
施設名 種別 台数 都道府県 納入年月日
静岡グランシップ レガシー 20 静岡 1999

春日井文化フォーラム レガシー 6 愛知 1999

町田市文化交流センター(旧ぱるるプラザ町田) レガシー 7 東京 2000

中津川市東美濃ふれあいセンター レガシー 14 岐阜 2000

日南文化センター レガシー 8 宮崎 2000

新富町文化会館 レガシー 5 宮崎 2000

小富町浮船文化会館　 レガシー 11 福島 2000

金ヶ崎町中央生涯学習センター レガシー 10 岩手 2001

木造町生涯学習センター レガシー 11 青森 2001

オリンピック記念青少年センター レガシー 15 東京 2001

桐光学園 レガシー 4 神奈川 2001

㈱三浦海業公社 レガシー 神奈川 2001

東松山市松山市民活動センター レガシー 4 埼玉 2001

高鷲村民センター レガシー 11 岐阜 2001

北翔大学北方圏学術情報センター レガシー 10 北海道 2002

南日本新聞　みなみホール レガシー 5 鹿児島 2002

釧路フィシャ―マンズワーフMOO・EGG レガシー 3 北海道 2003

藤沢市民会館 レガシー 7 神奈川 2003

伊那市生涯学習センター レガシー 11 長野 2003

長崎大学 レガシー 4 長崎 2003

蓼科交流文化センター レガシー 9 長野 2003

横浜普門館 レガシー 8 神奈川 2004

甲州市大和まほろばホール レガシー 8 山梨 2004

伊自良中央公民館 レガシー 6 岐阜 2004

紀宝町生涯学習センター レガシー 11 三重 2004

有明スカイパークふれあい郷・自有館 レガシー 8 佐賀 2004

福井まちなか文化施設 レガシー 6 福井 2004

高崎市総合吹きしセンター レガシー 2 群馬 2007？

美浜文化ホール レガシー 10 千葉 2007

浦添市てだこホール レガシー 12 沖縄 ２００８・０５

屋久島総合開発センター レガシー 5 鹿児島 ２００９・１１

広島文化学園大学 レガシー 10 広島 ２０１０・０２

御浜公民館 レガシー 10 三重 ２０１０・０２

昭和音楽大学 レガシー 13 神奈川 ２０１０・０３

一関東山公民館 レガシー 10 岩手 ２０１０・０４

品川区総合区民センター・キュリアン レガシー 6 東京
神奈川県中小企業共済会館 レガシー 神奈川
神奈川県立小田原高校 レガシー 9 神奈川 2007・03

安芸高田市民文化センター レガシー 広島
アシストジャパン レガシー 5 神奈川 2008

会津若松市生涯学習センター レガシー 7 福島 2011・0307

浦和コミュニティーセンター レガシー 6 埼玉
穂の国とよはし芸術劇場 レガシーベーシック 10 愛知 ２０１３・０２

とうじょう自治総合センター レガシークラシック 12 広島 ２０１３・０３

アイプラザ豊橋 レガシークラシック 8 愛知 ２０１３・０３

名古屋芸術大学 トラベルマスター ５S 愛知 2004

岩倉市生涯学習センター トラベルマスター L535 愛知 ２００９・１１

宮古市民文化会館 トラベルマスター １０S 青森 2004

富来活性化センター トラベルマスター ５S 石川 1996

土浦亀城プラザ トラベルマスター ９S 茨城 2001

大阪教育大学付属中学校 トラベルマスター ６S 大阪 2000

牧方私立南部市民センター トラベルマスター 6 大阪 2003

中加賀（中かがや）谷幼稚園 トラベルマスター ３S 大阪 1997

岩滝町公民館 トラベルマスター ７S 京都 2003

グリーンドーム前橋 トラベルマスター ４S 群馬 2001

伊那学園 トラベルマスター ８S 埼玉 1993

彦根市みずほ文化ホール トラベルマスター ８S 滋賀 1998

裾野市民文化ホール（アゼレアホール） トラベルマスター ３S 静岡 1994



ワークピア磐田 トラベルマスター ３S 静岡 1993

ホテルマンハッタン トラベルマスター ９S 千葉 2004

芝学園高等学校 トラベルマスター １０S 東京 1996

東京音楽大学付属高等学校 トラベルマスター 東京 1999

地下鉄博物館 トラベルマスター 東京 2006

陸上自衛隊中央音楽隊 トラベルマスター 10 東京 1998

花のさくまちアートプラザ トラベルマスター ５S 長野 2003

灘生活文化センター トラベルマスター ５S 兵庫 1998

みくに文化未来館 トラベルマスター ５S 福井 1993

九州女子短期大学 トラベルマスター ９S 福岡 1996

富良野演劇工房（倉本聡スタジオ） トラベルマスター ３S 北海道 2004

四日市ドーム トラベルマスター ８S 三重 1997

若竹幼稚園 トラベルマスター 静岡
槻木文化センター トラベルマスター ６S 宮城 1995

東京インターナショナルスクール トラベルマスター ５S 東京 2010・06

忍野中学校 トラベルマスター １０S 山梨 2000

檜原小学校 トラベルマスター 7・6　Ｃ2 東京 2010・10

青少年センター　太陽の城 トラベルマスター 愛知
北とぴあ トラベルマスター ５・４　Ｃ1 東京 2010・03

日本大学　芸術学部 トラベルマスター １５・１４ 東京 2011・03

灘高校 トラベルマスター 6・5・2 兵庫 2010

尼崎市立尼崎双星高等学校 トラベルマスター 12・11・Ｃ2 兵庫 2011・03

からだとこころの出会いの会 トラベルマスター ８・７ 大阪 2011・05

郡山市音楽・文化交流館 トラベルマスター ５・４・Ｃ１ 福島 2011・03

下関市民会館 トラベルマスター ６・５ 山口 2012・0604

下関市川棚温泉交流センター　コルトーホール　 トラベルマスター ４・３・1 山口 ２０１３・０３

大阪シティーアカデミー（吹田さんくすホール） トラベルマスター ３・２ 大阪 ２０１３・7/8

株式会社ドリーム トラベルマスター 11・10 神奈川 ２０１３年

神戸国際ステージサービス株式会社 トラベルマスター 7・7 兵庫 ２０１１年

大治町立公民館 ロールアウェイ 6 愛知 1993

五戸町立公民館 ロールアウェイ 8 青森 1994

秋田勤労者総合福祉センター ロールアウェイ 10 秋田 1992

内灘町文化会館 ロールアウェイ 8 石川
取手市民会館 ロールアウェイ 15 茨城 1996

日田市民会館 ロールアウェイ 3 大分 1995

奥津「花美人の里」 ロールアウェイ 4 岡山 1998

芳井町民会館 ロールアウェイ 10 岡山 1996

うるま市民芸術劇場 ロールアウェイ 11 沖縄 1995

藤野芸術の家 ロールアウェイ 4 神奈川 1998

下呂観光会館 ロールアウェイ 10 岐阜 1992

ぱ・る・るプラザ京都 ロールアウェイ 6 京都 1999

ノートルダム女子大学 ロールアウェイ 12 京都 1996

木建町中央交流会館 ロールアウェイ 4 京都 1994

四万十市立文化センター ロールアウェイ 14 高知 1993

上峰町民センター ロールアウェイ 12 佐賀 1995

わたむきホール ロールアウェイ 7 滋賀 1999

修善寺総合会館 ロールアウェイ 8 静岡 1996

袋井市中央公民館 ロールアウェイ 10 静岡 1995

御前崎市民会館 ロールアウェイ 16 静岡 1994

アイセル２１（葵生涯学習センター） ロールアウェイ 6 静岡 1993

天城湯ヶ島会館ホール ロールアウェイ 13 静岡 1996

江津市総合市民センター ロールアウェイ 10 島根 1995

松戸森のホール ロールアウェイ 13 千葉 1993

袖ヶ浦公民館 ロールアウェイ 6 千葉 1994

さんぶの森ふれあいセンター ロールアウェイ 10 千葉 1998

ムーブ町屋 ロールアウェイ 10 東京 1998

くにたち市民芸術小ホール ロールアウェイ 9 東京 1993

北島町創世ホール ロールアウェイ 10 徳島 1995

松茂町総合会館 ロールアウェイ 6 徳島 1998



小松島健康センター ロールアウェイ 10 徳島 1998

四国電力ホール ロールアウェイ 5 徳島 1993

射水市新港中央文化会館 ロールアウェイ 5 富山 1993

高岡市福岡総合文化ホール ロールアウェイ 10 富山 1997

水橋ふるさと会館 ロールアウェイ 7 富山 1997

長崎ブリックホール ロールアウェイ 9 長崎 1998

ハウステンボス ロールアウェイ 13 長崎 1993

メルパルクホール ロールアウェイ 8 長野 1997

飯山市民会館 ロールアウェイ 12 長野 2001

寺泊文化センター ロールアウェイ 12 新潟 1995

小出郷文化会館 ロールアウェイ 9 新潟 1996

西山ふるさと館 ロールアウェイ 8 新潟 1997

中之島文化センター ロールアウェイ 12 新潟 1995

甲南女子大学 ロールアウェイ 5 兵庫 1998

三木学園白陵中学校・高等学校 ロールアウェイ 9 兵庫
竹原市民会館 ロールアウェイ 6 広島 1996

イベントワークステーション悠久館 ロールアウェイ 5 福井 1998

九州共立大学 ロールアウェイ 5 福岡 1993

大刀洗公民館 ロールアウェイ 8 福岡 1993

カルチャープラザＥｋｉ ロールアウェイ 10 北海道 1994

伊勢市生涯学習センター　いせトピア ロールアウェイ 9 三重 1996

一追小学校 ロールアウェイ 9 宮城 1998

えびの文化センター ロールアウェイ 6 宮崎 1994

山形県郷土館 ロールアウェイ 5 山形 1995

遊佐町中央公民館 ロールアウェイ 8 山形 1998

日置町文化交流会館 ロールアウェイ 12 山口 1993

巌中学校 ロールアウェイ 8 山梨 1997

橋本市民会館 ロールアウェイ 8 和歌山 1994

石川県立音楽堂 ディーバ 石川 2001

サンケイホールブリ―ぜ ディーバ 大阪 2008・10

那須が原ハーモニーホール ディーバ 栃木
三重県文化会館中ホール ディーバ 三重
長野県民文化会館 ディーバ天板 長野 2010

相馬市民会館 ディーバタワー T8 福島 2013・09

弘前大学 フォルテ天板 青森 2010

南風原町中央公民館 フォルテ天板 沖縄 2011・02

新川文化ホール ステージマスター T7　C2 富山 1995


