動 1800 -6650 5.1 最上：+1800　中上：+  720　ステージ：0　乗込：-3850　奈落：-6650

          中央  電動 1800 -6650 5.4 最上：+1800　中上：+  720　ステージ：0　乗込：-3850　奈落：-6650

          下手  電動 1800 -6650 5.1 最上：+1800　中上：+  720　ステージ：0　乗込：-3850　奈落：-6650
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