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機器名 日本      R450SS
測定距離 0.1m ∞
表示 体表温度
在庫 1台
三脚 非接触式温度計（1個）付
映像確認用のモニターが必要です

複数人数測定用（ビデオカメラ型） 38,500円(税込)／日

機器名 日本      D20A-FS
測定距離 1.5m 5.0m
表示 推定体温
在庫 2台
三脚 非接触式温度計（1個）付
映像確認用のノートPCが必要です

複数人数測定用（ドームカメラ型） 27,500円(税込)／日

機器名 NSS NSAC-TH1001
測定距離 0.5m 1.5m
表示 推定体温
在庫 3台
     非接触式温度計（1個）付
ノートPCの接続が可能です

単人数測定用（スマートフォン型） 11,000円(税込)／日

オプション
●モニター（32    ） 16,500円(税込) 
●ノートPC 33,000円(税込)
※     商品詳細  各施設 利用料金表  確認    

サーマルカメラ
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 利用      注意事項

●屋内 直接風 当    場所 太陽   映 込   場所   利用     

●        測定  人 温度  体表温度     
体温よりも1 2度  低 数値 計測      
   来場時 外気温   人体 表面温度 変化      
季節   設定温度 変更       
《設定》 例 37.5℃ 超  体温 検知   場合 体表温度 設定 以下 通 
       型 体表温度 上昇  夏季 36.5℃、その他の季節 35.5℃
・ドームカメラ型及びスマートフォン型（AI顔認証機器） 37.5℃
※推定された体温値を表示

●設定温度 超            作動    
     作動  場合  付属 非接触式温度計   体温測定 行       

●『複数人数測定用（ビデオカメラ型）』は、確認用モニターが必要となります。
測定距離 制限      長 距離 検温     可能    
画像内 最高温度 測定して感知する仕組みのため、
人の体温より高温の物品が画面に入り込まないようご注意ください。
《例》 手持     飲料 強 光源（      ） 

屋外 高温部分（日   建物 車両 排気  ）等

●『複数人数測定用（ドームカメラ型）』は、映像表示パソコンが必要となります。
AI顔認証により5名程度 推定体温 画面 同時表示     
測定可能な範囲は幅2ｍ程度      

●         利用時  転倒事故防止    必 人 付  管理     
夜間等     不在時  施錠   諸室等 保管            
《補償》 機器に破損や紛失がありました際は、補償費用をご負担いただきます。

サーマルカメラ
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除菌用品

山崎産業 ワンミニッツバスターウエットクロス
30 20cm （30枚入）

有効成分 第4級アンモニウム塩、エタノール
※     機器類   利用        

除菌ウェットクロス(備品用) 440円(税込)

サラヤ 環境清拭クロス
20 17.5cm （80枚入）

有効成分 第4級アンモニウム塩

除菌ウェットクロス(機器用) 880円(税込)

ハクゾウメディカル 環境クロスWブロック
30 15cm （60枚入）

有効成分 第4級アンモニウム塩

除菌ウェットクロス(機器用) 880円(税込)

100枚入り

ポリエチレン手袋 880円(税込)

注意事項
・物品用清拭除菌用品のため、人体には使用しないでください。 特に目や粘膜に触れないようご注意ください。
  使用 際  手袋 着用   作業後 手洗  励行      。
  使用後 除菌用品  同時 納品  専用   袋（青色） 入 、
その他の廃棄物とは分けてお出しください。
・合成皮革を含む全ての革製品や無塗装の木製品には使用しないでください。

買取商品
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クローク用品

オープン工業 連番荷札
500枚入り(1 100番、5色)

紙製タグ(使い捨てクローク札) 2,750円(税込)

5双入り
スベリ止め付

白手袋(スムス手袋 綿) 880円(税込)

100枚入り

ポリエチレン手袋 880円(税込)

山崎産業 ワンミニッツバスターウエットクロス
30 20cm （30枚入）

有効成分 第4級アンモニウム塩、エタノール
※     機器類   利用        

除菌ウェットクロス(備品用) 440円(税込)

注意事項
・物品用清拭除菌用品のため、人体には使用しないでください。 特に目や粘膜に触れないようご注意ください。
  使用 際  手袋 着用   作業後 手洗  励行      。
  使用後 除菌用品  同時 納品  専用   袋（青色） 入 、
その他の廃棄物とは分けてお出しください。
・合成皮革を含む全ての革製品や無塗装の木製品には使用しないでください。

買取商品
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飛沫防止パーテーション

受付用 飛沫防止パーテーション（タペストリー）

会議    使用例

●天井吊り下げ式
ピクチャーレール設置会場専用品
（国立大              G1-G2）
●    W1500mm×H990mm
●在庫数 10枚

特別価格
無料
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演台用 飛沫防止パーテーション（クリアタイプ）

飛沫防止パーテーション

施設 在庫数
会議センター 16台
ノース 10台
アネックスホール 6台

●演台天板    W800mm×D50mm
●有効寸法 W700mm×D370mm
●サイズ W750mm×H750mm

   使用例

特別価格
無料
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飛沫防止パーテーション

司会台用 飛沫防止パーテーション（クリアタイプ）

施設 在庫数
会議センター 18台
ノース 10台
アネックスホール 6台

   使用例

●演台天板    W600mm×D455ｍｍ
●有効寸法 W445mm×D365mm
●サイズ W500mm×H730mm

特別価格
無料
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飛沫防止パーテーション

演台用 飛沫防止パーテーション（黒      ）

●演台天板    W800mm×D500mm
●有効寸法 W580mm×D330mm
●    W700mm×H640mm

●在庫    14台
●黒      専用かさ上げ台あり
（H200mm ／ 在庫10台)

特別価格
無料



All right reserved ©PACIFICO  Yokohama

飛沫防止パーテーション

司会台用 飛沫防止パーテーション（黒      ）

●在庫    20台
●黒      専用かさ上げ台あり
（H200mm ／ 在庫10台）

●司会台天板    W600mm×D455mm
●有効寸法 W380mm×D290mm
●サイズ W500mm×H640mm

特別価格
無料
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飛沫防止パーテーション

国立大ホール 演台用
●    W609mm×Ｈ812mm
●在庫 1台

国立大ホール 司会台用
●    W500mm×Ｈ700mm 
●在庫 1台

●    W500mm×Ｈ730mm
●在庫 2台

国立大ホール 2名用司会台用

特別価格
無料
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飛沫防止パーテーション

同時通訳ブース用 飛沫防止パーテーション

●同時通訳ブース用
●    W150mm×D900mm×H655mm
●通訳ブースに付属
●在庫 全施設共通5台

国立大   使用例

特別価格
無料
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ソーシャルディスタンスサイン（丸形）

●床面置き
●サイズ 直径35cm
●インクジェット出力
●表面フロア用グロスラミネート
●ラバーマウント

     変更  場合     

1枚1催事 550円(税込)
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ソーシャルディスタンスサイン（四角形）

●床面貼付
●サイズ 24×24cm
●デザインはご相談ください

4枚 6,600円(税込)

買取商品

※利用開始日 2週間前までにお申し込みください。
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注意喚起サイン

●サインスタンド付
●サイズ 45×45cm
●デザインはご相談ください

1枚 4,950円(税込)

買取商品

※利用開始日 2週間前までにお申し込みください。
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座席表示サイン（背かけ式）

●紙製
●設置、撤去含む

モノクロ 220円(税込)／枚
カラー 275円(税込)／枚

買取商品

【カラー】 【モノクロ】

※利用開始日 2週間前までにお申し込みください。
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座席表示サイン（座置き式）

●座面置き弱粘着シート
●サイズ 25×20cm 
●デザインご相談ください

10枚 8,800円(税込)
※10枚から承ります。

買取商品

※利用開始日 2週間前までに
お申し込みください。
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ライブ配信プラン

A.カメラ中継＋ライブ配信 439,780円(税込)
フレキシブルに対応可能なカメラマンを含むプランです。

配信専用PC

ミキサー
モニターなど(オプション)会場内音声

カメラ〈プランに含まれるもの〉
撮影用カメラ
カメラマン
録画
配信用PC
配信オペレーター
インターネット回線

項目 料金（税込） 備考

HDカメラ録画 154,000円 ・1メディア120分含む
・発表者撮影

追加ライブ配信 231,000円 ・ライブストリーミング機材／配信管理用PC／
配信オペレーター1名含む
・プラットフォームでの配信

仮説光回線IP0（ギガライン）
LANポート1本

54,780円 配信用インターネット回線
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ライブ配信プラン

B.定点カメラ中継＋ライブ配信 362,780円(税込)
発表者1人用の、カメラマンを含まないリーズナブルなプランです。

項目 料金（税込） 備考

定点カメラ録画 77,000円 1メディア120分含む

追加ライブ配信 231,000円 ・ライブストリーミング機材／配信管理用PC／
配信オペレーター1名含む
・プラットフォームでの配信

仮説光回線IP0（ギガライン）
LANポート1本

54,780円 配信用インターネット回線

C.ライブ配信のみ 318,780円(税込)
お持込みのカメラに適した、配信システムのプランです。

項目 料金（税込） 備考

ライブ配信 264,000円 ・ライブストリーミング機材／配信管理用PC／
配信オペレーター1名含む
・プラットフォームでの配信

仮説光回線IP0（ギガライン）
LANポート1本

54,780円 配信用インターネット回線

＊HD-SDI(1080i)信号をご用意ください。
＊指定信号以外の場合+コンバーター(11,000円 )
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ライブ配信プラン

【利用者にてご準備いただくもの】
ライブ配信プラットフォーム(Zoom、YouTube Live等)の契約

【オプション】
追加機材にてPCプレゼン、ハイブリッド会議にも対応できます。

【 利用     】
●8時間 超  場合              延長料 申 受    
●プラットフォーム上で静止画・動画を挿入する場合、別途機材が必要です。
●プラットフォームでの配信は、YouTubeLive・Facebook LIVE・Periscope(Twitter)・
LINELIVE・ニコニコ生放送・FRESH LIVE・IBM CloudVideo(USTREAM)・
LIVESTREAM・Twitch等多くのプラットフォームに対応しております。

項目 料金（税込） 備考

プロジェクター5000ルーメン～ 55,000円

スクリーン（一部会場は無料） 11,000円

スライド用PC 33,000円

視聴用モニター 32インチモニター 16,500円

PCプレゼンテーションオプション
入力2~3系統

38,500円 カメラ⇔PCの画面切替機材

RGB分配器 4分配 8,800円

RGBケーブル10m~25m 7,700円

スイッチングオペレーター 39,600円 ・8時間まで
・画面切り替えるオペレーター


