
米国テレスクリプト社製　

自動昇降式プロンプターMPS190

Motorized Public Speaking

自動昇降式プロンプター 

大統領御用達のテレスクリプト社のプロンプター
各国の首脳に愛用されています

登壇者が複数いる際も調節が簡単！
有線リモコンで１～ 15 の高さ
に遠隔で調節できます。
プリセットで１～１５の高さ
が登録されていますが、任意
の高さを 上書きして 登録する
こともできます。
H ボタン（ホームボタン）を
押すと、右図のようにコンパ
クトに収縮します。

使用しないときはコンパクトに収縮！
スピーチが終わった後はコ
ンパクトに収縮させること
ができます。
記者会見や株主総会等、質
疑応答があるシーンでもプ
ロンプターを下ろすことで
挙手をする参加者を見つけ
やすくなります。
ミラーは折りたためますの
で反射の心配もありません。

ドライバーなどの工具なしで簡単セットアップ！　

本製品は ドライバーなどの工
具なしで組み立てることがで
きます。
現場で手作業で組み立てるこ
とができるためセットアップ
の時間が短縮できます。

持ち運びしやすいハードケースつき！　

付属品がすべて収まる堅
牢な専用ケースが付属し
ています。
頑丈なので伝票を貼って
そのまま発送ができます。
キャスター付きなので現
場での移動や持ち運びも
簡単です。
　

TELESCRIPT
International



自動昇降式プロンプター
TeleScript MPS190

オープン

【モニター用ケース×１】
　※２台のモニターが収まります
19 “LCD モニター×2 ／モニター用電源ケーブル×2／
10mVGA×1／ 5mVGA×2 ／ VGA 分配器×1
 
【昇降モーター用ケース×1】
ポール付昇降土台×2 ／モニター用囲い×2／
ハーフミラー×3 ( 内 1 枚予備 ) ／昇降リモコン×1／
Sync 用 SDI×1 ／リモコン用 SDI 20m×1
 
・サイズ：19 インチ (48.26 cm)　
・解像度：1280 x 1024　
・輝度：1000 ニッツ（カンデラ） 　
・バックライト：LEDモニター　
・反転機能つき　
・電源：DC12v/4a via 4 pin XLR

SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop

10.9kg/ 台（モニター分は含みません）

50.8 cm-208.28 cm（床からガラスクリップまで）

・電源：110-240v/3a

商品名

価格

付属品

付属モニター仕様

付属モニター入力

本体重量

ポールサイズ

モーター本体仕様

本体仕様　

レンタル・ご購入後のサポートも承っております！

YouTube チャンネル・ブログにて運用方法のヒントを公開中！

米国テレスクリプト社 正規代理店：アテイン株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-8 酒井ビル
TEL: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680　Email: info@attainj.co.jp  http://www.attainj.co.jp

価格等はアテインホームページからお問合せ下さい。
設営業務や、車両搬入、
実績の豊富なオペレーターによる
ソフトウェアオペレーションや原稿調整作業も承っております。

◇ Youtube チャンネル「スピプロチャンネル」
　 セットアップ方法など動画でわかりやすく解説

◇ ブログ「Attain Prompter」
      セットアップ方法など動画でわかりやすく解説

Hideki_Suga
画像

Hideki_Suga
画像



Presidential  Prompting System
米国テレスクリプト社製スピーチプロンプター

高品質・使いやすさを実現！
テレスクリプト製　スピーチプロンプター
Presidential Prompting System

大統領御用達のテレスクリプト社のプロンプターです。
各国の首脳に愛用されています。

スタイリッシュなデザインで、フォーマルなシーンに最適です。

多機能ソフトウェアでスムーズなオペレーション！

付属のソフトウェアには、オペ
レーションに便利な専用コント
ローラーが付属しています。
ソフトウェア上で、文章の編集、
保存、印刷などができ、現場を考
慮したさまざまな便利な機能が搭
載しています。
※日本語マニュアル付き

ドライバーなどの工具不要で簡単セットアップ！

TeleScript スピーチプロンプター
はドライバーなどの工具なしで組
み立てることができます。
現場で、手作業で組み立てること
ができるため、セットアップの時
間が短縮できます。

反転モニターで他データの出力も簡単！

モニターに反転機能があるため、PowerPoint や画像データ、
ＰＤＦのデータ、書画カメラの映像なども簡単に表示するこ
とができます。緊急用のコメント表示や、株主総会の問答表
示など、幅広く活用できます。

１つのケースに２台セットがすべて収まります。

専用のハードケースに、２台セットすべてが収まります。
小物を入れるスペースもあるので、現場への持ち運びが簡単
です。忘れ物防止にもなります。
ケースは PELICAN のハードケースを使用しており、運搬時
の衝撃などにも強いです。

米国テレスクリプト正規代理店　アテイン株式会社



本体仕様

レンタルも行っております！ 

ソフトウェアインターフェイス

テレスクリプト２台パッケージセット

オープン

・LCD モニター ×2
・取り付け台 ×2
・折りたたみ式モニター用囲い ×2
・高さ調節ポール ×2
・ハーフミラー用クリップ ×2
・ハーフミラー ×2
・ソフトウェア ×1
・コントローラー ×1
・スペア用ハーフミラー ×1
・10mＶＧA ケーブル　×1
・ＶＧＡ２分配器　×1
・専用ケース ×1
※ノートＰＣはご用意ください。

19 インチ

反転機能つきモニター
SDI/VGA/HDMI/
Component & 2 AV 入力
輝度：　1000 カンデラ

約 45kg （ケース含む）

付属（ドングルタイプ）
TeleScript AV
10 ボタン コントローラー

Windows Vista
Windows 7
Windows 8 (8.1)
32 or 64 bit versions

商品名

価格

付属品

付属モニターサイズ

付属モニター入力

本体重量

ソフトウェア

ソフトウェア対応ＯＳ

１台セット

２台セット

2 日以内     

68,000 円

136,000 円

３日          

76,000 円

152,000 円

４日         

80,000 円

160,000 円

５日        

84,000 円

168,000 円

６日         

88,000 円

176,000 円

１週間        

92,000 円

184,000 円

　送料（全国）    

16,000 円（往復）

16,000 円（往復）

* 専用ソフトウェアがインストールされた PC付属。  オプション：オペレーション１日 60,000 円、セットアップ撤去費　30,000 円

YouTube チャンネルにてセットアップ方法を公開中！
YouTube チャンネル「AttainDVD」にて、スピーチプロンプターの
セットアップ方法を動画で見ることが出来ます！

テレスクリプトプロンプターの組み立て方【アテイン株式会社】
https://www.youtube.com/watch?v=2K9f1jzv5HM

米国テレスクリプト正規代理店　アテイン株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-8 酒井ビル TEL: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680Email:  info@attinj.co.jp  http://www.attainj.co.jp



人気のＷＪシリーズ！
講義、セミナー、コメント撮影、
eラーニング教材の撮影に最適！

カメラ台が搭載されています
が、取り外して、カメラ用の三
脚と、プロンプター用の三脚
を分けて使用することができ
ます。
三脚を分けることで耐荷を気
にしなくて良いため、さまざま
なカメラを使用することがで
きます。

●文字の反転スクロールソフトウェアです。
●シンプルなインターフェイスで簡単操作！
●パソコンのマウスで簡単に操作できます。
●ソフトウェア上で簡単に文章の編集ができます

ＰＣマウスで簡単操作！ＷＪプロンプターソフトウェア (本体別売)

製品概要と価格

レンタルも行っております ！

自由なカメラワークを実現 ！

付属のモニターには、左右反
転機能がついており、ハーフ
ミラーにＰＣ画面上のすべ
てをそのまま反映させること
ができます。ソフトウェアの画
面だけでなく、W o r dや
Excel、PPTなどのデータを表
示させることができます。

左右反転モニターで様々な資料を表示！

標準型撮影用プロンプター
スクエアモニター型
テレプロンプターWJ19
●本体付属品 
パーツ1式、19インチ左右反転機能付モニター×1、
10mVGAケーブル×１、ガラス×１、専用ケース×１

標準型撮影用プロンプター
ワイドモニター型
テレプロンプターWJ22
●本体付属品 
パーツ1式、22インチ左右反転機能付モニター×1、
10mVGAケーブル×１、ガラス×１、専用ケース×１

セット内容

ソフトウェア対応OS

出力可能データ書式

CD-ROM×１, ドングル×１

Windows XP, 7, 8（一部）, 10
※IntelCorei5以上推奨

テキストファイル（.txt)
※Microsoft Wordデータも出力可能ですが、表示に時間を要する
　場合や文字化けが生じる可能性があります。

本体価格

付属モニター

本体重量

ソフトウェア

オプション

オープン価格

19インチ（スクエア）
入力: VGA, HDMI

8～10kg

別売り
WJプロンプターソフトウェア

WJ19スペアガラス*

対応三脚（80,000円～）※機種は応相談

オープン価格

22インチ（ワイド）
入力: VGA, HDMI

8～10kg

別売り
WJプロンプターソフトウェア

WJ22スペアガラス*

機種 テレプロンプターWJ19 テレプロンプターWJ22

＊バックアップ用のガラスです。
　緊急時のため、1枚は購入しておくことを
　おすすめしております。

※三脚は別料金

＊送料は全国片道8,000円（税別）です。
　（配送エリア：沖縄県、離島およびその他一部の山間部エリアを除く。別途でお問い合わせください。）
　セットアップや撤去作業、オペレーションが必要な場合には別途費用がかかります。
＊一週間以上ご希望の方は別途相談も承ります。

68,000 円

レンタル料金（税別） レンタルセット内容
2 日以内

76,000 円
3 日

80,000 円
4 日

84,000 円
5 日

88,000 円
6 日

92,000 円
1 週間

●対応三脚レンタル：5,000 円 
●セットアップ及び操作説明料 15,000 円　●撤去作業 15,000 円
●オペレーション 半日 60,000 円～

プロンプター本体
＋

WJソフトウェアが
インストールされたPC

プロンプターの前面に、モニ
ターを取り付けることができ
ます。撮影中の映像や合成
映像の確認用として表示し
たり、タイマーなどの時間の
表示や、緊急用のメッセージ
を表示するなど、幅広く利用
できます。
※前面モニターは付属されません

前面モニター取り付け可能 ！

もっと笑顔で ！

00：00：30

セット1式は付属のケースに
すべて収まります。PELICAN
製の堅牢なハードケースで
すので、そのまま発送するこ
とができます。
遠方での撮影などにも安心
です。

コンパクトに１つのケースにおさまります ！

お問い合わせ： info@attainj.co.jp◎秋葉原のスタジオで随時デモ受け付け中！

アテイン　テレプロンプター

テレプロンプターについて動画で紹介しています！　
特設ページをご覧ください。http://www.attainj.co.jp/production/teleprompter.html

撮影用テレプロンプターWJシリーズ　  販売＆レンタル
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