
2022年9月26日現在

音響・照明セット ¥90,000(税抜)　　☆…移動操作卓内蔵につき取り外しできません

メーカー YAMAHA メーカー Roland

型番 QL1 型番 XS-1HD

数量 1 数量 1

メーカー TASCAM メーカー TASCAM

型番 CD-500B 型番 SS-CDR250N

数量 1 数量 1

メーカー Panasonic メーカー Panasonic

型番 DMR-BRT1030 型番 DMR-T4000R

数量 1 数量 1

メーカー ADTECHNO メーカー SHURE

型番 LCD-1330S 型番 ULXD2/SM58-Z16

数量 1 数量 4

メーカー SHURE メーカー KIKUTANI

型番 SM58-SE 型番 DS-28

数量 2 数量 9

BD/DVD対応プレーヤー

録画可BD/DVD対応プレーヤー

※録画のご要望は別途ご相談くだ

さい

プレビュー用常設モニター

ピンマイク及びヘッドセットへの

差し替えは4本まで可能(無償)

※会場は最大A帯10波使用可能

スイッチ付き有線マイク
フレキシブルアーム付スタンド

司会台・演台向き

有線マイク（スイッチ付） 卓上マイクスタンド

デジタルAVスイッチャー☆

13インチ液晶モニター☆

デジタルミキサー☆

CDプレーヤー☆ SD/CDプレイヤー☆

1.2G帯ワイヤレスハンドマイク

デジタルミキサー

※インプット  32ch

アウトプット16ch

４×４マトリクス

最大WUXGA/1080p

EDIDエミュレータ搭載

HDCP対応

CD再生専用機

SDカード、USBフラッシュメモ

リ、CDの再生･録音が可能

※録音のご要望は別途ご相談くだ

さい

BD/DVDプレーヤー①☆ BD/DVDプレーヤー②☆

基本セット(ホール)
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メーカー audio technica メーカー audio technica

型番 AT8652 型番 AT8653S

数量 5 数量 9

メーカー TOA メーカー K＆M

型番 ST310F 型番 21020B(ST210/2B)

数量 4 数量 6

調光卓☆ ハイスタンド

メーカー Panasonic メーカー Panasonic

型番 NQ796 型番 NK32123K

数量 1 数量 4

1K折脚スタンド ボーダーハンガー

メーカー 東芝ライテック メーカー Panasonic

型番 AL-731-STAND 型番 NK31004

数量 10 数量 10

3連アーム フロアベース

メーカー Panasonic メーカー Panasonic

型番 NK32920 型番 NK32020K

数量 10 数量 10

フリーストップマイクスタンド ブームスタンド

灯体床置き設営用

卓上マイクスタンド 床上マイクスタンド

机上用スタンド ストレート床置きスタンド

フリーストップ床置きスタンド
ブーム床置きスタンド

弾き語りおよび楽器用

常設照明卓

シーン設定可能
照明用仮設スタンド(大)

照明用仮設スタンド(小)
灯体をバトンの吊位置より更に

下げる場合使用

1本のスタンドに複数台灯体を

設営する場合使用
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高所用金属操作棒 スポットライト

メーカー 東芝ライテック メーカー Panasonic

型番 AL-MCB-L 型番 NNQ30242

数量 2 数量 70

メーカー NEXO メーカー TANNOY

型番 PS15U L/R 型番 VX8

数量 縦×4、横×4 数量 12

常設天吊りスピーカー※場内天吊り 常設シーリングスピーカー※場内天吊り

メイン◎公称インピーダンス：

Passive 8Ω

Passive 260W / 8Ω

バトン照明の向きを調整

※長さ・重量ある為、取扱注意

フレネルレンズ仕様×60台

平凸レンズ仕様×10台

基本仕込からの変更は人件費別途

消費電力150W

メイン◎公称インピーダンス：

Passive 8Ω

Active HF 16Ω/LF 8Ω

Passive 1000-2000W / 8Ω
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映像セット　¥130,000(税抜)

メーカー Panasonic メーカー Panasonic

型番 PT-RZ12KJ 型番 PT-RZ970JLB

数量 1 数量 2

メーカー メーカー

型番 電動昇降300インチ 型番 電動昇降200インチ

数量 1 数量 2

メーカー sanwasupply メーカー ELECOM

型番 VGA-CVHD2 型番 AD-DPHBK

数量 4 数量 2

メーカー sanwasupply メーカー sanwasupply

型番 AD-MDPPHD01 型番 AD-ALCPHD01

数量 2 数量 1

Mini DisplyPort➤HDMIに変換 USB Type-C➤HDMIに変換

常設プロジェクター（縦）※場内天吊り 常設プロジェクター（横）※場内天吊り

Mini DisplyPort-HDMI変換アダプタ USB Type-C HDMI変換アダプタ

光源　レーザー

表示方式　DLP

明るさ　12,000 lm

画素数　1920×1200

消費電力　1200W

光源　レーザー

表示方式　DLP

明るさ　10,000 lm

画素数　1920×1200

消費電力　1050W

縦：300インチ

アスペクトフリー

横：200インチ

アスペクトフリー

D-sub➤HDMIに変換 DisplyPort➤HDMIに変換

D-sub HDMI変換アダプタ DisplyPort-HDMI変換アダプタ

常設スクリーン（縦）※場内天吊り 常設スクリーン（横）※場内天吊り

※機材のご利用は、別途 技術立会費を申し受けます。(料金は次ページ「技術立会費・オペレーター」をご参照ください。)

※プロジェクターには、HDMI対応PC×2台のみ接続可能です。

※上記は会場を全体利用とした場合の機材数となります。 会場を分割して使用する際は、 数に変更が生じる可能性がございますので、

ご了承ください。
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料金は室料に含む　　☆…移動操作卓内蔵につき取り外しできません

メーカー AMX メーカー TASCAM

型番 MST-1001 型番 SS-CDR250N

数量 1 数量 1

メーカー Panasonic メーカー ADテクノ

型番 DMR-BRS530 型番 SH1560＋SHSTD

数量 1 数量 1

メーカー audio-technica メーカー SHURE

型番 ATIR-T880 型番 SM58-SE

数量 6 数量 2

メーカー audio technica メーカー KIKUTANI

型番 AT8653S 型番 DS-28

数量 8 数量 4

タブレット式操作端末☆ SD/CDプレイヤー☆

赤外線ハンドマイク 有線マイク（スイッチ付）

BD/DVDプレイヤー☆ プレビューモニター☆

音響・映像・スクリーンをタッチ

パネルでコントロール

SDカード、USBフラッシュメモ

リ、CDの再生･録音が可能

※録音のご要望は別途ご相談くだ

さい

再生専用DVD/BD対応プレーヤー プレビュー用常設モニター

スタンダードな有線マイク

赤外線方式のワイヤレスマイク

※AB一括使用で最大6波使用可能

ピンマイク(ATR-T850)への

差し替えは2本まで可能

ストレート床置きスタンド
フレキシブルアーム付スタンド

司会台・演台向き

床上マイクスタンド 卓上マイクスタンド

基本セット(カンファレンス)
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メーカー Panasonic メーカー KIKUCHI

型番 PT-RZ570JW 型番 TGE-170HDW

数量 3 数量 3

メーカー YAMAHA

型番 NS-IC600

数量 24

メイン◎公称インピーダンス：

Passive 8Ω

Passive 110W / 8Ω

※料金・備品/機材内容につきましては、今後予告なく変更する可能性がございます。

※プロジェクターには、HDMI対応PC×2台のみ接続可能です。変換はお持込をお願いいたします。

※上記は会場を全体利用とした場合の機材数となります。 会場を分割して使用する際は、 数に変更が生じる可能性がございますので、

ご了承ください。

常設シーリングスピーカー※場内天吊り

常設プロジェクター※場内天吊り 常設スクリーン※場内天吊り

光源　レーザー

明るさ　5400lm

表示方式　DLP

画素数　1920×1200

消費電力　500W

170インチ　16:9

（横2面・縦1面)
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音響機材

メーカー SHURE メーカー SENNHEISER

型番 ULXD2/SM58-Z16 型番 MKE-2-5GOLD-C

料金(税抜) ¥10,000 料金(税抜) ¥10,000

在庫数 6 在庫数 4

メーカー DPA メーカー SHURE

型番 4188-DL-F-C00-MH 型番 SM58-LCE

料金(税抜) ¥10,000 料金(税抜) ¥2,000

在庫数 4 在庫数 5

メーカー SHURE メーカー SHURE

型番 SM58SE 型番 SM57-LCE

料金(税抜) ¥2,000 料金(税抜) ¥2,000

在庫数 10 在庫数 5

メーカー BOSE メーカー ElectroVoice

型番 F1 Model812 型番 Sx300

料金(税抜) ¥10,000 料金(税抜) ¥20,000

在庫数 2 在庫数 2

メーカー YAMAHA メーカー YAMAHA

型番 MSP3 型番 PC3301N

料金(税抜) ¥3,000 料金(税抜) ¥7,000

在庫数 2 在庫数 1

小規模PAまたは手元モニター用 モニタースピーカー用

楽器用有線マイク

スタンド付き
スピーカーケーブル付き

スタンド付き

パワードスピーカー(小) パワーアンプ

スイッチ付き有線マイク

パワードスピーカー(大)

1.2G帯ワイヤレスヘッドセットマイク

耳掛けタイプのマイク

※基本内でハンドと差し替えの際

は無償

モニタースピーカー2台セット

有線マイク

スタンダードな有線マイク

有線マイク（楽器用）有線マイク（スイッチ付）

1.2G帯ワイヤレスハンドマイク

通常の手持ちマイク

※会場は最大A帯10波使用可能

1.2G帯ワイヤレスピンマイク

クリップで胸元に固定するタイプ

※基本内でハンドと差し替えの際

は無償

追加機材料金
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メーカー DRAWMER メーカー YAMAHA

型番 DA6 型番 MG16XU

料金(税抜) ¥5,000 料金(税抜) ¥8,000

在庫数 2 在庫数 1

メーカー COUNTRYMAN メーカー TOMOCA

型番 TYPE85 型番 TFB-106S

料金(税抜) ¥2,000 料金(税抜) ¥2,000

在庫数 4 在庫数 1

メーカー CANARE メーカー TOMOCA

型番 16J12F12 型番 4-FM

料金(税抜) ¥4,000 料金(税抜) ¥2,000

在庫数 2 在庫数 2

メーカー Clear-Com メーカー TASCAM

型番 RS-702 型番 SS-CDR250N

料金(税抜) ¥30,000 料金(税抜) ¥8,000

在庫数 1 在庫数 1

メーカー Roland

型番 R07

料金(税抜) ¥3,000

在庫数 2

ICレコーダー

16chマルチボックス パラボックス

ヘッドセット付き

催事進行の会場内・ホワイエ・廊

下の連絡用

SDカード、USBフラッシュメモ

リ、CDの再生･録音が可能

※録音のご要望は別途ご相談くだ

さい

microSD対応のICレコーダー

有線インカム8台セット CDプレーヤー

ダイレクトボックスA グランドリフトスイッチ付トランスボックス

16回線の音声信号入出力

ケーブル（10m）付き

音声信号を簡易的に分配

レベルは固定

高インピーダンス機器/楽器など

の出力をローインピーダンスおよ

びバランス信号へ変換

要電源（9V電池or48V）

インピーダンスの整合・アンバラ

ンス機器の接続・ノイズ除去等

音声分配器 アナログミキサー

プレス等への複数音声出力

※ステレオ6分配

モノラル12分配

16入力
（マイク8入力・ライン8入力）
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照明機材

メーカー Panasonic メーカー USHIO

型番 NNQ30242 型番 SL PAR 155 ZOOM

料金(税抜) ¥1,000 料金(税抜) ¥3,000

在庫数 20 在庫数 50

メーカー 日本コーバン メーカー テクニカル・サプライ・ジャパン

型番 Source Four LED Lustr+ 型番 Bold BLINDER 200

料金(税抜) ¥5,000 料金(税抜) ¥3,000

在庫数 15 在庫数 8

メーカー USHIO

型番 SL eSTRIP 10 RGBW

料金(税抜) ¥5,000

在庫数 13

ロアーホリゾントライト

フルカラー(RGBW) LEDタイプ

ロアーホリゾントライト

W:100㎝

ソースフォー 2灯ミニブル

フルカラー LEDタイプ

26°レンズ付き

アイリスシャッター・メタルゴボ

付き

3000K LEDタイプ

ミニブル―トライト

フレネルスポットライト パーライト

3050K LEDタイプ

フレネルライト

フルカラー(RGBW) LEDタイプ

パーライト
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映像機材

メーカー Panasonic メーカー stumpfl

型番 PT-RZ660JW 型番 MBLF-193HD

料金(税抜) ¥100,000 料金(税抜) ¥50,000

在庫数 1 在庫数 1

メーカー IMAGENICS メーカー Panasonic

型番 SL61-C 型番 DMR-T4000R-K

料金(税抜) ¥50,000 料金(税抜) ¥25,000

在庫数 1 在庫数 1

メーカー IMAGENICS メーカー IMAGENICS

型番 HD-5 型番 CRO-UD12A

料金(税抜) ¥8,000 料金(税抜) ¥5,000

在庫数 1 在庫数 1

メーカー AD Tecno メーカー IMAGENICS

型番 LCD1015 型番 CRO-H26T

料金(税抜) ¥4,000 料金(税抜) ¥5,000

在庫数 2 在庫数 3

メーカー IMAGENICS メーカー IMAGENICS

型番 CRO-RS22A/DCE-H1RX 型番 VIC-165 

料金(税抜) ¥5,000 料金(税抜) ¥3,000

在庫数 各1台 在庫数 1

映像分配器(1入力5分配) 映像分配器(1入力2分配)

仮設プロジェクター※映写台含む 仮設スクリーン

光源　レーザー

表示方式　DLP

明るさ　6200lm

画素数　1920×1200

消費電力　700W

193インチ　アスペクト16：9

自立式スクリーン

シームレススイッチャー DVD/BDプレーヤー

6入力1出力のマルチシグナル映像

スイッチャー
BD/DVD対応プレーヤー

10.1インチモニターディスプレイ HDMI送信器

手元プレビュー用 HDMI信号の長距離伝送

HDMI受信器 RGB変換器

HDMI信号の長距離伝送

アナログRGB信号をHDMI信号に

変換

※ホールはHDMIのみの対応
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メーカー ELECOM メーカー Roland

型番 DST-C05BK 型番 UVC-01

料金(税抜) ¥3,000 料金(税抜) ¥8,000

在庫数 1 在庫数 2

USB-C ドックステーション

USB-C端子と周辺機器の接続

HDMI/RGB/LAN/USB/

SD/microSD

USBキャプチャー

会場音声・会場常設カメラ映像を

PCへ入力可能
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