
管理番号 ０１－０１（中） 管理番号 ０１－０２（大） 管理番号 ０１－０３（中） 管理番号 ０１－０４（小） 管理番号 ０１－０５（小）

機器 コクヨKM-SM-80 機器 コクヨKM-SM-100 機器 コクヨKM-SM-80 機器 コクヨKM-SM-60 機器 コクヨKM-SM-60

備考 高さ190cm×幅151cm（全長244cm） 備考 高さ220cm×幅205cm 備考 高さ197cm×幅163cm 備考 高さ168cm×幅122cm 備考 高さ168cm×幅122cm

管理番号 ０２－０１ 管理番号 ０２－０２ 管理番号 ０２－０３ 管理番号 ０２－０４

メーカー NEC　NP-P501XJL-N3 メーカー NEC　NP-P501XJL-N3 メーカー RICOH　IPSIOPJX3241N メーカー RICOH PJ WX4152(短焦点)

管理番号 ０３－０４ 管理番号 ０３－０５ 管理番号 ０３－０６

メーカー ELMO MO-1W ﾜｲﾔﾚｽ書面ｶﾒﾗ メーカー ELMO MO-1W ﾜｲﾔﾚｽ書面ｶﾒﾗ メーカー ELMO MO-1W ﾜｲﾔﾚｽ書面ｶﾒﾗ

管理番号 ０４－０１ 管理番号 ０４－０２ 管理番号 ０４－０３ 管理番号 ０４－０１

メーカー Panasonic HC-V230M メーカー Panasonic HC-V230M メーカー Panasonic HC-V850M メーカー Panasonic HC-V300M

管理番号 ０５－０１ 管理番号 ０５－０２ 管理番号 ０５－０３ 管理番号 ０５－０４

メーカー Volbon DV-538 メーカー Volbon DV-538 メーカー Volbon DV-538 メーカー SLIK-800GVI

管理番号 ０６－０１ 管理番号 ０７－０１ 管理番号 ０８－０１ 管理番号 ０８－０２

メーカー TOSHIBA TY-CDX9 メーカー SONY　BDP-S6200BM メーカー Panasonic-VIERA TH-L23C5 23V型 メーカー SHARP LC-24K20B（24型）

管理番号 １０－０１ 管理番号 １０－０２ 管理番号 １０－０３ 管理番号 １０－０４ 管理番号 １０－０５

機器 FUJITSU/LIFEBOOK SH76/C 機器 FUJITSU/LIFEBOOK SH76/C 機器 FUJITSU/LIFEBOOK SH76/C 機器 FUJITSU/LIFEBOOK A561/DX 機器 FUJITSU/LIFEBOOK A561/DX

管理番号 １０－０６ 管理番号 １０－０７ 管理番号 １０－０８ 管理番号 １０－０９ 管理番号 １０－１０

機器 SONY/VAIO　VDCSB 機器 NEC/VersaPro 機器 hp ProBook 機器 hp ProBook 機器 hp ProBook

プロジェクター（分類０２）　4台

スクリーン（分類０１）　５台

ビデオカメラ（分類０４）　４台

ＴＶ（分類０８）２台

パソコン（分類１０）　１４台

ラジカセ（分類０６）　１台 DVDデッキ（分類０７）１台

ＯＨＣ（分類０３）　　３台

三脚（分類０５）　7本

貸出不可

HDMI可

VGA不可

みやぎ通訳

派遣センター

専用



管理番号 １０－１１ 管理番号 １０－１２ 管理番号 １０－１３ 管理番号 １０－１４ 管理番号 １０－１5

機器 hp ProBook 機器 hp ProBook 機器 hp ProBook 機器 hp ProBook 機器 DALL　Vostro3590

管理番号 １１－０１ 管理番号 １１－０２ 管理番号 １１－０３

品番 ＭＺ-５７５ 品番 Ｈ-４００ 品番 ３Ｍ-９７００

管理番号 ０９－０１ 管理番号 ０９－０２ 管理番号 ０９－０３ 管理番号 ０９－０４ 管理番号 ０９－０５

機器 延長ｺｰﾄﾞﾄﾞﾗﾑ式(15M) 機器 延長ｺｰﾄ3ｺﾝｾﾝﾄ(10M) 機器 延長ｺｰﾄ6ｺﾝｾﾝﾄ(5M) 機器 延長ｺｰﾄ3ｺﾝｾﾝﾄ(5M) 機器 延長ｺｰﾄ6ｺﾝｾﾝﾄ(3M)

管理番号 ０９－０６ 管理番号 ０９－０７ 管理番号 ０９－０８ 管理番号 ０９－０9 管理番号 ０９－１０

機器 延長ｺｰﾄ3ｺﾝｾﾝﾄ(3M) 機器 LANケーブル 機器 iPad用Lightuing-VGAアダプタ 機器 HDMI延長ケーブル(10m） 機器 HDMI延長ケーブル(10m）

管理番号 ０９－１１ 管理番号 ０９－１２ 管理番号 ０９－１３ 管理番号 ０９－１４ 管理番号 ０９－１５

機器 マイク延長ケーブル（30ｍ） 機器 ＶＧＡ延長ケーブル（15ｍ） 機器 ＶＧＡ延長ケーブル（10ｍ） 機器 スピーカー 機器 アンプ延長コード（30ｍ）

管理番号 ０９－１６ 管理番号 ０９－１７ 管理番号 ０９－１８ 管理番号 ０９－１９ 管理番号 ０９－２０

機器 OHPサングラス 機器 機器 機器 機器

管理番号 ロジャー一式 管理番号 ロジャー一式 管理番号 ロジャー一式 管理番号 ヒアリングループ 管理番号

機器 本体 機器 線音源スピーカー２ 機器 マイク 機器 ヒアリング一式 機器

管理番号 ロジャー関連 管理番号 ロジャー関連 管理番号 ロジャー関連 管理番号 管理番号

機器 ロジャーペン 機器 マイリンク 機器 チャージングラック 機器 機器

その他（分類０９）

ロジャー一式・ヒアリングループ（※センター外貸出は相談の上）

ＯＨＰ（分類１１）　　３台

みやぎ通訳

派遣センター

専用

2本

銀3本 1.8ｍ

青15ｍ・青1.4ｍ・緑0.9ｍ PC要筆3D対応

３本

みやぎ通訳

派遣センター

専用


