
平成 30 年 2 月 1 日 

お客様各位 

音響・映像機器更新 及び 映像機材費改定のご案内 

 

拝啓 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。   

平素は、当会議室をご利用頂きまして誠にありがとうございます。 

さて、この度当会議室ではお客様よりいただいたご要望にお応えし音響・映像機器の大幅更新を実施する運び

となりました。これに伴い、映像機材費のみ価格改定いたします。尚、既に価格開始日以降の日程でご契約 

及び、仮押さえをいただいているお客様につきましてはその日限り改定前の価格にてご案内いたします。 

今後も高品質な環境の提供、サービスの向上により一層努めて参りますので、何卒かわらぬご愛顧 

をよろしくお願いいたします。 

敬具 

記 

 

⒈ 工事期間及び更新完了日  

・工事期間  

2018 年 4 月 30 日(月)～ 2018 年 5 月 7 日(月) 合計 8 日間     

・更新完了日 

  2018 年 5 月 8 日(火) 

 

※更新完了日を価格改定開始日とします。 

※価格改定の今後の対応時期については別紙参照 

 

⒉ 映像機材費の価格改定 

 旧価格 新価格 

全体使用 30,000 円(税抜)／1 日 50,000 円(税抜)／1 日 

分割使用 15,000 円(税抜)／1 日 25,000 円(税抜)／1 日 

 

⒊ 機材更新により改善される事項 

・メインスクリーンの大型化[170 インチワイドスクリーン] 

・会議室後方席の視認性向上[サブスクリーン、サブプロジェクター導入] 

・投影画像の画質向上[デジタル伝送の採用、Full HD 画質・レーザー光源のプロジェクター導入] 

・マイクのハウリング防止[メインスピーカーの設置設計改善] 

・機材の操作性向上[機材システム設計改善] 

 お問い合わせ先 

品川フロントビル会議室 

東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル B1F 

Tel:03-5463-9957 Fax:03-5463-9958 

tel:03-5463-9957


■映像機材の新旧価格の対応時期について下記の通り実施いたします。

問合日

2018 年 3月 1日

  映像機材費
30,000 円 /1 日

2018 年 4月 1日

  映像機材費
30,000 円 /1 日

使用日

  映像機材費
30,000 円 /1 日

2018 年 4月 29 日

2018 年 4月 1日

  映像機材費
50,000 円 /1 日

問合日：2018年3月1日
使用日：2018年6月1日

使用日

  映像機材費
30,000 円 /1 日

2018 年 6月 1日

使用日

  映像機材費
50,000 円 /1 日

2018 年 6月 1日

上記内容の中でご不明な点、ご質問等がございましたら下記ご連絡先にお問い合わせください。

〒108-0075
品川フロントビル会議室
東京都港区港南2-3-13   品川フロントビル 地下1階
TEL: 03-5463-9957　　FAX: 03-5463-9958

映像機材価格改定の対応時期について

2018年2月15日
お客様各位

問合日：2018年4月1日
使用日：2018年6月1日

問合日：2018年4月 1 日
使用日：2018年4月29日

問合日

問合日

旧価格

新価格

旧価格

2018年5月8日(火) 以降
使用日

2018年5月8日(火) 以降
使用日

2018年5月8日(火) より前
使用日

2018年4月1日(日) より前
問合日

2018年4月1日(日) 以降
問合日

2018年4月1日(日) 以降
問合日

   2018年

4/1(日)
   2018年
5/8(火)

1

2

3

旧価格1

■新旧価格対応例

価格改定開始日

新価格3

2 旧価格



品川フロントビル会議室映像 ・音響機材更新の改善ポイント

詳細は当会議室にお問合せください。 TEL︓03-5463-9957 2018 年 2 月 15 日

画質 ・色再現 ・輝度の向上

デジタル伝送

サブスクリーンの導入

後方席でもより見易い環境を提供

レーザー光源プロジェクター

今回の機材更新により、 映像 ・ 音響周りが大幅に改善します。
今までより更に使い易い会議室に生まれ変わりますので、 是非今後とも当会議室をよろしくお願いします。

PANASONIC PT-RZ660J
解像度︓WXUGA(1920×1200/FullHD）
光出力︓6,000lm

現在主流の 「ランプ光源タイプ」 とは別に新たな光源タイプのとして 「レーザー光源タ
イプ」 があります。 レーザー光源はランプ光源と比較して 「画質」 「色の再現度」 「明
るさ」 に優れており、 今注目されるプロジェクターとなります。
当会議室では業務用として信頼性の高いパナソニック製 「レーザー光源タイプ」 の最
新プロジェクターを採用いたします。

HDMI によるデジタル伝送が主流になっていることを受け、 当会議室でもパソコン入
力からプロジェクターまですべてデジタル対応機器を取り揃えました。 これにより画質の
減衰を極力抑えることが可能となり、 高画質での投影を実現します。

メインスクリーンを 170 インチワイドサイズにサイズアップし、 それに加えサブスクリーンと
して 100 インチワイドサイズを 2 台導入します。
これにより、 後方席からも見えやすい環境を提供可能となります。

改善Ｐｏｉｎｔ！

これまでは後方席用として 50 インチのプラズマディスプレイをサブモニターとしてご用意しておりました。 ただ、 これでは後方席から見えにくいとの声を頂戴しておりました。

改善Ｐｏｉｎｔ！

開業 8 年目を迎え、 プロジェクター等の性能が現在のニーズに合っていなく、 「画質が荒い」 「色合いが合ってない」 「暗い」 などの声を頂戴しておりました。

高音質の天吊スピーカー

音質と聞きやすさの向上

ハウリング防止のためにスピーカー設置位置を変更し、 高音質で評価の高い Martin 
Aoudio 社（マーチンオーディオ ) のスピーカーを採用します。 その他にもマイク等の
音質改善のためのシステム設計を見直し、 「高音質」 「聞きやすさ」 を向上をお約
束します。

改善Ｐｏｉｎｔ！

スピーカーの設置位置の原因によりマイクのハウリングがしやい状況となっており、 音も聞き取りにくいとの声を頂戴しておりました。

※画像はイメージ



品川フロントビル会議室映像 ・音響機材更新の改善ポイント

詳細は当会議室にお問合せください。 TEL︓03-5463-9957 2018 年 2 月 15 日

タッチパネルの廃止

機材操作性の向上

タッチパネルを廃止し直観的に操作しやすい機材を選定しました。 また、 お客様の要
望に応じて機材設定を変更しやすい環境を整えます。 これにより機材の操作性の向
上を実現します。

改善Ｐｏｉｎｔ！

タッチパネルでの音量操作ではマイクの個別音量を調整が出来ませんでした。 また、 お客様の要望に合わせた機材設定の対応ができないことも多くある状況でした。

主な映像 ・音響機材リスト

映像スイッチャー

音響ミキサー

■全体使用時
名称 型番 仕様 台数

メインスクリーン キクチ製 170インチワイドスクリーン（16︓9）/アスペクトフリー 1
メインプロジェクター Panasonic PT-RZ660J 光出力︓6,000lm/解像度︓WXUGA（FullHD)/レーザー光源 1

サブスクリーン キクチ製 100インチワイドスクリーン（16︓9）/アスペクトフリー 2
サブプロジェクター Panasonic PT-RZ370 光出力︓3,500lm/解像度︓WXUGA（FullHD)/レーザー光源 2
映像スイッチャー IMAGENICS SL-101C PＣ4系統対応/HDMI入力6系統/HDMI出力（IMG.Link）1系統 1
BDプレーヤー Panasonic DMP-BD90 ブルーレイ対応 1
音響ミキサー YAMAHA MG16XU モノラル入力10系統/ステレオ入力2系統 1
CDプレーヤー DENON DN-500CB 1

SD/USBレコーダー DENON DN-500Ｒ SDカード・USBフラッシュメモリ対応 1
ワイヤレスハンドマイク TOA WM-D1200 デジタルワイヤレス(800MHz帯) 4
ワイヤレスピンマイク TOA WM-D1300 デジタルワイヤレス(800MHz帯) 2

有線マイク SURE SM58S スイッチ付 4

■会議室A（分割使用時）
名称 型番 仕様 台数

メインスクリーン キクチ製 170インチワイドスクリーン（16︓9）/アスペクトフリー 1
メインプロジェクター Panasonic PT-RZ660J 光出力︓6,000lm/解像度︓WXUGA（FullHD)/レーザー光源 1
映像スイッチャー IMAGENICS SL-101C PＣ4系統対応/HDMI入力6系統/HDMI出力（IMG.Link）1系統 1
BDプレーヤー Panasonic DMP-BD90 ブルーレイ対応 1
音響ミキサー YAMAHA MG16XU モノラル入力10系統/ステレオ入力2系統 1
CDプレーヤー DENON DN-500CB 1

SD/USBレコーダー DENON DN-500Ｒ SDカード・USBフラッシュメモリ対応 1
ワイヤレスハンドマイク TOA WM-D1200 デジタルワイヤレス(800MHz帯) 2
ワイヤレスピンマイク TOA WM-D1300 デジタルワイヤレス(800MHz帯) 1

有線マイク SURE SM58S スイッチ付 2

■会議室Ｂ（分割使用時）
名称 型番 仕様 台数

メインスクリーン キクチ製 170インチワイドスクリーン（16︓9）/アスペクトフリー 1
メインプロジェクター Panasonic PT-RZ660J 光出力︓5,200lm/解像度︓WXUGA（FullHD)/レーザー光源 1
映像スイッチャー IMAGENICS SL-101C PＣ4系統対応/HDMI入力6系統/HDMI出力（IMG.Link）1系統 1
BDプレーヤー Panasonic DMP-BD90 ブルーレイ対応 1
音響ミキサー YAMAHA MG12XU モノラル入力8系統/ステレオ入力2系統 1
CDプレーヤー DENON DN-500CB 1

SD/USBレコーダー DENON DN-500Ｒ SDカード・USBフラッシュメモリ対応 1
ワイヤレスハンドマイク TOA WM-D1200 デジタルワイヤレス(800MHz帯) 2
ワイヤレスピンマイク TOA WM-D1300 デジタルワイヤレス(800MHz帯) 1

有線マイク SURE SM58S スイッチ付 2
※詳細検討により仕様・内容等は多少の変更になる場合があります。


