
2021年4月1日 現在

項目 備考

① 音響基本料金 Aセット ¥22,000 /一式

② 音響基本料金 Bセット  ※音響設備のない小部屋に仮設 ¥33,000 /一式

③ パーティー音響セット料金  ※懇親会等の「宴会区分」に適用 ¥11,000 /一式

④ 追加マイク（有線） ¥2,750 /１本 有線マイクの合計本数に応じて下記ミキサー卓が必要。

⑤ コンデンサーマイク  ※グースネックタイプ or 集音タイプ ¥7,700 /１本

⑥ 音声接続回線使用料 ¥2,750 /１回線

⑦ 業務用ワイヤレスマイク  ※ハンドタイプ or ピンタイプ or ヘッドセットタイプ ¥19,800 /１波

⑧ ミキサー卓 ¥11,000 /１台
有線マイクの合計本数が
　５～９本⇒１台 / 10～14本⇒2台 / 15～19本⇒3台
　20～24本⇒４台 / 25～29本⇒５台 / 30～34本⇒６台  ．．．必要。

⑨ デッキ使用料 ¥5,500 /１台

⑩ 音声分配器 ¥3,850 /１台 報道各社10社まで対応。

⑪ ＵＳＢメモリー ¥2,200 /１個

⑫ カラオケ ¥16,500 /１台 Party DAM HD  ※検索本のご用意はございません。

⑬ ＣＤカセットプレーヤー ¥1,100 /１台 録音不可。

⑭ モニタースピーカー  ※パワーアンプ等周辺機器一式含む ¥27,500 /１台

⑮ デジタル会議マイクシステム基本料 ¥38,500 /一式
料金に含まれるもの
 ・専用システム一式 、デジタルオートミキサー ｘ １、音声接続回線使用料 ｘ １
     録音/再生デッキ等音響設備一式  ※録音等の操作はお客様にて。

⑯ デジタル会議マイク ¥4,400 /１本

⑰ デジタルオートミキサー ¥16,500 /１台 １台でデジタル会議マイク８本まで制御可能。

⑱ オペレーター（１人） ¥11,000 /１時間 ４時間以上は一律 \44,000-

⑲ 立ち合い人件費（１人） ¥5,500 /３０分
会場下見などの立ち合い時に必要。
　※機材のリハーサル料金(50％)が発生していれば不要。

⑳ 会議録音書き起こし ¥44,000 /１時間 追加料金：\22,000-/30分単位

㉑ 同時通訳基本料金（2ヵ国語）レシーバー台数：１００台まで ¥385,000 /一式

㉒ 同時通訳基本料金（2ヵ国語）レシーバー台数：２００台まで ¥418,000 /一式

㉓ 同時通訳基本料金（2ヵ国語）レシーバー台数：３００台まで ¥440,000 /一式

㉔ レシーバー ¥1,100 /１台 ※万一紛失された場合には、\69,300-ご請求申し上げます。

㉕ 同時通訳録音 ¥35,200 /１ヵ国

㉖ 通訳者（Aランク）  ※拘束３時間未満 ¥132,000 /１人 拘束３時間以上８時間未満は  \187,000-

㉗ ステージ照明基本料金 ¥16,500 /一式

㉘ 電動ピンスポット（オペレーション付き）  ※瑞宝の間/孔雀の間のみ ¥22,000 /一式 ムービングライトとしての演出は別途相談。

㉙ LEDライト  ※バッテリー駆動/ワイヤレス制御 ¥3,850 /１灯 照明設備のない場所でのライティング/カラー演出が可能。

㉚ Beautyフェイスライト  ※色温度が調整可能な女優ライト ¥19,800 /１灯 逆光にも対処可能な撮影などに最適な照明器具。

※当日の機材キャンセルにつきましては、100％の料金を頂戴いたしますのでご了承ください。
※前日までの機材キャンセルにつきましても、一部費用が発生する可能性もございますので、都度お問い合わせください。
※事前リハーサルの費用は、各機材50％の料金にて承ります。

※ご宴席実施日の１週間前を過ぎてからのご注文は、在庫状況の確認が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

※ ⑳～㉖の商品は、1ヵ月前にはご相談ください

照明関連

人件費

料金に含まれるもの
 ・同時通訳システム、通訳ブース、専任スタッフ人件費
　 運搬設営撤去費一式
 　※レシーバー料金は別途。

同時通訳

音響機材関連

品名

デジタル
会議マイク
システム

【音響関連/照明関連】

料　金　表

税込み価格

基本料金

料金に含まれるもの
 ・有線マイク ｘ ２、音声接続回線使用料 ｘ １
     録音/再生デッキ等音響設備一式
     ※録音等の操作はお客様にて。

マイク関連
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2021年4月1日 現在

項目 備考

常設プロジェクター ① デュアルプロジェクターセット  ※瑞宝の間/孔雀の間のみ ¥110,000 /一式 HDMIケーブル ｘ １本付き  ※ご指定の場所へご用意します。

② プロジェクターA  ※超単焦点 3500アンシルーメン ¥38,500 /１台

③ プロジェクターB  ※超単焦点 5000アンシルーメン ¥55,000 /１台

映写台 ④ プロジェクター台 ¥2,200 /１台

⑤ スクリーン（小） ※100インチ / 2.0ｍｘ1.5ｍ ¥3,300 /１台 三脚タイプ / ロールアップタイプ

⑥ スクリーン（中） ※120インチ / 2.4ｍｘ1.8ｍ ¥11,000 /１台
三脚タイプ
プロジェクターとのセット割引：30％OFF

⑦ スクリーン（大） ※150インチ / 3.0ｍｘ2.25ｍ ¥22,000 /１台
自立スタンド吊り下げロールスクリーン
プロジェクターとのセット割引：50％OFF

⑧ フレーム組立式ワイドスクリーン（小）  ※100インチワイド / 2.18ｍｘ1.23ｍ ¥33,000 /１台

⑨ フレーム組立式ワイドスクリーン（中）  ※120インチワイド / 2.66ｍｘ1.5ｍ ¥38,500 /１台

⑩ フレーム組立式ワイドスクリーン（大）  ※ 147インチワイド / 3.25ｍｘ1.83ｍ ¥44,000 /１台

常設
4Kディスプレイ

⑪ 75インチ4K液晶ディスプレイ  ※165cmｘ92cm ¥22,000 /１台 ブルーレイプレーヤー等一式セット：\33,000-

⑫ 55インチ液晶ディスプレイ  ※121cmｘ68cm ¥82,500 /１台

⑬ 48インチ液晶ディスプレイ  ※106cmｘ59cm ¥68,200 /１台

⑭ 40インチ液晶ディスプレイ  ※88cmｘ49cm ¥52,800 /１台

⑮ 32インチ液晶ディスプレイ  ※70cmｘ39cm ¥22,000 /１台 ブルーレイプレーヤーとセット：\33,000-

⑯ 21.5インチ液晶ディスプレイ  ※47cmｘ26cm ¥11,000 /１台

⑰ ノートパソコン（Windows） ¥27,500 /１台
パワーポイント等の資料表示専用
※詳しくは下記参照

⑱ シームレススイッチャー  ※プレビューモニター付き ¥33,000 /一式

⑲ HDMI分配器（４分配） ※ケーブル一式含む ¥33,000 /一式

⑳ HDMIケーブル（5ｍ前後） ¥1,650 /１本

㉑ HDMIロングケーブル（30ｍ） ※変換機器一式含む ¥6,600 /１本

㉒ レーザーポインター ¥3,300 /１台

㉓ パワーポイント用クリッカー  ※レーザーポインター機能付き ¥4,400 /１台

㉔ キューランプ ¥6,600 /一式

㉕ デジタル計時回線 ¥22,000 /一式

㉖ トランシーバー（６台セット） ¥44,000 /一式

㉗ インターネット接続料金（有線LAN） ¥5,500 /１会場

㉘ ８ポートHUB配線手数料 ¥2,750 /１台

㉙ LANケーブル ¥550 /１本

※事前リハーサルの費用は、各機材50％の料金にて承ります。

映像機材

ケーブル

その他機材

※前日までの機材キャンセルにつきましても、一部費用が発生する可能性もございますので、都度お問い合わせください。

料　金　表

【映像関連/その他】

品名 税込み価格

仮設
プロジェクター

HDMIケーブル（5～10ｍ） ｘ １本付き。

シワや歪みのないフレーム組立式スクリーン
プロジェクターとのセット割引：30％OFF

※宴席途中での設営撤去は不可。

仮設
フルHD

ディスプレイ

※ご宴席実施日の１週間前を過ぎてからのご注文は、在庫状況の確認が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
※当日の機材キャンセルにつきましては、100％の料金を頂戴いたしますのでご了承ください。

インターネット
関連

<ノートパソコンのお貸出しについて>
　オンライン会議など各種オンラインサービスへお手持ちのアカウントでログインしてご使用になる場合、ログイン履歴（個人情報）が残ってしまう事にご注意ください。履歴の削
除などはお客様ご自身でお願いいたします。万一、履歴が残った事による第三者の不正利用等で損害が生じた場合であっても、当方では一切責任を負いかねますのであらかじめご了
承ください。（オンライン会議につきましては、招待URL等を用いてゲストとして参加する方法がおすすめです。）
　ログイン履歴等を含めパソコン内容の完全消去をご希望の際は、専用パソコンを手配いたします。別途お見積りいたしますので、お早めにお問い合わせください。

4：3
スクリーン

16:9
スクリーン
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項目 備考

基本プラン
（機材のみ）

① スタンダードプラン  ※音響設備を使用したWeb会議に必須の商品 ¥52,800 /一式
料金に含まれるもの
 ・PC、オーディオIF、インターネット回線（有線）、８ポートHUB、
    ＬＡＮケーブル一式

② 外付けWebカメラ  ※USBケーブル３ｍ付属 ¥2,200 /１台

③ デジタルハイビジョンカメラセット ¥60,500 /一式 料金に含まれるもの
 ・カメラ、三脚、ケーブル一式、⑧Webストリーミングプレゼンター

④ カメラマン（１宴席あたり） ¥60,500 /１人

⑤ リモートカメラシステム  ※事前のセッティングでお客様操作が可能 ¥96,800 /一式
料金に含まれるもの
 ・リモートカメラシステム一式、三脚、プレビューモニター、ケーブル一式、
　 ⑧Webストリーミングプレゼンター

⑥ リモートカメラオペレーター（１人） ¥13,200 /１時間

⑦ iPadセット（専用スタンド付き） ¥13,200 /一式

⑧ Webストリーミングプレゼンター ¥8,800 /１台 HDMI(映像信号)をUSB(データ信号)に変換する装置。

⑨ オンライン会議オペレーター（１人） ¥13,200 /１時間 ※オペレーターが使用するPCは料金に含みます。

⑩ Zoomアカウント使用料（ミーティング100名まで） ¥5,500 /１回線

⑪ Zoomアカウント使用料（ミーティング500名まで） ¥18,700 /１回線

⑫ Zoomアカウント使用料（ウェビナー100名まで） ¥16,500 /１回線

⑬ Zoomアカウント使用料（ウェビナー500名まで） ¥41,800 /１回線

⑭ テスト開催 ¥44,000 /１回

⑮ オンライン打合せ ¥38,500 /１回

⑯ スピーカービューカメラセット ¥165,000 /一式

⑰ 鳳凰の間プラン ¥66,000 /一式

⑱ 中宴会場プラン ¥104,500 /一式

⑲ 大宴会場プラン ¥176,000 /一式

⑳ ディスプレイ+有線マイクパック ¥71,500 /一式

㉑ ディスプレイ+ワイヤレスマイクパック ¥99,000 /一式

㉒ セットA（瑞宝→平安 / 孔雀→朱鷺 など 隣接する会場の場合） ¥187,000 /一式

㉓ セットB（瑞宝→丹頂 など 離れた会場の場合） ¥209,000 /一式

㉔ セットC（瑞宝→孔雀） ¥236,500 /一式

㉕ サテライト会場追加 ¥77,000 /１会場

㉖ PC/カメラの切替スイッチャーセット（オペレート付き） ¥110,000 /一式

オンライン配信 ㉗ YouTube LIVE 配信 ¥264,000 /一式

料　金　表

【オンライン会議・配信 関連 / 館内ライブ中継】

品名 税込み価格

※ご宴席実施日の１週間前を過ぎてからのご注文は、在庫状況の確認が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

機材+人件費
オプション

オンライン会議
セット商品

※詳しくは、別紙パンフレットをご参照ください。

※当日の機材キャンセルにつきましては、100％の料金を頂戴いたしますのでご了承ください。
※前日までの機材キャンセルにつきましても、一部費用が発生する可能性もございますので、都度お問い合わせください。
※事前リハーサルの費用は、各機材50％の料金にて承ります。

Zoom
アカウント

オンライン会議
サポート

館内ライブ中継
プラン

館内ライブ中継
オプション
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