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■ フォトロン：九州放送機器展2019 出展概要
　Avid、EVS、TrackMen、Vizrt をはじめとするプロダクトの最新
映像制作システムを出展。
　また、CM をはじめとする広告宣伝全般/ コミュニケーションコ
ンテンツの企画・制作をおこなう太陽企画㈱ をゲストに迎え、『CM 
編集ワークフローと設備の今』をテーマに出展社セミナーを開催。
　太陽企画におけるCM 編集ワークフローと設備の今CM をはじ
めとする広告宣伝全般/ コミュニケーションコンテンツの企画・
制作をおこなう太陽企画より、プロデュースマネジメントセンター 
Unit3 テクニカルプロセスマネジメント Unit Leader 豊永玲氏、
+Ring Chief Editor / Technical Engineer 渡邉 秀久氏をゲスト
に迎え、太陽企画におけるCM 編集ワークフローと設備の今を紹介。

▶︎https://www.photron-digix.jp/info/2019/101348.html

出展製品は以下のとおり
■ Avid 製品
　2019 年 6 月にリリースされたばかりの「Media Composer」
最新バージョンをはじめ、快適且つ強力な編集環境を提供するス
トレージ「Avid NEXIS ｜ E4」、NEXIS ファイル管理システム

「Media Central ｜ Editorial Management」をアセット管理のエ
ントリーモデルとして紹介。
　また、クラウドソリューションとして「Media Composer ｜
Cloud VM」を展示。
・ ノンリニア編集& フィニッシングシステム
                                           「Media Composer」

・ リアルタイムストレージシステム
　「Avid NEXIS ｜E4/System Director Appliance」

・ バーチャル環境編集システム
   「Media Composer ｜Cloud VM」

・  NEXIS ファイルマネジメント
　　　　　　　「MediaCentral ｜ Editorial Management」

■  EVS 製品
　転送速度向上/ 長距離伝送を可能にする「XNet-VIA（10GbE）」
を搭載した最新のハイエンドライブプロダクションサーバ

「XTVIA」を九州エリアで初めて実機展示。 HFR、4K 等、中継素材の
高精細化に伴う拠点間の映像ソース共有時のストレスからの解放を
提案。また、収録映像を汎用ファイルフォーマットでバックアップ・
転送・リストアする「XFile3」による中継制作ファイルベースワー
クフローを紹介する。

・ ハイエンドライブプロダクションサーバ「XT-VIA」

・ デジタルアーカイブ・リストア・ステーション「XFile3」

■  テロップシステム「TFX-Artist」
　九州エリア初出展となる国産・自社開発テロップシステム「TFX- 
Artist」」による、より効率よく、よりハイクオリティなテロップ制作
を提案する。 また、「TFX-Artist」と「Adobe Premiere」とのシーム
レスな連携を実現するプラグインソフトウェア「TFX-Plugin for 
Adobe Premiere」も実機で紹介。

・ テロップシステム「TFX-Artist」

・ Adobe Premiere プラグイン
  　　「TFX-Plugin for Adobe Premiere」

■ TrackMen / Vizrt
　リアルタイムグラフィックス演出システム「Vizrt」と、九州エリ
ア初出展となるTrackMen 社のマーカーレスカメラトラッキング
システム「VioTrack R」による、スムーズで汎用性の高いバーチャ
ル/AR 演出を紹介した。
・ マーカーレスカメラトラッキングシステム　

「TrackMen VioTrack R」

【 問い合わせ先 】㈱フォトロン　映像システム事業本部
　　　　　　　電話：03-3518-6273

　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆ジャパンマテリアル：九州放送機器展2019 出展概要
　BrightSign 製品セミナー・GeoBox 製品セミナー・ストリーミ
ング製品セミナーについても同展示会セミナー会場にて開催。
■ BrightSign 製品セミナー
　デジタルサイネージのマーケットリーダー"BrightSign シリーズ
4" を紹介。顔認識センサーやRFID など、新たなBright Sign オプ
ション製品を中心に説明した。
※ セミナーの詳細は下記のリンクを参照のこと。
http://www.q-kikiten.com/seminar/2019/se_1734.html
■ VNS 社GeoBox 製品セミナー
　VNS 社製品"GeoBox" のマルチディスプレイ・オーバーラップ・
幾何学補正・エッジブレンディングの機能と設定方法を説明した。
※ セミナーの詳細は下記のリンクを参照のこと。
http://www.q-kikiten.com/seminar/2019/se_1735.html

　▶︎https://www.photron-digix.jp/product/avid_media_
composer/

▶︎https://www.photron-digix.jp/product/
avid_nexis/02_storage.html

▶︎https://www.photron-digix.jp/product/avid_media_
composer/02_features.html#cloud

　▶︎https://www.photron-digix.jp/product/evs_xt_via/

　▶︎https://www.photron-digix.jp/product/evs_xfile3/

▶︎https://www.photron-digix.jp/telop/index.
html#plugin

　▶︎https://www.photron-digix.jp/telop/
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■ ジャパンマテリアル・ストリーミング製品セミナー
　Matrox 社の最新ストリーミングエンコーダーを紹介した。（ You
tube Live ！などのクラウドサービスとの連携や ローカルでのマ
ルチキャスト配信まで1 台で対応可能）
　また、運用管理が簡単な映像配信サーバーStreaming Assist、
BrightSign のストリーミングデコーダとしての活用方法もあわせ
て紹介した。
※ セミナーの詳細は下記のリンクを参照のこと。
http://www.q-kikiten.com/seminar/2019/se_1736.html
●出展製品概要
■ デジタルサイネージプレーヤー BrightSign 製品コーナー
・ デジタルサイネージのマーケットリーダー 「BrightSign シリー

ズ4」
・ RFID・モーションセンサーなど新オプション製品
▼詳細はこちら
https://jmgs.jp/products/category/brightsign.html　　　　
　
■ Matrox 製品＆議会中継・映像ストリーミングサーバーコーナー
・ 直感的な簡単操作が可能な議会中継システム「Forum Assist」
・ 教育向け録画配信ソリューション「Streaming Assist」
▼詳細はこちら
https://jmgs.jp/products/category/assistseries.html
・ SRT 配信対応 4K 対応マルチチャンネルエンコーダー「Matrox
Maevex6150」
▼詳細はこちら
https://jmgs.jp/products/matrox_maevex6100series.html
・ 4K リモートプロダクション・WEB 配信用エンコーダー（12G
SDI /ST2110）

「 Matrox Monarch EDGE」
▼詳細はこちら
https://jmgs.jp/products/matrox_monarch_edge.html
■ 放送グラフィックス・ソリューション　VRi 製品コーナー
・ マルチコーデック録画再生機「D-Stream LT」
・ リアルタイム2D キャラクタージェネレーター「Visual CG」
▼詳細はこちら
https://jmgs.jp/products/category/vri.html
■ ビデオプロセッサー　GeoBox 製品コーナー
・ 幾何学補正新機能を追加したエッジブレンディングプロセッサー
・ 直角コーナーへのマッピングを手軽に実現するコーナー補正
▼詳細はこちら
https://jmgs.jp/products/category/vns.html
　他、映像・サイネージに関わる多彩なソリューションを紹介。

＜問い合わせ先＞
　 ジャパンマテリアル㈱  グラフィックスソリューション部
    TEL: 03-5323-0820  FAX: 03-5323-0821

　	 	 　　　	▶︎	http://www.j-material.jp/

■ M&Inext：「九州放送機器展2019」において、datavideo 社製
の放送機器を初出展

出展製品
《NEW》 4K　TLM-700K　4K 対応 7 インチワイド液晶モニター
■ 7 インチ、1920 × 1200 8 ビットフル HD 解像度、ポータブ

ルでスリムなデザイン
■ 明るさ、コントラスト、彩度、LED バックライトレベルの個別調整
■ カメラやビデオカメラの上に固定するための 75mm VESA と

ホットシューマウント
《NEW》 HS-1300　HD 対応 6 入力ハンドキャリーストリーミン

グスタジオ
■ 6 ビデオ入力（SDI x 4 + HDMI x 2）と 3 ビデオ出力（SDI x 

2 + HDMI x 3）をサポート
■ SD カードとストリーミング機能への録音用に異なるビット

レートをサポート
■ パラメータを素早く設定するための使いやすいオンスクリーン

メニューシステム

【問い合わせ先】  datavideo JAPAN　㈱M&Inext
                       datavideo 事業部　高橋　沙希
       TEL : 045-415-0203    FAX：045-415-0255
　		 	 	 ▶︎	http://www.datavideo.jp

　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■リーダー電子： ３新製品を発売

波形モニターLV5600/ ラスタライザーLV7600 新オプション 
オプションを3 つ追加した。 

（１）4K-IP 対応オプション（ハードウェア）：
　LV5600-SER06/LV7600-SER06、4K 映像を非圧縮で伝送

可能な25Gb/s の伝送レートに対応
（２）4K-IP 出力対応IP パターンジェネレーターオプション（ライ

センス） ：LV5600-SER32/LV7600-SER32 、カラーバー等
の各種テストパターンを出力、IP ネットワークの評価可能 

（３）ビデオノイズメーターオプション（ライセンス） ：
　LV5600-SER30/LV7600-SER30 、4K/12G/6G/3G/

HD/SD のカメラに対応 
新製品 8K 対応波形モニターLV5900 発売 

7680(8192)×4320/59.9P YCBCR10bit の8K 映像を12G 
-SDI QUAD LINK で伝送するSMPTE ST2018-12 に対応

新製品 8K 出力対応オプション発売 
シンクジェネレーターLT4610/LT4611 用8K 出力対応オプ
ション（ライセンス）、LT4610SER24/LT4611SER24 、ハー
ドウェアオプションの12G-SDI 8K のパターンを出力できる。 

＜問い合わせ先＞
リーダー電子株式会社 営業部　営業技術グループ 
　　　　　　　　　　TEL：045-541-2228
                          ▶︎https://www.leader.co.jp/


