
RGBフィニッシュコーダー
(NMF2000シリーズ）

提案書

株式会社ニシ・スポーツは、公益財団法人日本陸上競技連盟の
2021-2024年 陸上競技用機器・器具及びトレーニング機器・
器具オフィシャルスポンサーです。



NMF2000W RGBフィニッシュコーダー ２カメラシステム （式）￥19,250,000（税込）

NMF2000V RGBフィニッシュコーダー １カメラシステム （式）￥ 9,790,000（税込）
JAAF承認品
※日本陸上競技連盟競技規則では、原則として年１回の検査が義務づけられています。
※商品写真の「カメラ台」「写真判定装置カメラ用雲台」「RGBフィニッシュコーダー用ラック」は、別途オプションとなります。
※判定画面はイメージです。
※荷造運搬・組み立て・設置・調整費は、別途御見積させていただきます。
※外観及び仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
※既存カメラヘッドカバー・カメラハウジングを継続使用の場合、開口部の調整が必要です。別途御見積させていただきます。
※価格の有効期限は、2023年3月31日です。
【ご注意】弊社販売の電子機器は、自家用電気工作物から給電されている施設しか、ご使用いただけません。



■構成

〇標準装備 〇主なオプション品

品番 品名
NMF752/NMF751 カメラ台

NMF2002 RGBフィニッシュコーダー用ラック
MF107 写真判定装置カメラ用雲台

NMF2001 RGBフィニッシュコーダー用白板(3枚組)
NMF1054 カメラヘッドカバー
MF750 インサイドポール
MF712 記録プリンター用紙（10本組）
別注 遠隔カメラケーブル

MF160 スタート信号分岐BOX
MS306 リモートケーブル（フィニッシュタイマー）
NMF005 データケーブル（NANS21Vオンライン用）
NMS380 ゼロコントロール用ジャンパーケーブル

NMF2000W NMF2000V 備考
カメラヘッド（レンズ付き） 2台 1台 液晶パネル開閉扉横ｽﾗｲﾄﾞ式
カメラケーブル 2本 1本
本体制御部 2台 1台
カメラコントロールユニット 2台 1台 CCUブザー音量の調整可能
多機能グリップスイッチ 2個 1個
27型 液晶ワイドカラーモニター 2台 1台 NMF1000/23型
キーボード 2台 1台
マウス 2個 1個
画像プリンター 1台 1台
記録用サーマルプリンター 1台 1台
再生専用PC 1台 1台 新規
8ポートHUB 1台 1台 新規
機器接続ケーブル 1式 1式 スタートINケーブル含む
無停電電源装置 1台 1台

※黄色塗り潰し部は、NMF1000では標準装備でしたが、
NMF2000ではオプションとなります。


NMF2000V

		NMF2000V　構成部材一覧表 コウセイ ブザイ イチラン ヒョウ																2021/6/28改定 カイテイ

		項目名 コウモク メイ				製品名・品番・型番 セイヒンメイ		メーカー		仕入れ先 シイ サキ		単価 タンカ		数量 スウリョウ		金額(税別) キンガク ゼイベツ		備考 ビコウ		1000Vからの変更点 ヘンコウ テン

		カメラヘッド、CCU、PC														2,677,900

				制御システム		―		フローベル		フローベル		2,677,900		1		2,677,900		10台ロット ダイ

				電動ズームレンズ		―		フローベル		フローベル

				レンズ固定金具 コテイ カネグ		―		フローベル		フローベル



		備品 ビヒン														481,183

				HP P27v G4 27インチモニター		9TT20AA#ABJ		HP		光昭		18,625		1		18,625		10台ロット ダイ		サイズ変更：従来品23inch

				マンフロット雲台		 #400		マンフロット		マンフロット		76,752		1		76,752

				電源タップ  デンゲン		TAP-MG341N-1		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		1,400		1		1,400		10台ロット

				マルチカバー		SD-91N		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		2,000		1		2,000

				マウスパッド		MPD-OP53BL		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		270		1		270

				画像印刷プリンタ ガゾウ インサツ		TS203		Canon 		富士通マーケティング フジツウ		4,400		1		4,400		10台ロット

				スマートラック　		RAC-272＋RAC-75NT		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		49,000		1		49,000

				UPS		THA2-1000-10		GSユアサ		光昭		65,500		1		65,500		5台ロット

				工具箱		ハードプロ４５		アイリスプラザ		アイリスプラザ		2,219		1		2,219

				名称名板シール		―		(株)シール堂印刷		(株)シール堂印刷		77		1		77

				白板　加工・塗装まで		―		高木金属（株）		高木金属（株）		2,250		0		0		30枚ロット マイ		削除 サクジョ

						白板　塗装 シロ イタ トソウ				(株)ニシマキ カブ		1,100		0		0				削除 サクジョ

						検品・梱包　加工費 ケンピン コンポウ カコウヒ				NISHI船橋 フナバシ		62,441		0		0				削除 サクジョ

				タックフィット		―		―		富士通マーケティング フジツウ		530		1		530		耐震マット タイシン

				取説		―		NISHI		NISHI		500		1		500

				記録印刷プリンタ キロク インサツ		CT-S601Ⅱ		シチズン		ムーブ		31,000		1		31,000		10台ロット

				UPS注意書シール		―		(株)シール堂印刷		(株)シール堂印刷		100		1		100

				カメラヘッドケース				武田トランク タケダ		武田トランク タケダ		34,500		0		0		10台ロット ダイ		削除 サクジョ

				再生専用PC サイセイ センヨウ		LIFEBOOK A5510/D		富士通 フジツウ		富士通マーケティング フジツウ		132,920		1		132,920		画面解像度フルHD対応版、マウス付き ガメンカイゾウド タイオウ バン ツ		追加 ツイカ

						再生専用PCセットアップ費用 サイセイ センヨウ ヒヨウ				フローベル		96,000		1		82,100		10台ロット　1台は\128,000 ダイ		追加 ツイカ

				８ポートＨＵＢ		NMC793　		aiwa		富士通マーケティング フジツウ		13,790		1		13,790		NANS、周回と共通のモデル　再生専用PC接続に使用 シュウカイ キョウツウ サイセイ センヨウ セツゾク シヨウ		追加 ツイカ



		ケーブル類 ルイ														110,667

				 記録プリンタ用ケーブル　5m		MF700-03				（株）ヤマオシステムズ		4,950		1		4,950

				スタート信号ケーブル　5m						（株）ヤマオシステムズ		6,800		1		6,800

				光ケーブル ヒカリ		NKO2M-4S75-0-10 		ノイトリック		ノイトリック		86,000		1		86,000

				光ケーブル用コネクタ ヒカリ ヨウ		NO2-4FDW-A		ノイトリック		ノイトリック		5,910		2		11,820		カメラヘッド、CCU用のコネクタ ヨウ

				USBプリンターケーブル						富士通マーケティング フジツウ		320		1		320		10本ロット ホン

				LANケーブル　５ｍ		NMC803				富士通マーケティング フジツウ		777		1		777		NANS、周回と共通のモデル　再生専用PC接続に使用 シュウカイ キョウツウ サイセイ センヨウ セツゾク シヨウ		追加 ツイカ



		オプション※追加購入品 ツイカ コウニュウ ヒン														28,100

				NANS連動ソフトセットアップ レンドウ						富士通マーケティング フジツウ		25,000		1		25,000		既設NANS端末へセットアップ キセツ タンマツ		追加 ツイカ

				NANS結果出力用ケーブル ケッカ シュツリョク ヨウ		KRS-403XF-5K2		ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ 		富士通マーケティング フジツウ		1,290		1		1,290		既設NANS端末へ接続 セツゾク		追加 ツイカ

						BSUSRC0605BS		バッファロー		富士通マーケティング フジツウ		1,810		1		1,810		既設NANS端末へ接続		追加 ツイカ



		合　計 ゴウ ケイ														3,297,850		NMF1000V原価3,163,279

																3,269,750		オプション品を除いた原価 ヒン ノゾ ゲンカ

																3,143,998		ラック,雲台もオプションにした場合の原価 ウンダイ バアイ ゲンカ





NMF2000W

		NMF2000W　構成部材一覧表 コウセイ ブザイ イチラン ヒョウ																2021/3/24改定 カイテイ

		項目名 コウモク メイ				製品名・品番・型番 セイヒンメイ		メーカー		仕入れ先 シイ サキ		単価 タンカ		数量 スウリョウ		金額(税別) キンガク ゼイベツ		備考 ビコウ		1000Vからの変更点 ヘンコウ テン

		カメラヘッド、CCU、PC														5,355,800

				制御システム		―		フローベル		フローベル		2,677,900		2		5,355,800		10台ロット ダイ

				電動ズームレンズ		―		フローベル		フローベル

				レンズ固定金具 コテイ カネグ		―		フローベル		フローベル



		備品 ビヒン														643,660

				HP P27v G4 27インチモニター		9TT20AA#ABJ		HP		光昭		18,625		2		37,250		10台ロット、29日~評価開始 ダイ ニチ ヒョウカ カイシ		サイズ変更：従来品23inch

				マンフロット雲台		 #400		マンフロット		マンフロット		76,752		2		153,504

				電源タップ  デンゲン		TAP-MG341N-1		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		1,400		2		2,800		10台ロット

				マルチカバー		SD-91N		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		2,000		2		4,000

				マウスパッド		MPD-OP53BL		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		270		2		540

				画像印刷プリンタ ガゾウ インサツ		TS203		Canon 		富士通マーケティング フジツウ		4,400		1		4,400		10台ロット

				スマートラック　		RAC-272＋RAC-75NT		サンワサプライ		富士通マーケティング フジツウ		49,000		2		98,000

				UPS		THA2-1000-10		GSユアサ		光昭		65,500		1		65,500		5台ロット

				工具箱		ハードプロ４５		アイリスプラザ		アイリスプラザ		2,219		1		2,219

				名称名板シール		―		(株)シール堂印刷		(株)シール堂印刷		77		1		77

				白板　加工・塗装まで		―		高木金属（株）		高木金属（株）		2,250		0		0		30枚ロット マイ		削除 サクジョ

						白板　塗装 シロ イタ トソウ				(株)ニシマキ カブ		1,100		0		0

						検品・梱包　加工費 ケンピン コンポウ カコウヒ				NISHI船橋 フナバシ		62,441		0		0

				タックフィット		―		―		富士通マーケティング フジツウ		530		2		1,060		耐震マット タイシン

				取説		―		NISHI		NISHI		500		1		500

				記録印刷プリンタ キロク インサツ		CT-S601Ⅱ		シチズン		ムーブ		31,000		1		31,000		10台ロット

				UPS注意書シール		―		(株)シール堂印刷		(株)シール堂印刷		100		1		100

				カメラヘッドケース				武田トランク タケダ		武田トランク タケダ		34,500		0		0		10台ロット ダイ		削除 サクジョ

				再生専用PC サイセイ センヨウ		LIFEBOOK A5510/D		富士通 フジツウ		富士通マーケティング フジツウ		132,920		1		132,920		画面解像度フルHD対応版、マウス付き ガメンカイゾウド タイオウ バン ツ		追加 ツイカ

						再生専用PCセットアップ費用 サイセイ センヨウ ヒヨウ				フローベル		96,000		1		96,000		10台ロット　1台は\128,000 ダイ		追加 ツイカ

				８ポートＨＵＢ		NMC793　		aiwa		富士通マーケティング フジツウ		13,790		1		13,790		NANS、周回と共通のモデル　再生専用PC接続に使用 シュウカイ キョウツウ サイセイ センヨウ セツゾク シヨウ		追加 ツイカ



		ケーブル類 ルイ														216,841

				 記録プリンタ用ケーブル　5m		MF700-03				（株）ヤマオシステムズ		4,950		1		4,950

				スタート信号ケーブル　5m						（株）ヤマオシステムズ		6,800		2		13,600

				光ケーブル ヒカリ		NKO2M-4S75-0-10 		ノイトリック		ノイトリック		86,000		2		172,000

				光ケーブル用コネクタ ヒカリ ヨウ		NO2-4FDW-A		ノイトリック		ノイトリック		5,910		4		23,640		カメラヘッド、CCU用のコネクタ ヨウ

				USBプリンターケーブル						富士通マーケティング フジツウ		320		1		320		10本ロット ホン

				LANケーブル　５ｍ		NMC803				富士通マーケティング フジツウ		777		3		2,331		NANS、周回と共通のモデル　再生専用PC接続に使用 シュウカイ キョウツウ サイセイ センヨウ セツゾク シヨウ		追加 ツイカ



		オプション※追加購入品 ツイカ コウニュウ ヒン														28,100

				NANS連動ソフトセットアップ レンドウ						富士通マーケティング フジツウ		25,000		1		25,000		既設NANS端末へセットアップ キセツ タンマツ		追加 ツイカ

				NANS結果出力用ケーブル ケッカ シュツリョク ヨウ		KRS-403XF-5K2		ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ 		富士通マーケティング フジツウ		1,290		1		1,290		既設NANS端末へ接続 セツゾク		追加 ツイカ

						BSUSRC0605BS		バッファロー		富士通マーケティング フジツウ		1,810		1		1,810		既設NANS端末へ接続		追加 ツイカ



		合　計 ゴウ ケイ														6,244,401		NMF1000W原価6,215,723

																6,216,301		オプション品を除いた原価 ヒン ノゾ ゲンカ

																5,964,797		ラック，雲台もオプションにした場合の原価 ウンダイ バアイ ゲンカ





Sheet1

				NMF2000W		NMF2000V		備考 ビコウ				品番 ヒンバン		品名 ヒンメイ

		カメラヘッド（レンズ付き） ツ		2台 ダイ		1台 ダイ		NMF1000比、若干小 ヒ ジャッカンショウ				NMF752/NMF751		カメラ台 ダイ

		カメラケーブル		2本 ホン		1本 ホン						NMF2002		RGBフィニッシュコーダー用ラック

		本体制御部 ホンタイセイギョブ		2台 ダイ		1台 ダイ						MF107		写真判定装置カメラ用雲台

		カメラコントロールユニット		2台 ダイ		1台 ダイ						NMF2001		RGBフィニッシュコーダー用白板(3枚組) マイ クミ

		多機能グリップスイッチ タキノウ		2個 コ		1個 コ						NMF1054		カメラヘッドカバー

		27型 液晶ワイドカラーモニター カタ エキショウ		2台 ダイ		1台 ダイ		NMF1000/23型 カタ				MF750		インサイドポール

		キーボード		2台 ダイ		1台 ダイ						MF712		記録プリンター用紙（10本組） キロク ヨウシ ホンクミ

		マウス		2個 コ		1個 コ						別注 ベッチュウ		遠隔カメラケーブル エンカク

		画像プリンタ ガゾウ		1台 ダイ		1台 ダイ						MF160		スタート信号分岐BOX シンゴウ ブンキ

		記録用サーマルプリンタ キロクヨウ		1台 ダイ		1台 ダイ						MS306		リモートケーブル（フィニッシュタイマー）

		再生専用PC サイセイセンヨウ		1台 ダイ		1台 ダイ		新規 シンキ				NMF005		データケーブル（NANS21Vオンライン用） ヨウ

		8ポートHUB		1台 ダイ		1台 ダイ		新規 シンキ				NMS380		ゼロコントロール用ジャンパーケーブル ヨウ

		機器接続ケーブル キキ セツゾク		1式 シキ		1式 シキ		スタートINケーブル含む フク

		無停電電源装置 ムテイデン デンゲンソウチ		1台 ダイ		1台 ダイ









■主な特長

〇アウトサイド・インサイドで撮影した画像を、１モニター２画面（上下表示）が可能
※NMF2000Wのみ

〇撮影画像を再生できる専用PCを標準装備

※NMF2000W・V／各１台標準

〇「NANS21」陸上競技大会運営システム(別売り)との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト

※種目登録／空きレーン／スタートリスト（レーン・ナンバー・競技者名・所属）画面表示

〇NMF1000で整備した埋設配線の継続使用が可能



〇２カメラで撮影した画像を、１モニター２画面表示が可能(※NMF2000W)

・アウトサイド・インサイドで撮影した２つの画像を、１モニター２画面上下表示できるので、微妙な判定をアシスト。

※あらかじめ、２台の写真判定装置の同期が必要 ※全録画には非対応

２画面表示（上段：インサイド、下段：アウトサイド）

※判定は、下段の画像で行います



〇撮影画像を再生できる専用PCを標準装備
・競技進行を気にすることなく、確認したい過去のレースの画像再生が可能。

※NMF2000W・Vそれぞれに各１台の標準構成

※判定結果は、メイン・サブとは別保存先

※本PCは、メイン・サブと隣りあった場所への設置

再生専用PC画像再生専用PC

※PC機種は、メーカーモデルチェンジにより変更になる場合があります。



〇「NANS21V」陸上競技大会運営システム(別売り)との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト

１．「種目登録」

２．「空きレーン」
３．スタートリスト（レーン・ナンバー・競技者名・所属）表示

NMF2000W・V
NMF005(別売り)

判定データ

・種目登録
・空きレーン

・スタートリスト

写真判定用PC

情報処理室用PC

招集所用PC
（ロールコール）

■NANS21V（別売り）との構成イメージ

再生専用PC

HUB

※既存NANS21Vとオンラインの場合、NANS21V端末の初期設定が必要です



〇「NANS21V」陸上競技大会運営システム(別売り)との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト
１．「種目登録」

NANS21Vよりタイムテーブル情報を取得し、「種目登録」へ割り付けができるので、競技会前の入力作業の手間が軽減。

※１日ごとの取得が可能



〇「NANS21V」陸上競技大会運営システム(別売り)との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト
２．「空きレーン」

NANS21Vより欠場者や空きレーンの「ロールコール」情報を取得し、「空きレーン」への割り付け機能により、

参加人数や欠場者のレーンが把握できるので、スムーズに判定作業が可能。



〇「NANS21V」陸上競技大会運営システム(別売り)との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト
３．スタートリスト（レーン・ナンバー・競技者名・所属）画面表示

NANS21Vより「スタートリスト」データを取得し、「レーン」「ナンバー」「競技者名」「所属」の画面の表示機能により、

腰ナンバー標識が見えにくいときに、これらの表示情報を確認しながら判定作業が可能。



〇NMF1000で整備した埋設配線の継続使用が可能
NMF1000と同じ画像信号伝送方式のため、NMF1000で使用していた埋設した配線を継続使用が可能。



〇そのほかの特長

■種目登録用画面の表示可能な種目数

左右２画面表示により、表示できるレース数が増加。 (※1)
※１ NMF1000シリーズ比

■CCUブザー音量調整機能
ブザー音音量の調整が可能。

■カメラヘッド液晶パネル開閉扉が横スライド式
開扉(カメラ調整)時のフタのバタつきに配慮し、横スライド式に変更。



〇そのほかの特長
■周回カウントシステム（NMS700）との連動①
NMF1000同様、周回カウントシステムで受信した最終周回を通過した競技者ナンバーを画面表示。

表示の競技者ナンバーを選択し、判定処理が可能。

※「NMS020 データワイヤレス」などによる環境整備が必要 本ウインドに表示される
レーンナンバーを選択し
判定を行うと、自動的に
判定に反映されます。



〇そのほかの特長
■周回カウントシステム（NMS700）との連動②

NMS700 周回カウントシステム
（式）￥2,090,000（税込）

NMS020 データワイヤレス装置
（式）￥407,000（税込）

【別売り】周回カウントシステム
コントロールPC

【別売り】データワイヤレス装置
写真判定装置



■保守点検のご案内

【点検費（税込）】 ※点検スタッフの諸経費（交通費・宿泊費）は別途見積させていただきます。

・NMF2000W 【現地点検】 ￥225,000 【現地検査】 ￥495,000
・NMF2000V 【現地点検】 ￥175,000 【現地検査】 ￥325,000

〇現地点検・・・機器の動作試験・周辺機器との連動・内部時計の誤差確認などベーシックな点検プラン

〇現地検査・・・現地点検プランに加え、内蔵電池交換・内部時計の校正・写真判定装置専用光ケーブルの
検査など、より精密な点検プラン

※工場点検の対応はありません。
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