
201
（席数：54名）

202
（席数：52名）

203
（席数：141名）

204
（席数：102名）

301
（席数：24名）

302
（席数：24名）

　午前（8：30～12：00） 122,650円

　午後（13：00～16：30） 122,650円

　夜間（17：30～21：30） 167,750円

　午前・午後（8：30～16：30） 232,100円

　午後・夜間（13：00～21：30） 277,750円

　全日（8：30～21：30） 297,000円

　12：00～13：00 35,530円

　16：30～17：30 42,020円

時間外料金 　7：00～8：30または21：30～23：00 68,420円

　午前（8：30～12：00） 139,700円

　午後（13：00～16：30） 139,700円

　夜間（17：30～21：30） 206,800円

　午前・午後（8：30～16：30） 268,400円

　午後・夜間（13：00～21：30） 318,450円

　全日（8：30～21：30） 330,000円

　12：00～13：00 41,910円

　16：30～17：30 53,130円

時間外料金 　7：00～8：30または21：30～23：00 84,480円

※利用時間には、搬入・準備・片づけ・搬出の時間を含んでご予約ください。

※施設利用料には、清掃料金、舞台操作技術者人件費などは一切含まれていません。ホールをご利用される場合は、別途附属設備等使用料、舞台操作技術者人件費などが必要です。

※施設利用料は予告なく改定される場合がありますのでご了承ください。

Hall & Convention　　常 翔 ホ ー ル

1時間
／

4,400円

1時間
／

4,400円

延長料金

土・日・祝

基本料金

延長料金

平日

基本料金

1時間
／

10,010円

1時間
／

9,680円

1時間
／

26,290円

1時間
／

19,030円

2020年4月1日改定

区分・時間帯

施設使用料（税込）

常翔ホール

（席数：576名）

セミナー室 会議室

料 金 表



付属施設等 所有数

＜設　備＞ 反響板 ※1 一式 ¥4,400

音響基本料 一式 ¥3,300

有線マイク (ダイナミック) 8 ¥1,100 /本

ワイヤレスマイク 〈ハンド〉(800㎒帯デジタル) 4 ¥1,320 /本

ワイヤレスマイク 〈ピン〉(800㎒帯デジタル) 4 ¥2,200 /本

マイクスタンド 〈卓上〉 4 ¥330 /本

マイクスタンド 〈ブーム〉 4 ¥330 /本

CDプレイヤー/レコーダー 1 ¥2,750 /台

プロジェクター (7,000ルーメン・16：10) 1 ¥4,400 /台

スクリーン (300インチ・16：10) 1 ¥1,100 /台

ブルーレイプレイヤー ★ 1 ¥2,200 /台

ビデオカメラセット

 (ビデオカメラ[パナソニックデジタル4K HC-WXF990M]、三脚[Panasonic標

準三脚VW-CT45]、ビデオキャプチャーユニット「GV-HUVC」、マイクロ

HDMI⇔HDMI変換ケーブル、HDMIケーブル、USB⇔HDMI変換ケーブル)

※SDカード持込必須、貸出条件あり

★ 1 ¥3,300 /台

照明基本料 一式 ¥5,500

ピンスポットライト (700w) ※2 1 ¥3,300 /台

シーリングライト 16 ¥550 /台

サスペンションライト一式  (常翔ホール：8灯) 8 ¥1,650

アッパーホリゾントライト 1 ¥1,650 /式

長机 【H:70㎝・W:180㎝・D:60㎝】 6 ¥165 /台

演奏用椅子 50 ¥110 /脚

司会台 1 ¥1,100 /台

演台 1 ¥2,200 /台

譜面台 30 ¥165 /台

指揮者台 1 ¥1,650 /台

指揮者用譜面台 1 ¥880 /台

仮設ステージ (ひな壇）【1,200㎜×2,400㎜】

〈固定＿H：200㎜〉・〈可変＿H：400㎜・600㎜〉
※1

〈固定＿4台〉

〈可変＿4台〉
¥550 /台

スタインウェイピアノ  (フルコンサート・D247) ※1 1 ¥22,000 /台

ヤマハピアノ (C3) ※1 1 ¥5,500 /台

ヤマハ電子ピアノ ★ 1 ¥2,200 /台

ピアノ椅子  (高低自在・背付き） 2 ¥550 /脚

ノートPC 1 ¥1,100 /台

ハイチェア 【H:60-80㎝(可変/回転)】 ★ 4 ¥1,650 /脚

ハイテーブル 【H:90㎝(固定)・円天板:60㎝・60㎝】 ★ 2 ¥1,100 /台

1連パーテーション【H:185㎝・W:121㎝】 ★ 10 ¥110 /枚

3連パーテーション 【H:185㎝・W120㎝・90㎝・120㎝(総:330㎝)】 ★ 10 ¥330 /枚

トランシーバー ★ 7 ¥330 /台

-

-

音響：大阪共立依頼 -

Hall & Convention　　常 翔 ホ ー ル

常翔ホール　備品使用料一覧

備品名及び内容

＜人 件 費＞

別紙参照

別紙参照

別紙参照

料金(税込)

＜音　響＞

ーワイヤレスマイク同時使用は合計6波までー

（★＝新規追加備品）

＜映　像＞

＜照　明＞

＜そ の 他＞
―ピアノ調律は実費負担、施設利用時間内にて実施ー

舞台：大阪共立依頼　　　　　　　　　　　　　　                  ※1・3 備品使用時は必須

照明：大阪共立依頼　　　　　　　　　　　　　　　                    ※2 備品使用時は必須

2022年4月14日更新




