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　C型20A　4口用

　54W　x48灯　　　2色配線　　　L=6.3ｍ

　C型20A　　12個付　　4回路　　

　第1天井反射板ライト

3階フロントサイドライト　上、下

　丸茂電機

　平凸レンズスポットハロゲン１kw　ｘ8台

　エリプソイダルスポットハロゲン750W x2台

  MSM-805S1-1500（丸茂）

  Source four436(ETC)

　丸茂電機
　第2天井反射板ライト

2階フロントサイドライト　上、下

  MSM-805S1-1500（丸茂）

　PL-10(松村）

　平凸レンズスポットハロゲン１kw　x8台

　パーライトハロゲン1kw(N)　x3台

相模原市民会館照明備品
名称

　フットライト

　花道フラットライト

　ロアーホリゾントライト

　第１ボーダーライト

　平凸レンズスポットハロゲン500W

　フレネルレンズスポットハロゲン1kw

　MSC-608-750(丸茂）

　MSM-805S1-1500(丸茂）

　SGP-32A 　42.7φ

形式

　ハロゲン300W　ｘ8灯　　4色配線　L=2.0 

　C型20A　1口用

　丸茂電機 BCQ-200W 　200Wx90灯　　4色配線　　L=18.0m

　C型20A　24個付 8回路

　QCL-300WBL-4C,-4CD

　丸茂電機

　54W　x96灯　　　4色配線　　　L=14.4m

仕様

　丸茂電機

　F-60W12L-4CD(丸茂）

　丸茂電機

　CH-60W12L/6L-2C/2CD

　C型20A　 18個付　　6回路

  フレネルレンズスポットライト1kw

 パーライトハロゲン1Kw (N)

  MSM-805S1-1500（丸茂）

  SPH3-1000W-AL(丸茂）

　バックサスペンションライト

　2BL　既設バトン

　第2サスペンションライト
　基本吊り照明機材

　MSC-608-750(丸茂） 　平凸レンズスポットハロゲン500W

　MSC-810-1500（丸茂） 　平凸レンズスポットハロゲン1kw

　1BL　既設バトン

　第1サスペンションライト
　基本吊り照明機材

  MSM-805S1-1500（丸茂）

　1BL バトン基本吊り照明機材

　MSM-805S1-1500(丸茂） 　フレネルレンズスポットハロゲン1.5kw

　MSC-810-1500（丸茂） 　平凸レンズスポットハロゲン1kw

  QCO5-500W 　ダウンライトハロゲン500W

　平凸レンズスポットハロゲン1kw　x6
　トーメンタルライト 上、下

  MSM-805S1-1500（丸茂） 　フレネルレンズスポットハロゲン1kw

　SGP-32A

　丸茂電機QCU5A-500W 　C型20A　　68個付　　8回路　　L=17.2m

  フレネルレンズスポットライト1.5kw
　第3サスペンションライト

　基本吊り照明機材

　42.7φ

アッパーホリゾントライト

　第2ボーダーライト

　平凸レンズスポットハロゲン500W

1CL/2CL
　平凸レンズスポットハロゲン1kw　x24

　平凸レンズスポットハロゲン1.5kw　x18

  MSC-810-1500 

  MSC-810-1500 

  QCO5-500W

  MSC-810-1500 

　丸茂電機

　ダウンライトハロゲン500W

　平凸レンズスポットハロゲン1kw

　フレネルレンズスポットハロゲン1kw

　MSC-608-750(丸茂）

　MSC-810-1500（丸茂）

  MSM-805S1-1500（丸茂）

　丸茂電機 BCQ-200W 　200Wx78灯　　4色配線　　L=15.6m

　C型20A　12個付 4回路
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  SPH3-1000W-AL（丸茂）   パーライトハロゲン1kw(M)

  金シート枠   シート枠（金）8インチ

  紙シート枠   シート枠（紙）8インチ

相模原市民会館　移動用照明機材
名称 形式 仕様

照明灯体

  FPQ-500W（丸茂）   フットスポットハロゲン500W

  MSC-608-750（丸茂）   平凸レンズスポット500W

  MSM-805S1-1500（丸茂）   フレネルレンズスポット1kw

  Source　four 436(ETC)   エリプソイダルスポットハロゲン750W

  MSM-604S1-750（丸茂）   フレネルレンズスポット500W

  SPH3-500W-AL（丸茂）   パーライトハロゲン500W（N)

  MSC-810-1500（丸茂）   平凸レンズスポットハロゲン1kw

　NCD3（丸茂） 　スパイラルマシン

　MCBX-ED3（丸茂） 　手元操作ボックス（制御ケーブル付）

　NAE3-1000（丸茂） 　波エフェクト

　照明効果器類

　EPD3-1000W（丸茂） 　プロジェクタースポットハロゲン1kw

　VSD3（丸茂） 　ディスクマシン

　MCBX-ED3（丸茂） 　手元操作ボックス（制御ケーブル付）

　MCCD-2(丸茂） 　二連スライドキャリア

　MB-450-R(丸茂） 　ミラーボール450㎜　丸型　(変速・吊型）

　MB-240x400-R-S（丸茂） 　ミラーボール240ｘ400㎜　楕円　（変速・置型）

先玉

　SDD3-4 　先玉　4型

　SDD3-6 　先玉　6型

　種板　雪

　種板　雲

　SDD3-8 　先玉　8型

種板

  Source　four (ETC)
　種板用ホルダAタイプ

　種板用ホルダBタイプ

　種板　雨

　ディスクマシン（丸茂）

アクセサリー類

　HAS2（丸茂） 　ハンガー

　HAL2（丸茂） 　ロングハンガー

　SM2(丸茂） 　丸台スタンド

　CBL-C3C3-5（丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型30Ａコンセント　Ｌ＝5.0m

　SHB-10(丸茂） 　平置ベース（1KW用）

  紙シート枠   シート枠（紙）6インチ

  金シート枠   シート枠（金）6インチ

　ST3C-９(丸茂） 　三又三段スタンド（キャスター）

　ST2(丸茂） 　三又二段スタンド

DMXワイアレス
  SS34DXT(松村電気製作所）   DMXワイヤレス送信器

  SS34DXR（松村電気製作所）   DMXワイヤレス受信器

  金シート枠   ロ－ホリ用

  金シート枠   アッパー用

センターピンスポット   XPS-2009SR/e(ウシオライティング）   ピンスポットクセノン2ｋｗ

ケーブル類

　CBL-C2C2-3（丸茂） 　Ｃ型20Cプラグ－Ｃ型20Ａコンセント　Ｌ＝3.0m

　CBL-C2C2-5（丸茂） 　Ｃ型20Cプラグ－Ｃ型20Ａコンセント　Ｌ＝5.0m

　CBL-C2C2-10（丸茂） 　Ｃ型20Cプラグ－Ｃ型20Ａコンセント　Ｌ＝10.0m

　CBL-C3C3-10（丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型30Ａコンセント　Ｌ＝10.0m

　BRC-2C/2C2 （丸茂） 　Ｃ型20Cプラグ－Ｃ型20Ａコネクタx2　Ｌ＝1.1m

　BRC-3C/2C2 （丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型20Ａコネクタx2　Ｌ＝1.1m

　BRC-3C/2C3 （丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型30Ａコネクタx2　Ｌ＝1.1m

　CBL-C3C2-3（丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型20Ａコンセント　Ｌ＝3.0m

　CBL-C3C2-5（丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型20Ａコンセント　Ｌ＝5.0m

　CBL-C3C2-10（丸茂） 　Ｃ型30Cプラグ－Ｃ型20Ａコンセント　Ｌ＝10.0m


