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What's IVEL
インテリジェンス　知性・理知

お客様の要望を理解し、計画を立てて業務を遂行、また問題を解決いたします

お客様に価値のあるサービスをご提供いたします

バリュー　価値

エンターテイメント　娯楽
業務に関わる人々に楽しんでいただけるサービスをご提供いたします

リバティ　自由
固定観念にとらわれず、自由な発想でより良いサービスをご提供いたします

社訓

企業理念
1. 新しい価値を創出するイノベーションを育てる

2. イノベーションを創出し、
　新たなサービスを自ら生み出すことができる人材を育成する会社でありたい

3. 顧客が望む商品をスピーディーに市場に投入する

4. 顧客のニーズに応える（Meet customer needs）

5. 顧客の信頼を第一に考える

経営理念
1. 私達はお客様を第一に考える

2. 私達は技術・技を磨き続ける

3. 私達は輝く人を育てる

誠実な心
　 何事にもまじめに取り組む

謙虚な心
　 自分を偉いものだと思わず、
     素直に他に学ぶ気持ちがあること

感謝する心
　 何事にも感謝の気持ちを持つ

協力する心
　 目的に向かって心を合わせて努力する

お客様の要望を理解し、計画を立てて業務を遂行、また問題を解決いたしますお客様の要望を理解し、計画を立てて業務を遂行、また問題を解決いたします

お客様に価値のあるサービスをご提供いたしますお客様に価値のあるサービスをご提供いたします

業務に関わる人々に楽しんでいただけるサービスをご提供いたします業務に関わる人々に楽しんでいただけるサービスをご提供いたします

固定観念にとらわれず、自由な発想でより良いサービスをご提供いたします固定観念にとらわれず、自由な発想でより良いサービスをご提供いたします
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事業内容

イベントイベント

デジタル
サイネージ
デジタル
サイネージ

感染症
対策商品
感染症
対策商品

映像映像配信配信

イベント企画・運営・設営から撮影・配信・投影・編集、
また、感染症対策商品などお客様のニーズに応じた
サービスをご提供いたします
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式典・パーティ発表会・講習会

学校行事・講義

セミナーやシンポジウウム、各種イベントや社内行事や学校行事等
様々な配信のお手伝いをさせていただきます

セミナー・シンポジウム
セミナー・シンポジウムにライブ配信を使用す
ると、参加できない方々にご視聴いただけます

学校行事・講義
体育会や音楽コンクール、入学式や卒業式等
の行事では、当日参加できない保護者や親族
の方々にご視聴いただけます
また、学内外に向けての情報発信にライブ配
信を活用することも可能です

ライブ配信の一例ライブ配信の一例

発表会・講演会 式典・パーティ
遠方で現地に参加できない方が、どこからでも
参加することが可能です
会場とのやり取りも可能なので会場にいる雰
囲気が伝わります

遠方に住む親族・知人にもリアルタイムでご視
聴いただけます
録画にも残るので生徒様が当日ご覧いただけ
ますし、編集してBlu-rayにすることも可能です

LIVE配信

セミナー・シンポジウム
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イヴェルの配信
音響や照明、撮影、編集等全て弊社にお任せください

マイク、スピーカー等音響機材をご用意いたします
配信会場に音響設備がない場合はもちろん、配信会場の音響機
材だけでは機材が足りない場合やご要望に応じて必要な機材
をご用意いたします
また、配信会場に音響設備がある場合、音響オペレーターのみ
を手配させていただくことも可能です

Public Address

被写体をより美しく演出する照明機材をご用意いたします
配信会場に照明設備がない場合はもちろん、配信会場の照明機
材だけでは照明演出効果が不十分な場合にご要望に応じて必
要な機材をご用意いたします。
また、配信会場に照明設備がある場合、照明オペレーターのみ
を手配させていただくことも可能です

ご要望に応じたカメラをご用意いたします
お手持ちのカメラをご使用される場合は、カメラマンのみの手
配も可能です
カメラだけではなく、プロジェクターやモニター、LEDビジョン
等の手配も可能です

Video related

録画したデータは編集し、後日Blu-ray等ご希望のメディアで
お渡しすることも可能です
ご要望に応じて、レーベル印刷～ケース印刷・梱包までお任せ
ください

その他チケット制配信等、お客様のご要望に応じたご提案をさせていただきます
お客様がお持ちの機材を使用する格安プランもご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。

Lighting

配信をトータルでサポート

Media
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撮影・編集、映像制作はもちろんメディア制作やコピーも承ります

ご要望に応じた映像制作データやカメラ撮影データを編集し、
ご希望のメディアで納品いたします
DVDやBlu-rayの場合はマスターディスクの制作～パッケージ
まで全て一括して受注いたします

その他、プロジェクションマッピングや３Dコンテンツの制作も
承ります

学校行事の撮影～メディア制作

CDやDVD、Blu-rayディスクのコピーをいたします。
ご要望があれば編集いたします

※ 著作物のダビング・コピーは承ることができません。
　予めご了承ください

学校行事を撮影し、DVDやBlu-rayでパッケージいたします
各行事や卒業記念制作として制作いたします
学校様で撮影された素材を編集することでコストを削減する
ことも可能です
別途配信を発注いただくことでセット価格でご提供させてい
ただきます

弊社は、一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）の卒
業記念・コンクール用録音・録画物の協定事業者です
この協定により、一般に申請するよりも著作権の使用料が減
額されるメリットがあります

Video
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企画・運営・設営、音響・照明・映像、全て弊社にお任せください

イベント企画、会場設営、運営に至るまでトータルでサポートい
たします
企画書作成、運営マニュアル、司会者手配、出演者手配、検温機
等、全て弊社にお任せください

Production

会場に音響・照明設備がない場合は、設備を必要に応じて手配
いたします
オペレーターのみの手配も可能です
また、撮影やプロジェクター、モニターやLEDビジョンの手配も
お任せください

PA・Lighting・Video

野外イベント・展示会、イルミネーション等で電気工事が必要な
場合も弊社で対応可能です
また、音響・照明関係のセッティング、常設工事も対応可能です

Event construction

Events
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設計からシステム開発企画・コンテンツ制作・設置・運用・管理まで
一括でご提供いたします

LEDビジョン 輝度の高いLED素子を使用しているため、圧倒的に明るく視認性の高い訴求ができます
高精細なビジョンは1.2mmピッチからご用意し、屋内外問わず設置ができます

透過型LEDビジョン 透過型は、ブラインドカーテンのような形状をしており、ディスプレイの隙間から奥の景色を
見通すことができるのが特徴です

自動ドアと一体型したモデル

Digital signage
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置き型サイネージ 薄型のイーゼルモデルから自立型、壁掛けモデル等、お客様のご要望に応じた商品を納品いたします

配信専用アプリ 専用アプリのクラウドシステムは、様々なコンテンツを管理・配信・提供・共有することができます

Cloud

Digital SignageDigital Signage

クラウドサービス

各種
コンテンツを収納

情報コンテンツ
映像コンテンツ
予約システム
ECシステム
各種ファイル...

オリジナルの

ひな形内の画像と

テキストを差替える

だけの簡単更新

ブログ投稿の様に

写真とテキストを

投稿するだけでOK

簡単投稿機能

各種
リアルタイム情報の投稿

ニュース
タイムセール
イベント情報
予約情報
伝言情報

クーポン配信
各種情報...

各種
情報の共有

アンケート
クーポン
予約
購入
来店
共有

ユーザー

その他、防犯/AI・LIVEカメラ、レスポンシブコンテンツ、タッチログの集計、マルチモニターシステム等もございます
お気軽にお問い合わせください

日本国内の工場で１台１台丁寧に組上げて出荷しています
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非接触体温測定器や二酸化炭素濃度測定器等の感染症対策商品
を取り扱っています

項目
外形サイズ

センサー

重量

備考

かんたん自動検温器

手や額をかざすだけのカンタン非接触検温
音声機能付、検温速度0.5秒±0.3℃、１万台
以上販売の人気商品

内容
120(W)×150(H)×28(D)mm

日本製高性能センサー搭載
220g

※ 3m USBコード・電源タップ付属(PSE認証)

※ 体温計ではなく体面表温度を測る検温器で、医療機器ではありません

項目
三脚サイズ

総重量

設置スペース

備考

自動検温器３点セット

上記検温器に専用三脚スタンドとアルコール
消毒ディスペンサー、ディスペンサー置き台の
お得なセット

内容
最長160cm 折り畳み時60cm

約2ｋｇ未満
40cm四方以上

検温器と三脚を繋ぐ接続部品付属

項目
外形サイズ

重量

消費電力

備考

高性能CO２モニター

二酸化炭素濃度が色と数値で可視化
数値が基準値に達するとアラームでお知らせ
基準値は1,000ppm、1,500ppmの２種類

内容
68(W)×98(H)×39(D)mm

136ｇ
1.5W

ドイツ製高性能センサー搭載

項目
外形サイズ

容量

電源

備考

アルコール消毒ディスペンサー

赤外線センサー搭載の非接触ディスペンサー

内容
 80(W)×195(H)×120(D)mm

300ml
単三電池3本

※ 次亜塩素酸水使用可能
※ ジェルタイプは使用不能

項目
外形サイズ

容量

重量

備考

アルコール消毒ディスペンサー（大）

大容量750mlボトルで噴霧量調整機能搭載
電池、USB両方対応
反応速度0.2秒

内容
 87(W)×290(H)×140(D)mm

750ml
320g

ゴム敷・案内POP・USB電源コード付属

※ ジェルタイプは使用不能

項目
外形サイズ

重量

使用時間

備考

らくらく除菌ガンスプレー（800ml）

ガンタイプのアルコール消毒噴霧器
噴霧量調整機能、充電式、LEDブルーライト
機能搭載

内容
24×22cm

700ｇ
約2時間

USB充電ケーブル・電源アダプタ付属

感染症対策商品
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項目
外形サイズ

重量 　　

機能

マイクスピーカーセット

窓口業務が劇的に改善
アクリル板やビニールシートで聞こえにくい会話を聞き取りやすくする
会話補助システム

内容
 親機  17.8(W)×5   (H)×12.8(D)cm (マイク38cm)
 子機    8.3(W)×2.3(H)×11.5(D)cm

親機  450g　子機  200g
両機音量ボリューム調節可能

消費電力

備考
10W(電圧電流 12V 500mA)
子機には親機との接続コード付属

デジタルサイネージ＋非接触体温測定器＋オートディスペンサー

デジタルサイネージで様々な情報を配信しながら、手指消毒をしている間に検温が可能

デジタルサイネージ

手指消毒しながら検温

短距離IRセンサー

防水タッチパネル搭載

温度アラート機能

設定温度以上を検知した場合、
LINEやメールでリアルタイムに
アラート通知が可能

新型コロナウイルス
感染予防に

ご協力ください！

手指の消毒手指の消毒
こまめに手指の消毒を

行いましょう

マスク着用マスク着用
人がいる場所ではマスクを

着用しましょう

手洗い手洗い
人が触る場所に触れたら
手を洗いましょう

感染拡大を
防ぎましょう！

体温が危険値を超えた
人を検出しました
設置場所： １階受付
体温： 39.5℃

通知イメージ

短期のイベントで必要な場合等、レンタルができる商品もございますので
お気軽にお問い合わせください

新型コロナウイルス
感染予防に

ご協力ください！

手指の消毒手指の消毒
こまめに手指の消毒を
行いましょう

マスク着用マスク着用
人がいる場所ではマスクを

着用しましょう

手洗い手洗い
人が触る場所に触れたら
手を洗いましょう

感染拡大を
防ぎましょう！

あなたの体温は
３６.５℃です

※ Wi-fi環境が必要です

我々はコロナに負けない安全なイベント企画を推進します
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〒564-0052
大阪府吹田市広芝町8-12
第3マイダビル310号室

イヴェル株式会社


