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映画テレビ技術フェアin 関西2017

http://www.mpte.jp/

セミナーに関する詳細・お申し込みは
一般社団法人  日本映画テレビ技術協会HPへ

一般社団法人  日本映画テレビ技術協会
〒103-0027　東京都中央区日本橋 1-17-12　日本橋ビルディング 2F
Tel.03-5255-6201    Fax.03-5255-6202

日本映画テレビ技術協会大阪支部では「映画テレビ技術フェアin関西 2017」を開催します。当フェアでは、クリエ
イターの皆さま・映像関係者の皆さまに、映像制作技術の最新情報をご提供するセミナーと、Inter BEEで発表され
た各社の最新機材展示を行います。関西では数少ない映画・放送機器の最新情報を入手いただける機会となります
ので、是非ご参加いただき、次世代の映像制作機器をご体感いただければ幸いです。

【アクセス】
クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町　
〒530-0025 大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア3F
●地下鉄堺筋線「扇町」駅2号出口すぐ　●JR環状線「天満」駅 西へ徒歩約3分
※当施設には、駐車場・駐輪場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。

クリエイティブネットワークセンタ－大阪 メビック扇町

主催

共催

開催期間：2017 年12月 6日（水）［第1日目］10：00～18：30
 　　　　 12月 7 日（木）［第2日目］10：00～17：00

12月6日（水）

12月7日（木）

会場： クリエイティブネットワークセンター大阪
メビック扇町 

11:00 

12:00 
14:00 

16：00 

17：30 

15：00 

（http://www.mebic.com/access/）

3F：展示会場：〈入場自由・参加無料〉 ※企業名は、順不同。参加企業は都合により変更となる場合もございます。
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月刊・映画テレビ技術 12月号（№784）」贈呈！（お一人様１冊）

【展示参加社】ASK M&E　アストロデザイン㈱　池上通信機㈱　EIZO㈱　エヌ・イー・ピー㈱　㈱NHKメディアテクノロジー
キヤノンマーケティングジャパン㈱　グラスバレー㈱　ジャパンブロードキャストソリューションズ㈱　㈱昭特製作所
ソニービジネスソリューション㈱　㈱テクノハウス　㈱ナックイメージテクノロジー　
パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱　㈱ビデオサービス　㈱フォトロン　富士通㈱　富士フイルム㈱
ブラックマジックデザイン㈱　㈱朋栄　三友㈱　ランサーリンク㈱　㈱RAID

※ご来場の方には1947年当協会創立以来、映像技術全般にわたり広い視野で最新
の情報を満載している「月刊・映画テレビ技術12月号（№784）」を贈呈いたします。

入力していただいた個人情報は、ご本人の同意がない限り
第三者には提供いたしません

1F：セミナー会場：〈各定員100名（事前予約制・受付順）いずれも参加無料〉 ※応募多数の場合にはお立見となる可能性がございます。

講演参加申し込みは
一般社団法人  日本映画テレビ技術協会HPで

11月より開始予定！

◆大阪支部（大阪民放各局及びNHK大阪放送局）・中部支部（名古屋民放各局）による特集記事
◆「映画テレビ技術フェアin関西2017」会場配置図及び展示参加社情報［12月号主な掲載内容］

映画監督・撮影 木村大作トークショー
「誰もやらなきゃ、俺がやる！」
映画監督・撮影　木村 大作 氏

～クラウドを活用したソリューション開発～
「海外事例に学ぶ、新しいメディアワークフロー」

R&D部 部長　木村 文彦 氏
㈱ユニゾンシステムズ

【概要】 木村大作氏は、映画人生60年、日本を代表する映画
キャメラマンであり、映画監督として３作目となる「散り椿」
を製作。来年公開に向け一足先に映画の魅力、映画製作の楽
しさ、厳しさ、名優との出会い等を思う存分語って頂きます。

【概要】 昨今のクラウド事情や海外放送局の動向など、開発
者の目線でクラウドを活用した新しいサービスやワークフ
ローの変化について紹介いたします。

36×24mmフルフレームセンサーが拓く新境地 
新CineAltaカメラ「VENICE」のご紹介

マーケティング部シニアマーケティングマネジャー　入倉 崇 氏
ソニービジネスソリューション㈱

【概要】 新開発のデジタルシネマ用36×24mmフルフレー
ムセンサーを搭載し、映画などの映像コンテンツ制作におけ
る表現の広がりや効率的な操作性を一層追求したカメラを
紹介いたします。
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技術展に関する詳細・お問合せは
一般社団法人 日本映画テレビ技術協会HPヘ

一般社団法人  日本映画テレビ技術協会
〒103-0027　東京都中央区日本橋 1-17-12　日本橋ビルディング 2F
Tel.03-5255-6201    Fax.03-5255-6202

本年12月、在名古屋放送局、関連プロダクション等の協力を得て、中部地
区では２回目となる最大規模の映像技術展を開催します。InterBEEに出展
された最新機器を始め、次世代の映像世界を予見させるテクノロジーが名
古屋に集結します。映像制作に携わっておられる方はもとより、教育関係
者、さらには一般の方々も是非ご来場ください。テレビ・映像機器の最新
情報と技術に触れ、そこから生み出される映像イメージの可能性と完成度
をご体感いただけます。

【公共交通機関でのアクセス】
■あおなみ線「ささしまライブ」徒歩１分
■名鉄名古屋駅中央改札口より徒歩 15分 (1.2km)

中京テレビ放送株式会社

主催

協力

開催期間：2017 年12月 13 日（水）［第1日目］10：00～18：00
 　　　　 12月 14 日（木）［第2日目］10：00～17：00

場所：

月刊・映画テレビ技術 12月号（№784）」贈呈！（お一人様１冊）

※ご来場の方には1947年当協会創立以来、映像技術全般
にわたり広い視野で最新の情報を満載している「月刊・
映画テレビ技術12月号（№784）」を贈呈いたします。

［12月号主な掲載内容］　◆在名民放局による特集記事　◆「テレビ・映像最新技術展in名古屋2017」展示参加社情報

入場
無料

中京テレビ放送 本社 多目的スペース「プラザC」
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目 60番地 11

【出展予定メーカー】

AJA社のHDR関連Productと
新製品をご案内いたします

ASK M&E

IHSEデジタルKVMシステムと
QCおよびインジェスターシステムのご紹介

伊藤忠ケーブルシステム㈱

1本のバッテリーで
色々な機器が駆動できるようになる展示

エヌ・イー・ピー㈱

小型軽量ペデスタルTP500の他、
スプレッダーレス三脚TT-66を展示

㈱昭特製作所

高品質かつ手頃な
シネマレンズ最新機種のハンズオン

㈱ナックイメージテクノロジー

ライブプロダクションに最適化した
4K/HDサーバ [XT4K]他 最新製品のご紹介

㈱フォトロン

4K60P対応製品をはじめとした
新製品群を展示

ブラックマジックデザイン㈱

InterBEE出展機器のご紹介
三友㈱

4K色域変換、アップ／ダウンコンバータと、
小型4K／HDモニタのご紹介

アストロデザイン㈱

大雨などの悪天候でも活躍する
完全防水ピンマイクのご紹介

ウエタックス㈱

Inter BEE 2017でご紹介した機器の中から
4Kカメラ、ディスプレイを中心に展示

キヤノンマーケティングジャパン㈱

4K HDRなど、高画質な映像制作を支える
機器を中心にご紹介

ソニービジネスソリューション㈱

4Kコンパクトシネマカメラ「AU-EVA1」など
新製品のご紹介

パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱

H.265/HEVC 4K対応
リアルタイム映像伝送装置IP-HE950の展示

富士通㈱

スマホで簡単「どこでもインカム」など、
報道・中継現場での便利品をご紹介

㈱プロスパー電子

8K対応RED WEAPON with HELIUM 8K [Certificated 
8K Broadcast Model]及びTranskoder2017のご紹介

㈱RAID

4KスタジオカメラUHK-435、4KHDRモニタ、
iHTRによるリモートプロダクションのご紹介

池上通信機㈱

12月18日新発売の
HDRリファレンスモニターCG3145を展示

EIＺO㈱

4Kコンパクトカメラ LDX C86Nと4K対応双方向
カメラ光リンクシステムのご紹介

グラスバレー㈱

小型FSのNXT950、ライブ中継機材の
AVIWESTなど最新の機材を展示

㈱テクノハウス

最新8K対応機器からOld lensまで
幅広い映像制作のご提案

㈱ビデオサービス

新製品の4K・2/3型レンズ「UA24X7.8BE」を
展示予定

富士フイルム㈱

4K/HDR対応製品を中心に
BT.2100の変換機能を搭載した製品のご提案

㈱朋栄

2017
注目の映像

機器が

名古屋に集
合！
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一般社団法人  日本映画テレビ技術協会
〒103-0027　東京都中央区日本橋 1-17-12　日本橋ビルディング 2F
Tel.03-5255-6201    Fax.03-5255-6202

本年12月、在名古屋放送局、関連プロダクション等の協力を得て、中部地
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古屋に集結します。映像制作に携わっておられる方はもとより、教育関係
者、さらには一般の方々も是非ご来場ください。テレビ・映像機器の最新
情報と技術に触れ、そこから生み出される映像イメージの可能性と完成度
をご体感いただけます。

【公共交通機関でのアクセス】
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■名鉄名古屋駅中央改札口より徒歩 15分 (1.2km)
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協力
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