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大ホール楽屋　平面図

面積　　　 50.5㎡
鏡前　　　   　17

ロッカー       20
洗面台          2
パイプ椅子     18
長机　　　　　  3
パテーション    3
使用目安人数 20人

面積　　　 68.7㎡
鏡前　　 　  　21
姿見　 　　  　 1
ロッカー       20
洗面台          2
パイプ椅子     22
長机　　　　 　 3
ピアノ有り\1,900 
使用目安人数 20人

面積　　   45.8㎡
鏡前　 　　 　 13
姿見　 　　 　  1
ロッカー       20
洗面台          2
パイプ椅子     15
長机            3

使用目安人数 20人

面積　　　 22.9㎡
鏡前　　　　　　3
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      3
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人

面積　　　 22.9㎡
鏡前　　　　　　3
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      3
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人
金庫　　　　 有り

面積　　　 22.2㎡
鏡前　　　　　  3
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      3
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人

面積　　　 14.7㎡
鏡前　　　　　  2
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      2
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人

※①～⑬
　系統別電源
  同系統は20A(2kw)まで

＊楽屋お手洗い　女性：洋式２、和式２/男性：洋式１、和式２、小便器４
＊喫煙について　令和2年4月1日より全館禁煙となりました。ご協力お願いいたします。
＊追加のパイプ椅子、長机は有料になります。楽屋受付にお申し出ください。

R2.3.27～

大ホール楽屋
給湯室

脱衣所・シャワールーム

※温水での利用は有料になります。1日￥500-
　温水になりますまでしばらく時間がかかります。
　利用の際は、必ず事前申請をしてください。

保温ポット(7台)・急須(7個)湯呑(約120個)は
無料でご利用いただけます。
＊茶葉はお持ち込みください。

脱衣所写真

シャワー１ シャワー２ 風呂

楽屋受付

楽屋周りのことに関しては、楽屋受付にお申し出ください。
　　　　（開演時間まで係員が待機しております。
　　　　　開演以降は3F事務所までお越しください。）

楽屋受付写真



舞台
2A

2B2C2D2E2F

2G

女子
シャワー室

男子
シャワー室

女子
脱衣所

男子
脱衣所

男子トイレ

女子トイレ

EV

溜り 花道

給湯室

倉庫

非常口

非常口

機械室

倉庫

客席

大ホール楽屋　平面図

面積　　　 50.5㎡
鏡前　　　   　17

ロッカー       20
洗面台          2
パイプ椅子     18
長机　　　　　  3
パテーション    3
使用目安人数 20人

面積　　　 68.7㎡
鏡前　　 　  　21
姿見　 　　  　 1
ロッカー       20
洗面台          2
パイプ椅子     22
長机　　　　 　 3
ピアノ有り\1,900 
使用目安人数 20人

面積　　   45.8㎡
鏡前　 　　 　 13
姿見　 　　 　  1
ロッカー       20
洗面台          2
パイプ椅子     15
長机            3

使用目安人数 20人

面積　　　 22.9㎡
鏡前　　　　　　3
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      3
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人

面積　　　 22.9㎡
鏡前　　　　　　3
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      3
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人
金庫　　　　 有り

面積　　　 22.2㎡
鏡前　　　　　  3
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      3
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人

面積　　　 14.7㎡
鏡前　　　　　  2
ロッカー        4
洗面台          1
ソファ          4
パイプ椅子      2
シャワー     有り
応接テーブル 有り
使用目安人数　4人

※①～⑬
　系統別電源
  同系統は20A(2kw)まで

＊楽屋お手洗い　女性：洋式２、和式２/男性：洋式１、和式２、小便器４
＊喫煙について　令和2年4月1日より全館禁煙となりました。ご協力お願いいたします。
＊追加のパイプ椅子、長机は有料になります。楽屋受付にお申し出ください。

R2.3.27～

大ホール楽屋
給湯室

脱衣所・シャワールーム

※温水での利用は有料になります。1日￥500-
　温水になりますまでしばらく時間がかかります。
　利用の際は、必ず事前申請をしてください。

保温ポット(7台)・急須(7個)湯呑(約120個)は
無料でご利用いただけます。
＊茶葉はお持ち込みください。

脱衣所写真

シャワー１ シャワー２ 風呂

楽屋受付

楽屋周りのことに関しては、楽屋受付にお申し出ください。
　　　　（開演時間まで係員が待機しております。
　　　　　開演以降は3F事務所までお越しください。）

楽屋受付写真


