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照明操作卓F105Ⅱ
コントロールCH 512CH
コントロールDIM 512DIM
プリセットフェーダ 60ch×2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
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

3.5フロッピーディスク：F151, F210、COMOS（オプション）
ディスプレイ 17型カラー液晶ディスプレイ 1台
外部記憶 USBメモリ 1台、3.5型フロッピーディスクドライブ 1台
調光信号出力 DMX512 ／ 1990×1系統
外部入力信号 DMX512 ／ 1990×1系統
バックアップ マニュアルバックアップ
メモリーデータ入力操作部 1式
客席自動調光操作スイッチ 1式
舞台作業灯スイッチ 1個
客席作業灯スイッチ 1個
無停電電源装置 1式

フットライト（埋込型） 60W×60灯　4色配線  既設使用 
　同上用コンセント C型30Aコンセント×4個 4回路  既設使用 
舞台前フロアーコンセント C型30Aコンセント×1個 1回路  既設使用 
舞台袖フロアーコンセント（上手・下手） C型20Aコンセント×各6個 9回路  既設改修 

DMX信号出力コネクタ×各1個  既設改修 
舞台後フロアーコンセント C型30Aコンセント×6個 6回路  既設使用 
揚幕コンセント C型30Aコンセント×6個 6回路  既設使用 

C型30Aコンセント×1個 直2回路
ロアーホリゾントライト LEDフラッドライト（160W）R・G・B, W DMX制御×10台  交　　換 

同上用蹴込み板×10台　L＝1.2m  新　　設 
ロアホリ用フロアーコンセント C型30Aコンセント×4個 直4回路  既設改修 

DMX信号出力コネクタ×1個
フロアーコンセント用移動形調光器 1.5kW調光器×3回路、C型30A電源ケーブル付、DMX制御×2台  新　　設 
舞台袖DMXコネクタ盤（2台） C型30Aコンセント×1個 直2回路  新　　設 

DMX信号入力コネクタ×1個
DMX信号出力コネクタ×2個

第1・2ボーダーライト LEDフラッドライト（170W）R・G・B, W DMX制御×各8台  交　　換 
C型30Aコンセント×各4個　L＝1.8m 直4回路
C型20Aコンセント×各8個  新　　設 
DMX信号出力コネクタ×各1個

　移動形調光器 1.5kW調光器×3回路、C型30A電源ケーブル付、DMX制御×各1台  新　　設 
第1・2サスペンションライト C型30Aコンセント×各8個　L＝1.8m 直8回路  交　　換 

C型20Aコンセント×各16個
DMX信号出力コネクタ×各2個付

　移動形調光器 1.5kW調光器×3回路、C型30A電源ケーブル付、DMX制御×各2台  新　　設 
サスペンション用スポットライト 1kW　ハロゲン　平凸レンズ×4台  既設使用 

1kW　ハロゲン　フレネルレンズ×4台  既設使用 
140W LED　シャープエッジタイプ（3000K）DMX制御×8台  新　　設 
140W LED　フレネルタイプ（3000K）DMX制御×16台  新　　設 

アッパーホリゾントライト LEDフラッドライト（160W）R・G・B, W DMX制御×10台  交　　換 
C型30Aコンセント×8個　L＝1.8m 直8回路  新　　設 
C型20Aコンセント×16個
DMX信号出力コネクタ×2個

フロントサイドライト（上手・下手） C型20Aコンセント×各8個 3回路  既設改修 
C型20Aコンセント×各2個 2回路  既設改修 
1kW　ハロゲン　平凸レンズ×各10台  既設使用 

シーリングライト C型20Aコンセント×24個 直6回路  既設改修 
　DMXコネクタボックス DMX信号出力コネクタ×2個  新　　設 
　スポットライト 140W LED　シャープエッジタイプ（3000K）DMX制御×24台  新　　設 
ピンスポットライト 2kW　クセノン×1台  交　　換 
　同上用分電盤（1面） 入力　1φ3W 105V ／ 210V  既設改修 

主幹　MCCB 3P 100AF ／ 60AT ×1
分岐　MCCB 2P 50AF ／ 30AT ×2（1φ100V）

客席ダウンライト 73W LED×60台 直5回路  交　　換 
親子室ダウンライト、他 100V 7.1W LED電球　580lm調光器対応×4台 （1）回路  交　　換 
客席後部調整室下ダウンライト 100V 7.1W LED電球　580lm調光器対応×12台  交　　換 

負荷設備

岡山県の西南部に位置し、西は広島県に接
しています。

豊かな緑と小田川の清流に育まれた井原市。江戸時代中
期から綿花栽培がはじまり、藍染織物が盛んな地域で、江戸
時代は「藍染木綿」、明治は「備中小倉織」、そして現在の「デニム」
と呼び名を変え1960年代には本格的なデニム地・ジーンズの生産
が始まり、「国産ジーンズ発祥の地」と呼ばれています。長い織物の歴
史と人々の創意工夫への情熱が今もなお続いており、昔ながらの織機
で織られた「セルビッチデニム」は世界中の有名ブランドの製品にも使
用されている最高級品となっています。
温和な気候により「ぶどう」や「明治ごんぼう」（ゴボウ）などの特産品、
また那須与一や北条早雲など歴史的に名高い武将や雪舟ゆかりの
地などの史跡等があるほか、木彫界の巨匠「平櫛田中」の作品

を収蔵・展示した美術館もあり、身近に芸術や文
化に親しむ事が出来る環境にあります。
美しい星空が見える事から命名された美星町
も市北部に位置し、多くの天文ファン

に親しまれています。
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改 修 概 要
ハロゲン照明器具を
LED照明器具へ交換
※フロントサイド除く

照明操作卓を交換

デジタル信号（DMX512）回線を
新設

井原市民会館 佐藤さんに
伺いました。

舞台照明設備改修
No.274
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舞台袖ＤＭＸコネクタ盤
親子室ダウンライト
客席後部調整室下ダウンライト
照明操作卓
主幹盤・調光器盤・直電源盤
DMX信号バッチラック
第１ボーダーライト
第２ボーダーライト

フットライト（埋込型）
フット用コンセント
舞台前フロアーコンセント
舞台袖フロアーコンセント
舞台後フロアーコンセント
揚幕用コンセント
ロアーホリゾントライト
ロアホリ用フロアーコンセント

第１サスペンションライト
第２サスペンションライト
アッパーホリゾントライト
フロントサイドライト
ピンスポットライト
ピンスポット用分電盤
シーリングライト
客席ダウンライト

多彩な演出に対応可能な調光システムにリニューアル。 

LED照明器具を採用し、省エネ・安全性の向上を図りました。 

LEDボーダーライト

設 備 概 要

平 断 面 図［単位：㎜］

電 源 容 量

舞台調光器
客席調光器
負荷回路数

120kVA
（MCCB 3P 600AF ／ 600AT）
2kW×40台
2kW×2台
調光42回路、直73回路

ホール概要
客 席
舞 台

972席
間口14.2m、奥行8.8m　高さ6.3m

1階 3階～4階

2階 断面図

交換

LEDアッパーホリゾントライト
LEDロアーホリゾントライト

交換
交換

移動形調光器 DMX信号パッチラック 主幹盤・調光器盤・直電源盤 交換

客席LEDダウンライト 交換 LEDスポットライト 新設

新設新設


