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科　目 内　　　　　　　　容 金額(円) 備　考

人件費 舞台技術管理要員等人件費　３区分拘束 26,400 ／人

人件費 舞台技術管理要員等人件費　２区分拘束 24,200 ／人

人件費 舞台技術管理要員等　時間外人件費 3,630 ／時間人

人件費 ﾚｲｱｳﾄ変更時間外　軽微な設営 3,630

人件費 ﾚｲｱｳﾄ変更時間外　100席以下の設営 7,260

人件費 ﾚｲｱｳﾄ変更時間外　101～150席の設営 10,890

人件費 ﾚｲｱｳﾄ変更時間外　151席以上の設営 14,520

人件費 舞台技術管理要員等　時間外交通費 3,300 ／人

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ﾌﾙｺﾝ)　ピッチ変更なし 22,000

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ﾌﾙｺﾝ)　ピッチ変更（±１ピッチ） 28,600

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ﾌﾙｺﾝ)　ピッチ変更（±２ピッチ） 33,000

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ﾌﾙｺﾝ)　ピッチ変更（±３ピッチ） 44,000

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)　ピッチ変更なし 16,500

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)　ピッチ変更（±１ピッチ） 21,450

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)　ピッチ変更（±２ピッチ） 24,750

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)　ピッチ変更（±３ピッチ） 33,000

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律　ﾘﾊｰｻﾙ立会 7,700

人件費 ﾋﾟｱﾉ調律　本番立会 7,700

人件費 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ調律 22,000

人件費 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ調律　ﾘﾊｰｻﾙ立会 7,700

人件費 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ調律　本番立会 7,700

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ設営・復元 48,400

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ室内楽前舞台設営（同日） 24,200

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ室内楽前舞台設営（時間外） 36,300

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ室内楽前舞台設営 17,160

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ室内楽前舞台復元 17,160

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ設営 34,320

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ設営(時間外) 51,480

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ復元 34,320

人件費 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ復元(時間外) 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ設営・復元（同日） 121,550

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ設営 85,800

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ設営(時間外) 128,700

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復元 85,800

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復元(時間外) 128,700

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ平土間設営復元（同日） 48,620

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ平土間設営 34,320

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ平土間復元 34,320

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ平土間設営（時間外） 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ平土間復元（時間外） 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄ椅子全室200席以上、半室設営復元（同日） 48,400

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ椅子全室200席以上、半室設営 34,320

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ椅子全室200席以上、半室設営(時間外) 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ椅子全室200席以上、半室復元 34,320

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ椅子全室200席以上、半室復元(時間外) 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ全室机椅子設営復元（同日） 97,240

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ全室机椅子設営 68,640



人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ全室机椅子設営(時間外) 102,960

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ全室机椅子復元 68,640

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ全室机椅子復元(時間外) 102,960

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ半室机椅子設営復元（同日） 72,930

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ半室机椅子設営 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ半室机椅子設営(時間外) 77,220

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ半室机椅子復元 51,480

人件費 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ半室机椅子復元(時間外) 77,220

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ２ﾌﾞﾛｯｸ以下の設営復元（同日） 11,000

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ２ﾌﾞﾛｯｸ以下の設営 7,700

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ２ﾌﾞﾛｯｸ以下の復元 7,700

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ３ﾌﾞﾛｯｸの設営復元（同日） 16,500

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ３ﾌﾞﾛｯｸの設営 11,000

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ３ﾌﾞﾛｯｸの復元 11,000

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ４ﾌﾞﾛｯｸ以上の設営復元（同日） 22,000

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ４ﾌﾞﾛｯｸ以上の設営 16,500

人件費 円形ﾎｰﾙ 椅子 ４ﾌﾞﾛｯｸ以上の復元 16,500

人件費 国際会議場  軽微な設営復元（同日） 11,000

人件費 国際会議場  軽微な設営 7,700

人件費 国際会議場  軽微な復元 7,700

人件費 国際会議場  100席以下の設営復元（同日） 22,000

人件費 国際会議場  100席以下の設営 11,000

人件費 国際会議場  100席以下の復元 11,000

人件費 国際会議場  101～150席の設営復元（同日） 33,000

人件費 国際会議場  101～150席の設営 16,500

人件費 国際会議場  101～150席の復元 16,500

人件費 国際会議場  151～200席の設営復元（同日） 44,000

人件費 国際会議場  151～200席の設営 22,000

人件費 国際会議場  151～200席の復元 22,000

人件費 大会議室 椅子机 軽微な設営復元（同日） 11,000

人件費 大会議室 椅子机 軽微な設営 7,700

人件費 大会議室 椅子机 軽微な復元 7,700

人件費 大会議室 椅子机 100席以下の設営復元（同日） 22,000

人件費 大会議室 椅子机 100席以下の設営 13,200

人件費 大会議室 椅子机 100席以下の復元 13,200

人件費 大会議室 椅子机 101～150席の設営復元（同日） 27,500

人件費 大会議室 椅子机 101～150席の設営 16,500

人件費 大会議室 椅子机 101～150席の復元 16,500

人件費 大会議室 椅子机 151～200席の設営復元（同日） 33,000

人件費 大会議室 椅子机 151～200席の設営 22,000

人件費 大会議室 椅子机 151～200席の復元 22,000

人件費 5階 中小会議室 椅子机 設営復元 7,700

人件費 6階 中小会議室 椅子机 設営復元 35,200

人件費 7階 中小会議室 椅子机 設営復元 6,600

人件費 同時通訳機器ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 33,000

人件費 ｶﾒﾗｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 55,000



科　目 内　　　　　　　　容 金額(円) 備考
照明 Parﾗｲﾄ　500W 1,650
照明 FQ　500W 770
照明 ｿｰﾗｰ　ﾐﾆﾌﾞﾙ　２灯 1,650
照明 ｽﾓｰｸﾏｼﾝ　MK-V 22,000
照明 ｽﾓｰｸﾏｼﾝ　ﾛｽｺ 13,200
照明 効果器具　ﾐﾗｰﾎﾞｰﾙ 3,300
照明 ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ 650W ﾊﾛｹﾞﾝ 5,500
照明 ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ 1KW ｸｾﾉﾝ 16,500

科　目 内　　　　　　　　容 金額(円) 備考
映像 ｽﾗｲﾄﾞ映写機 S-AV ﾊﾛｹﾞﾝ 6,600
映像 ｽﾗｲﾄﾞ映写機 ﾊﾛｹﾞﾝ 100ﾐﾘ付 5,500
映像 ｽﾗｲﾄﾞ映写機 ｽﾗｲﾄﾞｸｾﾉﾝ 550W 27,500
映像 ｽﾗｲﾄﾞ映写機 ｽﾗｲﾄﾞｸｾﾉﾝ 750W 38,500
映像 ﾏﾙﾁｽﾗｲﾄﾞ S-AV ｸｾﾉﾝ 550W 33,000
映像 ｽﾗｲﾄﾞ用ﾚﾝｽﾞ 標準ｽﾞｰﾑ75-120㎜ 1,650
映像 ｽﾗｲﾄﾞ用ﾚﾝｽﾞ ﾅﾋﾞﾀｰ100-200㎜ 4,400
映像 ｽﾗｲﾄﾞ用ﾚﾝｽﾞ ﾅﾋﾞﾀｰ200-300㎜ 5,500
映像 ｽﾗｲﾄﾞ用ﾚﾝｽﾞ ｵﾑﾆ 180-300㎜ 5,500
映像 ｽﾗｲﾄﾞ関連機器 ｽﾗｲﾄﾞﾋﾞｭｱ(ﾂｲﾝｷｬﾋﾞﾝ) 3,300
映像 ｽﾗｲﾄﾞ関連機器 ｶﾛｰｾﾙ ﾄﾚｲ 330
映像 ｽﾗｲﾄﾞ関連機器 SA-Vﾘﾓｺﾝ延長ｺｰﾄﾞ 15m 550
映像 OHP ﾊﾛｹﾞﾝ 5,500
映像 OHP ｿｰﾗｰｽﾞｰﾑ 16,500
映像 ｽｸﾘｰﾝ 1.8m×1.8m自立三脚 2,750
映像 ｽｸﾘｰﾝ 2.0m×2.0m自立三脚 3,300
映像 ｽｸﾘｰﾝ 2.4m×2.4m自立三脚 8,800
映像 ｽｸﾘｰﾝ 3.0m×3.0m吊下式 8,800
映像 ｽｸﾘｰﾝ 4.0m×4.0m吊下式 11,000
映像 ｽｸﾘｰﾝ 5.0m×5.0m吊下式 16,500
映像 ｽｸﾘｰﾝ 8.0m×4.0m吊下式 66,000
映像 学術会議関連 ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ 5,500
映像 学術会議関連 手元明り 550
映像 学術会議関連 同時通訳ﾚｼｰﾊﾞｰ 1,100
映像 ﾊﾟｿｺﾝ対応ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀA 16,500
映像 ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷS-VHS 11,000
映像 ｼｭﾘﾝｸｹｰﾌﾞﾙ10m 1,100
映像 ｼｭﾘﾝｸｹｰﾌﾞﾙ15m 1,650

科　目 内　　　　　　　　容 金額(円) 備考
看板等 吊看板 ４尺×６間（標準） 74,800 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ４尺×６間（指定） 89,760 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ４尺×５間（標準） 63,800 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ４尺×５間（指定） 76,560 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ４尺×４間（標準） 57,200 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ４尺×４間（指定） 68,640 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ３尺×５間（標準） 55,000 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ３尺×５間（指定） 66,000 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ３尺×４間（標準） 44,000 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ３尺×４間（指定） 52,800 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ３尺×３間（標準） 41,800 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ３尺×３間（指定） 50,160 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ２尺×２間（標準） 28,600 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 吊看板 ２尺×２間（指定） 34,320 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×８尺（標準） 26,400 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×８尺（両面標準） 30,800 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×８尺（指定） 31,680 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×８尺（両面指定） 36,960 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×６尺（標準） 25,300 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×６尺（両面標準） 27,500 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×６尺（指定） 30,360 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ４尺×６尺（両面指定） 33,000 ﾍﾞﾆﾔ張り



看板等 立看板 ３尺×９尺（標準） 23,100 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ３尺×９尺（指定） 27,720 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ３尺×６尺（標準） 22,000 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ３尺×６尺（両面標準） 24,200 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ３尺×６尺（指定） 26,400 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 立看板 ３尺×６尺（両面指定） 29,040 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 式次第 ３尺×９尺（標準） 23,100 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 式次第 ３尺×９尺（指定） 27,720 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 式次第 ３尺×６尺（標準） 19,800 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 式次第 ３尺×６尺（指定） 23,760 ﾍﾞﾆﾔ張り
看板等 式次第 ４尺×９尺（標準） 18,700 紙加工
看板等 式次第 ４尺×９尺（指定） 22,440 紙加工
看板等 式次第 ３尺×６尺（標準） 17,600 紙加工
看板等 式次第 ３尺×６尺（指定） 21,120 紙加工
看板等 垂れ幕 ３尺×21尺（標準） 23,100 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×21尺（指定） 27,720 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×15尺（標準） 16,500 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×15尺（指定） 19,800 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×12尺（標準） 13,200 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×12尺（指定） 15,840 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×９尺（標準） 9,900 ユポ紙
看板等 垂れ幕 ３尺×９尺（指定） 11,880 ユポ紙
看板等 めくり 1.5尺×４尺（標準） 4,950 ユポ紙
看板等 めくり 1.5尺×４尺（指定） 5,940 ユポ紙
看板等 誘導看板 1.5尺×1.5尺（標準） 4,400 CPﾊﾟﾈﾙ
看板等 誘導看板 1.5尺×1.5尺（指定） 5,280 CPﾊﾟﾈﾙ
看板等 誘導看板 ２尺×２尺（標準） 5,500 CPﾊﾟﾈﾙ
看板等 誘導看板 ２尺×２尺（指定） 6,600 CPﾊﾟﾈﾙ
看板等 垂　紙 １尺×２尺（標準） 1,650 CPﾊﾟﾈﾙ
看板等 垂　紙 １尺×２尺（指定） 1,980 CPﾊﾟﾈﾙ

科　目 内　　　　　　　　容 金額(円) 備考
舞台機材 演台(W900×D600×H1010、花台付) 3,300
舞台機材 提案台(W600×D450×H1070) 2,200
舞台機材 平台(W900×D1800×H300、表面ﾊﾟﾝﾁ張り) 1,650
舞台機材 表示灯 1,100
舞台機材 計時回線 11,000
舞台機材 追加有線ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ 1,100


