
■ 舞台袖設備
※舞台袖での機材操作は利用者様にお願いしております。

機材の操作方法は当日のオペレーターにお聞きください。
当館の方で操作希望でしたら、追加発注も可能です。
不明点はお問い合わせください。

■ 調整室 ※オペレーター1名（音響・照明・映像いずれか）の発注が必須です。

照明操作パネル

調整室の機材操作は基本的にオペレーターが行います。

ビデオ・スイッチャー
Roland V-40HD

音響ミキサー
Panasonic WR-D40

照明操作卓
松村電機 F105

※照明の簡易操作は舞台袖でも可能です。

1chリモートステーション
Clear-Com KB-701 

※調整室との連絡にご利用いただけます。

HD ビデオ・スイッチャー
Roland V-1HD

ディストリビューション・アンプ
DRAWMER DA-6 

※会場内のマイク音声を、
入力する際にご利用いただけます。

オーディオ/モノラル対応可。

２chリモートステーション
Clear-Com KB-211

。 作業用机（グレー） ×1台
w1800×d600×h700

作業用椅子 ×3脚
w495×d525×h785 sh430

内線電話 ×1台
※外線不可

未来館ホール
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電源 LOG AUDIO  LD2000

MD/CDプレーヤー TASCOM MD-CD1MKⅡ

DVD/VHSレコーダー TOSHIBA D-VDR9

DVDレコーダー SONY RDR-HX72 

ブルーレイレコーダー Panasonic DMR-BW-970-K

ブルーレイレコーダー Panasonic DMR-BW-970-K

1入力4出力映像・音声分配器 イメージニクス DA-144

VHSレコーダー Panasonic BS555 

RGB ビデオ ステレオ音声 マトリクススイッチャー IDK MRX-602HS

電源ユニット Log Audio LD2000

4チャンネル・ラックマウント・リモート・ステーション CLEAR-COM RM440

HDMI・RGB・コンポーネント入力端子

HDMIツイストペアエクステンダー Extron HDMI201 / MTP RL 15HD RS

ステレオオーディオスイッチャー Extron SW VGA

HDMI 1入力3分配器 IMAGENICS CRO-HD13

【面積】400㎡
【天井高】7ｍ
【通常レイアウト】
固定席244席
※追加44席、
車椅4台の合計292席



■ 同時通訳 ※同時通訳利用の際は追加で1名のオペレーターの発注が必要になります。
また通訳者の手配は、主催者様でお願い致します。

■ 舞台上設備

ステージ
w9160（中央円形部 6790Φ）

同時通訳ブース ×2室
カウンター w1570×D500

通訳者用ユニット・ヘッドホン ×4台
BOSCH/DCN-IDESK-L

赤外線受信機4ch ×300台
BOSCH/LBB4540/04

※使用1台につき50円の
イヤホン清掃料がかかります。

■ 客席 ※未来館ホール内は飲食をご遠慮いただいております。
ペットボトル、水筒等、キャップがあれば問題ございません。

スクリーン
投影サイズ 約230インチ

プロジェクター
EPSON/EB-L1505UH

レンズ
EPSON/ELPU03S

12,000lm リア投影

■ 舞台上用備品

最前列客席 ×16席
w650×d450 sh420

テーブル（w360×d300×h640）付き

客席付属電源
最前列：電源 2列目以降：電源、USB

通常客席 ×218席
w650×d450 sh420

テーブル（w360×d330×h680）付き

演台(白・Miraikanロゴ) ×1台
w1000×d590×h910

演台(茶) ×1台
w1200×d600×h1100

後方両脇客席 ×10席
w650×d450 sh420

テーブル（w360×d300×h640）付き

追加座席 44脚
w470×d470×h805 sh440

※客席後列に並べることができます

車椅子スペース
w3550～3870×d620～1000×h775

車椅子4台までご利用可
※床に電源4口有

花台(白)×2台
花台(茶)×1台

w500×d550×h700

司会者台(白)×1
W600×ｄ450×ｈ1000

司会者台(茶)×1
W600×ｄ450×ｈ1000

未来館ホール
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ホワイトボード（w1200×h900）
×1台

マグネット（バー、丸形）、
イレイザー、ボードマーカー黒・赤・青

ステージ用机(茶) ×8台
w1800×d600×h700

パネラー用机(1名掛け) ×4台
W750×d550×h700

アクリルパーテーション(木目)
×５台

W880×d500×h1840 厚み2

感染症対策空気清浄機×1台
トルネックス AJFMJH

アクリルパーテーション
×6台

W915×d500×h1920 厚み13

ステージ用スタッキングチェア(紺)
×10脚

w525×d520×h755 sh410

ステージ用ハイチェア×5脚
w400×d400×h890 sh700

ステージ用回転チェア×3脚
w350×d400×h800～900

sh600～730

有線マイク ×6本
Shure/SM58 

ワイヤレスマイク ×6本
Shure/ULXD2

ピンマイク ×6個
Shure/ULXD1

HDMIケーブル ×6本 RGBケーブル ×6本 電源タップ ×3本 卓上ムーブマイクスタンド ×3本
h460～590

卓上マイクスタンド ×3本
h400

ヘッドセット ×2個
SHURE/Beta53

※ピンマイクをセットしてご利用いただけます。

転がしモニター ×1台
ProLite X3291HS

31.5インチ

転がしモニター ×2台
NEC/LCD-V323-3

32インチ

液晶ディスプレイ(移動式) ×2台
MITSUBISHI/LCD-52MZW100

52インチ

ムーブマイクスタンド ×3本
h1050～1750

マイクスタンド ×3本
h920～1520

XLRケーブル ×10本

未来館ホール
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※ワイヤレスマイクとピンマイクは合計6本まで同時利用可能です。

※インチ数が異なる為、2台利用時は配線を分けてください。



■ ホワイエ ※未来館ホール出入口付近です。 ■ 控室 月
※ ご利用を希望される際は申込書にご記入ください。

未来館ホールをご利用の場合は室料無料です。
別途清掃料金が必要です。

お手洗い設備
女性用：個室7

男性用：個室2 小用8

受付用机 ×2台
w1800×d600×h700

受付用イス ×4脚
w495×d525×h785 sh430

■ クローク ※受付としてもご利用いただけます。

１名掛け革張りソファ ×4台
w790×d790×h730 sh390

２名掛け革張りソファ ×2台
w1500×d790×h730 sh390

机 ×2台
w1200×d500×h395

クロークカウンター
w2520×d645×h750

カウンター内棚 ×1台
w1200×d280×h1800

クローク棚 ×6台
w1180×d430×h1800

ハンガーラック ×1台
w915×d550×h1700

ハンガー×9個

ハンガーラック ×1台
w830×d520×h1570

ハンガー×9個

モニター ×1台
SHARP LC-32BH30

内線電話 ×1台
※外線不可

親子札×各100個
赤・白・青

傘立て ×5台
w870×d300×h500

内線電話 ×1台
※外線不可

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

未来館ホール付帯施設
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【面積】19㎡
【定員数】8名
※応接タイプの控室です。



DLPプロジェクター
Panasonic PT-D5700

(10000lm)

スクリーン
投影サイズ 約260インチ

プロジェクター投影比率 4:3

演台 ×1台
w900×d500×h1000

ワイヤレスマイク ×3本
Panasonic WX-4100B

マイクスタンド ×3本
Panasonic WN-5120

卓上マイクスタンド ×2本
Panasonic WN-275

演台 ×1台
w900×d450×h1000

引出し式観客席（40席）
※使用する際は事前に申請が必要です。

スタッキングチェア(黒) ×180脚
w485×d530×h795 sh440

※イノベーションホール付属の
倉庫内に収納されています。

バトン操作制御盤(部分)
バトン操作パネル

バトン操作制御盤(部分)
照明(プリセット)操作パネル

調光コントローラー
Leprecon LP-624

※専門知識が必要です。基本的には
照明操作パネルをご利用ください。

内線電話 ×1台
※外線不可

C型コンセント変換電源プラグ ×8本 感染症対策空気清浄機×1台
トルネックス AJFMJH

イノベーションホール

9 10

■ 音響・照明システム

デジタルミキサー YAMAHA 01V96V2

プロジェクター電源、プロジェクター映像選択

HDMI・RGB・AUDIO・VIDEO入力、コンセント

スライド棚

MDデッキ TEACAM MD-350

CDプレーヤー TEACAM CD-01U

ワイヤレスマイク、ワイヤレスマイク用エネループ収納

マルチシグナル対応シームレススイッチャー IMAGENICS SL-41B

NetLinx インテグレートコントローラー AMX NX-1200

有線マイク入力（4本まで使用可）

ワイヤレスチューナー Panasonic WX-4040B

【面積】195㎡
【天井高】8ｍ
【通常レイアウト】
何も無い状態



マイクスタンド ×1本
K&M

卓上マイクスタンド ×1本
Panasonic WN-275

液晶ディスプレイ(移動式)×1台
75インチ

NEC MultiSync C751Q

演台 ×1台
w900×d500×h1000

CDプレーヤー TASCAM CD-450
※演台付近に設置

※ステレオミニプラグ接続で音声出力可能 ホワイトボード ×1台
w1200×h900

マグネットバー、マグネット
イレイザー、ボードマーカー

スタッキングチェア(メッシュ・白)
×63脚

w480×d530×h790 sh430

キャスター付き長机(白) ×21台
w1800×d600×h700

ミキサー
MACKIE 1202-VLZ PRO

ワイヤレス受信器
Shure/GLXD4  2台

※充電池は右側に収納されています

ワイヤレスマイク
Shure/GLXD2/SM58 ×2本
リチウムイオン充電池 SB902 ×4本

内線電話 ×1台
※外線不可

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

空気清浄機 ×2台
MITSUBISHI MA-PV90A

天王星ルーム
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■ 音響システム

録音用ダブルカセットデッキ TOWA/TCC-5000W

ハイパワーアンプ Panasonic/WX-4910

混合分配器 Panasonic/WX-4020B

電源制御ユニット Panasonic/WU-L-67

【面積】110㎡
【天井高】3ｍ
【通常レイアウト】
スクール形式
『63席』



■ 操作ブース

入力端子
（XLR、RCA、RGB、HDMI、電源）

タッチパネルモニター CV-512PJ

※プロジェクター、スクリーン、照明、スピーカーの操作可能。
プロジェクターは必ずタッチパネルで変更して下さい。

マルチスイッチャー IMAGENICS SL-41B
※ビデオ入力、PC入力（VGA,HDMI）が可能です

ビデオデッキ(チューナー付) Panasonic NV-SVB1T

電源制御ユニット Panasonic WU-L67

ワイヤレスマイク
Shure GLXD2/SM58 4本
リチウムイオン充電池 5本

マイクスタンド ×1本
SONY B-50A

卓上マイクスタンド ×1本
Panasonic WN-275

WUXGA LED光源ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
Panasonic  PT-RZ660JW

(6000lm)

120インチ 電動昇降スクリーン
オーエス EA-V120

演台 ×1台
w900×d500×h1000

ホワイトボード ×1台
w1200×h900

マグネットバー、マグネット
イレイザー、ボードマーカー

スタッキングチェア(メッシュ・白)
×105脚

w480×d530×h790 sh430

キャスター付き長机(白) ×35台
w1800×d600×h700

コンパクトミキサー
Panasonic RAMSA WR-X02

液晶モニター
SHARP LL-T15G3H

ワイヤレス受信器
Shure  GLXD4  4台

※充電池は右側に収納されています

内線電話 ×1台
※外線不可

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

空気清浄機 ×2台
MITSUBISHI MA-PV90A

土星ルーム
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【面積】160㎡
【天井高】3ｍ
【通常レイアウト】
スクール形式
『105席』



感染症対策空気清浄機×1台
トルネックス AJFMJH

■ 音響等システム
※スピーカーは天井埋め込み8か所

ワイヤレスマイク ×2本
SHURE QLXD2/SM58

※電池はエネループをご使用ください

マイクスタンド ×２本
Panasonic WN-5120

単3充電池 エネループ ×4本
充電器

（ワイヤレスマイク用）

液晶ディスプレイ(移動式) ×1台
75インチ

NEC MultiSync C751Q

円卓(折り畳み式) ×10台
1500Φ×h700

※テーブルクロス利用は1枚1,000円
（事前申請制）

宴会用イス（白、スタッキング可） ×80脚
w470×d460×h885 sh420

※パントリーに収納されています

ホワイトボード ×1台
w1200×h900

マグネットバー、マグネット
イレイザー、ボードマーカー

内線電話 ×1台
※外線不可

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

木星ルーム
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パワーアンプ(スピーカーコンセント用)  Panasonic  WP-9300

パワーアンプ(シーリングスピーカー用)  Panasonic WP-C104

パワーアンプ(シーリングスピーカー用)  Panasonic WP-C104

グラフィックイコライザー Panasonic WZ-9311 （4台）

美術バトン操作スイッチ

オーディオミキサー Panasonic
WR-X22

CDプレーヤー TEACAM CD-450

カセットデッキ TASCAM  112RMK2 （2台）
※1台は録音専用

ラックマウント受信機2CH SHURE ULXD4D-J51

電源制御ユニット Panasonic WU-L67

【面積】180㎡
【天井高】5ｍ～6.5m
【通常レイアウト】
何も無い状態
※日中は明るいので
プロジェクターの
使用には不向きです。



ワイヤレスマイク ×2本
SHURE QLXD2/SM58-JB

ピンマイク ×1セット
SHURE QLXD1

マイク充電器 ×1個
SHURE SBC200

■ 操作システム

DLPプロジェクター ×1台
Panasonic  PT-RZ660JW

6000lm

演台 ×1台
w500×d610×h1160

キャスター付き長机(白) ×11台
w1800×d600×h700

スタッキングチェア(メッシュ・白)
×30脚

w480×d530×h790 sh430

傘立 ×1台
w600×d300×h500

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

ホワイトボードシート
w600×h900

マーカー、イレーザー付
※裏のドアに貼ってあります。

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

水星ルーム
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ワイヤレスタッチパネル 9.7インチ iPad Pro 

※プロジェクター、マイク、音響の操作が可能

主電源ユニット JVC PS-P32-B

HDMI・RGB・AUDIO・VIDEO入力

有線マイク入力（1本）、コンセント

Blu-ray Discレコーダー SONY BDZ-ZW500

ソリッドステートCDレコーダー TEACAM SS-CDR200

マルチシグナル対応シームレススイッチャー
IMAGENICS SL-41B

【面積】80㎡
【天井高】3m
【通常レイアウト】
ロの字形式『30席』



ワイヤレスマイク ×2本
SHURE QLXD2/SM58-JB

ピンマイク ×1セット
SHURE QLXD1

マイク充電器 ×1個
SHURE SBC200

■ 操作システム

DLPプロジェクター ×1台
Panasonic  PT-RZ660JW

6000lm

演台 ×1台
w500×d610×h1160

キャスター付き長机(白) ×1台
w1800×d600×h700

スタッキングチェア(青)×12脚
w566×d630×h807 sh465
メモ台 w250×d320×t10

スタッキングチェア(白) ×24脚
w566×d630×h807 sh465
メモ台 w250×d320×t10

傘立 ×1台
w600×d300×h500

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

ホワイトボードシート
w600×h900

マーカー、イレーザー付
※裏のドアに貼ってあります。

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

火星ルーム
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ワイヤレスタッチパネル 9.7インチ iPad Pro 

※プロジェクター、マイク、音響の操作が可能

主電源ユニット JVC PS-P32-B

HDMI・RGB・AUDIO・VIDEO入力

有線マイク入力（1本）、コンセント

Blu-ray Discレコーダー SONY BDZ-ZW500

ソリッドステートCDレコーダー TEACAM SS-CDR200

マルチシグナル対応シームレススイッチャー
IMAGENICS SL-41B

【面積】80㎡
【天井高】3m
【通常レイアウト】
シアター形式『36席』



ワイヤレスマイク ×2本
SHURE QLXD2/SM58-JB

ピンマイク ×1セット
SHURE QLXD1

マイク充電器 ×1個
SHURE SBC200

■ 操作システム

DLPプロジェクター ×1台
Panasonic  PT-RZ660JW

6000lm

演台 ×1台
w500×d610×h1160

キャスター付き長机(白) ×1台
w1800×d600×h700

スタッキングチェア(青)×12脚
w566×d630×h807 sh465
メモ台 w250×d320×t10

スタッキングチェア(白) ×36脚
w566×d630×h807 sh465
メモ台 w250×d320×t10

傘立 ×1台
w600×d300×h500

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

ホワイトボードシート
w600×h900

マーカー、イレーザー付
※裏のドアに貼ってあります。

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

金星ルーム
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ワイヤレスタッチパネル 9.7インチ iPad Pro 

※プロジェクター、マイク、音響の操作が可能

主電源ユニット JVC PS-P32-B

HDMI・RGB・AUDIO・VIDEO入力

有線マイク入力（1本）、コンセント

Blu-ray Discレコーダー SONY BDZ-ZW500

ソリッドステートCDレコーダー TEACAM SS-CDR200

マルチシグナル対応シームレススイッチャー
IMAGENICS SL-41B

【面積】80㎡
【天井高】3m
【通常レイアウト】
シアター形式『48席』



応接タイプ机(ダークブラウン)
×14台

w1800×d600×h720

応接タイプ椅子(黒)×28脚
w570×d615×h780 sh440

机 ×4台
w1800×d600×h700

キャスター付きイス ×12脚
w520×d530×h790 sh440

4Kテレビモニター ×1台
70インチ

SHARP LC-70XG35

内線電話 ×1台
※外線不可

ホワイトボード
w1200×h940

ハンガーラック
ハンガー×13個

w915×d550×h1700

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

ミニキッチン 120L 冷蔵庫
シンク・給湯設備 HITACHI R-12RA

分別ごみ箱
各w250×d310×h720

※45リットルを超えるゴミは有料です

空気清浄機 ×２台
MITSUBISHI MA-PV90A

内線電話 ×1台
※外線不可

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

海王星ルーム
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控室

■ フォボス【面積】105㎡
【天井高】4.2m
【通常レイアウト】ロの字形式『28席』

【面積】21㎡
【定員数】12席



机 ×4台
w1800×d600×h700

キャスター付きイス ×12脚
w520×d530×h790 sh440

ハンガーラック
ハンガー×13個

w915×d550×h1700

机×2台
w1800×d900×h700

スタッキングチェア(青)×4脚、（白）×8脚
w566×d630×h807 sh465

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

ホワイトボード
w1200×h940

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

内線電話 ×1台
※外線不可

ホワイトボード
w900×h600

コート掛け 姿見
400φ,h1770 w370×h1530

内線電話 ×1台
※外線不可

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

控室
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■ ダイモス ■ イオ

電源タップ 4口×3本

傘立て
w320×d240×h455

空気清浄機 ×2台

MITSUBISHI MA-PV90A

【面積】22㎡
【定員数】12席

【面積】22㎡
【定員数】12席



机×1台
w1500×d900×h700

スタッキングチェア(青)×2脚、（白）×2脚
w566×d630×h807 sh465

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

机×2台
w1800×d900×h700

スタッキングチェア(青)×4脚、（白）×8脚
w566×d630×h807 sh465

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

ホワイトボード
w900×h600

コート掛け 姿見
400φ,h1770 w37×h1530

傘立て
w320×d240×h455

ホワイトボード
w900×h600

コート掛け 姿見
400φ,h1770 w370×h1530

傘立て
w320×d240×h455

空気清浄機 ×１台
MITSUBISHI MA-PV90A

内線電話 ×1台
※外線不可

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

空気清浄機 ×１台
MITSUBISHI MA-PV90A

内線電話 ×1台
※外線不可

ゴミ箱 ×1台
w330×d240×h600

※45Lを超えるゴミは有料となります

控室
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■ エウロパ ■ ガニメデ

【面積】12㎡
【定員数】4席

【面積】22㎡
【定員数】12席



机×1台
w1800×d900×h620

椅子×4脚
w600×d570×h700

ハンガーラック
ハンガー×6個

w915×d550×h1700

机×1台
w1800×d600×h700

椅子×4脚
w600×d570×h700

ハンガーラック
ハンガー×6個

w915×d550×h1700

姿見
w360×h1580

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

水回り
トイレ・洗面台・シャワーブース

姿見
w360×h1580

32インチモニター
SHARP LC-32BH30

水回り
シャワーブース・洗面台・トイレ

棚
w400×d400×h700

内線電話 ×1台
※外線不可

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

内線電話 ×1台
※外線不可

空気清浄機 ×1台
MITSUBISHI MA-PV90A

控室
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■ タイタン ■ トリトン

【面積】14㎡
【定員数】4席

【面積】14㎡
【定員数】4席



ステージ用スカート

■ 机・椅子等 ※一部を除き美術倉庫内に収納されています。
事前に希望数量を申請ください。
当日ご利用希望の際は利用者様でご移動・ご返却をお願いいたします。

ホワイトボード ×2台
w1800×h900

ステージ ×7台
w2000×d1000×h200・400・600

キャスター付き長机(木目) ×22台
w1500×d600×h700

キャスター付き長机(白) ×34台
w1800×d600×h700

宴会用テーブル(木目) ×8卓
1500φ ×h700

ハイテーブル × 16台
600φ×h1070

スツール ×6脚
350φ×h565～815程度

スタッキングチェア(メッシュ・白)
×12脚

w480×d530×h790 sh430

折りたたみ長机(白)×4台
折りたたみ長机(ライトグレー)×4台

w1800×d600×h700

会議机 ×13台
w1800×d600×h700

長机用テーブルクロス
(白・紺・アイボリー)×各色5枚

w3200×d2000
※有料1,000円(税別)

スタッキングチェア(紺) ×20脚
w525×d520×h755 sh410

スタッキングチェア(白)×366脚
w566×d630×h807 sh465

メモ台（白）×30台
w250×d320×t10

スタッキングチェア(青)×42脚
w566×d630×h807 sh465

メモ台（青）×11台
w250×d320×t10

長机用BOX型テーブルクロス
(白・紺・アイボリー)×各色20枚

w1800×d600×h700
※有料1,000円(税別)

円卓用テーブルクロス
(白)×20枚

2700Φ
※有料1,000円(税別)

円卓用トップクロス
(紺)×20枚

Ｗ1800×ｄ1800
※有料1,000円(税別)

ガラスサインスタンド（A4横） ×10台
w400×d230×h1170

サインスタンド（A3横） ×14台
w440×d300×h1120

(土台 φ300)

傘立て ×6台
w900×d170×h450

共通貸出備品 No.1

共通貸出備品は無料でご利用いただけます（テーブルクロスを除く）。
利用審査後、「機材備品利用申込書」をお送りしますので、開催日の2週間前までにご提出ください。
複数の催事が重なった場合等、ご希望に添えないこともございます。
不明点は施設利用担当までお気軽にご相談ください。
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黒、プリーツ無し
w2400×h200・400・600

紺、ベルベット
w2400×h200・400・600

藍、サテン
w2400×h200・600



■ 電子機器

ﾚｰｻﾞ光源ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(移動式)
PT-RZ570JW
WUXGA5200lm

100インチ スクリーン(移動式)
KIC KPR-100
w2200×h2400

4Kテレビモニター ×1台
70インチ

SHARP/LC-70XG35

卓上モニター ×2台
Philips/223V(21.5インチ)

簡易PAシステム ×1台
Panasonic WX-PS200

付属ワイヤレスマイク ×3本

簡易PAシステム用スタンド 音響ミキサー ×1台
MACKIE/1202-VLZ PRO

コンパクト・サンプラー ×1台
Roland/SP-404SX

ヘッドホン ×4台
SONY/MDR-CD900ST

有線マイク ×7本
SONY/F-780 

有線マイク ×3本
Audio-Technica/AT-PV700

有線マイク ×4本
SHURE/BETA58A

ダイナミックマイクロフォン

RGBスイッチャー ×4台
ELECOM DT SP24-VGA

HDMIスイッチャー ×4台
サンワサプライ 400-sw026

ワイヤレスピンマイク ×2台
Panasonic/WX-4300

※イノベーションホール用
ワイヤレスマイクと交換

ワイヤレスピンマイク ×2台
Shure/ GLXD1

※天王星・土星ルーム用
※ワイヤレスマイクと交換

ビデオスイッチャー×2台
Roland/

VR-1HD AVストリーミング・ミキサー

ビデオスイッチャー用
接続USB3.0ケーブル(5ｍ)×2本

StarTech/USB3SAB5M

共通貸出備品 No.2 ※当日、施設利用担当からお渡しします。
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HDビデオ会議システム ×1セット
SONY PCS-XG100S

※館内のホール・会議室同士で使用可

Overhead Projector ×2台
3M 9800

USBマルチポート×2台
Type-C変換機

Satechi/V2 ST –TCMA

デジタル4Kビデオカメラ×4台
Panasonic/HC-VX2M

カメラ用三脚 ×4脚
Velbon EX-640 II

h 563～1730  （脚最大荷重5kg）

CD/DVDプレーヤー ×3台
SONY DVP-NS53P

（HDMIポート無）

BD/DVDプレーヤー ×1台
SHARP BDAV1-B
（HDMIポート有）

VHSプレーヤー ×3台
Panasonic NVSNB1

クロマキースタンド×2台
IZUMI/CH

w1800×h1900

RCA→HDMIコンバーター×1台
（RCA端子変換機）

ラトックシステム/RS-AV2HD1

プレゼンテーションマウス ×3個
（緑）SANWA 400-MA080

プレゼンテーションマウス ×3個
(赤）ロジクール

レーザーポインター
（緑）KOKUYO ELP-G10 ×1個

サンテックスリムライト ×4台
LG-E268C 7129

【スリムライト背面】
※電池が無い為、コンセントに挿した状態で

の使用となります。

ライトスタンド ×4台
Padatコンパクトライトスタンド200

冷蔵庫×1
※左上のみ冷凍

※パントリー内に有り専有はできま
せんので予めご了承ください。

共通貸出備品 No.3 ※当日、施設利用担当からお渡しします。
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XLRケーブル
※フォーン・RCA・BNCに変換可

RCAケーブル
（モノラル/ステレオ/コンポーネント）

電源延長コード 足踏み式消毒液ホルダー×５台
※消毒液は主催者様がご用意ください。

サーキュレーター×5台 受付用アクリルパーテーション×4台
w900×h800×d200

HDMIケーブル RGBケーブル LANケーブル アクリルパーテーション×５台
w940×h1450～2000×d500

※高さ変更可能
アクリル板 ｗ900×ｈ1100

三つ折りパーテーション ×5台
W570（1枚辺り）×H1800

BNCケーブル ステレオミニケーブル C型コンセント変換電源プラグ

感染症対策用備品
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貸出備品用ケーブル

※ケーブル類は数に限りがございますので1部屋につき1本～3本を目安にお申込みくださ
い。
必要本数が多くなる場合は事前にご相談ください。
対応できない場合もございます。


