
WEB 会議・LIVE 配信 できるの？

インターネット回線 接続方式

ARTERIA Networks 施設専有回線

他ユーザーの利用
の影響を受けない

他ユーザーの利用
の影響を受ける

「 APオンライン WEB会議・WEBセミナー 」

マイク・プロジェクター・カメラなど充実のサポート
ZOOM・Google Meet・YouTube Live

有線接続

Wi-Fi 接続下り 1Gbps 上り 500Mbps

下り　800～950Mbps 上り　450～550Mbps
施設専有回線 なので、外部からの干渉が少ない安定感が特徴です。

ギガ高速通信
インターネット
＊ベストエフォート

＊ベストエフォート

＊ベストエフォート

＊ 一部施設により設備・インターネット環境が異なりますので事前にご確認ください。

なぜ実測値が速いのか？

通信局

一般的
専有回線 シェアド型

” 専有回線だから体感できる圧倒的なスピード感”

実測値が速い：800Mbps～950Mbps
ARTERIA Networks

施設専有回線ギガ高速通信
下り 1Gbps 上り 500Mbps

×



「 コンパクトプラン 」 & 「 スタンダードプラン 」 の2プランのご紹介

オンラインでお客様とお打ち合わせができます。

「 入室５分ですぐに使える 」　WEB会議

「 PC・スマホで会場を見学 」　オンライン内覧

「会場でWEB会議をやりたい方へオススメ」

WEB会議・WEBセミナー・Live配信の方法

株式会社TCフォーラム　「ミーティングスペースAP」

( 税別 )

¥25,000
トライアル特別価格 !

手ぶらで「約 30～100名規模。プロジェクターもカメラも込み」
Zoom、GoogleMeet等、「お持ちのパソコン、各種アカウントですぐにWEB会議」

こんな方へオススメ！
１つの場所に50名程度集まってWEB配信
インターネット通信の安定性重視
プロジェクターも使いたい
ハンディカメラでしっかり撮影したい

ちょっと会場の様子をカメラで見てみたい。

打ち合わせしたいが遠方で直接現地に行けない。

関係者とスケジュール調整が難しいので、Zoom でサクッと打ち合わせしたい。

こんな方へオススメ！
オフィスでやるWEB会議が聞き取りにくい
少人数で通信ストレスなくWEB 会議したい
会場は駅近がマスト
コストを抑えて短時間ですぐに始めたい

( 税別 )

¥40,000
トライアル特別価格 !

手ぶらで「10～20 名規模の高画質・高音質WEB 会議」
Zoom、GoogleMeet等、「お持ちのパソコン、各種アカウントですぐにWEB会議」

『 コンパクトプラン 』

30 ～ 100名
中規模 会場

10 ～ 20名
小規模 会場

『 スタンダードプラン 』

ap-online@tc-forum.co.jp
オンライン開催のご相談はコチラ
▶



こんな方へオススメ！
オフィスでやるWEB会議が聞き取りにくい
少人数で通信ストレスなくWEB 会議したい
会場は駅近がマスト
コストを抑えて短時間ですぐに始めたい

『 コンパクトプラン 』10 ～ 20名
小規模 会場

＊ベストエフォート＊ベストエフォート

実測値が速い：800Mbps～950Mbps
ARTERIA Networks

施設専有回線ギガ高速通信
下り 1Gbps 上り 500Mbps

×

WEBカメラ・小型マイク・スピーカーが利用可能

ARTERIA Networks 
「施設専有型」回線

※ Zoom、Google、YouTubeのアカウント登録はお客様ご自身で設定をお願いいたします。
※ お持ち込みのパソコンをご使用の場合、パソコンの設定はお客様ご自身で操作をお願いいたします。
※ 事前に機材のセッティングをおこなうため、ご利用の際は事前にご連絡頂きますようお願いいたします。

USB接続

LAN接続

マイクの音声
USB接続
カメラの映像

配信からの音声10倍ズーム

LANLANLANLAN接続接続接続接続

WEBカメラ 配信用パソコン

インターネット

ZOOMなど

配信PC
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4
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配信する側

たったこれだけで、WEB会議が “いつもよりも話しやすくなる”

「聞き取りやすい！」
配信先からの音声が「10～20名

ぐらいならこれでOK」

ミーティングスペースAP　オンラインOnLine

360 度、あらゆる角度からの音声を拾う
「無指向性マイク」と 「HD 音声」 

HD1080pビデオ・10倍ズーム

「AP施設占有型」Arteria Networks 
スタンダードギガビットアクセス

WEBカメラ 2

3

1

4

マイク・スピーカー

安定したインターネット回線
「お持ち込みPCでもご使用可能」
配信用パソコン

手ぶらで「10～20 名規模の高画質・高音質WEB 会議」
Zoom、GoogleMeet等、「お持ちのパソコン、各種アカウントですぐにWEB会議」

マイク・スピーカー

¥25,000 すぐに始められる「コンパクト WEB 会議」
入室して 5 分でスタート （約 10 ～ 20名）トライアル特別価格 !

( 税別 )
＊会場使用料は別途発生致します。

Google Meet
WEB会議WEB会議・ウェビナー

ZOOM
LIVE配信

YouTube Live



こんな方へオススメ！
１つの場所に50名程度集まってWEB配信
インターネット通信の安定性重視
プロジェクターも使いたい
ハンディカメラでしっかり撮影したい

『 スタンダードプラン 』30 ～ 100名
中規模 会場

実測値が速い：800Mbps～950Mbps
ARTERIA Networks

施設専有回線ギガ高速通信
下り 1Gbps 上り 500Mbps

×

¥40,000 すぐに始められる「スタンダード WEB 会議」
入室して 5 分でスタート （約 30 ～ 100名）トライアル特別価格 !

( 税別 )
＊会場使用料は別途発生致します。

安定したネット回線

HD 40 倍ズーム

ウェビナーにも最適な設備

ピンマイクも可能

「AP施設占有型」Arteria Networks
 スタンダードギガビットアクセス

お持ち込みPCでも接続可能

ワイヤレスマイク

手ぶらで「約 30～100 名規模の高画質・高音質WEB 会議」
Zoom、GoogleMeet等、「お持ちのパソコン、各種アカウントですぐにWEB会議」

2
HDMIをUSB変換
HDMI キャプチャ3

6

1
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ハンディカムで撮影。マイクとプロジェクターが利用可能

HDMI 接続

カメラ映像
カメラ映像
マイク音声

イヤホンジャック
接続

マイク音声

USB接続 HDMI 接続

配信からの映像・音声

“ココがポイント”

HD40倍ズーム撮影

AP会場内に拡声

「AP会場内の参加者と各拠点がつながる」
“見える、聞こえる、全員と会話できる”

HDMIをUSB変換

AP会場
30～100名

A支店

B支店

ZOOMなど

配信PC

配信する側

マイクとプロジェクターを使ってWEB会議

「聞き取りやすい！」
天井スピーカーから

「見やすい大画面！」
プロジェクターも使える

LAN接続

ハンデイカメラ＋スタンド

5 プロジェクター・スクリーン・スピーカー配信用パソコン

33

ワイヤレスマイク

4Kハンディカメラ
（スタンド付き）

HDMI
キャプチャ 配信用パソコン

4
AP会場常設

プロジェクター・スクリーン・スピーカー

ARTERIA Networks 
「施設専有型」回線

インターネット
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Google Meet
WEB会議WEB会議・ウェビナー

ZOOM
LIVE配信

YouTube Live

※ Zoom、Google、YouTubeのアカウント登録はお客様ご自身で設定をお願いいたします。
※ お持ち込みのパソコンをご使用の場合、パソコンの設定はお客様ご自身で操作をお願いいたします。
※ 事前に機材のセッティングをおこなうため、ご利用の際は事前にご連絡頂きますようお願いいたします。

ミーティングスペースAP　オンラインOnLine

＊ベストエフォート


