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◆日本オーディオ協会：「OTOTEN 2019」の開催を決定、出展社募集
　開始　〜ビギナーからマニアまで、納得のオーディオ機器展示会〜

一般社団法人日本オーディオ協会（会長小川理子）は、「OTOTEN 
2019」（愛称）の出展社の募集を10 月29 日より開始した。
多数のオーディオブランドに出展頂き、ハイエンドオーディオもじっ
くり聴け、楽しめる「オーディオブランド機器展示& 試聴ルーム」や、
地下エントランスには小型コンポ、イヤホン、BTスピーカー、AIスピー
カー、レコードプレーヤーを展示展開した「さあ始めよう！オーディ
オスタートコーナー」の新規設置、会場４階から６階に展開するブラン
ドブースをご案内して積極対応する「コンシェルジュによる丁寧な
オーディオ解説や会場案内」を柱に、ビギナーからマニアまで、納得の
オーディオ機器展示会を目指す。

――――――――――――― 概　　要 ―――――――――――――
名　称：OTOTEN2019（愛称）
会　期：2019 年６月29 日（土） 10：00 ～19：00
　　　　　　　　　　30 日（日） 10：00 ～16：00 の２日間
会　場：「東京国際フォーラム」東京都千代田区丸の内３丁目５−１
目標来場者：２０，０００人
主　催：一般社団法人日本オーディオ協会
企画/ 運営：展示会実行委員会
入場料：無料
■出展募集について
出展申込期間：２０１８年１０月２９日 ( 月) ～１１月３０日 ( 金)
出展申込方法：日本オーディオ協会ホームページ：「OTOTEN2019」
　　　　　　  出展申込みフォームからお申込みください。

→https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

＊この件に関するお問合せ先＊
一般社団法人日本オーディオ協会事務局：照井・村松
東京都港区高輪３丁目４－１３第二高輪偕成ビル４Ｆ

ＴＥＬ. ０３－３４４８－１２０６
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◆ソニービジネスソリューション：シスコのマスターリセラー
パートナーとして ビデオ会議システムを含む「シスコ コラ
ボレーションソリューション」の取り扱いを開始

ソニービジネスソリューション株式会社（本社：東京都港区、代表取

締役：宮島和雄、以下、ソニービジネスソリューション）は、シスコシス

テムズ合同会社（本社、東京都港区、代表執行役員社長: デイヴ・ウェ

スト、以下、シスコ）のマスターリセラーパートナーとして、同社が提供

するビデオ会議システムやクラウドサービス含む「シスコ コラボレー

ションソリューション」の取り扱いを開始し、2018 年12 月から販売

を開始する。

同社ではこれまでソニー製ビデオ会議システムを中心に販売を行って

きましたが、今回の提携により、ソニー製ビデオ会議システムに加え、

シスコが提供する「Cisco Webex」ブランドのビデオ会議システムや

クラウドサービスの取り扱いを開始。ソニーとシスコ両社によりそれ

ぞれの製品群の相互接続性の検証を行い、連携することで、より幅広い

コミュニケーションソリューションを提供できるようになる。

昨今、働き方改革やテレワークへの関心が高まる中、社内の会議室と、

自宅・外出先など離れた場所を安全に結ぶコミュニケーションツール

の需要が高まっている。ソニービジネスソリューションではこれまで

もお客さまのご要望に沿ったコミュニケーションソリューションを提

供してきたが、コミュニケーションのあり方が多種多様の広がりを見

せる中、ユーザーニーズに合わせたソリューションの拡充を目指して

今回の販売開始に至った。

今後は両社の強みを合わせて、最適なコミュニケーションソリュー

ションの提供を進めていく。

なお、取り扱いを開始するラインアップ・ソリューションについては、

以下のサイトにて順次公開していく。

https://www.sony.jp/professional/solution/ipc/

＊シスコシステムズ合同会社　専務執行役員　パートナー事業統括
　高橋 慎介氏のコメント
長きにわたり高品質なビデオ会議を提供されているソニービジネスソ

リューション株式会社が、今回、シスコが提供するビデオ会議ソリュー

ションやクラウドサービスを、新たなポートフォリオとして展開され

ることを心より歓迎いたします。

シスコのコラボレーションソリューションは、会議改革やチームコラ

ボレーションを提唱し、顧客ニーズに応えるべく進化し続けています。

今回の両社パートナーシップを通じて、日本での「働き方改革」に貢献

できると信じている。

＊ソニービジネスソリューション株式会社＊
経営企画管理部門企画管理部 経営企画課

ＴＥＬ.050-3809-1231
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◆ゼンハイザージャパン：業務用ヘッドセット “Circle ™ 
　シリーズ SC 238/SC 268” を発売を開始

ゼンハイザージャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：宮

脇精一）は業務用ヘッドセット “Circle ™ シリーズSC 238 / SC 

268” を2018 年11 月より発売を開始する。

新製品「SC238」 と「SC268」 はCircle ™シリーズのナローバンド

対応モデルになる。Circle ™シリーズは、世界中のコンタクトセンター、

オフィス、ユニファイドコミュニケーションのプロフェッショナルに絶

大な人気を誇るスタンダード有線ヘッドセットシリーズ。

ストレスの多い職場では、聞き取りがはっきりと聞こえることがパ

フォーマンスにとって重要です。長期的な快適さは、すべての日のユー

ザーが集中力とエネルギーを維持するために不可欠です。

Circle ™ヘッドセットは、騒々しい環境用のノイズキャンセリング

マイクと、軽量で人間工学に基づいたデザインを採用、マイク部分は

Sennheiser Voice Clarity により、周りの騒音を低減、クリアな音声コ
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ミュニケーションと長期的なユーザーの快適性を提供するヘッドセッ

トです。

製品特徴
・ ナローバンド対応仕様

・ 突然の大音響からあなたを守る ActiveGard ™ テクノロジー

・ 旋回可能なマイクブームは350 度まで回転し、左右どちらの耳にも

自由に装着でき、また正確にマイクロフォンの位置を調整可能

・ ヘッドバンド、マイクブーム部は堅牢な構造になっており、本体破損

を防ぎます

・ クラス最高の快適な装着感を実現する CircleFlex® デュアルヒン

ジ式イヤカップシステムは、素早く完璧にフィットし終日快適な使

い心地

・ イヤーパッドはレザークッションを採用、快適さと耐久性を兼ね備

え、さらにクッションタイプに切替えが可能

・ 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくする高性

能指向性マイクを搭載

ゼンハイザージャパン株式会社
エンタープライズソリューション営業部

TEL: 03-6406-8911
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◆朋栄：松山営業所を新たに開設、10月1日より営業を開始
四国地方でスピーディーに対応できるよう営業を強化、サービス体
制の向上を目指す

株式会社朋栄( 代表取締役社長：清原克明、本社：東京都渋谷区) は10

月1 日、第48 期の営業開始に伴い、松山営業所を新たに開設し、営業を

開始した。

日本各地域において次世代制作環境を見据えて制作環境を整える動き

が活発になってきている。朋栄は、四国地方の営業を強化し、サービス体

制を整えるため、松山営業所を新たに開設した。松山営業所は、国内9 番

目の営業拠点として、四国地方の営業・サービスを担当する。

拠点名: 株式会社 朋栄　松山営業所

所在地： 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4-6-1 松山フコク生命ビル4F

　　　　Tel： 089-993-5105 ／Fax： 089-993-5106

松山営業所の新設について、同社代表取締役社長の清原克明は次のよう

に話している。

「四国地方の営業はこれまで、関西支店と中国営業所が中心となって担

当してきました。松山営業所の開設により、今後は、関西支店・中国営業

所と連携し、四国地方においても、さらに迅速かつ充実した営業・サー

ビス体制を構築してまいります。」

◆朋栄：バーチャルスタジオ /リアルタイムCGシステム
「VRCAM-NX」を発売〜1 台のワークステーションで、バーチャル
スタジオ運用とリアルタイムCG 運用を実現〜
株式会社朋栄( 代表取締役社長：清原克明、本社：東京都渋谷区) は、バー

チャルスタジオ/ リアルタイムCG システム「VRCAM-NX」 を11 月

上旬に発売する。

「VRCAM-NX」 は、幕張メッセで11 月14 日から3 日間開催される

Inter BEE 2018 で展示されます。( ブースNo.3509)

型名： VRCAM-NX　発売時期： 2018 年 11 月上旬

■ VRCAM2 とSmartDirectRCG の機能を活かしながら、システムを
新設計

VRCAM-NX は、1 台の送出用ワークステーションでバーチャルスタジ

オ運用とリアルタイムCG(RCG) 運用の両方を実現できる。固定カメラ

でもカメラワークをしているかのような運用が可能だったVRCAM2

の機能と、テンプレートCG を活用した簡易送出機能によりRCG 運用

の利便性を高めたSmartDirectRCG の機能を組み合わせており、バー

チャルスタジオ運用とRCG 運用を切り替えながら使用できるよう、新

たなシステムとして設計し直した。

■ 1 台の送出用ワークステーションで、合成処理と制御を兼用可能
VRCAM-NX はお客様の利用方法に合わせてターンキーシステムとし

て提供されます。送出用ワークステーションのパフォーマンスを有効に

活かせるよう制御用PC を独立させる構成と、シンプルに送出用ワーク

ステーションで制御も兼ねる構成を選択できる。

制御用PC は、VRCAM-NX Cont ソフトウェアがインストールされ、制

御GUI が利用可能です。この制御GUI で制御する送出用ワークステー

ションにはVRCAM-NX Proc がインストールされ、さらに目的に応じ

たビデオボードが追加される。

対応するビデオカードは、MBP-2244WS/2244WS-4K となりま

す。MBP-2244WS は、ビ デ オ ウ ォ ー ルV1/K1、V2/K2 の2 系 統

入力と、個別に信号選択できる4 系統の出力を搭載しており、MBP-

2244WS-4K では4K カメラ1 系統入力と 4K 合成 1 系統出力、また

は 4K カメラ入力とHD ビデオウォールV/K 入力がそれぞれ1 系統と

HD 合成出力に対応している。

送出用ワークステーションにVRCAM-NX Cont ソフトウェアをイン

ストールすることで、ワークステーション 1 台で制御用PC と兼用する

シンプルな運用が可能。

■ ソフトウェアクロマキーを搭載。合成結果は
　 制御 GUI上でプレビュー可能
VRCAM-NX は、ソフトウェア面でも大きく進化。バーチャル運用時に

利用可能な 4K 対応ソフトウェアクロマキーを搭載したほか、新たにレ

イヤー機能を搭載。シーンの組み立てや、カメラの動きに連動させるCG

と連動させない CG の切り分けが、より直感的に行えるようになった。

CG 描画エンジンとなるBrainstorm eStudio は最新のVer.15 を採用

し、PBR (物理ベースレンダリング)や HDR (ハイダイナミックレンジ)

といった高品位なレンダリング表現が可能。これまでSDI モニターを接

続して行う必要があった映像プレビューについても、制御GUI 上に表示

可能であり、最大4 台までのバーチャルカメラ運用に対応している。

この 4 台のうち 2 台までトラッキングセンサー付きカメラを利用で

きる。それぞれのカメラごとに送出用ワークステーションを用意して、

より複雑な演出を行うことも可能で、その場合は複数の送出用ワークス

テーションを 1 台の制御用PC に登録することにより、送出用ワークス

テーションを切り換えながら制御することができる。

【製品に関するお問い合せ】
株式会社朋栄　国内営業本部

TEL：03-3446-3121　FAX：03-3446-4451


