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Meeting room quality

多目的会議ソリューション

typical proposals3

ラインアレイスピーカー
距離にかかわらず均一で
明瞭な音質を提供

レーザープロジェクター
プレゼンテーション時
影の映り込みを最小限に軽減

天井カメラ
有線マイクと連動し
発言者を自動撮影

無線対応
プレゼンテーション用機器

ディスプレイ

プロジェクター

タッチパネルシステム
直感的操作を可能にするタッチパネルで
円滑な会議運営をサポート

有線グースネックマイク
デジタル化による
安定した音質を提供

天井マイク
大人数の会議でも
マイク移動の
手間なく収音

ユーザビリティとオペレーションを追求したシステム構築で
オフィスのコミュニケーションを活性化いたします。

エレベーターホール
＜ご提供ソリューション＞
●デジタルサイネージ
●防犯カメラシステム
●プロジェクションマッピング

エントランス
＜ご提供ソリューション＞
●インタラクティブサイネージ
●AIコンシェルジュ
●空間演出ソリューション
●防犯カメラシステム
●大型LED表示システム
●ビデオウォールシステム
●映像表示システム

応接室/来客会議室
＜ご提供ソリューション＞
●映像表示システム
●無線コラボレーションシステム
●インタラクティブボード
●会議室予約システム

執務室エリア
＜ご提供ソリューション＞
●デジタルサイネージ
●業務放送システム
●e-ラーニングシステム
●防犯カメラシステム
●入退室管理システム

食堂/休憩室
＜ご提供ソリューション＞
●デジタルサイネージ
●業務放送システム
●映像表示システム
●音響システム

スタジオ/編集室
＜ご提供ソリューション＞
●撮影・収録システム
●編集システム
●アーカイブシステム
●ファイル共有システム
●スタジオ設備（照明・内装）
●バーチャルスタジオシステム
●Web配信システム

グループインタビュー
＜ご提供ソリューション＞
●収録システム
●モニタリングシステム
●インターカムシステム
●映像表示システム

コラボレーションエリア
＜ご提供ソリューション＞
●映像表示システム
●無線コラボレーションシステム
●インタラクティブボード
●Web会議連携システム
●ビデオ会議システム
●電話会議システム

リモートワーク
＜ご提供ソリューション＞
●Web会議システム
●会議録検索システム
●ペーパーレス会議システム

ホール
＜ご提供ソリューション＞
●同時通訳システム
●株主総会支援サービス
●Web配信システム
●映像表示システム
●音響システム
●照明システム
●収録・配信システム

多目的会議室
体感ショールームのご案内
各メーカーの最新機器を組み合わせシステムを一元化することで、
会議の準備も運営もスムーズに。
ぜひ一度、弊社の多目的会議室にお越しいただき、
新しい会議オペレーションをご体感ください。

各担当営業または
下記までご連絡ください。

レスターコミュニケーションズ 本社
〒141-0001
東京都品川区北品川5丁目9番11号
大崎MTビル4階

●JR線「大崎駅」下車　
　南改札口を出て徒歩約10分

info_mk@restarcc.com

展示内容 予約制

会　場

小籏株式会社
LED常設展示場のご案内
1.25mmPitchの超高精細LEDがご体感いただけます。
ぜひ一度、LED常設展示場にお越しください。

各担当営業または
下記までご連絡ください。

小籏株式会社
〒146-0093
東京都大田区矢口1丁目25番16号

●東急多摩川線「武蔵新田駅」下車　
　徒歩約6分

info_led@restarcc.com

予約制

会　場

●カタログに記載の製品名、サービス名などは弊社独自のものを除き、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●本カタログ中の画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なる場合があります。 
●仕様および外観は、製品の改良などのため予告なしに変更する場合があります。

発行 2020.04

本社 〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11  大崎MTビル3・4階
赤坂テクニカルセンター 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2  麹町M-SQUARE 2階
東北営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町１-1-8  青葉パークビル6階
信越営業所 〒390-0811 長野県松本市中央1-21-3  長野県理容会館3階
東海営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-13-2  愛織第2ビル2階
近畿営業所 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-8-12  オーク堺筋本町ビル4階
九州営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10  天神フロントスクエア 5階
電子機器事業本部 〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3 六行会総合ビル1階

TEL 03-3445-2076
TEL 03-6261-0090
TEL 022-726-8781
TEL 0263-38-1171
TEL 052-203-3401
TEL 06-4705-6031
TEL 092-732-7001
TEL 03-5781-5130

本社 〒763-0031　香川県丸亀市城南町61 
高松支店 〒761-8073　香川県高松市太田下町3013-17

TEL 0877-23-6355
TEL 087-865-3325

〈お問い合わせ〉

カタログ記載以外の製品や仕様についても幅広くご相談に応じます。不明点はお問い合わせください。

Web

Mail

www.restarcc.com
info_mk@restarcc.com

役員会議室

セミナールーム/
プレゼンルーム

会議室/
災害対策室



3災害対策室
いつか来るその日に備え、
円滑な情報共有・指揮をサポート

状況の「可視化」
遠隔地との接続、現場映像、地図、地上波放送など様々な情報を集約し、
一画面に表示することで、災害現場と本部での意思疎通を高めます。

情報を「共有」
集約した全ての情報は全室でリアルタイムに共有をすることで、
刻々と変化する状況を効率よく把握することができます。
部屋間の相互コミュニケーションにより、的確な対応がとれます。

2セミナー室
多様なレイアウトに対応し
利用シーンに応じたシステム環境を実現

柔軟に対応
各機器をレイアウトに応じて自由に選択。用途、収容人数に応じて
分割/連結可能なフレキシブルなAVシステムを構築します。

拡張性
豊富な入出力に対応し、株主総会などの各種イベントにも対応。
様々な目的でご利用いただけます。

1役員会議室
ワンマンオペレーションで
スピーディーな意思決定を促進

会議進行をフルサポート
音声、映像、情報資料、遠隔地コミュニケーション。
会議の効率化と意思決定サイクルの短縮を実現します。

システムマネジメント
AMX社認定プログラマーチームが制御システムを開発。最新技術を
取り入れたAV制御システムは高い精度で安心・安定運用を提供します。

ワンマンオペレーションの
実現をサポート

・1台のタッチパネルで全制御が完結
・プレビュー画面一体型

・カメラとマイク動作が連動しワンタッチで話者
を撮影

・前回の部屋環境を呼び出し、すぐに会議を　
再開できるラストメモリー機能
・カメラプレビューもタッチパネルで確認、　　
専用コントローラー不要の簡単操作

使いやすい
タッチパネルシステム

・だれでも簡単に使えるGUI
・誤操作にも対応した安心設計
・直感的に操作できるボタン配置
・視認性を高めたデザイン

・無線タブレットを使用すればオペレーションの
場所を選ばず操作可能

高品位な映像と最適な音場
環境を実現

・カメラ移動中の映像を見せない　　　　　　
テレビ放送品質のカメラワーク

・個別音量設定にも対応し、最適な音場環境を
構築

ケーブルレスで
マルチデバイスに対応

・多画面表示機能により資料の比較や　　　　
マルチプレゼンが可能
・BYODにも対応
・ワイヤレスでPC画面を投影
・多様なレイアウトにも柔軟に対応

多拠点を結ぶ
TV会議システム連携

・複雑な各種設定もワンボタンで自動呼出し　
（拠点ごとに設定可能）
・リモコン不要で簡単接続
・ハウリングやエコーも無く聞き取りやすい音声
環境を実現

議事録作成支援
録画／録音機能

・議事録対応に、会議開始と同時に　　　　　
録画・録音を開始
・録画忘れ防止機能を搭載

・会議の発言内容と資料をAIが解析して　　　
テキスト化
・知りたい部分をピンポイントで探しだすことが
可能

REC

情報の集約と可視化を支援する
多画面表示機能

・さまざまなレイアウトや利用シーンに合わせて
対応する画面レイアウトを実現
・マルチモニターで情報を一元管理、状況の　
可視化を実現
・カメラ、PC、TVチューナーなどあらゆるソース
を一元で確認できる多画面表示で情報収集・
意思決定を支援

リモートワークにも対応
Web会議連携

・Skype/Zoom/Microsoft Teams　　　　　　
その他グループウェア等に対応
・ハウリングやエコーも無く聞き取りやすい音声
環境を実現
・専用TV会議システムとも連携可能で、　　　
会議参加者の柔軟な働き方に対応

部屋の分割利用に合わせて
使用する機器を自動選択

・各ソースを任意に選択でき、無駄のない　　
スペース活用を実現
・入力コンセント、表示装置を自由に選択可能
・分割モードごとの自動設定呼び出しで準備の
簡素化と排他制御を実現
・利用するプロジェクターの画面数を複数登録
・ワンタッチ呼出しで多様な利用シーンに対応

収録・配信・二次利用へ
映像記録機能

・セミナーのリアルタイム配信により遠隔地との
合同セミナー開催
・収録したセミナー映像は資産としてオンデマンド
による二次利用にも対応
・蓄積した映像資産はアーカイブシステムで　　
管理・検索が可能
・USBメモリーへの簡単収録にも対応　　
・USTREAM等WEB配信に対応

遠隔地や別室を目的に合わせて
つなぐ各室連携機能

・カメラ映像による各室モニタリングおよび　　
音声の相互通話機能
・全室で情報（映像ソース）の共有可能
・現場⇔本部⇔作戦室など、離れた場所との　
情報共有を実現
・収容人数に合わせて接続する中継場所と映像、
音声の相互共有

壁面を活用した
マルチスクリーン機能

・壁面をスクリーンとして利用することで、　　
画面サイズや位置を任意に設定・簡単に　　
呼び出しが可能
・ 大画面、上下左右、２画面等、利用シーンが　
大幅に拡大

役員会議室

分割使用のイメージ

支店

移動中

＜システム構築＞
■表示装置
　・大型 LED表示システム /
　　ビデオウォール /プロジェクター /
　　可動スタンド付ディスプレイ/
　　インタラクティブ電子ボード
■マイク設備
　・シーリングアレイマイク/
　　グースネックマイク/
　　デジタルワイヤレスマイク
■音響設備
　・シーリングスピーカー /
　　ラインアレイスピーカー
■リモートカメラシステム
■TV会議システム /Web 会議システム /
　電話会議システム
■収録 /配信システム
■議事録支援システム
■BYOD対応 /ワイヤレス投影システム

災害対策本部

災害対策室

災害対策本部事務室

＜システム構築＞
■表示装置
　・プロジェクター /ディスプレイ/
　　移動式ディスプレイ
■マイク設備
　・シーリングアレイマイク/
　　デジタルワイヤレスマイク
■音響設備
　・シーリングスピーカー /
　　ラインアレイスピーカー
■リモートカメラシステム
■TV会議システム /Web 会議システム /
　電話会議システム
■収録 /配信システム
■BYOD対応 /ワイヤレス投影システム
■会議室予約システム

連結

＜システム構築＞
■表示装置
　・大型LED表示システム/
　　プロジェクター
■マイク設備
　・シーリングアレイマイク/
　　グースネックマイク/
　　デジタルワイヤレスマイク
■同時通訳システム
■音響設備
　・シーリングスピーカー /
　　ラインアレイスピーカー
■リモートカメラシステム
■TV会議システム/Web会議システム/
　電話会議システム
■ペーパーレス会議システム
■無線対応プレゼンテーションツール
■議事録支援システム
■環境制御
　・照明/ブラインド

全体使用のイメージ

会議室/セミナー室/災害対策室
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九州営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10  天神フロントスクエア 5階
電子機器事業本部 〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3 六行会総合ビル1階

TEL 03-3445-2076
TEL 03-6261-0090
TEL 022-726-8781
TEL 0263-38-1171
TEL 052-203-3401
TEL 06-4705-6031
TEL 092-732-7001
TEL 03-5781-5130

本社 〒763-0031　香川県丸亀市城南町61 
高松支店 〒761-8073　香川県高松市太田下町3013-17

TEL 0877-23-6355
TEL 087-865-3325

〈お問い合わせ〉

カタログ記載以外の製品や仕様についても幅広くご相談に応じます。不明点はお問い合わせください。

Web

Mail

www.restarcc.com
info_mk@restarcc.com

役員会議室

セミナールーム/
プレゼンルーム

会議室/
災害対策室



3災害対策室
いつか来るその日に備え、
円滑な情報共有・指揮をサポート

状況の「可視化」
遠隔地との接続、現場映像、地図、地上波放送など様々な情報を集約し、
一画面に表示することで、災害現場と本部での意思疎通を高めます。

情報を「共有」
集約した全ての情報は全室でリアルタイムに共有をすることで、
刻々と変化する状況を効率よく把握することができます。
部屋間の相互コミュニケーションにより、的確な対応がとれます。

2セミナー室
多様なレイアウトに対応し
利用シーンに応じたシステム環境を実現

柔軟に対応
各機器をレイアウトに応じて自由に選択。用途、収容人数に応じて
分割/連結可能なフレキシブルなAVシステムを構築します。

拡張性
豊富な入出力に対応し、株主総会などの各種イベントにも対応。
様々な目的でご利用いただけます。

1役員会議室
ワンマンオペレーションで
スピーディーな意思決定を促進

会議進行をフルサポート
音声、映像、情報資料、遠隔地コミュニケーション。
会議の効率化と意思決定サイクルの短縮を実現します。

システムマネジメント
AMX社認定プログラマーチームが制御システムを開発。最新技術を
取り入れたAV制御システムは高い精度で安心・安定運用を提供します。

ワンマンオペレーションの
実現をサポート

・1台のタッチパネルで全制御が完結
・プレビュー画面一体型

・カメラとマイク動作が連動しワンタッチで話者
を撮影

・前回の部屋環境を呼び出し、すぐに会議を　
再開できるラストメモリー機能
・カメラプレビューもタッチパネルで確認、　　
専用コントローラー不要の簡単操作

使いやすい
タッチパネルシステム

・だれでも簡単に使えるGUI
・誤操作にも対応した安心設計
・直感的に操作できるボタン配置
・視認性を高めたデザイン

・無線タブレットを使用すればオペレーションの
場所を選ばず操作可能

高品位な映像と最適な音場
環境を実現

・カメラ移動中の映像を見せない　　　　　　
テレビ放送品質のカメラワーク

・個別音量設定にも対応し、最適な音場環境を
構築

ケーブルレスで
マルチデバイスに対応

・多画面表示機能により資料の比較や　　　　
マルチプレゼンが可能
・BYODにも対応
・ワイヤレスでPC画面を投影
・多様なレイアウトにも柔軟に対応

多拠点を結ぶ
TV会議システム連携

・複雑な各種設定もワンボタンで自動呼出し　
（拠点ごとに設定可能）
・リモコン不要で簡単接続
・ハウリングやエコーも無く聞き取りやすい音声
環境を実現

議事録作成支援
録画／録音機能

・議事録対応に、会議開始と同時に　　　　　
録画・録音を開始
・録画忘れ防止機能を搭載

・会議の発言内容と資料をAIが解析して　　　
テキスト化
・知りたい部分をピンポイントで探しだすことが
可能

REC

情報の集約と可視化を支援する
多画面表示機能

・さまざまなレイアウトや利用シーンに合わせて
対応する画面レイアウトを実現
・マルチモニターで情報を一元管理、状況の　
可視化を実現
・カメラ、PC、TVチューナーなどあらゆるソース
を一元で確認できる多画面表示で情報収集・
意思決定を支援

リモートワークにも対応
Web会議連携

・Skype/Zoom/Microsoft Teams　　　　　　
その他グループウェア等に対応
・ハウリングやエコーも無く聞き取りやすい音声
環境を実現
・専用TV会議システムとも連携可能で、　　　
会議参加者の柔軟な働き方に対応

部屋の分割利用に合わせて
使用する機器を自動選択

・各ソースを任意に選択でき、無駄のない　　
スペース活用を実現
・入力コンセント、表示装置を自由に選択可能
・分割モードごとの自動設定呼び出しで準備の
簡素化と排他制御を実現
・利用するプロジェクターの画面数を複数登録
・ワンタッチ呼出しで多様な利用シーンに対応

収録・配信・二次利用へ
映像記録機能

・セミナーのリアルタイム配信により遠隔地との
合同セミナー開催
・収録したセミナー映像は資産としてオンデマンド
による二次利用にも対応
・蓄積した映像資産はアーカイブシステムで　　
管理・検索が可能
・USBメモリーへの簡単収録にも対応　　
・USTREAM等WEB配信に対応

遠隔地や別室を目的に合わせて
つなぐ各室連携機能

・カメラ映像による各室モニタリングおよび　　
音声の相互通話機能
・全室で情報（映像ソース）の共有可能
・現場⇔本部⇔作戦室など、離れた場所との　
情報共有を実現
・収容人数に合わせて接続する中継場所と映像、
音声の相互共有

壁面を活用した
マルチスクリーン機能

・壁面をスクリーンとして利用することで、　　
画面サイズや位置を任意に設定・簡単に　　
呼び出しが可能
・ 大画面、上下左右、２画面等、利用シーンが　
大幅に拡大

役員会議室

分割使用のイメージ

支店

移動中

＜システム構築＞
■表示装置
　・大型 LED表示システム /
　　ビデオウォール /プロジェクター /
　　可動スタンド付ディスプレイ/
　　インタラクティブ電子ボード
■マイク設備
　・シーリングアレイマイク/
　　グースネックマイク/
　　デジタルワイヤレスマイク
■音響設備
　・シーリングスピーカー /
　　ラインアレイスピーカー
■リモートカメラシステム
■TV会議システム /Web 会議システム /
　電話会議システム
■収録 /配信システム
■議事録支援システム
■BYOD対応 /ワイヤレス投影システム

災害対策本部

災害対策室

災害対策本部事務室

＜システム構築＞
■表示装置
　・プロジェクター /ディスプレイ/
　　移動式ディスプレイ
■マイク設備
　・シーリングアレイマイク/
　　デジタルワイヤレスマイク
■音響設備
　・シーリングスピーカー /
　　ラインアレイスピーカー
■リモートカメラシステム
■TV会議システム /Web 会議システム /
　電話会議システム
■収録 /配信システム
■BYOD対応 /ワイヤレス投影システム
■会議室予約システム

分割

連結

災害対策本部

＜システム構築＞
■表示装置
　・大型LED表示システム/
　　プロジェクター
■マイク設備
　・シーリングアレイマイク/
　　グースネックマイク/
　　デジタルワイヤレスマイク
■同時通訳システム
■音響設備
　・シーリングスピーカー /
　　ラインアレイスピーカー
■リモートカメラシステム
■TV会議システム/Web会議システム/
　電話会議システム
■ペーパーレス会議システム
■無線対応プレゼンテーションツール
■議事録支援システム
■環境制御
　・照明/ブラインド

全体使用のイメージ




