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記　号 横×縦 横縦比

WUXGA 1920×1200 16：10 2,304,000

E-58、F-35WXGA 1366× 768 16：9 1,049,088

A-310L、B-200、C-120L、
D-100L、D-88L、D-72L、E-50

D-Sub 15pin コンポジット

コンポーネント

（RCA connector）

HDMI

Cannon
（XLR connector）

（Component interface）

タイプ
（Projector）

ピクセル数
（Pixel）（Aspectratio）（Native/Max）（Resolution）

Mini pin

・いずれの備品も数に限りがございますので、早めに担当者までご相談ください。
There are limited numbers of equipment. Please ask sales staff for availability.

・記載の単価は、単位が時間表記を除き一日あたりの金額です。

・記載の金額は、消費税込みの金額です。
The fees shown on the list are tax included. 

・記載のサイズ表示の単位は全てミリメートルです。
The size shown on the list are milimeters（mm）.

・ビデオプロジェクターの解像度 （Resolution）

・コネクターの種類 （Connectors）

　　映像機器（Visual equipments） 音響機器（Audio equipments）
　  （接続ケーブルについてはご相談ください。）

ワゴンアンプ（機器構成：CDプレーヤー）
CDプレーヤーは別途　￥4,200/日
※CD-R・SDカード・USBメモリに
　音声ファイルの記録・再生が可能。
　但し、記録はMP3形式に限る。
※マイクは8本まで接続可能
　内4本まで赤外線ワイヤレスマイクに変更可
Fee（1 unit）
8,400 yen / day
Remarks
Amp Wagon (Additional items：CD player）
4,200 yen per day each.
※ The use of CD-R,CD-RW,SD-Card,
USB-Memory costs an additional
※ Up to eight microphones can be 
connected (up to four of them can be 
changed to wireless (infrared))

移動型拡声装置（A）
Movable PA System（A）

一式 ￥8,400/日
スタンド付き小型スピーカー

Fee
1,200 yen / day
Remarks
Small speaker on a stand

スピーカー（B）
Speaker（B）

一台 ￥1,200/日

リクエストマイク
※オペレーター（別途料金）ご用命下さい

Fee
2,100 yen / day
Remarks
Conference microphone 
※ Operator will be required (additional 
charge)

会議用発言装置
Request Microphone

￥2,100/日

DPA 4088-DLA-F00-LH-S

Fee
4,200 yen / day

ワイヤレスマイク（ヘッドセット型）
Wireless Headset Microphone

一本 ￥4,200日

SHURE ULXD4D-AB
ヘッドセットマイク利用時
（特別会議場・会議室1001～3・メインホール・
イベントホールは除く）

Fee
11,000 yen / day
Remarks
Tuner for Wireless Headset Microphone
(Except at Conference Hall, Conference 
room 1001-3, Main Hall and Event Hall)

ワイヤレス受信機
Wireless Tuner

￥11,000/日

ダイナミックマイク

Fee
2,100 yen / day
Remarks
stand variations : vertical stand

boom stand
small table-top stand

マイクロホン（B）
Dynamic Microphone（w/stand）

一本 ￥2,100/日

レクチャーアンプ(有線マイク１本付き)
有線マイク1本/ワイヤレスマイク1本追加利用可
別途：有線マイク￥2，100/ワイヤレスマイク
￥4，200

Fee（1 unit）
6,300 yen / day
Remarks
Lecture Amplifier 
(One microphone with cable included) 
One wired microphone / one wireless 
microphone is available with additional 
charge. 
(wired mic. 2,100 yen / wireless mic. 4,200 
yen) 

移動型拡声装置（B）
Movable PA System（B）

一式 ￥6，300/日

赤外線ワイヤレスタイプ　
（移動型拡声装置（A）で利用）
A帯、B帯ワイヤレスマイクが利用可能な会場有
（写真は赤外線ワイヤレスタイプ）
 

Fee
4,200 yen / day
Remarks
Infrared wireless type 
(to be used with Movable PA System (A)) 

ワイヤレスマイク（ハンド型）
Wireless Hand-Held Microphone

一本 ￥4,200/日

ポータブルアンプ（有線マイク１本付き)
ワイヤレスマイク1本追加利用可
（別途 ￥4,200）

Fee（1 unit）
4,200 yen / day
Remarks
Portable Amplifier 
(One microphone with cable included) 
One wireless microphone is available with 
additional charge (4,200 yen) 

移動型拡声装置（C）
Movable PA System（C）

一式 ￥4,200/日

赤外線ワイヤレスタイプ　
（移動型拡声装置（A）で利用）
A帯、B帯ワイヤレスマイクが利用可能な会場有
（写真は赤外線ワイヤレスタイプ）
 

Fee
4,200 yen / day
Remarks
Infrared wireless type 
(to be used with Movable PA System (A)) 

ワイヤレスマイク(タイピン型）
Wireless Lavaliere Microphone

一本 ￥4,200/日

１チャンネル、１ブース
通訳卓2卓
※オペレーター（別途料金）ご用命下さい

Fee
16,800 yen / day
Remarks
1 channel, 1 booth, 2 interpreter units 
※ Operator will be required (additional 
charge)

同時通訳設備
Simultaneous Interpretation System

￥16,800/日
赤外線方式（8ｃｈ）
BOSCH  LBB4540

Fee
630 yen / day
Remarks
Infrared system (8ch)

同時通訳レシーバー
Simultaneous Interpretation Receiver

￥630/日
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3500lm
WXGA
天井固定式（会議室1102/802/803/804/805/806）
Panasonic PT-FW430（液晶）

ビデオプロジェクター（F-35）
Video Projector（F-35）

一式 ￥15,800/１日目
（2日目 ￥4,700、3日目以降 ￥3,200）

Fee（Per unit）
15,800 yen（1st day）
4,700 yen（2nd day）
3,200 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 3500lumens
WXGA（resolution 1366×768）
Fixed（for Conference Room 1102/802/803/
804/805/806）
Panasonic PT-FW430（LCD type）

ビデオプロジェクター（A-310L） Video Projector（A-310L）

一式　￥282,900/1日目
（2日目￥84,900､ 3日目以降￥56,600)

Fee（Per unit）
282,900 yen（1st day）
84,900 yen（2nd day）
56,600 yen（3rd day and after）

31000lm 
WUXGA
メインホール固定式
Panasonic PT-RZ31KJ

Remarks
Brightness 31000lumens
WUXGA
  （resolution 1920×1200）
Fixed（Main Hall）
Panasonic PT-RZ31KJ

12000lm
WUXGA
特別会議場固定式/移動式
Panasonic PT-RZ12KJ

ビデオプロジェクター（C-120L） 
Video Projector（C-120L）

一式 ￥198,000/１日目
（2日目￥59,400、3日目以降￥39,600）

Fee（Per unit）
198,000 yen（1st day）
59,400 yen（2nd day）
39,600 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 12000lumens
WUXGA（resolution 1920×1200）
Fixed（Conference Hall）/Movable
Panasonic PT-RZ12KJ

8800ｌｍ
WUXGA
天井固定式（会議室1202）　
Panasonic PT-RZ890JLW

ビデオプロジェクター（D-88L）
Video Projector（D-88L）

一式 ￥55,000/１日目

Fee（Per unit）
55,000 yen（1st day）
16,500 yen（2nd day）
11,000 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 8800lumens
WUXGA（resolution 1920×1200）
Fixed（for Conference Room 1202）
Panasonic PT-RZ890JLW

（2日目￥16,500、3日目以降￥11,000）

ビデオプロジェクター（B-200） Video Projector（B-200）

一式　￥262,000/1日目
（2日目￥78,500､ 3日目以降￥52,400)

20000lm
WUXGA
移動式
Panasonic PT-DZ21K2J

Fee（Per unit）
262,000 yen（1st day）
78,500 yen（2nd day）
52,400 yen（3rd day and after）

Remarks
Brightness 20000lumens
WUXGA
  (resolution 1920×1200)
Movable
Panasonic PT-DZ21K2J

7200lm
WUXGA
移動式（中・小規模会場用）
Panasonic PT-RZ770JW

ビデオプロジェクター（D-72L）
Video Projector（D-72L）

一式 ￥55,000/１日目
（2日目￥16,500、3日目以降￥11,000）

Fee（Per unit）
55,000 yen（1st day）
16,500 yen（2nd day）
11,000 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 7200lumens
WUXGA(resolution 1920×1200）
Movable(for medium and small-size rooms)
Panasonic PT-RZ770JW

5000lm
WUXGA
移動式（小規模会場用）
Panasonic PT-VZ585NJ

ビデオプロジェクター（E-50）
Video Projector（E-50）

一式 ￥31,500/１日目
（2日目￥9,400、3日目以降￥6,300）

Fee（Per unit）
31,500 yen（1st day）
9,400 yen（2nd day）
6,300 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 5000lumens
WUXGA(resolution 1920×1200）
Movable（for small-size rooms)
Panasonic PT-VZ585NJ

10000lm
WUXGA
移動式
Panasonic PT-RZ970JW

ビデオプロジェクター（D-100L） 
Video Projector（D-100L）

一式 ￥110,000/１日目
（2日目￥33,000、3日目以降￥22,000）

Fee（Per unit）
110,000 yen（1st day）
33,000 yen（2nd day）
22,000 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 10000lumens
WUXGA（resolution 1920×1200）
Movable
Panasonic PT-RZ970JW

5800lm
WXGA
天井固定式（会議室1008/1009）
Panasonic PT-EW640J（液晶）

ビデオプロジェクター（E-58）
Video Projector（E-58）

一式 ￥31,500/１日目
（2日目 ￥9,400、3日目以降 ￥6,300）

Fee（Per unit）
31,500 yen（1st day）
9,400 yen（2nd day）
6,300 yen（3rd day and after）
Remarks
Brightness 5800lumens
WXGA（resolution 1366×768）
Fixed（for Conference Room 1008/1009)
Panasonic PT-EW640J（LCD type）
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