
＜絵空箱 使用料金は下記の通りです＞ 

当スペースは社会に繋がる表現スペースを目指し、これからも低料金と柔軟な対応を続けて行き

ます。皆さまのご利用を心よりお待ちしております。             

【一階パフォーマンススペース】 （1drink制を実施しない場合の料金はご相談ください。） 

◆演劇、ライブ等の基本使用料（１０時～22時） 

[基本料金（税込）＋機材費（※１）＋電気使用料（※２）＋１drink実施料（※３・４)＋募金（任意※5）] 

基本料金 

■全日 1日 18,000 円  ■1週間パック 112,000 円  ■一人芝居、弾き語り応援プラン 1日 15,000円                          

 

◆個展等のギャラリーの基本使用料（１０時～22 時） 

[基本料金（税込）＋電気使用料（※２）＋１drink実施料(※３・４)＋募金（任意※5）] 

基本料金 

■全日 1日 20,000 円  ■1週間パック 130,000 円                                           

 

◆パーティー等飲食会場としての使用の場合 

■お一人様３,５００円～５,０００円（時間制、飲食代含む）機材使用、内容などご相談により対応します！                

 

【二階稽古スペース （１０時～２２時）】 

■一週間 ５６.０００円 （１日単位８,６００円） (一時間８００円)  ■公演楽屋として使用の場合 １日３,０００円                                                      

 

※１  機材費は基本料・照明・音響・舞台備品（ピアノ）・映像機器を全て使用で１日５,０００円を基本とし、使用しない機材

（一部門 1,000円）の分を割り引き致します。 

※２  電気使用料は８０円/１kw×メーター量で計算しお支払い頂きます。 

※３  1drinkチケット（700円)をご用意致しますので、主催側で入場料と共にお売り下さい。入場料に含めるか、別料金か

の記載は主催者の判断に委任致します。(発券した枚数)×\700を清算時にお支払い頂きます。 

※４  １drink制の場合、仕込み日以外、ドリンクチケット最低保証・1日 25枚が発生致します。こちらは余った場合、キャス

トやスタッフに配って使用頂いて構いません。一人芝居プラン、一人弾き語りプランは 1日・20枚が発生致します。 

※5  主催者側チケット売上の一部（任意）を被災地に義援金として責任を持って送らせて頂きます。また日本赤十字社

の当スペース公演においての社名使用権は申請済みです。 

※   その他料金についてご不明な点、要望など御相談ください。 

●併設カフェバー利用案内  【ＯＰＥＮ：イベント開場時間～  ＣＬＯＳＥ：～２４時】 

スペース利用者、来客者ともにスペース内で歓談、ご飲食とご自由にお使いになれます。 

飲食は有料（７００円～）ですが、オープニングレセプション、打ち上げ会場としてもご利用いただけます。 

【PerfoｒminｇGallery＆Cafe 絵空箱】  

℡ ０３‐６２６５‐０８２５   メール info@esorabako.com   住所 〒182-0801 東京都新宿区山吹町３６１ 誠志堂ビル１Ｆ・２Ｆ    
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絵空箱 スペース利用について 

◆お申込み 

絵空箱をご使用希望の方は次の順序でお申し込みください。 

・パフォーマンススペース、及び稽古場楽屋は 1 年前、稽古場使用のみは 4 ヶ月前から予約を受け付けています。 

・お電話やホームページからのメールにより空き状況を確認の上、使用予定日を御予約ください。 

・仮押さえの期限はパフォーマンススペース及び、稽古場ともに二週間です。二週間以内に正式に契約書の提出をお

願い致します。二週間を経過しご連絡がつかない場合、仮押さえを解除する場合もございますのでご注意ください。 

・後日、ご都合が良い日時に直接御来店いただくか、ファックスにて、使用契約書に必要事項を記入の上、ご契約く

ださい。尚、契約時に料金等はいただきません。全てイベント終了時の清算となります。 

・お申込みに際して、決定している範囲で良いので出来るだけ明確に使用目的を明示してください。また、本契約時

には公演タイトルと開場、開演時間、料金の記載をお願い致します（仮でも可）尚、使用目的、使用楽器（基本的

にドラム・和太鼓はＮＧ。パーカッションは可。）によってお申込みをお断りする場合もありますので、御了承くだ

さい。（ヘビーメタルやパンクロックなどの大音量のイベントは不可。） 

・当店は貸しフリースペースです。受付、人員整理、舞台設置、音響、照明、等のスタッフはプロに準ずる方をご使

用者側で用意して行ってください。こちらでスタッフを御紹介することも出来ますが、別途料金が必要となります。 

 

◆料金のお支払い 

・基本的に、パフォーマンススペース、及び稽古場の使用料金は連続利用の場合は最終日に現金清算となります。一

日利用の場合は当日のお支払い。間隔を空けての一日ごとのご使用の場合も当日清算となります。 

 

◆キャンセル料 

・契約書提出時より、使用料金（¥38000※）の２０％のキャンセル料金が発生致します。 

・契約後、予約キャンセルが使用日の 3 ヵ月前を越えますと、使用料金（¥38000※）の５０％をお支払い頂きます。 

・予約キャンセルが使用日の 2 ヵ月前を越えますと、使用料金（¥38000※）の全額をお支払い頂きます。 

・キャンセル料のお支払い、振り込み期限はキャンセル申し出より、約一週間以内となります。 

 

◆以下の場合はご使用契約の取り消し、またはイベント中止とさせていただく場合もございますのでご了承ください。 

・利用規約の条項に反し、当店の改善の要求にも関わらず従わない場合。 

・住所、連絡先等、必要事項に偽りがあった場合。 

・建物や備品を破損、減失させる恐れがある場合。 

・関係官庁から中止命令が出た場合。 

・絵空箱の運営に著しく支障があると認められた場合。 

・話しあい、相談、打ち合わせ等に全く応じない場合。 

 

◆災害、不測の事故等によりご使用者側の責によらず、利用が不可能になった場合、当店に責が無い限り違約金など

は発生致しません。また仕込み中・本番中の怪我等も当店に責がない限り責任は負いません。 

 

◆契約時決まっていなかった情報・タイムスケジュール等の決定や変更などがあった場合は必ずお知らせください。

情報は当店ホームページと配布パンフレットに記載されます。 

 

◆チラシなどが出来ましたら、必ず当スペースまで５０部ほどお送りください。また、基本的に当スペースで各公演

のチケット予約受付は致しませんのでご了承ください。 



◆安全上、または営業上、椅子やテーブルのレイアウトや配置などをやむなく変更のお願いをする場合もございます。

ご了承ください。※木テーブルは基本的に客席用です。舞台での使用は原則２脚までと致します。 

◆当店が飲食店であることを十分に理解していただき、チラシ等の宣伝媒体でその旨を記載する他、当日の飲食営業

に出来る限りのご理解、ご協力をお願いいたします。 

（※1drink 制、飲食等を実施しない場合、■完全スペース貸し 基本使用料金・1 日 ¥38,000 を基本料と致します。） 

 

◆仕込み日（リハーサル日、稽古日含む）料金について （1 週間以上利用 2 日間まで 1週間以内利用 1 日間まで） 

・1 週間以上利用以外は、基本的に最大 1 日間となります。2 日以上使用の料金は、上記※となります。又は要相談。 

 

◆搬入・搬出について 

・搬入、搬出はご使用側で責任を持って行ってください。絵画や備品、壁などに十分ご注意ください。また、夜遅く

の搬出等は近隣住民の方々に迷惑にならないようお願いいたします。 

・駐車スペースはございません。近くに有料パーキングがありますので、そちらを御利用ください。 

 

◆舞台備品・当日について 

・壁、床に対しての直接の釘打ち等は出来ません。床、壁、平台にガムテープを張る場合は必ずマスキングテープで

養生をお願いいたします。平台・箱馬は釘打ちは OK。斜め打ち、ビス打ちは NG です。 

・ペンキなどを使用する場合は必ずビニールシート等の上で作業をお願いします。 

・ピアノはフラット面についてはご自由に移動、ご使用頂いて構いませんが、平台や段差の上に移動する場合は別途

調律代¥13000 が発生致します。またリノリウム上での移動や設置は必ず車輪受けの使用をお願い致します。 

・パフォーマンススペース、及び稽古場共に１０時～２２時の使用時間を守ってください。基本的に延長はできませ

ん。歓談の場としてカフェバー閉店（２４時）まで居ていただいても全く構いませんが搬出、音の出る行為、片づ

けは必ず２２時までにお願いいたします。場合によっては一般のお客様のご利用や、下見対応もあるのでご了承

ください。 

・当店は楽屋設備が乏しいため、２階稽古場を１日¥3000 で楽屋としても使用出来ます。ただし、前もっての予約が

必要となります。すでに予約が入っている場合は使用出来ませんのでご了承ください。 

・店の前で騒がれますと、近隣へのご迷惑となりますので面会、ご歓談などは必ず店内でお願いいたします。 

・当店の運営方針として、開いた表現場所を目標としています。リハーサル使用の場合や仕込み等の場合も２２時以

降、一般のカフェバー利用者を入店させる場合もございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

・当スペースは配管構造上、上階でトイレ等を使用した場合、一階に多少水が流れる音がします。ご了承ください。 

・基本的にケータリング以外の飲食物の持ち込みは不可です。どうしてもという場合は御相談ください。 

・2Ｆ稽古場での、稽古の激しさによっては、一階パフォーマンススペ－ス本番中のみ振動や音を抑えていただくよう

お願いする事もございます。ご協力をお願い致します。 

・備品などを破損した場合は基本的に弁償となります。必ず店主にご報告ください。 

・ゴミは少量ならば当店で処理しますが、舞台ゴミやカン、ビン、ダンボール等、一部のゴミはお持ち帰りください。 

・お帰りの際は必ず現状復帰をお願いいたします。※合い鍵をお貸しした場合は必ず返却を忘れずお願いいたします。 

◆タバコについて 

・パフォーマンススペースは基本的に、禁煙、分煙、喫煙、御使用者側にお任せしますが、夜間公演後は、出来る限

りカフェカウンターのみは喫煙可にして頂けると助かります。 

・稽古場は禁煙です。タバコはベランダでお吸い下さい。またその際に近隣へご迷惑をかけないようお願いいたしま

す。火の元には十分ご注意ください。 

以上確認の上、使用契約書にご記入ください。 



絵空箱使用契約書 

お申込み日   年  月  日 

 

申込者・代表者  乙                               印   

個人・団体名                                        

イベントタイトル                                     

代表者住所    〒                                   

代表者連絡先                                       

ファックス                                        

Email アドレス                                      

URL                                           

イベントジャンル、稽古の内容。

（                                    ） 

一階公演スペース使用日・上演日時  ※項目を選び記入してください。 

●１日使用       年    月    日     時開場   時開演 ＆   時開場   時開演   

●２日間～使用     年    月    日～    年   月   日までの   日間、計   回公演予定 

チケット料金・開場時間・開演時間を記載ください。 

                                             

●ギャラリー使用（個展等目的）     年    月    日～    年    月    日までの    日間 

●二階稽古場使用（楽屋利用含）     年    月    日～    年    月    日までの    日間 

 

使用料金 

◆パフォーマンススペース 

基本料金＋機材使用料＋電気代（￥80/１ｋｗ×メーター量）×日数分 をお支払いいただきます。 

◆ギャラリー使用 

基本料金＋電気代（￥80/１ｋｗ×メーター量）×日数分 をお支払いいただきます。 

◆稽古場 

基本料金×日数分 をお支払いいただきます。 

割引、及び特記事項（                                                ） 

※併設カフェバーはスペース利用者、来客者ともにスペース内で歓談、ご飲食とご自由にお使いになれます。飲食は有料ですが、

パーティー、打ち上げ会場としてもご利用いただけます。場合によっては一般のお客様のご利用もあるのでご了承ください。 

※１ドリンクチケット代、別途料金（７００円）＋最低保証枚数が発生いたします。（仕込み日以外） 

※店内においての作品、グッズ販売は自由です。 

※音楽著作権に抵触する楽曲を使用する場合は社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）に届けを出して下さい。 

※仕込み日（リハーサル、稽古含む）は 1週間以上利用以外の団体様は１日間以上は料金が変わります。利用について ※記載料金。 

※問題が起きた場合は甲乙誠意をもって解決にあたる事とします。 

 

甲  PerfoｒminｇGallery＆Cafe 絵空箱  店主 吉野翼  

℡＆Fax ０３‐６２６５‐０８２５  メール info@esorabako.com     

ＨＰ http://esorabako.com  住所 〒182-0801 東京都新宿区山吹町３６１ 誠志堂ビル１Ｆ・２Ｆ          印 
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絵空箱 機材リスト（2019年４月１日現在） 

◆舞台備品 

平台 3尺×6尺×4 寸(1818×909×121) ×11 

平台 3尺×3尺×4 寸(909×909×121) ×4 

箱馬(大) 1 尺×1.7尺×6寸(303×515×181) ×20 

箱馬(小) 1 尺×1.1尺×6寸(303×333×181) ×12 

つかみ金具 ×40 

暗幕 W9090×H3100 ×1   暗幕 W1818×H3100 ×4 

アルミ脚立 7尺(2100) ×1  （1990）×1 

 白パネル W1015×H2700 ×2 

 白パネル W900×H2700 ×2   人形 ×4     シズ（5kg） ×4 

 リノリウム 909×5454  ×4 (※梨地、リノテープ以外は使用禁止) 

 スモークマシン  ANTARI Z-800Ⅱ ×1 

（※使用の際は事前にご連絡下さい） 

X-Pole XPERT ポールセット 45mm(EXX045CR)（※アクト以外の使用は禁止） 

◆照明設備 

照明電源 単相三線 75A(15KW) 調光回路 100V20A 24回路(回路は全て 20C型) 

◆照明機材リスト 

調光ユニット LITEPUTER DX-1220 ×2 

調光卓 ELATIO SCENESETTER48 ×1 

フレネルスポット 丸茂電機 DF-500W ×18 

PAR36- Short 300W(Ｗ) ×10 

LHQ-100W12L-3C 丸茂電機 ×2 

ETCソースフォー 500W (50°) ×4   アイリス（全閉式）×2 

ストロボライト STAGE EVOLUTION GS900DMX ×1 

6 インチシート ×20  4.5 インチシート ×12  LHQ シート ×24  SF シート ×4 

鉄ハンガー ×22  アルミハンガー ×13  ゴボホルダ（A） ×4  DF用バンドア×10 

SEBP ベースプレート ×4 

20C延長ケーブル 10M(平打 1.5KW) ×5 

20C延長ケーブル 5M(平打 1.5KW) ×10 

20C延長ケーブル 2M(平打 1.5KW) ×20 

20C二又ケーブル 0.5M(平打 1.5KW) 0.5M ×16 

20C-平行変換ケーブル 0.5M(平打 1.5KW) 0.5M ×5 

平行延長ケーブル 10M(平打 1.5KW) ×1 

平行延長ケーブル 5M(平打 1.5KW) ×2     平行延長ケーブル 2M(平打 1.5KW) ×2 

DMX延長ケーブル 5M ×2  (コネクター オス 5p→メス 3p×2 オス 3p→メス 5p×1)         

ミラーボール（電動） ×1 

 



◆音響機材リスト 

Main Mixer  YAMAHA  MGP16X  ×1   MACKIE 1642VLZ3 ×1（※予備用卓） 

Processor  dbx DRIVERACK PX ×1 

EQ   KLARK TEKNIK／DN360 ×1 

Power Amp  AMCRON XLS402D ×1 

Main Speaker EV Sx300 ×2 （常設時スタンド×2  吊り金具MB207A×2  MB206×2） 

CLASSIC PRO CSP8P ×1  延長スピーカーケーブル 5m×1 

FX   TCELECTRONIC M350 ×1 

CD   DENON DN-D4500 ×1   TASCAM CD200  ×1 

DVD・映像  Pioneer BDP-150 ×1   Pioneer DV-220V ×1     

MD          TASCAM MD-350 ×1 

Mic   SHURE SM58-LCE  ×2  SHURE SM57-LCE  ×2 

        SHURE PG58-XLR  ×1    ケーブル 5M×11 2M×4  各種変換 

 ヘッドフォン     SONY MDR-7506    

マイクスタンド     K&M 21020B  ×２  K&M 25900B  ×２ 

マルチケーブル   CANARE 12ch(10m) 

電源モジュール   CLASSIC PRO PDM/LII ×1 

 CDラジカセ（稽古場）TOSHIBA CUTE BEAT CD＆MP3 ×1 

 MDコンポ（稽古場） Victor NS-X77WMD  ×1 

◆ピアノ・他 

YAMAHA U1 アップライトピアノ ×1   DI BOSS DI-1×1 

譜面台 ×3  ZENN GS１×2  YAMAHA クラビノーバ 電子ピアノ（稽古場） 

◆デジタルプロジェクター 

BenQ  MX511  ×1    各種接続変換ケーブル  WAV－120Ｃ ホワイトスクリーン ×1 

メタルハライドランプ 185W 2700lm   

入力端子 ミニ D-sub15ピン、S端子、HDMI 端子、ビデオコンポジット端子 

◆ギャラリー設備 

壁面 約 15M、壁紙ホワイトグレー、ピクチャーレール常設、ワイヤー・フック×18～20 

ライティングレール 1200W×4系統  ライティングレール 500W×1系統 

スポットライト 100Wレフ球×10   スポットライト 100Wハロゲン×12 

ホワイトボード 1200×900 ×1（稽古場） 姿見鏡×5（一階スペース＆稽古場合わせ） 

◆客席 

スタッキングチェアー     ×３０   （チェアクッション ×３０） 

クッションパイプチェアー   ×３０ 

カウンターチェアー       ×６    他、パイプ丸椅子、ベンチ等 

木製テーブル Ｗ７０×Ｈ７５  ×６   （受付テーブル Ｗ７０×Ｈ７０  ×１） 

※機材はメンテナンスや修理等の理由で予告なく変更する場合もあります。 


