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貸会議室の設備

１．すべての

（１）これまで

（２）６
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２．特別会議室の料金

（１）地階「特別会議室」の利用料金を、

（２）With

導入しました。

三重県勤労者福祉会館

（公益財団法人

MAXHUB
どんな設備？

滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を
MAXHUB
ータを保存したりすることも可能です。

プレゼンテーションといえば、プロジェクターにケーブルで
しスクリーンに投影するのが一般的ですが、専用のワイヤレスドングル
によるワンタッチ接続で、
操作が可能です。

最大
ているため、画面共有機能を使えば、「ホワイトボード機能」や「プレゼン
テーション機能」を遠隔地の方と共有しながら、ハイブリットでの
会議（

公益財団法人
〒514

TEL 059
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貸会議室の設備

すべての会議室へ

）これまで Wi

６階「講堂」の

Wi-Fi 環境を実現しました。

特別会議室の料金

（１）地階「特別会議室」の利用料金を、

With コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

導入しました。

三重県勤労者福祉会館

（公益財団法人

MAXHUB
どんな設備？

＜ホワイトボード機能＞
滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を
MAXHUB に投影したり、
ータを保存したりすることも可能です。

＜プレゼンテーション
プレゼンテーションといえば、プロジェクターにケーブルで
しスクリーンに投影するのが一般的ですが、専用のワイヤレスドングル
によるワンタッチ接続で、
操作が可能です。

最大 8m 先の声も拾う高性能マイクとカメラ、スピーカーが一体となっ
ているため、画面共有機能を使えば、「ホワイトボード機能」や「プレゼン
テーション機能」を遠隔地の方と共有しながら、ハイブリットでの
会議（Zoom、Webex

会議室のご予約

公益財団法人
514-0004

TEL 059-225
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貸会議室の設備

会議室へ

Wi-Fi 環境が無かった

講堂」の Wi-Fi をハイエンド化しました。これにより多端末で同時接続しても遅滞することのない

環境を実現しました。

特別会議室の料金を

（１）地階「特別会議室」の利用料金を、

コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

導入しました。（利用料金：

三重県勤労者福祉会館

（公益財団法人 三重県労働福祉協会

MAXHUB って
どんな設備？

＜ホワイトボード機能＞
滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を

に投影したり、QR
ータを保存したりすることも可能です。

プレゼンテーション
プレゼンテーションといえば、プロジェクターにケーブルで
しスクリーンに投影するのが一般的ですが、専用のワイヤレスドングル
によるワンタッチ接続で、MAXHUB
操作が可能です。 

＜ＷＥＢ
先の声も拾う高性能マイクとカメラ、スピーカーが一体となっ

ているため、画面共有機能を使えば、「ホワイトボード機能」や「プレゼン
テーション機能」を遠隔地の方と共有しながら、ハイブリットでの

Webex、Teams

会議室のご予約・お問い合せ

公益財団法人 三重県労働福祉協会
0004 津市栄町

225-2800 FAX 059

稼働率が低調な「特別会議室」を重点に、
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貸会議室の設備

会議室へ Wi-Fi 環境を

環境が無かった２

をハイエンド化しました。これにより多端末で同時接続しても遅滞することのない

環境を実現しました。 

を引き下げ

（１）地階「特別会議室」の利用料金を、

コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

（利用料金：2,500

三重県勤労者福祉会館

三重県労働福祉協会

って 
どんな設備？ 

MAXHUB

で、「ホワイトボード機能」「プレゼンテーション機能」「

効率的な会議運営をサポートします。

＜ホワイトボード機能＞
   

滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を

QR コードを読み込み
ータを保存したりすることも可能です。 

プレゼンテーション
   

プレゼンテーションといえば、プロジェクターにケーブルで
しスクリーンに投影するのが一般的ですが、専用のワイヤレスドングル

MAXHUB本体からも

ＷＥＢ会議
   

先の声も拾う高性能マイクとカメラ、スピーカーが一体となっ
ているため、画面共有機能を使えば、「ホワイトボード機能」や「プレゼン
テーション機能」を遠隔地の方と共有しながら、ハイブリットでの

Teams 等）が可能です。

・お問い合せ

三重県労働福祉協会
津市栄町 1 丁目 891

FAX 059-229

稼働率が低調な「特別会議室」を重点に、ご利用者様の利便性と

コロナ時代の新しい会議スタイルに適した設備・環境に改善しました

貸会議室の設備・環境

環境を導入しました。

２階「第２会議室」

をハイエンド化しました。これにより多端末で同時接続しても遅滞することのない

引き下げ、オールインワン

（１）地階「特別会議室」の利用料金を、収容人数が同じ

コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

2,500 円／1 回

三重県勤労者福祉会館 

三重県労働福祉協会） 

MAXHUB は、煩雑なケーブル接続を一切排除したスマートなシステム

、「ホワイトボード機能」「プレゼンテーション機能」「

効率的な会議運営をサポートします。

＜ホワイトボード機能＞
 

滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を

コードを読み込み PDF
 

プレゼンテーション機能＞
プレゼンテーションといえば、プロジェクターにケーブルで
しスクリーンに投影するのが一般的ですが、専用のワイヤレスドングル

本体からもPC

議機能＞
 

先の声も拾う高性能マイクとカメラ、スピーカーが一体となっ
ているため、画面共有機能を使えば、「ホワイトボード機能」や「プレゼン
テーション機能」を遠隔地の方と共有しながら、ハイブリットでの

等）が可能です。 

・お問い合せは 

三重県労働福祉協会 
891 番地 

229-6378 

ご利用者様の利便性と

コロナ時代の新しい会議スタイルに適した設備・環境に改善しました

・環境

しました。

会議室」と地階「特別会議室」に

をハイエンド化しました。これにより多端末で同時接続しても遅滞することのない

、オールインワン

収容人数が同じ 2 階「第

コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

回） 

は、煩雑なケーブル接続を一切排除したスマートなシステム

、「ホワイトボード機能」「プレゼンテーション機能」「

効率的な会議運営をサポートします。

＜ホワイトボード機能＞ 
滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を

PDF 化された板書デ

機能＞ 
プレゼンテーションといえば、プロジェクターにケーブルで PC
しスクリーンに投影するのが一般的ですが、専用のワイヤレスドングル

PCからも双方向での

＞ 
先の声も拾う高性能マイクとカメラ、スピーカーが一体となっ

ているため、画面共有機能を使えば、「ホワイトボード機能」や「プレゼン
テーション機能」を遠隔地の方と共有しながら、ハイブリットでの

その他の機能や使い方の
MAXHUB

れており、

が YouTube

詳細は右の
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、「ホワイトボード機能」「プレゼンテーション機能」「

効率的な会議運営をサポートします。

滑らかな書き心地と、スマホと同じような感覚で拡大縮小・移動・回転
などが直感的に操作できます。また、スマホ・タブレット等の画面を

化された板書デ
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コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

は、煩雑なケーブル接続を一切排除したスマートなシステム

、「ホワイトボード機能」「プレゼンテーション機能」「

効率的な会議運営をサポートします。 
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会議室」と同料金に引き下げました

コロナ時代の新しい会議スタイルに向けて、オールインワン・ミーティングボード「

は、煩雑なケーブル接続を一切排除したスマートなシステム

、「ホワイトボード機能」「プレゼンテーション機能」「ＷＥＢ
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