
区分 規格等 数量
使用料
(１区分
につき)

使用場所 備考

音響

1 2,030 第１会議室　他

ミキサー(MG12XU)他、音響設備等を搭載した
ラックです。原則、第１会議室で使用。移動
させてホワイエ等でも使用することができま
す。

・ミキサー YAMAHA MG12XU 1 - 音響ラックに搭載

Channel１～４　ワイヤレスマイク
５・６及び７・８　有線マイク
９・10　ＣＤ・カセットデッキ
11・12　外部入力(ＲＣＡ端子)
(既設の接続を変更する場合は、事前に事務
所職員にお声がけください。また、使用後
は、元の接続に戻してください。)

・ワイヤレスチューナー TOA WT-D1804・WTU-D1800 1 - 音響ラックに搭載
ワイヤレスマイク４本同時使用可。
（ハンド型×３・タイピン型×１）

・ワイヤレスマイク充電器 TOA BC-2000 2 - 音響ラックに搭載 ワイヤレスマイクハンド型用。
・ＣＤ・カセットデッキ TEAC AD-RW950 1 - 音響ラックに搭載 録音することも可。
・ＢＤ・ＤＶＤプレーヤー Denon DN-500BD MKII 1 - 音響ラックに搭載
・パワーアンプ CLASSIC PRO CP500X 2 - 音響ラックに搭載 天井埋込スピーカー用のアンプです。
・天井埋込スピーカー Bose DS16F 4 - 第１会議室天井に設置

YAMAHA MG10XU 1 550 各室で使用可能
音響ラックが使用中であっても、他の施設で
音響設備を使用した会議等を演出することが
できます。

SHURE SM58SE 2 1,010 各室で使用可能
舞台で未使用時であれば舞台用の有線マイク
を使用可。

TOA WM-D1200 3 1,010 音響ラックと使用 タイピン型と併せて同時に４台使用可
TOA WM-D1300 1 1,010 音響ラックと使用 ハンド型と併せて同時に４台使用可

K&M 23325　他 若干数 100 各室で使用可能
舞台で未使用時であれば舞台用のマイクスタ
ンド(卓上・ストレート等)を使用可。

BOSE F1 Model 812 2 550 各室で使用可能

ホワイエ等で迫力のあるサウンドを演出でき
ます。
音響ラック、ミキサー等他の付帯設備と同時
使用する場合は、無料で貸し出します。

BOSE F1 Subwoofer 2 550 各室で使用可能 スピーカーとセットで使用

YAMAHA MS101-4 2 550 各室で使用可能
音響ラック、ミキサー等他の付帯設備と同時
使用する場合は、無料で貸し出します。

照明

Panasonic NTS01011WLE1 54 100
ホワイエ・第１・第２
会議室（各会議室前
ギャラリー含む。）

ホワイエ使用時は、ホワイエに設置している
レールライト８個を、無料で使用できます。
設置、回収は、使用者の責任で行ってくださ
い。脚立は、無料で貸し出します。
ダクトレールは、ホワイエ、第１会議室及び
第２会議室（各会議室前の通路を含む。）に
設置しています。設置場所は、下見等で確認
してください。

ワイヤレスマイク（ハンド型）
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品名

音響ラック

ミキサー

有線マイク

ワイヤレスマイク（タイピン型）

マイクスタンド

ポータブルパワードスピーカー

ポータブルパワードサブウーファー

モニタースピーカー

レールライト



区分 規格等 数量
使用料
(１区分
につき)
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品名

映像 Epson EB-L630U 1 500 第１会議室固定 第１会議室に天吊り。
Ricoh PJ WX5361N 1 500 各室で使用可能 移動式カートに設置。
Ricoh PJ WXL5860 1 500 各室で使用可能

ＢＤ・ＤＶＤプレーヤー Panasonic DMR-BRS520 1 500 各室で使用可能 移動式カートに設置。

IZUMI PJ-W 1

プロジェ
クター及
びBD･DVD
プレー
ヤーの使
用料がか
かりま
す。

各室で使用可能

ホワイエ等にカートを移動させてプロジェク
ターを使用できます。また、カートにスピー
カーを設置しているのに加え、モニタース
ピーカー等、別のスピーカーに接続すること
もできます。
カートには次の機器を搭載しています。
・プロジェクター(Ricoh PJ WX5361N)
・BD･DVDプレーヤ(Panasonic DMR-BRS520)
・スピーカー

IZUMI IS-SC140FS 1 - 第１会議室固定 第１会議室に天吊り。

IZUMI RS-100V 1 - 各室で使用可能

移動用プロジェクター使用時、もしくは、プ
ロジェクターを持込されたとき(別途、持込
器具料がかかります。)に無料で貸し出しま
す。

ファニチャー
LION RM-21MC 2 100 各室で使用可能

片面ホワイトボード(スクリーン兼用)
片面黒板(チョークはありません)

AICHI CTZ-1545B-WH81
（幅1500mm）

12 - 各室で使用可能
幕板あり。使用後は元の位置に戻してくださ
い。

AICHI CTZ-1545-WH81
（幅1500mm）

22 - 各室で使用可能
幕板なし。使用後は元の位置に戻してくださ
い。

AICHI CTZ-1545-WH81
（幅1500mm）

12 -
第２会議室にロの字に
配置。移動可

幕板なし。使用後は元の位置に戻してくださ
い。

AICHI CTZ-1845-WH81
（幅1800mm）

4 - 楽屋兼会議室
幕板なし。使用後は元の位置に戻してくださ
い。

AICHI TIPO-1M-SX-BK 120 - 各室で使用可能
使用後は、元の位置に戻して返却してくださ
い。ラック１台30脚

AICHI TIPO-1M-SX-BK 24 - 第２会議室常設 使用後は、元の位置に戻してください。
AICHI TIPO-1M-SX-BK 20 - 楽屋兼会議室 使用後は、元の位置に戻してください。
AICHI TIPO-1M-SX-BK 10 - 舞台下手 使用後は、元の位置に戻してください。

スクリーン（自立式）

プロジェクター（固定）
プロジェクター（移動可）

移動式カート

スクリーン（固定）

ホワイトボード

会議机

会議机

会議机

会議机

スタッキングチェア

スタッキングチェア
スタッキングチェア
スタッキングチェア
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品名

ＰＣ関係
OS:Windows10 Home
ﾒﾓﾘ:8GB
15.6インチ1920×1080
BD･DVDプレーヤー
USB3.2(Gen2)×1 他
(映像出力はHDMIのみ)
Office Business 2019 他

1 550 各室で使用可能

下記のソフトウェア等をインストール(設定)
しています。
・Microsoft Office Business 2019
・Epson iProjection
・ミキサー(MG12XU・MG10XU)ドライバ
・Zoomクライアント
・Teamsデスクトップ版
ZoomやTeamsでWeb会議を主催する場合は、使
用者のアカウントを設定してください。

Buffalo WARM-1266R 1 550 第１会議室に設置

使用時に、接続用セキュリティキーの設定を
行います。
貸出用ノートパソコンと同時使用の場合は、
使用料は無料です。

SANWA SUPPLY CMS-V60BK 1 550 各室で使用可能

最大画角180°のＵＳＢ接続で使用する会議
用カメラです。
貸出用ノートパソコンまたは無線アクセスポ
イントと同時使用の場合は、使用料は無料で
す。

その他 YAMAHA CLP575WA 1 各室で使用可能
1 第１会議室　他

若干数 各室で使用可能
1 500 持込機器の定格消費電力の合計が２kw未満
1 1,010 持込機器の定格消費電力の合計が２kw以上

○　音響・映像設備を使用する場合は、事前に事務所職員にお声がけください。
○　第１会議室以外でも音響・映像設備等を使用することができます。事前にご相談ください。
○　各付帯設備の数量に限りがあります。原則、先着順で受け付けますので、可能な限り申請時にお声がけください。
　　なお、各付帯設備の使用料は、実際に使用した設備の分のみ請求いたします。
○　ノートパソコンは、使用後、貸出前の状態にリストアいたします。
　　ＵＳＢメモリなどの外部記憶装置を使用する場合は、事前に使用する媒体のウイルスチェックをしておいてください。
　　また、アプリケーションをインストールすることはお止めください。

会議用カメラ

ノートパソコン

無線アクセスポイント

電子ピアノ
演台（会議室用）
白布
持込器具料Ａ
持込器具料Ｂ


