
下記の通り、          の使用を申し込みます。 

団体名 

代表者名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
※ 
                              （ﾌﾘｶﾞﾅ                 ） 
                         ㊞    （生年月日                  ） 

住所 
〒 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

当日連絡先（携帯） 連絡のつきやすい 
時間帯 

Ｅ－ｍａｉｌ 

使用申込み要項 （○印をつけて下さい）       同意する     ・    同意しない    

【ステージ内容等】 

希望日時 
    年   月   日（   ） 
   ：    ～    ：      

演目所要時間（希望） 
分 

ジャンル                                    例）アコースティックギター演奏 
                                      ヒップホップダンス 

出演者構成 合計      名 

ステージ内容 
※曲目、演奏時間等、
詳しく記載してください。 

告知に使用する 
プロフィール 

※１００文字程度 

告知に使用する 
コメント 

※１００文字程度 

■提出先 ※使用申込み用紙は全部で３枚あります。（団体名、代表者名は全ての用紙にご記入下さい。） 
 

  ＜送付＞ 〒５４５－００５２  大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス6階 
          株式会社きんえい アポロ・ルシアス「あべのＡステージ」事務局 宛  
  ＜ＦＡＸ＞ ０６－６６３３－０４５０  
  ＜Ｅ－ｍａｉｌ＞  info@apollo-lucias.jp  ※件名に「あべのＡステージ」と表記して下さい。 

アポロ・ルシアス「あべのＡステージ」 
１Fステージ（ルシアスビル１F） / スカイコート（ルシアスビル15F）  

※告知の際に使用しますので、正確にご記入下さい。 

※使用申込みされる方は、成人（又は、成人を代表者とする団体）に限ります。成人であることを証明する書類の写しを必
ず、ご提出ください。 
※学校から使用申込みされる場合は代表の先生がご記入、ご捺印いただければ、結構です。 
※未成年の方がご出演の場合は、使用申込みを保護者が行ってください。 

の使用申込み用紙① 

・１Fステージ（ルシアスビル１F）  
・スカイコート（ルシアスビル15F） 

（どちらかに○をしてください。） 



客席側 

【セッティング図】 

機材・備品名 数量 機材・備品名 数量 

【使用する音響機材】 

 ・各器材についてはメーカーHPでマニュアル等、使用方法を事前に確認してください。 
 ・ミキサーの入力チャンネルは、最大８チャンネルです。 
 ・マイクとスタンドは、最大８本用意しております。 スタンドは標準的なブームタイプです。 
 ・ステージ用のモニタースピーカーとしての特別な用意はございません。 
 ・ギターやキーボード等、ライン入力が必要な場合は、ダイレクトボックスや接続ケーブル等を各自で別途ご用意下さい。 
 ・その他必要機材は、各自でご用意下さい。ご用意いただいても使用できない場合もございます。必ず事前にご相談下さい。 
 ・長机およびパイプイスは、ルシアスＢ１Ｆの倉庫からステージまで各自で運搬、設営、撤去、収納をお願いいたします。 
 ・照明機材はございません。 

【持ち込み機材】 

※ご利用になれないものにつきましては、当方よりご連絡させていただきます。 
※電源を必要とするものは、必ず事前に電気容量等をご連絡下さい。 

団体名 

代表者名（ﾌﾘｶﾞﾅ）                         ㊞    （ﾌﾘｶﾞﾅ                   ） 

※使用申込み用紙は全部で３枚あります。（団体名、代表者名は全ての用紙にご記入下さい。） 

 

右図に当日のセッティング図
をご記入下さい。 

ポール ポール 

使用申込み用紙②‐① 

メーカー名・品番等 準備可能数量 使用数量
再生機 TASCAM   MD-CD1MKⅢ　（ＭＤ／ＣＤ再生機） 1

ミキサー／アンプ YAMAHA   EMX512SC 1

マイクロフォン SHURE   SM-58LC 8

マイクロフォンスタンド ブームタイプ 8

スピーカー Electro voice   SX300　スタンドタイプ 2

譜面台 2

長机 2

パイプイス 15

観客用イス プラスティック製　白 23

内容
　　　　　　　　　　　１Fステージ（ルシアスビル１F）

アポロ・ルシアス「あべのＡステージ」 
１Fステージ（ルシアスビル１F） 


Sheet1

				内容		１Fステージ（ルシアスビル１F）				スカイコート（ルシアスビル１5F）						内容		　　　　　　　　　　　１Fステージ（ルシアスビル１F）

						メーカー名・品番等		数量		メーカー名・品番等		数量						メーカー名・品番等		準備可能数量 ジュンビ カノウ		使用数量 シヨウ スウリョウ

				再生機		TASCAM   MD-CD1MKⅢ（ＭＤ／ＣＤ再生機）		1		TASCAM   MD-CD1MKⅢ（ＣＤ再生機/iPod/iPhone対応） タイオウ		1				再生機		TASCAM   MD-CD1MKⅢ　（ＭＤ／ＣＤ再生機）		1

				ミキサー／アンプ		YAMAHA   EMX512SC		1		YAMAHA   EMX512SC		1				ミキサー／アンプ		YAMAHA   EMX512SC		1

				マイクロフォン		SHURE   SM-58LC		8		SHURE   SM-58LC		8				マイクロフォン		SHURE   SM-58LC		8

				マイクロフォンスタンド		ブームタイプ		8		ブームタイプ		8				マイクロフォンスタンド		ブームタイプ		8

				スピーカー		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2				スピーカー		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2

				譜面台				2				2				譜面台				2

				長机				2				無 ナシ				長机				2

				パイプイス				15				無 ナシ				パイプイス				15

				観客用イス カンキャクヨウ		プラスティック製　白 セイ シロ		23		スカイコート既存イスを利用ください。 キゾン リヨウ		無 ナシ				観客用イス カンキャクヨウ		プラスティック製　白 セイ シロ		23



																内容		スカイコート（ルシアスビル１５F）

																		メーカー名・品番等		準備可能数量 ジュンビ カノウ		使用数量 シヨウ スウリョウ

																再生機		TASCAM   MD-CD1MKⅢ（ＣＤ再生機/iPod/iPhone対応） タイオウ		1

																ミキサー／アンプ		YAMAHA   EMX512SC		1

																マイクロフォン		SHURE   SM-58LC		8

																マイクロフォンスタンド		ブームタイプ		8

																スピーカー		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2

																譜面台				2

																長机				-		‐

																パイプイス				-		‐

																観客用イス カンキャクヨウ		スカイコート既存イスを利用ください。		-		‐





Sheet2





Sheet3







【セッティング図】 

機材・備品名 数量 機材・備品名 数量 

【使用する音響機材】 

 ・各器材についてはメーカーHPでマニュアル等、使用方法を事前に確認してください。 
 ・ミキサーの入力チャンネルは、最大８チャンネルです。 
 ・マイクとスタンドは、最大８本用意しております。 スタンドは標準的なブームタイプです。 
 ・ステージ用のモニタースピーカーとしての特別な用意はございません。 
 ・ギターやキーボード等、ライン入力が必要な場合は、ダイレクトボックスや接続ケーブル等を各自で別途ご用意下さい。 
 ・その他必要機材は、各自でご用意下さい。ご用意いただいても使用できない場合もございます。必ず事前にご相談下さい。 
 ・照明機材はございません。 

【持ち込み機材】 

※ご利用になれないものにつきましては、当方よりご連絡させていただきます。 
※電源を必要とするものは、必ず事前に電気容量等をご連絡下さい。 

団体名 

代表者名（ﾌﾘｶﾞﾅ）                         ㊞    （ﾌﾘｶﾞﾅ                   ） 

※使用申込み用紙は全部で３枚あります。（団体名、代表者名は全ての用紙にご記入下さい。） 

 

右図に当日の 
セッティング図を 
ご記入下さい。 

使用申込み用紙②‐② 

メーカー名・品番等 準備可能数量 使用数量
再生機 TASCAM  CD-200iL（ＣＤ再生機/iPod/iPhone対応） 1

ミキサー／アンプ YAMAHA   EMX5 1

マイクロフォン SHURE   SM-58LC 8

マイクロフォンスタンド ブームタイプ 8

スピーカー Electro voice   SX300　スタンドタイプ 2

譜面台 2

長机 - ‐
パイプイス - ‐
観客用イス スカイコート既存イスを利用ください。 - ‐

内容
　　　　　　　　　スカイコート（ルシアスビル１５F）

アポロ・ルシアス「あべのＡステージ」 
スカイコート（ルシアスビル15F）  

客席側 


Sheet1

				内容		１Fステージ（ルシアスビル１F）				スカイコート（ルシアスビル１5F）						内容		１Fステージ（ルシアスビル１F）

						メーカー名・品番等		数量		メーカー名・品番等		数量						メーカー名・品番等		準備可能数量 ジュンビ カノウ		使用数量 シヨウ スウリョウ

				再生機		TASCAM   MD-CD1MKⅢ（ＭＤ／ＣＤ再生機）		1		TASCAM   MD-CD1MKⅢ（ＣＤ再生機/iPod/iPhone対応） タイオウ		1				再生機		TASCAM   MD-CD1MKⅢ　（ＭＤ／ＣＤ再生機）		1

				ミキサー／アンプ		YAMAHA   EMX512SC		1		YAMAHA   EMX512SC		1				ミキサー／アンプ		YAMAHA   EMX512SC		1

				マイクロフォン		SHURE   SM-58LC		8		SHURE   SM-58LC		8				マイクロフォン		SHURE   SM-58LC		8

				マイクロフォンスタンド		ブームタイプ		8		ブームタイプ		8				マイクロフォンスタンド		ブームタイプ		8

				スピーカー		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2				スピーカー		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2

				譜面台				2				2				譜面台				2

				長机				2				無 ナシ				長机				2

				パイプイス				15				無 ナシ				パイプイス				15

				観客用イス カンキャクヨウ		プラスティック製　白 セイ シロ		23		スカイコート既存イスを利用ください。 キゾン リヨウ		無 ナシ				観客用イス カンキャクヨウ		プラスティック製　白 セイ シロ		23



																内容		　　　　　　　　　スカイコート（ルシアスビル１５F）

																		メーカー名・品番等		準備可能数量 ジュンビ カノウ		使用数量 シヨウ スウリョウ

																再生機		TASCAM  CD-200iL（ＣＤ再生機/iPod/iPhone対応） タイオウ		1

																ミキサー／アンプ		YAMAHA   EMX5		1

																マイクロフォン		SHURE   SM-58LC		8

																マイクロフォンスタンド		ブームタイプ		8

																スピーカー		Electro voice   SX300　スタンドタイプ		2

																譜面台				2

																長机				-		‐

																パイプイス				-		‐

																観客用イス カンキャクヨウ		スカイコート既存イスを利用ください。		-		‐





Sheet2





Sheet3







アポロ・ルシアス「あべのＡステージ」 使用申込み用紙③ 

私は、「あべのＡステージ」を使用するにあたり、下記の各項目を十分
理解のうえ、遵守することを誓約します。 

記 
①このステージで行うイベントは、代表者である私が主催します。従い
まして、イベントに関連して発生した出演者、補助者及び観覧客を含む
第三者（所有物を含む）の怪我、事故、損害等に関しては、私が全責任
を負います。 
②出演者、補助者及び観覧客を含む第三者（所有物を含む）に怪我、
事故、損害等が発生しないように、イベントの設営に注意し、観覧客等
の第三者（所有物を含む）に適宜注意喚起します。 
③出演者および補助者に未成年者がいる場合、代表者である私が事
前に保護者に同意を得ます。 

（以 上） 

団体名 

代表者名（ﾌﾘｶﾞﾅ）                         ㊞    （ﾌﾘｶﾞﾅ                   ） 

※使用申込み用紙は全部で３枚あります。（団体名、代表者名は全ての用紙にご記入下さい。） 
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