
ＪＡ共済ビル カンファレンスホール 備品・機材料金表
  JA KYOSAI BUILDING CONFERENCE HALL

■映像機器 Video equipment

■音響機器 Audio system

■付帯備品 Incidental equipment

 W950mm×H1,850mm ※ローラー付き 
 W950mm×H1,500mm ※ローラー付き

※在庫に限りがございますのでご予約はお早目にお願いいたします。その他詳細、在庫数などお気軽にお問合せください。

（2022/4/1現在）消費税込

品 名 仕 様 料 金
ＡＶシステム（Ａ）  プロジェクター（天吊式）、スクリーン（天吊式）、書画カメラ ¥55,000

プロジェクタ（移動式）  光出力:6,500lm、5,200lm 表示方式:３原色液晶 ¥22,000
スクリーン（天吊式 大）  4,307mm×2,692mm  200インチ ¥8,800

ＡＶシステム（Ｂ）  プロジェクター（移動式）、スクリーン（移動式）、書画カメラ ¥33,000

プロジェクタ（天吊式）  光出力:10,000lm 表示方式:DLP ＡＶシステム（Ａ）のみ対応

モニターテレビ  SHARP製 55インチ ¥11,000
書画カメラ  ELMO製 PX-30E ¥5,500

スクリーン（移動式 中）  2,438mm×1,829mm、2,580mm×1,615mm  120インチ ¥5,500
スクリーン（移動式 小）  1,800mm×1,800mm ¥2,200

有線マイク  SHURE製 AV操作卓及びホール床から接続 ¥2,200

11.6型モニター  最大解像度1,920x1,080 アナログVGA入力可能 ¥3,300
i Pad mini ディスプレイ  ME276J/A i Pad mini2 WiFi 16GB Space Gray 1台￥3,300／2台￥5,500

ワイヤレスマイク  TOA製WM-D1200 デジタルワイヤレス方式 ¥2,200
タイピンマイク  TOA製WM-D1300 デジタルワイヤレス方式 ¥2,200

品 名 仕 様 料 金

品 名 仕 様 料 金
ステージ  W2,400mm×D1,200mm×H（200mm、400mm、600mm） ¥2,200

ポータブルマイクセット  ワイヤレスマイク2本付（アナログ方式） ¥3,300
メインスピーカー  DYNACORD製 2台1組 ※ホールA-Eのみ ¥11,000

司会台（小）  W600mm×D500mm×H1,000mm ライトグレー ¥3,300
花台  W500mm×D500mm×H600mm ¥1,100

講演台（大）  W1,200mm×D700mm×H1,035mm 茶色・木目調 ¥3,300
講演台（小）  W900mm×D700mm×H1,035mm 茶色・木目調 ¥3,300

テーブルクロス  W2,400mm×D1,500mm ¥1,100
レーザーポインター  Canon製 X Mark Ⅰ Presenter/PR10-GC ¥1,100

ホワイトボード  W1,800mm×H900mm ¥1,100
おしぼり・水差し  ミネラルウォーターはお客さまでご用意ください。 ¥1,100

インターネット／無線LAN  i Pad mini2台 ご利用時は無料 ¥2,200
展示パネル（高）

※10台まで無料
¥1,100

展示パネル（低） ¥1,100

クローク札  約200枚 ¥1,100
プロジェクター台  W730mm×D450mm×H650mm～860mm ¥1,650

ゴミ処理料金  1袋:70L 分別が必要となります。（生ゴミ不可） ¥1,100
コピーサービス（モノクロ）   \11/枚

イーゼル  Ｗ600×Ｄ630×Ｈ1,600 ¥1,650
ゴミ箱  ダンボール素材 45L ¥550

間仕切り料金  1ヶ所につき ¥5,500

コピーサービス（カラー） \110/枚
FAX送信サービス  国内のみ \110/枚

 AV操作卓（BD/CD/SD/USB/Bluetoothプレーヤ、CD/SD/USBレコーダ）

 AV操作卓（BD/CD/SD/USB/Bluetoothプレーヤ、CD/SD/USBレコーダ）



■看板他  Ｓignboard

■生花 Flower arrangement

ポスター展示パネル（連結可）  D340×H900×W2,100（画鋲使用可） ¥6,600
イーゼル（外注）  H1,500／H1,200  ¥4,400
※上記価格には、設営、撤去費、往復の運搬費が含まれております。             

看板ロゴ  1個あたり ¥5,500
めくり  450×1,100【専用台つき】 ¥5,500
旗のみ取り付け作業 ¥16,500

 1,200×1,800 ¥22,000

品 名 サイズ 料 金
吊看板  900×7,200 ¥55,000

 900×5,400 ¥46,200
 750×5,400 ¥41,800
 600×5,400 ¥37,400
 450×5,400 ¥33,000
 750×4,500 ¥39,600
 600×4,500 ¥30,800
 450×4,500 ¥30,800

立看板（玄関）  900×2,700 ¥28,600
 900×2,400 ¥26,400

 900×3,600 ¥33,000
 600×3,600 ¥28,600
 450×3,600 ¥28,600

 900×2,100 ¥24,200
立看板（室内用）  750×2,100 ¥22,000

 900×1,800 ¥19,800
スローガン  900×3,000 ¥28,600

 900×2,500 ¥26,400
 600×2,000 ¥22,000

 600×900 ¥9,900

つぼ花（小） ¥11,000
ちらしテーブル用装花 ¥1,650

品 名 仕 様 料 金
つぼ花（特大） ¥33,000
つぼ花（大） ¥22,000

机下（たらし）  300×600 ¥2,750
卓上ネームプレート  130×400 ¥3,300

つぼ花（中） ¥16,500

式次第  900×1,200 ¥17,600
 900×1,800 ¥19,800

立札（スタンド付）  450×450 ¥6,600
 600×600 ¥7,700



■ライブ配信・収録支援パッケージ

カメラ追加レンタル料  /台 ¥15,400
PC追加レンタル料  /台 ¥13,200

Webexアカウント利用料  上限200人まで /式 ¥9,900

Zoom会議テクニカルサポート  実施6時間まで /人 ¥37,400
Zoomウェビナーアカウント利用料  上限500人まで /式 ¥22,000
Teamsアカウント利用料         /式 ¥9,900

追加テロップ  /枚 ¥2,200
デジタイズ（変換）追加作業費  /回 ¥13,200
双方向・ハイブリッド追加対応費  /日 ¥110,000

収録支援パッケージ  実施2時間まで カメラ1台、技術スタッフ2名、収録・音声機材1式 ¥106,700
 実施3時間 カメラ1台、技術スタッフ2名、収録・音声機材1式 ¥122,100
 実施4時間以上 カメラ1台、技術スタッフ2名、収録・音声機材1式 ¥147,400

 実施4時間 カメラ1台、技術スタッフ2名、配信・音声機材1式 ¥147,800
 実施5時間 カメラ1台、技術スタッフ2名、配信・音声機材1式 ¥163,200
 実施6時間以上 カメラ1台、技術スタッフ2名、配信・音声機材1式 ¥190,700

品 名 仕様 料 金
配信支援パッケージ  実施2時間まで カメラ1台、技術スタッフ2名、配信・音声機材1式 ¥117,000

 実施3時間 カメラ1台、技術スタッフ2名、配信・音声機材1式 ¥132,400

手ぶら会議セットレンタル料  /式 ¥9,900

ライブ配信の種類について

3のケースでは上記「双方向・ハイブリッド対応費」

が必要になるケースが多くなります。


