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施設名 面 積 
（㎡） 

収容人員 
（名） 

付  属  設  備 
 

ホ ー ル 579.0 506 ホール機材構成参照 ・ 楽屋2室（洋室） 

第 1 会 議 室 98.5 60 音響装置一式 ・ プロジェクター ・ その他 

第 2 会 議 室 42.8 24 スクリーン ・ プロジェクター ・ その他 

第 １ 研 修 室 98.5 60 音響装置一式 ・ プロジェクター ・ その他 

第 2 研 修 室 51.5 30 スクリーン ・ プロジェクター ・ その他 

施設概要 

２階 第１会議室 （６０名）  

４階 ホール（エコーレ）５０６名  

２階 第２会議室 （２４名）  

３階 第１研修室 （６０名）  １階 第２研修室 （３０名）  
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平面図 

第1研修室
98㎡ 

第2研修室 51.5㎡ 
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利用の申込み 
 
１．利用の申込期間 
   利用日の１年前１日より申し込みを受付致します。 
    
２．休館日 
  原則として 年末年始（１２月２５日～１月４日まで）・夏季（３日間） 
３．申込方法    
  当館ホームページよりお申込下さい。（電話予約は受け付けておりません） 
  （注）横浜市教育会館の主催事業などについては、１年前であっても使用が決まっている場合が        
     ありますので、事前にインターネットで空き状況を確認してください。 
４．使用の許可 
  ★審査を行い、使用を許可する場合は、使用料（契約金）の納入手続を行って頂きます。 
  ★契約が成立するまでの間は、いかなる事情があっても、その責任を負いません。 
５．使用料の納入 
 （ホール） 
  ★利用承認後、契約金（ホール使用料の３割）の請求書を郵送致します。 
   １週間以内にお振込み願います。ホール使用料残金及び備品使用料は、利用日の２週間前まで 
   に完納して下さい。 
 （会議室・研修室） 
  ★利用承認後,使用料の全額をお支払い願います。請求書を郵送致します。 
   請求書到着から１週間以内にお振込み願います。 
  注意：指定期日までに使用料の納入がない場合はキャンセル扱いと致しますが、使用料は後日お 
     支払いして頂きます。一旦納めた使用料は、災害その他特別の事情により使用する事が出来 
     ないと認めた時以外はお返しできません。 
６．利用の不承認・取消し 
  次の場合は利用の不承認または取消を行います。 
  ★当会館における秩序を乱し又は公益を害すると認められるとき。 
  ★施設及び設備を損傷する恐れがあると認められるとき。 
  ★利用させることが当会館の管理上支障があると認められるとき。 
  ★使用料を指定された日までに納入しないとき。 
  ★その他、館長が取消すことを必要と認めたとき。 
 
キャンセルについて 
 キャンセルなさる場合は速やかに連絡をして下さい。 
  ★申込日から１週間を経過してのキャンセルは、使用料の３割をお支払い頂きます。 
      （１週間以内は無料） 
  ★利用日前２週間以内のキャンセルは、使用料全額をお支払い頂きます。 
 
施設利用について 
（ホール） 
  催物を円滑に進行するため、設備使用進行等についての打ち合わせを利用日の３週間前までに 
 行って下さい。打ち合わせのない場合は、施設備品の使用や技師の調整が出来ないことがあります。 
 打ち合わせにはプログラム進行表・台本等をご持参下さい。 
（ホール・会議室） 
  ★設備・備品利用申込みを行い承認されたもの以外は使用しないでください。 
  ★設備・備品の使用は係員の指示に従って下さい。 

  

 注 意 利用時間とは、セッティングから後片付け（完全撤収）に要する時間までです。 
   承認された時間内に一切を完了するように厳守してください。 
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利用当日の注意 
  
 １．場内管理 
  ★利用当日、現場における総括責任者及び各部門の責任者を定めておいて下さい。 
  ★受付案内・場内整理・楽屋の監視等の業務は主催者が責任を持って行って下さい。 
  ★非常口、その他館内の各施設の位置は必ず確認しておいて下さい。 
  ★病人や怪我人がでましたら会館職員または受付へご連絡下さい。 
 ２．火気の使用 
  ★会館内は、全て禁煙です。 
  ★火気を必要とする演出は、事前に消防署及び係員の許可が必要です。 
 ３．電気機械舞台操作と器具使用 
  ★設備・備品の使用または舞台の操作等については、すべて係員の指示に従って下さい。 
 ４．持ち込み器具 
  ★大道具・電気器具等の持ち込みについては、事前に連絡して下さい。 
  ★持ち込み器具等についての責任は一切お持ちできません。 
 ５．現状回復 
  ★使用終了後は、直ちに係員の点検を受け、設備・備品を元の状態に戻して下さい。 
  ★施設・設備・備品等を破損したり、なくした時は係員に連絡して下さい。 
  ★修理を必要すると場合は、実費を申し受けます。 
 
使用にあたってのご注意 
 
 １．駐車場ご使用について 
  ★ホール使用者は２台まで無料でご使用になれます。 
  ★駐車場所は会館職員の指示に従って下さい。 
  ★それ以外の車両は、地下有料駐車場をご使用願います。 
 ２．湯沸かし室ご使用について 
  ★ホール使用者はホール控え室内の湯沸かし場を、会議室使用者は１階湯沸かし室を  

ご使用してくさい。 
  ★２階、３階の湯沸かし室はテナント専用ですので絶対に使わないで下さい。 
  ★ポットは無料で貸し出し致しますが、湯飲み茶碗等はございません。 
       
 ３．ゴミについて 
  ★ゴミは原則として持ち帰って頂きます。どうしても不可能な場合は、当会館指定業者専用

のゴミ袋を購入して頂きます。 
  （会館１階事務局にて販売 可燃物用 １枚 ３００円 不燃物用 １枚 ４３０円） 

 
禁 止 事 項  
 
  ☆ ホ－ル客席で飲食すること。 
  ☆ 許可なく壁・柱・窓・扉等に貼り紙をし、または鋲類を打つこと。 
  ☆ 許可なく寄付金の募集・物品の販売を行うこと。 
  ☆ 申込書に記載した以外の目的で施設等を使用すること。 
 
注 意 事 項  
    
会館周辺は駐車禁止区域です。また駐車場も大変狭いため、出来るだけ電車・バスを 
ご利用下さい。 
       地下駐車場 Ｔｉｍｅｓ２４ １２台(有料) ３０分２００円 
   ※駐車場内には月極スペースもありますので、絶対に駐車しないようご注意ください。 
 
        詳細については、会館職員と十分打ち合わせを行って下さい。 
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横浜市教育会館４階ホール（エコーレ）客席図  506席  
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舞台吊物機構平面配置図 

 
名 称 

 
方式 

１ 緞帳 電動 

２ 第1一文字幕 固定 

３ 第1袖幕 手動 

４ ボーダーライト 電動 

５ 第1サス 電動 

６ 第2袖幕 手動 

７ 第2一文字幕 固定 

８ 第3袖幕 手動 

９ 第2サス 電動 

１０ 第3一文字 固定 

１１ 第３サス 電動 

１２ 第１美術バトン 電動 

１３ 第４一文字幕 固定 

１４ 第４袖幕 手動 

１５ ホリゾントライト 電動 

１６ 第２美術バトン 電動 

１７ バック幕 電動 

１８ ホリゾント幕 固定 
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舞台吊物機構断面配置図 
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ホール機器構成 

品   名 内       容 数量 備   考 

調 光 卓 コントロ－ルＣＨ         ６４ＣＨ 
プリセット フィ－ダ       ３２本 
シ－ン数           ３００シ－ン 
サブフェ－ダ           １０本 
              （３０ペ－ジ） 

一式 松村電機 
Ｆ１０３ 

遠隔操作用調光卓 シ－ン数           ３００シ－ン 
サブフェ－ダ     １０本（３０ペ－ジ） 

一式 舞台 
（上手・下手設置可） 

調光機盤 ３ｋ×９２台 一式 

センターピンスポット ７５０クセノン ２台 

シーリングライト １Ｋハロゲン平凸レンズスポット  １６回路 １６台 

フロントサイドライト １Ｋハロゲン平凸レンズスポット  １２回路 １８台 

サスペンションライト 
       第１ 
       第２ 
       第３ 

 
Ｃ型２０Ａ×３６         １２回路 
Ｃ型２０Ａ×３６         １２回路 
Ｃ型２０Ａ×３０         １０回路 

ＬＴＳ（１Ｋ）４２台 
ＬＴＦ（１Ｋ）２５台 
 
   

ボーダーライト ＰＳ１５０Ｗ×５４灯        ４回路 

アッパーホリゾントライト ＰＳ１５０Ｗ×５４灯        ４回路 

ローホリゾントライト ＰＳ１５０Ｗ×５４灯        ４回路 

フロアーコンセント Ｃ型３０Ａ×１２         １２回路 

ウォールコンセント Ｃ型３０Ａ×１２          ６回路 

品  名 内    容 数量 備  考 

ミキサー卓 ２４in ・８グループ・８ＡＵＸ・８マトリックス 1台 ヤマハＰＭ３５００  

電力増幅器 ２００Ｗ×２ 
１２０Ｗ×２ 
１２０Ｗモノラル 

3台 
4台 
2台 

ラムサＷＰ－９２００ 
ラムサＷＰー９１００ 
ＰＳ－Ａ１２１ 

スピーカー メイヤー     
ＥＶ 

3台 
4台 

ＣＱ２ 
ＳＸ３００ 

周辺関連機器 
 有線マイクロホン 
 ワイヤレスマイクロホン 
 デッキ 
 エフェクト 
 ディレイ 
（ＣＤ・ＭＤ・ビデオ等） 
 液晶プロジェクター 

      
ハンドマイク 
タイピン型    

20本 
8本 
2本 
2台 
1台 
1台 

シュアー５８ その他 
ＷＸ４２５８ 
ＷＸ４３００Ａ 
エプソン８２００ 他 
ヤマハSPX1000 
ヤマハD5000 

インカムシステム 有線式 4台 ＸＬＲ６型 

舞台袖操作部 コンパクトミキサー（ミキサー室関連機器同等） 

照明施設 

音響施設  
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料 金 表（全て税抜金額） 

（1）ホール（エコーレ）午前･午後･夜間を一単位とします．        （円） 

定 員      時間 
曜日 

午 前 
９～１２ 

午 後 
１３～１７ 

夜 間 
１８～２２ 

1 日 
９～２２ 

506席 
平 日 39,000 52,000   59,000 150,000 

土･日･祝日 46,000 62,000 69,000 177,000 
ホール備品（午前･午後･夜間を一単位とします。） 

備  品  名 一単位単価 備   考 

舞台備品 ピアノ（ヤマハＣＦ） 
演台･花台 
舞台机 
舞台椅子 
平台・箱足（一式） 
ホワイトボード 
ビデオデッキ 
プロジェクター(東芝ＴＬＰ791） 

6,000 
500 
300 
100 

2,000 
2,000 
2,000 
5,000 

照  明 Ａセット（講演会用） 
Ｂセット（コンサート用）全照明 
ピンスポット（1台につき） 

8,000 
15,000 
2,500 

 
 

音響装置 ミキサー基本料（マイク1本含む） 
マイク･ライン（一本につき） 
カセット・ＣＤ・ＭＤ・ 
インカム一式 

4,000 
1,300 

各2,000 
2,000 

技師料 照明 6,000 Bセットでの照明のセッティング 
(必ず１か月前にご相談下さい) 

注 意 
★有料催し物は、規程料金の２割増となります。 
★ホールは超過１時間まで規程料金の３割とします。当日延長の際は当日または後日請求書を送付します。 
★ホールは９:００～２２：００の間でご利用下さい。 
★２２：００以後の延長は原則として認めません。 
   （但し、公演の進行上やむを得ず延長する場合は、一時間以内で夜間料金の一単位分を申し受けます。） 
（2） 会議室・研修室（午前・午後・夜間を一単位とします。） 
             夜間の利用については、ホール使用時のみ貸出し致します。       （円） 

 
施設名 

面  積 
（㎡） 

収容人員 
（名） 

  時間 
曜日 

午 前 
９～１２ 

午 後 
１３～１７ 

夜 間 
１８～２１ 

２階第一会議室 
３階第一研修室 ９８．５ ６０ 

６０ 
平  日 7,000 9,000 13,000 

土･日･祝 9,000 12,000 15,000 

２階第二会議室 
 ４２．８ ２４ 

平  日 4,000 5,000 7,000 

土･日･祝 6,000 8,000 10,000 

１階第二研修室 
５１．５ ３０ 

平  日 5,000 7,000 9,000 

土･日･祝 7,000 9,000 12,000 

会議室備品（会議室利用時間内） 

備 品 名 単 価 備      考 

マイクロホン 1,000 マイクロホンの利用は第一会議室、第一研修室 

カセットデッキ 2,000 第一会議室 

スクリーン 2,000 各会議室、研修室 

テレビ・ビデオセット 5,000 各会議室、研修室 

プロジェクター（ＥＰＳＯＮ ＥＬＰ－8200） 5,000 各会議室、研修室      
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災害時マニュアル 
当会館では、災害時の時にはお客様の中で「災害時担当者」を予め決めていた

だき迅速かつ安全な避難に会館職員と共にご協力して頂きます。 

地震 

揺れがおさまった時点で、会館職員がお客様の安全を確認にまいります。 
それまでに災害時担当者が怪我人の数・全体の人数確認を行ってください。 
その際に、案内（放送）があるまで外に出ないで下さい。会館職員が外の安全

を確認した後、非常口への誘導にご協力下さい。 

火災 

非常放送が流れたら、落ち着いて火災がおきている場所の確認をして下さい。

（非常放送でお伝えします） 
その後、会館職員と共に火災現場から遠い非常口への誘導にご協力下さい。 

 ⇒ 消火器    ⇒ AED     ⇒ 避難経路 

第一研修室 

第二研修室 



ホール使用例 

研修会場等としてもご利用いただけます。 
  ※準備はお客様でしていただきます 

※別途机代も脚数分かかります 
※原状回復が原則です 

ホールを半分に仕切ることも可能です。 
※舞台上からの写真 

※前半分で講演会、後ろ半分をフラットに
してパーティなどでもご利用できます 

半分に仕切る途中です。 
※仕切る作業は当館職員が行います。 

後部電動座席を収納することも可能です。 
※収納作業は当会館職員が行います。 

 
<使用用途は様々です> 

音楽教室発表会 
幼稚園、保育園等のお遊戯会 

学校行事(入学式等)・コンサート、 
ダンス発表会・演劇・合唱コンクール 
企業総会・立食パーティ・落語・講演会 
等々、様々な利用実績がありますので 

是非、ご相談下さい。 
 



楽屋 
（二部屋あります） 

※ホール利用者は無料 

シャワー・トイレ完備 
（楽屋内） 

流し場 
（楽屋内） 

釣りバトン 
幅10.5ｍ 

演台（大） 
500円(税抜) 

高100ｃｍ 幅110ｃｍ 
 
 

演台（小） 
500円(税抜) 

高100ｃｍ 幅74ｃｍ 

花台 
500円(税抜) 

高67ｃｍ 面46×46 
 
 

舞台机 
300円(税抜) 

幅180ｃｍ 奥45ｃｍ 

舞台椅子 
100円(税抜) 

ホワイトボード 
2,000円(税抜) 

高90ｃｍ 幅180ｃｍ 

ピアノ 
6,000円(税抜) 

DVDプレイヤー 
2,000円(税抜) 

※VHS再生機も同様 

プロジェクター 
5,000円(税抜) 

EPSON EB-1925W 
 

マイク(ワイヤレス) 
1,300円(税抜) 

※８本まであります 

マイクスタンド 
無料 

ピンスポット 
2,500円(税抜) 

※５階調整室に下・上
１台ずつあります 

ホール備品詳細 
※表示料金は全て１単位です。 





                                     
看板・生花のご用命も承ります。 

 

看板連絡先 
 

ＫＴ社（相沢治男） 
 
TEL＆FAX 045-312-2298    

        
       （色指定・マーク等は別途料金） 
①布看板（枠つき） 
   60ｃｍ×6ｍ00ｃｍ     31,500円 
   90ｃｍ×6ｍ00ｃｍ     31,500円 

  90ｃｍ×5ｍ40ｃｍ     26,250円 
  90ｃｍ×4ｍ50ｃｍ     21,000円 
  90ｃｍ×3ｍ60ｃｍ     18,900円 
  60ｃｍ×3ｍ60ｃｍ     15,750円 

②たて看板（枠つき） 
  90ｃｍ×1ｍ80ｃｍ   8,400円 
  60ｃｍ×1ｍ80ｃｍ   7,350円 
③スローガン（紙書き） 
  60ｃｍ×1ｍ50ｃｍ   4,200円  
④式次第（紙書き） 
  90ｃｍ×1ｍ80ｃｍ   8,400円 
        

生花連絡先                  
 

 (有)えのき商会 
 
TEL 045-713-8734 
FAX 045-742-8187  

ホール舞台用   
・花瓶花 ・かご花 ・その他 
  ご予算に応じて対応いたします。 

生花等 

看板料金表 
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タクシー情報 （桜木町周辺のタクシー会社） 
  
・日の丸自動車興業㈱  -  配車室TEL：045-754-1411 
  
・大栄交通㈱  -  配車室TEL：0120-774-787 
  
・ＴＡＸＩ－ＪＵＮ （株式会社クワハラ）６人乗り  -  配車室TEL：045-352-5633 
  
・平和交通  -  配車室TEL：045-663-8181 

当館周辺情報 
お食事処（ランチあり） 
  
・伊勢山ヒルズ レストランマンジャーレ（当館横の結構式場内レストラン） 
 → 横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F TEL 045-260-8845 

 
・MY  カフェ (当館より徒歩1分) → 横浜市西区戸部町1-9 
 
ご宿泊施設 
 
・横浜マンダリンホテル → 横浜市中区野毛4-170 TEL 045-243-3131 
    ※ご予約の際に、当館利用と申し出をすると法人特典が受けられます。 



アクセスMAP  
 

  

最寄駅   
ＪＲ・地下鉄 
桜木町駅より 徒歩１０分 
京浜急行線 
日ノ出町駅 徒歩１０分 
バスでのアクセス 
 

 
※ 横浜駅東口バス乗り場  
  B階段７番より１０３系 
  統に乗車  
  乗車より １２分 
  「戸部一丁目」下車 
  徒歩１分 
     
 

 
※ 災害時緊急避難場所 
  野毛山公園 
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