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　「Inter BEE 2021」。今年はリアルでの開催が決定した。プロ

オーディオシーンのなかで生業を立ててきた私のような者にとっ

ては、やはりこの上なく喜ばしい。自身の身体には11 月半ばにな

ると、まるで体内にタイマーがあるように音響機材のトレンドや

これからの可能性を更新する機会が訪れる。意識を変えてくれる

タイミング、それが「Inter BEE」に他ならない。この展示会に訪

れる参加者の年齢層は幅広い。音響を勉強したい、あるいはこれか

らその方面へと進みたい10 代後半から業界では重鎮と呼ばれる

諸先輩の方々まで。それぞれに求める切り口や目的は異なるのだ

ろうが、それらの空間を参加者の皆が共有する場所。これがやはり

醍醐味だろう。

　最新機材群はむろんのこと、誌面でしか見たことのない著名エ

ンジニアが、まさに隣でヘッドフォンを聞いていたり、あるは通路

で大御所と呼ばれるプロデューサーとすれ違ったりと、普段の生

活では考えにくいことが簡単に起きてしまう。自分にとってのア

イドルと同じ空間で同じ空気を吸った事実だけでもそれは魅力倍

増だ。やはり「Inter BEE」のキーワードは「出会い」だろう。

リアル開催が決まった「Inter BEE 2021」

　冒頭にもお知らせしたとおり、今年の開催は例年と同じく「幕

張メッセ」での開催が決まった。同時にオンラインでも構成される

予定で初日、11 月17 日から1 か月間、アーカイブも含めて提供

される。緊急事態宣言が解除されととは言え、県をまたぐ移動がま

だまだスムーズに行えない時期にあって、特に関東地方から遠く

離れプロオーディオに従事する音響マンにとっては朗報である。

これも昨年の開催を経験したからこそ打ち出せる方針であり、手

法も充分にふまえながら、さらに精度が高いオンライン開催にも

期待が持てる。

　しかし、リアル開催が実現するとは言っても、コロナ禍前と寸分

違わない同じ内容とまでは実現が難しいと予想もされる。やはり

密を避けてという条件が必須となれば、難しくなるイベントが出

てくることは容易に想像できる。事務局の方に伺った話では、例え

ば大人数を収客しての講演やパネルディスカッションといった催

事をリアルで行うことや、特に人気催事のひとつである「INTER 

BEE EXPERIENCE」も本年は苦渋のジャッジを強いられること

になった。

3 つの人気イベント。しかし・・・

　 こ の「INTER BEE EXPERIENCE」は 例 年「X-Speaker」、

「X-Headphone」、「X-Microphone」の3 本立てで構成されるが、

どれも大人数を集客するイベントであり、感染対策の条件を避け

るのは厳しい部分も多く含んでいる。本年は例年の構成に代って、

ごく小規模ながら限定企画を準備しているということなので、期

待したいところだ。

　一方、講演などについてはオンラインという手段は有効には働

くだろう。ただし話題は何もネガティブなものだけではない、心強

いトピックを紹介しておこう。

　9 月18 日にリリースされた専門誌「PROSOUND」で執筆を

担当した際、インタビューを行った2 社の例だ。世界中がコロナ

禍にあるなか、むろんこれらメーカーも売り上げの低下や活動に

制限を受けることを余儀なくされている。このうち1 社は英国で

半世紀の歴史を持つ「Martin Audio」社だが、感染対策をしっか

り取りながら、同社にラインアップする製品群にプロダクトとし

て隙間があった中規模用のスピーカーシステムが新規開発されて

いる。約2 時間にわたり、ゼネラルマネージャーと話をしたが、同

社が受けたさまざまなマイナス成長を悲観的に捉えるだけではな

く、沈着冷静に状況を分析。この先に感染収束を見た時、すぐに動

き出せる準備を着々と進めていたことが印象に残っている。発言

のひとつひとつ、どれもが地に足がついて頼もしい。

　またもう1 社はこれもスピーカーメーカーで、フランスの

「Frenetlk」。こちらは2019 年に初めての製品を世に送り出し

たという新進のブランドだ。設備用途に特化しており、後発メー

カーだけに様々なアイデアを搭載。特にオーディオネットワーク

「Dante」の機能を活かし、セットアップや接続の容易さを前面に

謳っている出色の新顔である。

　人もそうだが物資も移動の機会が限られる現在の状況にあっ

て、これら前述したの製品が展示されるかどうかは約束できない

が、両者ともにインタビューでは日本のマーケットを高い興味を

覚えていた事は見逃せない事実だ。

キーワードはやはり「出会い」

　こうした例のように音響機器についての更新が見て取れ、また

実際に触れられることは、まさにリアル開催の強みであり、音響マ

ンにとって申し分ない機会だ。加えて「人との出会い」はさらにエ

キサイティングな出来事だろう。

　先にも述べたように、驚くような出会いが期待できることもあ

るかもしれない。仮にそうしたハプニングに触れる事はが無かっ

たとしても、あるブースを訪問すれば担当者が迎え出てくれる。見

知った顔かも知れないし、初めての出会いかも知れない。しかし興

味ある製品について、カタログやポップには記されることのない

開発時のハプニングや隠れた話題を提供してくれることも少なく

ない。そうなれば製品にも一層興味が湧くといった、良い循環がで

きる。それをきっかけに、メーカー担当と親しくなれれば、展示会

の後も新しい情報元になる事だろう。「Inter BEE 2021」はぜひ

会場に足を運び、そしてアーカイブで復習するといった方法がオ

ススメだ。

Inter BEE 2021 リアルで開催
〜リアルでの「出会い」こそが Inter BEE の醍醐味〜　 半 澤  公 一 氏

＊当記事内容及び写真は、
　InterBEE2021 公式サイト内
　より原文のまま抜粋 
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■■■■プロオーディオ部門 ■■■■
————————————————————
㈱エス・シー・アライアンス SCA サウンドソ
リューションズ社（小間番号 5510）

＊見どころ＊
ラジオ局向け放送自動運行システム「Harmony」
を展示いたします。
2019 年のリリースから、コミュニティ放送局
様から県域局様まで実績が多数ございます。
Telos 社インターカムシステム「Infinity」、
AXIA 社コンソール「Quasar」及びバーチャ
ルコンソール「iQs」などのAoIP を使用した
新製品を展示いたします。
その他、IP コーデック、オーディオプロセッ
サー等、ラジオ局やテレビ局でご使用頂ける製
品を展示予定です。

＊アピールポイント＊
・SCA サウンドソリューションズ社は、放送及

び音響関連機器の輸入販売、システム設計・サ
ポート、現場のニーズに対応した自社ブランド

「scmade」製品の開発を行っております。
・20 年以上にわたりDAD ラジオマスター

システムの販売・施工・サポートを行って
きた経験を元に、日本国内のラジオ放送局
ての最適化を目指した、自動運行システム

「Harmony」の企画・開発を行い、2019 年
から販売を開始いたしました。

・AoIP 製品の開発においてリーディングカン
パニーである、Telos 社、AXIA 社の製品を多
数取り扱っております。

 今回の展示では、センターマトリクスを必
要としないTelos 社インターカムシステム

「Infinity」、AXIA 社最新フラグシップコン
ソール「Quasar」及び、リモートミックスを
想定して開発されたソフトウェアベースの
コンソール「iQ ｓ」などAoIP を使用した新
製品をメインにご紹介いたします。

 HP ＝https://www.sc-a.jp/
————————————————————
シュア・ジャパン㈱（小間番号 5209）

＊見どころ＊
新製品／初出展の製品多数！
プロオーディオ：ライブサウンドやミュージ
カル、放送局やTV/ 映画制作業界向けのプロ
フェッショナル製品
会議音響：企業や教育機関、行政機関や病院
などにおける会議音響システム製品。Stem 
Ecosystem 初出展。
ブース内セミナー：新製品のテクノロジーや
事例をご紹介、今年も必見！
試聴コーナー：実際に聴くコーナー多数

＊アピールポイント＊
◇LINE お友だち追加キャンペーン◇
Shure プロオーディオ部門はLINE アカウン

トを開設しました。お友だち追加でShure オ
リジナル沢田君LINE スタンププレゼント！
キャンペーン期間：2021 年11 月16 日( 火)-
29 日( 月) まで

＊イベント情報＊
PRO TECH TALK： InterBEE -mini-
現役PA エンジニアの皆さんをゲストに迎
え、現場のアレコレや疑問にお答えするPRO 
TECH TALK ついにInterBEE 特別編として、
3 日間連続 生公開！

＊出展製品/ サービス＊
新 製 品 AXT Digital - ADX5D - ポ ー タ ブ
ルワイヤレス受信機:AXT Digital のクオリ
ティーをポータブルで。収録スタジオからス
ポーツ中継、あるいはロケ現場。あらゆる状況
に柔軟な対応を求められる音響プロフェッ
ショナルにとって、信頼できるワイヤレスシ
ステムは欠かせません。AD シリーズおよび
ADX シリーズの全送信機に対応したAXT 
Digital ADX5D デュアルチャンネルワイヤ
レス受信機は、ポータブルなスロットイン型な
がら、優れたRF 性能、高いスペクトル効率、ク
リアな音質を実現。
ツアリングの音響プロフェッショナルが業界
標準として選んだサウンドとパフォーマンス
が、ついに映画・放送業界へ。
初出展 AXT Digital - AD3 - プラグオンワイ
ヤレス送信機：Shure 最高峰のデジタルワイ
ヤレスシステム AXT Digital から、AD3 プラ
グオンワイヤレス送信機が登場。機動力が求め
られるインタビューや収録、舞台転換など、こ
れまでケーブルによる制限があった場面でも、
人や設備の動きを妨げず、ワイヤレスでサポー
トします。広いチューニングレンジと妥協のな
いオーディオクオリティーに加え、暗号化対応
による秘匿性の高い安全な送信が可能になり
ます。 これからのワイヤードマイクロホンは、
もっと自由に、ダイナミックに。
初出展 DuraPlex - 超小型 防塵防水ラベリア
マイクロホン: タフに、挑め。 DuraPlex 超小
型 防塵防水ラベリアマイクロホンは、Shure
製品初 IP57 等級認定。塵、汚れ、水や汗に強
く、過酷な環境においても安定した性能を誇り
ます。Shure 最高峰ラベリア／ヘッドセット 
TwinPlex で使用されている「Plex ケーブル」
を採用し、自然で豊かなサウンドを提供。映画
やテレビ収録、スピーチ、劇場、およびパフォー
マンス用途において、プロフェッショナル品質
の音響性能を発揮し、天候や収音環境にも左右
されず、あらゆるシーンの一瞬一瞬を余すとこ
ろなく捉えます。
Microflex Ecosystem：どこまでも柔軟で、
厳しい会議環境に応える、システムインテグ
レーション向けのシステム。マイクロホン、

音声信号処理からスピーカーまで、Shure の
Microflex Ecosystem は そ れ ぞ れ の 会 議
ニーズに合わせ、細部にわたりシステムをあ
つらえることができるネットワーク対応オー
ディオソリューションの製品群です。
どんな会議空間にも、最高の協業体験を提供し
たいニーズへ、どこまでも応えます。
Stem Ecosystem：Stem Ecosystem ™は、
オンライン会議空間の音響を容易に、自由に構
築・管理・拡張することができる新時代のシス
テム。シンプルな機器構成、シンプルな導入手
順、そしてシンプルな操作であらゆる会議室と
会議ニーズへ対応し、明瞭な音声を実現。努力
で乗り切る煩雑な導入作業や運用から会議を
解放する、エフォートレスなソリューションを
ご紹介します。
SLX-D デジタルワイヤレスシステム：ストレ
スのない簡単なセットアップと選べる充電オ
プション、24 ビットのクリアなデジタルオー
ディオと頼れるRF 性能を持つSLX-D は、会
議からライブパフォーマンスにいたるまで、あ
らゆる用途であなたと聴き手をつなぎます。
 HP ＝https://www.shure.com/ja-JP
————————————————————
パナソニック㈱（小間番号 5108）

＊アピールポイント＊
私たちパナソニックは、1935 年に音響機器・
部品を開発して以来サウンド事業に取り組ん
でいます。これまで音に徹底的にこだわり続け
技術革新を繰り返してきた歴史があり、様々な
社会課題の解決に取り組んできました。Inter 
BEE2021 のパナソニックブースは、施工か
ら音響調整、メンテナンスまで一貫したサポー
トで小空間からアリーナ、スタジアムクラスの
大空間まで様々なシーンでの「空間に合わせ
た音作りの最適化」をテーマにご提案します。
パナソニックの「現場プロセスイノベーショ
ン」は、プロオーディオの現場のプロセス変革
をさらに加速し、様々なパートナーとともに、
多様な「現場」に寄り添うことで、お客様そし
て社会の課題を解決し、プロオーディオのニー
ズを持つ様々な業界に新たな価値を提供し、A 
Better Life, A Better World を実現します。
HP ＝https://www.panasonic.com/jp/
corporate/cns.html
————————————————————
㈱フォービット（小間番号 5313）

＊見どころ＊
新開発タリーマトリクスユニット、12ch ポー
タブルデジタルオーディオミキサー、3G-SDI
オーディオモニターユニット、フェーダーボッ
クスなどを展示いたします。

＊アピールポイント＊
InterBEE2021 フォービットブースでは「多
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様化するフィールドで応える柔軟さと確実性」を
実現すべく、新製品等を展示いたします。
タリーマトリクスユニット[TX-312] は、タ
リー入力パターンからタリー接点出力を自由
に設定可能（12 入力×24 接点出力）、外部
パソコンを必要としないので、完全スタンドア
ローン動作のタリーユニットです。
SDI フェーダーBOX としてご好評いただい
ておりました、[HF-01] の後継機として「HF-
02」を展示いたします、フェーダーコントロー
ルによる直感的なレベル調整はそのままに、
3G-SDI 対応、デジタル入力を追加等、是非実
機をご覧いただけたらと思います。
12ch ポータブルデジタルオーディオミキ
サー[PMX-1210] は、デジタルミキサーの柔
軟性を持ちながら、アナログミキサーの直感的
な操作性をも兼ね備えた、コストパフォーマン
スに優れた製品です。当日は、実機にてその操
作感などをお試しいただけます。
MADI を直接入力してオーディオモニター可
能なMADI オーディオモニター[MS-564]
3G/HD/SD-SDI エンベデッドオーディオモ
ニターユニットを2 機種、VU メータ搭載の
[MS-822V] およびコンパクト可搬型[MS-
832] を展示いたします。ご紹介以外の展示機
器もございますので、是非フォービットブース
へ足をお運びください。
 HP ＝http://www.fourbit.co.jp/
————————————————————
■■■ 映像制作/ 放送関連機材部門 ■■■
————————————————————
㈱アイ・ディ・ケイ（小間番号 7206）

＊見どころ＊
ユーザービリティをさらに進化させた AV 
over IP「 IP-NINJAR」による AVC 統合型シ
ステムのご提案をはじめとして、ヤマハ㈱様と
の協業によるAV コントロールソリューション
｢Pro Visionaire｣、会議システムの効率的な運
用を実現するワイヤレスソリューションなど、
弊社の最新の取り組みをご覧いただけます。

＊アピールポイント＊
フルスペック4K に対応したAV over IP「IP-
NINJAR」:4K AV over IP システムのコスト
ダウンを実現する新モデル「NJR- P01 シ
リーズ」やイベントステージ向けのタフモデル

「NJR-P01UFR-R」など展示します。
スキャンコンバータ内蔵型のデジタルマルチ
スイッチャ「MSD シリーズ」：シームレスな
映像切換により、スマートなプレゼンテーショ
ンシステムを構築することができる本シリー
ズは、入出力チャンネル数、4K 対応、Dante
対応、オールインワンモデルなどバリエーショ
ンが豊富で幅広いシステムアプリケーション
に対応します。

モジュール実装型のデジタルマトリクスス
イ ッ チ ャ「FDX-S シ リ ー ズ 」：｢HDMI｣、
｢HDBaseT｣、｢3G-SDI｣、｢ 光｣ などのさまざ
まなインターフェイスに対応したI/O モジュー
ルをベースユニットに実装することで、利便
性・柔軟性・拡張性に富んだルーティングシス
テムの構築が可能です。他にも、HDBaseT を
活用したシステムソリューションや4K HDR 
対応 HDMI 分配器 「VAC- S U シリーズ」など
弊社製品の新製品をはじめてするラインナッ
プを展示いたします。

＊出展製品/ サービス＊
フ ル ス ペ ッ ク4K リ ア ル タ イ ム 伝 送　IP-
NINJAR Series：IDK　IP-NINJAR は、フル
スペック4K に対応した、AVC 統合型の次世
代AV システムソリューションです。
従来型のAV システムのように、個々のシステ
ム要求に応じた専用機器は不要。エンコーダと
デコーダ、マネージメントプラットフォーム、
そして10GbE スイッチというシンプルなシ
ステム構成ながら、｢ 延長｣、｢ 分配｣、｢ マトリ
クススイッチ｣、｢ スキャンコンバート｣、｢ ビデ
オウォール｣、｢ マルチビュー｣ といったさまざ
まなシステムニーズに対応します。
デジタルマルチスイッチャMSD-S Series：
AV システムのオールデジタル化を見据えな
がらも、アナログソース機器の入力にも柔軟
に対応が可能なインターフェイスを備えた
MSD-S シリーズ。10 年以上にわたりデジタ
ルAV システムと向き合うことにより、得るこ
とができたノウハウとアイデアを新モデルに
投入しました。
ベストセラーであるデジタルマルチスイッ
チャのさらなる使いやすさを追求しました。
デジタルマトリクススイッチャFDX series：
｢HDMI｣、｢HDBaseT｣、｢3G-SDI｣、｢ 光｣ など
のさまざまなインターフェイスに対応したI/
O モジュールをベースユニットに実装するこ
とで、利便性・柔軟性・拡張性に富んだルーティ
ングシステムの構築が可能です。
ベースユニットの選択により、8×8 チャンネ
ルから64×64 までのチャンネル数に対応。
さ ら に、4K@60 4:4:4 モ デ ル と4K ＠30 
4:4:4 モデルを揃えており、機能面、価格面か
らお客様の幅広いニーズにお応えします。
 HP ＝https://www.idk.co.jp

———————————————————
アストロデザイン㈱（小間番号 6301）

＊見どころ＊
アストロデザインは1977 年の創業以来、ハイ
エンドニッチ（High end niche）を企業理念
として、大企業が参入をためらう未成熟かつ技
術的難易度の高い市場への事業展開をしていま
す。特にリアルタイム高速デジタル信号処理技

術を得意として、8K 関連製品をはじめとした
世界初や日本初の製品を開発してきました。

＊アピールポイント＊
さまざまな分野における8K 映像の活用を推進
し続けるアストロデザイン。2 年ぶりのリアル
開催となるInter BEE 2021 のブースでは
・撮影、編集、配信等に必要な機能を1台の車に

備えた『オフグリッドスタジオATOM’S』
・シェルの内側に24個の高性能スピーカー

を理想的に配置し、豊かな立体音響を実現
する22.2chチェアスタイルスピーカー

『TamaToon』
・HDMIケーブルの伝送特性を容易に測定する

ケーブルテスター
・撮影、通信、通話を1台で完結。LTEとWi-Fiで

リアルタイムにクラウド通信するウェアラブ
ルBody Camera

・100GbEに対応し、8K 60pの信号を非圧縮
のまま伝送する8K IPゲートウェイ

・最大4K 120pの収録に対応し、収録した
120pの映像を簡単に60p/30pでスロー再
生できるExpressレコーダ

といったユニークかつすぐれた体験価値を持
つ製品を展示します。

＊出展製品/ サービス＊
オフグリッドスタジオ ATOM'S（アトムス）：

『オフグリッドスタジオATOM'S』は、映像撮
影、編集、配信等に必要な機能を、この１台の中
に備えています。今まで毎回数時間要していた
設置や撤去時間を大幅に短縮可能です。発電
機(2.8kW) を搭載し、電源車としての機能も
兼ね備え、屋外でもクリエイティブワークを実
現する移動スタジオです。操作性も簡易で、特
別な知識は必要なく、オペレーションも最少人
数で出来るように設計されています。『オフグ
リッドスタジオATOM’S』の利用に、特別な免
許は必要ありません。標準仕様の機能として、
LTE 出力0.2W（別途SIM 必要）でYouTube 
Live 等のライブ配信が可能です。最大8ch 切
替可能なスイッチャでマルチアングルでの撮
影に対応します。4 系統のカメラをワイヤレ
ス接続が可能ですライブ中継や屋内外イベン
ト、スポーツ、披露宴、会見、防災情報等、幅広い
ジャンルでの活躍が期待されます。
標準仕様以外にも、用途や好みに合わせ車両や
機材のカスタマイズも可能です。
22.2ch チェアスタイルスピーカ― “Tama 
Toon” SA-1852：8K 放 送 22.2ch オ ー
ディオ対応のチェアスピーカーです。シェルの
内側に24 個の高性能スピーカーを理想的な
配置で内蔵し、最新のシアター設備にも匹敵す
る立体音響を実現します。8K 大画面テレビの
目の前にSA-1852 を設置することで、臨場
感あふれる音に包まれながら8K 放送を十分
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■■■■プロオーディオ部門 ■■■■
————————————————————
㈱エス・シー・アライアンス SCA サウンドソ
リューションズ社（小間番号 5510）

＊見どころ＊
ラジオ局向け放送自動運行システム「Harmony」
を展示いたします。
2019 年のリリースから、コミュニティ放送局
様から県域局様まで実績が多数ございます。
Telos 社インターカムシステム「Infinity」、
AXIA 社コンソール「Quasar」及びバーチャ
ルコンソール「iQs」などのAoIP を使用した
新製品を展示いたします。
その他、IP コーデック、オーディオプロセッ
サー等、ラジオ局やテレビ局でご使用頂ける製
品を展示予定です。

＊アピールポイント＊
・SCA サウンドソリューションズ社は、放送及

び音響関連機器の輸入販売、システム設計・サ
ポート、現場のニーズに対応した自社ブランド

「scmade」製品の開発を行っております。
・20 年以上にわたりDAD ラジオマスター

システムの販売・施工・サポートを行って
きた経験を元に、日本国内のラジオ放送局
ての最適化を目指した、自動運行システム

「Harmony」の企画・開発を行い、2019 年
から販売を開始いたしました。

・AoIP 製品の開発においてリーディングカン
パニーである、Telos 社、AXIA 社の製品を多
数取り扱っております。

 今回の展示では、センターマトリクスを必
要としないTelos 社インターカムシステム

「Infinity」、AXIA 社最新フラグシップコン
ソール「Quasar」及び、リモートミックスを
想定して開発されたソフトウェアベースの
コンソール「iQ ｓ」などAoIP を使用した新
製品をメインにご紹介いたします。

 HP ＝https://www.sc-a.jp/
————————————————————
シュア・ジャパン㈱（小間番号 5209）

＊見どころ＊
新製品／初出展の製品多数！
プロオーディオ：ライブサウンドやミュージ
カル、放送局やTV/ 映画制作業界向けのプロ
フェッショナル製品
会議音響：企業や教育機関、行政機関や病院
などにおける会議音響システム製品。Stem 
Ecosystem 初出展。
ブース内セミナー：新製品のテクノロジーや
事例をご紹介、今年も必見！
試聴コーナー：実際に聴くコーナー多数

＊アピールポイント＊
◇LINE お友だち追加キャンペーン◇
Shure プロオーディオ部門はLINE アカウン

トを開設しました。お友だち追加でShure オ
リジナル沢田君LINE スタンププレゼント！
キャンペーン期間：2021 年11 月16 日( 火)-
29 日( 月) まで

＊イベント情報＊
PRO TECH TALK： InterBEE -mini-
現役PA エンジニアの皆さんをゲストに迎
え、現場のアレコレや疑問にお答えするPRO 
TECH TALK ついにInterBEE 特別編として、
3 日間連続 生公開！

＊出展製品/ サービス＊
新 製 品 AXT Digital - ADX5D - ポ ー タ ブ
ルワイヤレス受信機:AXT Digital のクオリ
ティーをポータブルで。収録スタジオからス
ポーツ中継、あるいはロケ現場。あらゆる状況
に柔軟な対応を求められる音響プロフェッ
ショナルにとって、信頼できるワイヤレスシ
ステムは欠かせません。AD シリーズおよび
ADX シリーズの全送信機に対応したAXT 
Digital ADX5D デュアルチャンネルワイヤ
レス受信機は、ポータブルなスロットイン型な
がら、優れたRF 性能、高いスペクトル効率、ク
リアな音質を実現。
ツアリングの音響プロフェッショナルが業界
標準として選んだサウンドとパフォーマンス
が、ついに映画・放送業界へ。
初出展 AXT Digital - AD3 - プラグオンワイ
ヤレス送信機：Shure 最高峰のデジタルワイ
ヤレスシステム AXT Digital から、AD3 プラ
グオンワイヤレス送信機が登場。機動力が求め
られるインタビューや収録、舞台転換など、こ
れまでケーブルによる制限があった場面でも、
人や設備の動きを妨げず、ワイヤレスでサポー
トします。広いチューニングレンジと妥協のな
いオーディオクオリティーに加え、暗号化対応
による秘匿性の高い安全な送信が可能になり
ます。 これからのワイヤードマイクロホンは、
もっと自由に、ダイナミックに。
初出展 DuraPlex - 超小型 防塵防水ラベリア
マイクロホン: タフに、挑め。 DuraPlex 超小
型 防塵防水ラベリアマイクロホンは、Shure
製品初 IP57 等級認定。塵、汚れ、水や汗に強
く、過酷な環境においても安定した性能を誇り
ます。Shure 最高峰ラベリア／ヘッドセット 
TwinPlex で使用されている「Plex ケーブル」
を採用し、自然で豊かなサウンドを提供。映画
やテレビ収録、スピーチ、劇場、およびパフォー
マンス用途において、プロフェッショナル品質
の音響性能を発揮し、天候や収音環境にも左右
されず、あらゆるシーンの一瞬一瞬を余すとこ
ろなく捉えます。
Microflex Ecosystem：どこまでも柔軟で、
厳しい会議環境に応える、システムインテグ
レーション向けのシステム。マイクロホン、

音声信号処理からスピーカーまで、Shure の
Microflex Ecosystem は そ れ ぞ れ の 会 議
ニーズに合わせ、細部にわたりシステムをあ
つらえることができるネットワーク対応オー
ディオソリューションの製品群です。
どんな会議空間にも、最高の協業体験を提供し
たいニーズへ、どこまでも応えます。
Stem Ecosystem：Stem Ecosystem ™は、
オンライン会議空間の音響を容易に、自由に構
築・管理・拡張することができる新時代のシス
テム。シンプルな機器構成、シンプルな導入手
順、そしてシンプルな操作であらゆる会議室と
会議ニーズへ対応し、明瞭な音声を実現。努力
で乗り切る煩雑な導入作業や運用から会議を
解放する、エフォートレスなソリューションを
ご紹介します。
SLX-D デジタルワイヤレスシステム：ストレ
スのない簡単なセットアップと選べる充電オ
プション、24 ビットのクリアなデジタルオー
ディオと頼れるRF 性能を持つSLX-D は、会
議からライブパフォーマンスにいたるまで、あ
らゆる用途であなたと聴き手をつなぎます。
 HP ＝https://www.shure.com/ja-JP
————————————————————
パナソニック㈱（小間番号 5108）

＊アピールポイント＊
私たちパナソニックは、1935 年に音響機器・
部品を開発して以来サウンド事業に取り組ん
でいます。これまで音に徹底的にこだわり続け
技術革新を繰り返してきた歴史があり、様々な
社会課題の解決に取り組んできました。Inter 
BEE2021 のパナソニックブースは、施工か
ら音響調整、メンテナンスまで一貫したサポー
トで小空間からアリーナ、スタジアムクラスの
大空間まで様々なシーンでの「空間に合わせ
た音作りの最適化」をテーマにご提案します。
パナソニックの「現場プロセスイノベーショ
ン」は、プロオーディオの現場のプロセス変革
をさらに加速し、様々なパートナーとともに、
多様な「現場」に寄り添うことで、お客様そし
て社会の課題を解決し、プロオーディオのニー
ズを持つ様々な業界に新たな価値を提供し、A 
Better Life, A Better World を実現します。
HP ＝https://www.panasonic.com/jp/
corporate/cns.html
————————————————————
㈱フォービット（小間番号 5313）

＊見どころ＊
新開発タリーマトリクスユニット、12ch ポー
タブルデジタルオーディオミキサー、3G-SDI
オーディオモニターユニット、フェーダーボッ
クスなどを展示いたします。

＊アピールポイント＊
InterBEE2021 フォービットブースでは「多
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様化するフィールドで応える柔軟さと確実性」を
実現すべく、新製品等を展示いたします。
タリーマトリクスユニット[TX-312] は、タ
リー入力パターンからタリー接点出力を自由
に設定可能（12 入力×24 接点出力）、外部
パソコンを必要としないので、完全スタンドア
ローン動作のタリーユニットです。
SDI フェーダーBOX としてご好評いただい
ておりました、[HF-01] の後継機として「HF-
02」を展示いたします、フェーダーコントロー
ルによる直感的なレベル調整はそのままに、
3G-SDI 対応、デジタル入力を追加等、是非実
機をご覧いただけたらと思います。
12ch ポータブルデジタルオーディオミキ
サー[PMX-1210] は、デジタルミキサーの柔
軟性を持ちながら、アナログミキサーの直感的
な操作性をも兼ね備えた、コストパフォーマン
スに優れた製品です。当日は、実機にてその操
作感などをお試しいただけます。
MADI を直接入力してオーディオモニター可
能なMADI オーディオモニター[MS-564]
3G/HD/SD-SDI エンベデッドオーディオモ
ニターユニットを2 機種、VU メータ搭載の
[MS-822V] およびコンパクト可搬型[MS-
832] を展示いたします。ご紹介以外の展示機
器もございますので、是非フォービットブース
へ足をお運びください。
 HP ＝http://www.fourbit.co.jp/
————————————————————
■■■ 映像制作/ 放送関連機材部門 ■■■
————————————————————
㈱アイ・ディ・ケイ（小間番号 7206）

＊見どころ＊
ユーザービリティをさらに進化させた AV 
over IP「 IP-NINJAR」による AVC 統合型シ
ステムのご提案をはじめとして、ヤマハ㈱様と
の協業によるAV コントロールソリューション
｢Pro Visionaire｣、会議システムの効率的な運
用を実現するワイヤレスソリューションなど、
弊社の最新の取り組みをご覧いただけます。

＊アピールポイント＊
フルスペック4K に対応したAV over IP「IP-
NINJAR」:4K AV over IP システムのコスト
ダウンを実現する新モデル「NJR- P01 シ
リーズ」やイベントステージ向けのタフモデル

「NJR-P01UFR-R」など展示します。
スキャンコンバータ内蔵型のデジタルマルチ
スイッチャ「MSD シリーズ」：シームレスな
映像切換により、スマートなプレゼンテーショ
ンシステムを構築することができる本シリー
ズは、入出力チャンネル数、4K 対応、Dante
対応、オールインワンモデルなどバリエーショ
ンが豊富で幅広いシステムアプリケーション
に対応します。

モジュール実装型のデジタルマトリクスス
イ ッ チ ャ「FDX-S シ リ ー ズ 」：｢HDMI｣、
｢HDBaseT｣、｢3G-SDI｣、｢ 光｣ などのさまざ
まなインターフェイスに対応したI/O モジュー
ルをベースユニットに実装することで、利便
性・柔軟性・拡張性に富んだルーティングシス
テムの構築が可能です。他にも、HDBaseT を
活用したシステムソリューションや4K HDR 
対応 HDMI 分配器 「VAC- S U シリーズ」など
弊社製品の新製品をはじめてするラインナッ
プを展示いたします。

＊出展製品/ サービス＊
フ ル ス ペ ッ ク4K リ ア ル タ イ ム 伝 送　IP-
NINJAR Series：IDK　IP-NINJAR は、フル
スペック4K に対応した、AVC 統合型の次世
代AV システムソリューションです。
従来型のAV システムのように、個々のシステ
ム要求に応じた専用機器は不要。エンコーダと
デコーダ、マネージメントプラットフォーム、
そして10GbE スイッチというシンプルなシ
ステム構成ながら、｢ 延長｣、｢ 分配｣、｢ マトリ
クススイッチ｣、｢ スキャンコンバート｣、｢ ビデ
オウォール｣、｢ マルチビュー｣ といったさまざ
まなシステムニーズに対応します。
デジタルマルチスイッチャMSD-S Series：
AV システムのオールデジタル化を見据えな
がらも、アナログソース機器の入力にも柔軟
に対応が可能なインターフェイスを備えた
MSD-S シリーズ。10 年以上にわたりデジタ
ルAV システムと向き合うことにより、得るこ
とができたノウハウとアイデアを新モデルに
投入しました。
ベストセラーであるデジタルマルチスイッ
チャのさらなる使いやすさを追求しました。
デジタルマトリクススイッチャFDX series：
｢HDMI｣、｢HDBaseT｣、｢3G-SDI｣、｢ 光｣ など
のさまざまなインターフェイスに対応したI/
O モジュールをベースユニットに実装するこ
とで、利便性・柔軟性・拡張性に富んだルーティ
ングシステムの構築が可能です。
ベースユニットの選択により、8×8 チャンネ
ルから64×64 までのチャンネル数に対応。
さ ら に、4K@60 4:4:4 モ デ ル と4K ＠30 
4:4:4 モデルを揃えており、機能面、価格面か
らお客様の幅広いニーズにお応えします。
 HP ＝https://www.idk.co.jp

———————————————————
アストロデザイン㈱（小間番号 6301）

＊見どころ＊
アストロデザインは1977 年の創業以来、ハイ
エンドニッチ（High end niche）を企業理念
として、大企業が参入をためらう未成熟かつ技
術的難易度の高い市場への事業展開をしていま
す。特にリアルタイム高速デジタル信号処理技

術を得意として、8K 関連製品をはじめとした
世界初や日本初の製品を開発してきました。

＊アピールポイント＊
さまざまな分野における8K 映像の活用を推進
し続けるアストロデザイン。2 年ぶりのリアル
開催となるInter BEE 2021 のブースでは
・撮影、編集、配信等に必要な機能を1台の車に

備えた『オフグリッドスタジオATOM’S』
・シェルの内側に24個の高性能スピーカー

を理想的に配置し、豊かな立体音響を実現
する22.2chチェアスタイルスピーカー

『TamaToon』
・HDMIケーブルの伝送特性を容易に測定する

ケーブルテスター
・撮影、通信、通話を1台で完結。LTEとWi-Fiで

リアルタイムにクラウド通信するウェアラブ
ルBody Camera

・100GbEに対応し、8K 60pの信号を非圧縮
のまま伝送する8K IPゲートウェイ

・最大4K 120pの収録に対応し、収録した
120pの映像を簡単に60p/30pでスロー再
生できるExpressレコーダ

といったユニークかつすぐれた体験価値を持
つ製品を展示します。

＊出展製品/ サービス＊
オフグリッドスタジオ ATOM'S（アトムス）：

『オフグリッドスタジオATOM'S』は、映像撮
影、編集、配信等に必要な機能を、この１台の中
に備えています。今まで毎回数時間要していた
設置や撤去時間を大幅に短縮可能です。発電
機(2.8kW) を搭載し、電源車としての機能も
兼ね備え、屋外でもクリエイティブワークを実
現する移動スタジオです。操作性も簡易で、特
別な知識は必要なく、オペレーションも最少人
数で出来るように設計されています。『オフグ
リッドスタジオATOM’S』の利用に、特別な免
許は必要ありません。標準仕様の機能として、
LTE 出力0.2W（別途SIM 必要）でYouTube 
Live 等のライブ配信が可能です。最大8ch 切
替可能なスイッチャでマルチアングルでの撮
影に対応します。4 系統のカメラをワイヤレ
ス接続が可能ですライブ中継や屋内外イベン
ト、スポーツ、披露宴、会見、防災情報等、幅広い
ジャンルでの活躍が期待されます。
標準仕様以外にも、用途や好みに合わせ車両や
機材のカスタマイズも可能です。
22.2ch チェアスタイルスピーカ― “Tama 
Toon” SA-1852：8K 放 送 22.2ch オ ー
ディオ対応のチェアスピーカーです。シェルの
内側に24 個の高性能スピーカーを理想的な
配置で内蔵し、最新のシアター設備にも匹敵す
る立体音響を実現します。8K 大画面テレビの
目の前にSA-1852 を設置することで、臨場
感あふれる音に包まれながら8K 放送を十分
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に楽しむことができます。22.2ch オーディオ
の他、ステレオやDolby Atmos にも対応して
います。
ケーブルテスター/HDMI チェッカー CT-
1860：近年増えてきた高速伝送ケーブルの
伝送特性を容易に測定できるテスターです。
HDMI ケーブルの測定ユニットを搭載してお
り、今後もその他のインターフェースユニット
を発売予定です。本体フロント画面では特性の
波形表示が確認できるほか、PC アプリにも対
応しております。ケーブルの開発現場や生産ラ
インにおいてご活用頂けます。
Body Camera ACW-P5000：撮影＋通信＋
通話のすべてを1 台で完結できるウェアラブル
カメラです。撮影した高画質映像• 音声はネッ
トワークを経由して遠隔地でモニタリングす
ることができ、本体にGPS を内蔵しておりま
すので、カメラの位置情報を地図上で正確に把
握することもできます。警備や監視、設備メン
テナンス、建設現場などにおいて、「いま、どこ
で、だれがどのような状況にあるのか」「〇日前
の× 時頃、現場で何が起きたのか？」という映
像記録・証拠収集にその威力を発揮します。
8K IP ゲ ー ト ウ ェ イ　IG-5114：8K 60p の
IP ゲートウェイです。12G-SDI×4 本で入力し
た8K 60p の映像、音声、アンシラリを、SMPTE 
ST 2110 に準拠してインターネットプロトコ
ルで送信、または受信し12G- SDI×4 本で出
力します。100GbE に対応し、8K 60p の信号
を非圧縮のまま伝送します。また、JPEG XS の
エンコーダとデコーダを搭載した8K IP ゲート
ウェイ( 別型名) も現在開発中です。
Express Recorder IR-7523：CFexpress
を記録媒体とし、1 台で4K 120p 映像の録画再
生に対応するポータブルレコーダーです。収録
した映像のスロー再生（4K/HD 同時出力）が可
能で、4K カメラの機動性を向上させることがで
きます。さらに複数台の連結によって、4K240p
や8K60p といった任意の拡張解像度・拡張フ
レームレート映像の録画再生もできます。
 HP ＝https://www.astrodesign.co.jp/
-----------------------------------------------------------------
エーティコミュニケーションズ㈱

（小間番号 8108）
＊出展製品＊

ノートPC サイズの超小型アンテナSatcube
を展示（写真は、2021 年CEACAT にて）

営 電 ㈱ （小間番号 7512）
＊見どころ＊

弊社ブースでは、放送局の中継ネットワーク管
理に役立つ製品や現在研究開発が進んでおり
ます地上4K 放送への取り組みについてご紹
介予定です。ご多忙中のところ誠に恐縮ではご
ざいますが、この機会に是非ご覧いただければ
幸いです。コロナ感染拡大防止対策を万全に
し、皆様にお目にかかれる事を楽しみにしてお
ります。

＊アピールポイント＊
①TV 局・FM ラジオ局様に役立つ中継ネット

ワーク製品
＊TV 局・FM ラジオ局用製品
・地デジ電波モニター （6505A）※ 新製品
・NSI-AC インサータ （0440A）
・中継局用RF キャプチャ& プレイヤ (4423A)
・TS&MMT/TLV レコーダ& プレイヤ （1710A） 
  ※ 新製品
・FM ラジオモニタ/ アナライザ　(6042A)
②電波障害時に電波(RF)をそのまま記録・再

生出来る機器
＊電波記録& 再生装置
・広帯域RF キャプチャ＆プレイヤ (4425A)  
 ※ 新製品
・RF キャプチャ＆プレイヤ (4420A)
③弊社の地上4K放送への取り組み(参考出展)
＊地デジ高度化技術対応機器 
・地上波放送高度化方式対応再多重化装置
　(0416A)
・地上波放送高度化方式対応変調器(0428A)
 HP ＝https://www.eiden-gp.co.jp/
------------------------------------------------------------------
エルゴジャパン㈱（小間番号 7607）

＊見どころ＊
磁気リニアエンコーダ及び電池電源位置表示
器を展示します。
磁気測定方式ですので、耐久性と耐環境性が高
く、振動にも強いエンコーダです。

＊アピールポイント＊
インクリメンタル，アブソリュート測定の多数
バリエーションがあります。
環境（ごみ、埃）と振動に強い磁気測定方式を
推奨します。
電池電源式位置測定表示器は電源配線が不要
で、取付け簡単で便利に使用できます。
▷HP ＝https://www.elgojapan.com
------------------------------------------------------------------
岡谷鋼機㈱（小間番号 7106）

＊アピールポイント＊
世界初！小型電動ウインチによる「協調制御
システム」の提案
１，協力会社：グローブライド㈱アイサンテク
ノロジー㈱

２，提案技術：Daiwa フィッシングリールの
高度技術を活用したユニークなウインチの高
度応用技術の提案
３，高度応用技術：「協調制御システム」
①ドローンレス俯瞰映像撮影装置：ＧＰＳ等
届かない屋内、ひとがしたにいてドローンが飛
ばせない環境時・4 方にウインチを設置し「協
調制御」を行い3 次元の移動機構を利用し俯瞰
映像を撮像する
②橋梁検査等への応用：老朽化したインフラ
設備の点検時の移動機構として
③ビル壁面検査等への応用：ビルなどの壁剝
離検査など行い重大事故未然対策として
④ダム等検査：糸長最大(標準)８０ｍのメリッ
トを生かし大型プラントの検査装置の移動機
構として
⑤劇場設備：舞台装置としてコンテンツのユ
ニークな動きの移動機構として
⑥その他：多岐にわたるニーズがあるかと思
います
▷HP ＝https://www.okaya.co.jp/
------------------------------------------------------------------
㈱ガンスイ（小間番号  8202）

＊見どころ＊
ガンスイは放送局様向けの「映像操作卓・モ
ニター棚・システム監視卓」や音声設備用の卓
や木製ラックなどの特注品を設計・制作して
います。本展示会では、より良い製品をご提案
させて頂けるような展示をいたします。
また、ドイツLYNX Technik 社のミニコン
バーターyellobrik シリーズのデモ展示を行い
ます。映像信号とイーサネット信号を光信号に
変換してケーブル1 本で送信、また映像信号と
リファレンス信号を光ケーブル1 本で伝送す
るシステムのデモ展示を行います。

＊アピールポイント＊
事業内容：
オーダーメイドによる木製卓/ 特注モニター
収納架等の設計、製造・施工管理：ガンスイは

「お客様のわがままをカタチに」「かゆいところ
に手が届く」をモットーに、設計から製作、施工
まで一貫して行う会社です。丁寧な仕事でお客
様のご希望にそったソリューションを提供い
たします。
組み立て式コンソール及び各種映像機器収納
キャビネットの輸入販売：米国「Winsted 社」
のコンソールを輸入販売しております。優れた
デザインの標準コンソールに、お客様のご希望
によりガンスイでカスタマイズ対応も行って
おります。
ドイツLYNX Technik 社のミニコンバーター
シリーズ「yellobrik」の輸入販売：ドイツ製
のミニコンバーター「LYNX Technik 社の
yellobrik シリーズ」の輸入販売を行っていま
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す。LYNX Technik 社はプロユースに特化し
た製品開発・製造を行っており、信頼性の高い
製品を提供しています。中でも光ファイバー
伝送のラインナップが充実しており、映像信
号のみならず、音声信号やイーサネット信号
(1Gbit、10Gbit) にも対応しています。
▷HP ＝http://www.gansui.com/
------------------------------------------------------------------
クオンプラス㈱（小間番号 6002）

＊見どころ＊
体に保存されている大切な映像資産の保存・
活用のお手伝いをさせて頂きます。長期保存し
ているカビの生えた古いテープ、フィルムはご
ざいませんか？諦めていた、再生不能なメディ
アもクリーニングや、デジタル修復によって驚
くほど美しく蘇ります。

＊アピールポイント＊
古いテープ、フィルムのデジタル変換をお任せ
下さい。傷んでいても、是非、ご相談下さい。
HP ＝http://qonplus.co.jp/
------------------------------------------------------------------
㈱ケイアイシー（小間番号 6201）

＊見どころ＊
次世代デジタルサイネージを多数展示。ALR ス
クリーンの新商品を、本展示会で初出品。空間に
浮遊する高精細映像。ケイアイシーブースと一
体化した空間サイネージをぜひご覧ください！

＊アピールポイント＊
〜〜〜創業30 周年〜〜〜

▼納入事例
　http://kic-corp.co.jp/jirei_files/
HP ＝http://kic-corp.co.jp/
------------------------------------------------------------------
㈱計測技術研究所（小間番号 6106）

＊見どころ＊
「A to U　（AlphaCUBEからUDRまで）
〜メディアサーバー発 LEDドーム経由非圧縮
レコーダー行」

【新製品】4K 非圧縮レコーダー UDR シリー
ズ最新製品発表
メディアサーバー「AlphaCUBE」
SDVoE 関連製品AVLINK 社製「IPS シリーズ」
LED ドームシステムのご紹介

＊アピールポイント＊
㈱計測技術研究所では、5 年ぶりの展示に合わ
せて主力製品である非圧縮レコーダー「UDR
シリーズ」の最新機種を発表いたします。これま
での「超高精細映像収録機」という基本性能を
継承しながら、新モデルは広帯域対応の性能を
活かした「同時録画・再生機能」を搭載しました。
さらに、リニューアルしたSDK の提供を再開致
します。組み込み開発用レコーダーとしても活
用の幅が広がります。ぜひ会場で、またオンライ
ン展示で新しいUDR を御覧ください。

この他、今年4 月に発表した非圧縮映像再生
専 用 機「UDR-40SP」、メ デ ィ ア サ ー バ ー

「Alpha Cube」といった特定用途に最高のパ
フォーマンスを発揮する製品も、展示会では初
の公開となります。
展示会場では、これらの製品展示に加えて
LED ビジョンとSDVoE 機器を組合せた映像
出力システムによるネットワーク経由を想定
した表示再生アプリケーションをご覧いただ
けます。
展示会場・オンライン展示同時企画として、開
発や製作などのお仕事はもちろん、趣味でもご
活用いただける「SSD 256GB（USB3.0
対応HDD ケース付き）」のプレゼント抽選会
を開催いたします。
皆様のお越しをお待ちしております。
 HP ＝https://www.keisoku.co.jp/vw/
————————————————————
㈱コスミックエンジニアリング（小間番号7205）

＊見どころ＊
㈱コスミックエンジニアリングでは、最新の
4K.12G-SDI 製品を多数ご紹介しています。
出展製品/ サービスエリアでは、新製品コンパ
クトルーティングスイッチャ【gen】をはじめ、

【モジュールシステム】【エンべデッド製品】【シ
ステムインテグレーション】その他、10 種類
の製品をご紹介いたします。
デモ、プレゼン動画では、【ルーティングスイッ
チャgen】【カメラアダプタ】【中継伝送車】等、
5 つの動画をご紹介いたします。
また、それぞれの資料もダウンロードいただけ
ますのでご覧下さい。

＊アピールポイント＊
出展製品/ サービスエリアでは、10 種類の製
品をご紹介させていただきます。一部をご紹介
致します。

【コンパクトルーティングスイッチャgen】で
は、12G-SDI からAES デジタルオーディオ
に至るまで豊富な34 種類のルータ本体、ユー
ザーニーズに応じた選べる10 種類のコント
ロールパネルの特徴をご紹介いたします。デ
モ. プレゼン動画エリアでは、実際の機能を動
画にてご確認いただけます。

【モジュールシステムC5000】では、静音ファ
ン採用の軽量かつ頑丈なフレームに4K シス
テム構築を完結出来る安定した実績を持つ映
像. 音声モジュールをご紹介いたします。

【光伝送カメラアダプタSCA シリーズ】最新の
4K カメラにも対応する光伝送カメラアダプ
タSCA-SP5 のご紹介を行います。中継シー
ンの省力化やカメラの多用途に貢献する光伝
送カメラアダプタを使用する利点をプレゼン
動画でご確認いただけます。是非、ご覧下さい。

【オーディオモニタ/ エンべデッドオーディ

オ】のコーナーでは、最新の4K.12G モデルを
多数ご紹介しております。

【中継車業務/ ヘリコプター事業】では、多数の
弊社導入実績とコスミックエンジニアリング
ならではの特徴をご紹介しております。
是非、ブース内のページを最後までご覧にいた
だけましたら幸いです。

＊出展製品/ サービス＊
コンパクトルーティングスイッチャ gengen
シリーズは、12G-SDI、3G-SDI、またはAES/
EBU に対応したルーティングスイッチャで
す。対応する信号の種類や入出力数の違いに
よって、全部で34 機種を用意しています。
ルータ本体は前面からホットスワップ可能な
2 重化電源を搭載しています。コントロール
パネルはLCD モデル、スタンダードモデル、
OLED モデル、テーブルトップモデルを用意
し、用途に合わせてお選び頂けます。Ethernet
ケーブル1 本でPoE 給電接続できます。
その他多数の製品を出品致します。
 HP ＝https://www.cosmic-eng.co.jp
————————————————————
㈱システムファイブ （小間番号 8302）

＊見どころ＊
DJI のシネマカメラ新製品「DJI Ronin 4D」
や、トレンドのライブ配信機材「YoloBox 
Pro」を展示します。ぜひブース内でご体験く
ださい。両機種を組み合わせたライブ配信デモ
も実施しますのでご期待ください。「次世代映
像制作機器」をテーマにご提案します。
会期中、システムファイブのスマホアプリ内
クーポンをスタッフにお見せいただくと素敵
なグッズをもれなくプレゼント！

＊アピールポイント＊
私たちシステムファイブは1989 年に名古
屋で創業した放送業務用映像システムイン
テグレーターです。 映像業界トップのアクセ
ス数を誇る映像制作者向けポータルサイト

「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や
技術セミナー等、各種専門サービスを提供して
います。 システムファイブが提案する「次世
代映像制作機器」は、お客様の撮影現場、配信現
場をより良い形に進化させます。 様々なメー
カーの機材を扱い、それぞれの「現場」に寄り
添うことで、お客様そして社会の課題を解決し
ます。 映像制作のニーズを持つ様々な業界に
新たな価値を提供し、コスト削減、高品質で最
適な現場環境を提案します。
▷HP ＝https://www.system5.jp
------------------------------------------------------------------
㈱昭特製作所（小間番号 7520）

＊見どころ＊
小型三脚から大型カメラサポートまで多様な
製品を供給しています。

㈱ケイアイシー（小間番号 6201）
＊見どころ＊

次世代デジタルサイネージを多数展示。ALR スクリーンの新商品を、本展示会で初出品
空間に浮遊する高精細映像
ケイアイシーブースと一体化した空間サイネージをぜひご覧ください！

アピールポイント
================= 創業30 周年===============

【公式サイト】
http://kic-corp.co.jp/

▼納入事例
　http://kic-corp.co.jp/jirei_files/

アンカーテキスト ▼  環境光 の影響を受けにくいALR スクリーンシリーズ

　＜Supernova ™ 紹介ページ＞
　http://kic-corp.co.jp/screen/frontscreen/dnp-supernova/
 
 　＜クリアブラックスクリーンシリーズ 紹介ページ＞
 　 http://kic-corp.co.jp/screen/clear-black/

▼業務用スクリーン一覧
　http://kic-corp.co.jp/screen/

㈱システムファイブ （小間番号 8302）
＊見どころ＊

DJI のシネマカメラ新製品「DJI Ronin 4D」
や、トレンドのライブ配信機材「YoloBox 
Pro」を展示します。ぜひブース内でご体験くだ
さい。両機種を組み合わせたライブ配信デモも
実施しますのでご期待ください。「次世代映像
制作機器」をテーマにご提案します。
会期中、システムファイブのスマホアプリ内
クーポンをスタッフにお見せいただくと素敵
なグッズをもれなくプレゼント！

＊アピールポイント＊
私たちシステムファイブは1989 年に名古
屋で創業した放送業務用映像システムイン
テグレーターです。 映像業界トップのアクセ
ス数を誇る映像制作者向けポータルサイト

「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や
技術セミナー等、各種専門サービスを提供して
います。 システムファイブが提案する「次世
代映像制作機器」は、お客様の撮影現場、配信現
場をより良い形に進化させます。 様々なメー
カーの機材を扱い、それぞれの「現場」に寄り
添うことで、お客様そして社会の課題を解決し
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に楽しむことができます。22.2ch オーディオ
の他、ステレオやDolby Atmos にも対応して
います。
ケーブルテスター/HDMI チェッカー CT-
1860：近年増えてきた高速伝送ケーブルの
伝送特性を容易に測定できるテスターです。
HDMI ケーブルの測定ユニットを搭載してお
り、今後もその他のインターフェースユニット
を発売予定です。本体フロント画面では特性の
波形表示が確認できるほか、PC アプリにも対
応しております。ケーブルの開発現場や生産ラ
インにおいてご活用頂けます。
Body Camera ACW-P5000：撮影＋通信＋
通話のすべてを1 台で完結できるウェアラブル
カメラです。撮影した高画質映像• 音声はネッ
トワークを経由して遠隔地でモニタリングす
ることができ、本体にGPS を内蔵しておりま
すので、カメラの位置情報を地図上で正確に把
握することもできます。警備や監視、設備メン
テナンス、建設現場などにおいて、「いま、どこ
で、だれがどのような状況にあるのか」「〇日前
の× 時頃、現場で何が起きたのか？」という映
像記録・証拠収集にその威力を発揮します。
8K IP ゲ ー ト ウ ェ イ　IG-5114：8K 60p の
IP ゲートウェイです。12G-SDI×4 本で入力し
た8K 60p の映像、音声、アンシラリを、SMPTE 
ST 2110 に準拠してインターネットプロトコ
ルで送信、または受信し12G- SDI×4 本で出
力します。100GbE に対応し、8K 60p の信号
を非圧縮のまま伝送します。また、JPEG XS の
エンコーダとデコーダを搭載した8K IP ゲート
ウェイ( 別型名) も現在開発中です。
Express Recorder IR-7523：CFexpress
を記録媒体とし、1 台で4K 120p 映像の録画再
生に対応するポータブルレコーダーです。収録
した映像のスロー再生（4K/HD 同時出力）が可
能で、4K カメラの機動性を向上させることがで
きます。さらに複数台の連結によって、4K240p
や8K60p といった任意の拡張解像度・拡張フ
レームレート映像の録画再生もできます。
 HP ＝https://www.astrodesign.co.jp/
-----------------------------------------------------------------
エーティコミュニケーションズ㈱

（小間番号 8108）
＊出展製品＊

ノートPC サイズの超小型アンテナSatcube
を展示（写真は、2021 年CEACAT にて）

営 電 ㈱ （小間番号 7512）
＊見どころ＊

弊社ブースでは、放送局の中継ネットワーク管
理に役立つ製品や現在研究開発が進んでおり
ます地上4K 放送への取り組みについてご紹
介予定です。ご多忙中のところ誠に恐縮ではご
ざいますが、この機会に是非ご覧いただければ
幸いです。コロナ感染拡大防止対策を万全に
し、皆様にお目にかかれる事を楽しみにしてお
ります。

＊アピールポイント＊
①TV 局・FM ラジオ局様に役立つ中継ネット

ワーク製品
＊TV 局・FM ラジオ局用製品
・地デジ電波モニター （6505A）※ 新製品
・NSI-AC インサータ （0440A）
・中継局用RF キャプチャ& プレイヤ (4423A)
・TS&MMT/TLV レコーダ& プレイヤ （1710A） 
  ※ 新製品
・FM ラジオモニタ/ アナライザ　(6042A)
②電波障害時に電波(RF)をそのまま記録・再

生出来る機器
＊電波記録& 再生装置
・広帯域RF キャプチャ＆プレイヤ (4425A)  
 ※ 新製品
・RF キャプチャ＆プレイヤ (4420A)
③弊社の地上4K放送への取り組み(参考出展)
＊地デジ高度化技術対応機器 
・地上波放送高度化方式対応再多重化装置
　(0416A)
・地上波放送高度化方式対応変調器(0428A)
 HP ＝https://www.eiden-gp.co.jp/
------------------------------------------------------------------
エルゴジャパン㈱（小間番号 7607）

＊見どころ＊
磁気リニアエンコーダ及び電池電源位置表示
器を展示します。
磁気測定方式ですので、耐久性と耐環境性が高
く、振動にも強いエンコーダです。

＊アピールポイント＊
インクリメンタル，アブソリュート測定の多数
バリエーションがあります。
環境（ごみ、埃）と振動に強い磁気測定方式を
推奨します。
電池電源式位置測定表示器は電源配線が不要
で、取付け簡単で便利に使用できます。
▷HP ＝https://www.elgojapan.com
------------------------------------------------------------------
岡谷鋼機㈱（小間番号 7106）

＊アピールポイント＊
世界初！小型電動ウインチによる「協調制御
システム」の提案
１，協力会社：グローブライド㈱アイサンテク
ノロジー㈱

２，提案技術：Daiwa フィッシングリールの
高度技術を活用したユニークなウインチの高
度応用技術の提案
３，高度応用技術：「協調制御システム」
①ドローンレス俯瞰映像撮影装置：ＧＰＳ等
届かない屋内、ひとがしたにいてドローンが飛
ばせない環境時・4 方にウインチを設置し「協
調制御」を行い3 次元の移動機構を利用し俯瞰
映像を撮像する
②橋梁検査等への応用：老朽化したインフラ
設備の点検時の移動機構として
③ビル壁面検査等への応用：ビルなどの壁剝
離検査など行い重大事故未然対策として
④ダム等検査：糸長最大(標準)８０ｍのメリッ
トを生かし大型プラントの検査装置の移動機
構として
⑤劇場設備：舞台装置としてコンテンツのユ
ニークな動きの移動機構として
⑥その他：多岐にわたるニーズがあるかと思
います
▷HP ＝https://www.okaya.co.jp/
------------------------------------------------------------------
㈱ガンスイ（小間番号  8202）

＊見どころ＊
ガンスイは放送局様向けの「映像操作卓・モ
ニター棚・システム監視卓」や音声設備用の卓
や木製ラックなどの特注品を設計・制作して
います。本展示会では、より良い製品をご提案
させて頂けるような展示をいたします。
また、ドイツLYNX Technik 社のミニコン
バーターyellobrik シリーズのデモ展示を行い
ます。映像信号とイーサネット信号を光信号に
変換してケーブル1 本で送信、また映像信号と
リファレンス信号を光ケーブル1 本で伝送す
るシステムのデモ展示を行います。

＊アピールポイント＊
事業内容：
オーダーメイドによる木製卓/ 特注モニター
収納架等の設計、製造・施工管理：ガンスイは

「お客様のわがままをカタチに」「かゆいところ
に手が届く」をモットーに、設計から製作、施工
まで一貫して行う会社です。丁寧な仕事でお客
様のご希望にそったソリューションを提供い
たします。
組み立て式コンソール及び各種映像機器収納
キャビネットの輸入販売：米国「Winsted 社」
のコンソールを輸入販売しております。優れた
デザインの標準コンソールに、お客様のご希望
によりガンスイでカスタマイズ対応も行って
おります。
ドイツLYNX Technik 社のミニコンバーター
シリーズ「yellobrik」の輸入販売：ドイツ製
のミニコンバーター「LYNX Technik 社の
yellobrik シリーズ」の輸入販売を行っていま
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す。LYNX Technik 社はプロユースに特化し
た製品開発・製造を行っており、信頼性の高い
製品を提供しています。中でも光ファイバー
伝送のラインナップが充実しており、映像信
号のみならず、音声信号やイーサネット信号
(1Gbit、10Gbit) にも対応しています。
▷HP ＝http://www.gansui.com/
------------------------------------------------------------------
クオンプラス㈱（小間番号 6002）

＊見どころ＊
体に保存されている大切な映像資産の保存・
活用のお手伝いをさせて頂きます。長期保存し
ているカビの生えた古いテープ、フィルムはご
ざいませんか？諦めていた、再生不能なメディ
アもクリーニングや、デジタル修復によって驚
くほど美しく蘇ります。

＊アピールポイント＊
古いテープ、フィルムのデジタル変換をお任せ
下さい。傷んでいても、是非、ご相談下さい。
HP ＝http://qonplus.co.jp/
------------------------------------------------------------------
㈱ケイアイシー（小間番号 6201）

＊見どころ＊
次世代デジタルサイネージを多数展示。ALR ス
クリーンの新商品を、本展示会で初出品。空間に
浮遊する高精細映像。ケイアイシーブースと一
体化した空間サイネージをぜひご覧ください！

＊アピールポイント＊
〜〜〜創業30 周年〜〜〜

▼納入事例
　http://kic-corp.co.jp/jirei_files/
HP ＝http://kic-corp.co.jp/
------------------------------------------------------------------
㈱計測技術研究所（小間番号 6106）

＊見どころ＊
「A to U　（AlphaCUBEからUDRまで）
〜メディアサーバー発 LEDドーム経由非圧縮
レコーダー行」

【新製品】4K 非圧縮レコーダー UDR シリー
ズ最新製品発表
メディアサーバー「AlphaCUBE」
SDVoE 関連製品AVLINK 社製「IPS シリーズ」
LED ドームシステムのご紹介

＊アピールポイント＊
㈱計測技術研究所では、5 年ぶりの展示に合わ
せて主力製品である非圧縮レコーダー「UDR
シリーズ」の最新機種を発表いたします。これま
での「超高精細映像収録機」という基本性能を
継承しながら、新モデルは広帯域対応の性能を
活かした「同時録画・再生機能」を搭載しました。
さらに、リニューアルしたSDK の提供を再開致
します。組み込み開発用レコーダーとしても活
用の幅が広がります。ぜひ会場で、またオンライ
ン展示で新しいUDR を御覧ください。

この他、今年4 月に発表した非圧縮映像再生
専 用 機「UDR-40SP」、メ デ ィ ア サ ー バ ー

「Alpha Cube」といった特定用途に最高のパ
フォーマンスを発揮する製品も、展示会では初
の公開となります。
展示会場では、これらの製品展示に加えて
LED ビジョンとSDVoE 機器を組合せた映像
出力システムによるネットワーク経由を想定
した表示再生アプリケーションをご覧いただ
けます。
展示会場・オンライン展示同時企画として、開
発や製作などのお仕事はもちろん、趣味でもご
活用いただける「SSD 256GB（USB3.0
対応HDD ケース付き）」のプレゼント抽選会
を開催いたします。
皆様のお越しをお待ちしております。
 HP ＝https://www.keisoku.co.jp/vw/
————————————————————
㈱コスミックエンジニアリング（小間番号7205）

＊見どころ＊
㈱コスミックエンジニアリングでは、最新の
4K.12G-SDI 製品を多数ご紹介しています。
出展製品/ サービスエリアでは、新製品コンパ
クトルーティングスイッチャ【gen】をはじめ、

【モジュールシステム】【エンべデッド製品】【シ
ステムインテグレーション】その他、10 種類
の製品をご紹介いたします。
デモ、プレゼン動画では、【ルーティングスイッ
チャgen】【カメラアダプタ】【中継伝送車】等、
5 つの動画をご紹介いたします。
また、それぞれの資料もダウンロードいただけ
ますのでご覧下さい。

＊アピールポイント＊
出展製品/ サービスエリアでは、10 種類の製
品をご紹介させていただきます。一部をご紹介
致します。

【コンパクトルーティングスイッチャgen】で
は、12G-SDI からAES デジタルオーディオ
に至るまで豊富な34 種類のルータ本体、ユー
ザーニーズに応じた選べる10 種類のコント
ロールパネルの特徴をご紹介いたします。デ
モ. プレゼン動画エリアでは、実際の機能を動
画にてご確認いただけます。

【モジュールシステムC5000】では、静音ファ
ン採用の軽量かつ頑丈なフレームに4K シス
テム構築を完結出来る安定した実績を持つ映
像. 音声モジュールをご紹介いたします。

【光伝送カメラアダプタSCA シリーズ】最新の
4K カメラにも対応する光伝送カメラアダプ
タSCA-SP5 のご紹介を行います。中継シー
ンの省力化やカメラの多用途に貢献する光伝
送カメラアダプタを使用する利点をプレゼン
動画でご確認いただけます。是非、ご覧下さい。

【オーディオモニタ/ エンべデッドオーディ

オ】のコーナーでは、最新の4K.12G モデルを
多数ご紹介しております。

【中継車業務/ ヘリコプター事業】では、多数の
弊社導入実績とコスミックエンジニアリング
ならではの特徴をご紹介しております。
是非、ブース内のページを最後までご覧にいた
だけましたら幸いです。

＊出展製品/ サービス＊
コンパクトルーティングスイッチャ gengen
シリーズは、12G-SDI、3G-SDI、またはAES/
EBU に対応したルーティングスイッチャで
す。対応する信号の種類や入出力数の違いに
よって、全部で34 機種を用意しています。
ルータ本体は前面からホットスワップ可能な
2 重化電源を搭載しています。コントロール
パネルはLCD モデル、スタンダードモデル、
OLED モデル、テーブルトップモデルを用意
し、用途に合わせてお選び頂けます。Ethernet
ケーブル1 本でPoE 給電接続できます。
その他多数の製品を出品致します。
 HP ＝https://www.cosmic-eng.co.jp
————————————————————
㈱システムファイブ （小間番号 8302）

＊見どころ＊
DJI のシネマカメラ新製品「DJI Ronin 4D」
や、トレンドのライブ配信機材「YoloBox 
Pro」を展示します。ぜひブース内でご体験く
ださい。両機種を組み合わせたライブ配信デモ
も実施しますのでご期待ください。「次世代映
像制作機器」をテーマにご提案します。
会期中、システムファイブのスマホアプリ内
クーポンをスタッフにお見せいただくと素敵
なグッズをもれなくプレゼント！

＊アピールポイント＊
私たちシステムファイブは1989 年に名古
屋で創業した放送業務用映像システムイン
テグレーターです。 映像業界トップのアクセ
ス数を誇る映像制作者向けポータルサイト

「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や
技術セミナー等、各種専門サービスを提供して
います。 システムファイブが提案する「次世
代映像制作機器」は、お客様の撮影現場、配信現
場をより良い形に進化させます。 様々なメー
カーの機材を扱い、それぞれの「現場」に寄り
添うことで、お客様そして社会の課題を解決し
ます。 映像制作のニーズを持つ様々な業界に
新たな価値を提供し、コスト削減、高品質で最
適な現場環境を提案します。
▷HP ＝https://www.system5.jp
------------------------------------------------------------------
㈱昭特製作所（小間番号 7520）

＊見どころ＊
小型三脚から大型カメラサポートまで多様な
製品を供給しています。

㈱ケイアイシー（小間番号 6201）
＊見どころ＊

次世代デジタルサイネージを多数展示。ALR スクリーンの新商品を、本展示会で初出品
空間に浮遊する高精細映像
ケイアイシーブースと一体化した空間サイネージをぜひご覧ください！

アピールポイント
================= 創業30 周年===============

【公式サイト】
http://kic-corp.co.jp/

▼納入事例
　http://kic-corp.co.jp/jirei_files/

アンカーテキスト ▼  環境光 の影響を受けにくいALR スクリーンシリーズ

　＜Supernova ™ 紹介ページ＞
　http://kic-corp.co.jp/screen/frontscreen/dnp-supernova/
 
 　＜クリアブラックスクリーンシリーズ 紹介ページ＞
 　 http://kic-corp.co.jp/screen/clear-black/

▼業務用スクリーン一覧
　http://kic-corp.co.jp/screen/

㈱システムファイブ （小間番号 8302）
＊見どころ＊

DJI のシネマカメラ新製品「DJI Ronin 4D」
や、トレンドのライブ配信機材「YoloBox 
Pro」を展示します。ぜひブース内でご体験くだ
さい。両機種を組み合わせたライブ配信デモも
実施しますのでご期待ください。「次世代映像
制作機器」をテーマにご提案します。
会期中、システムファイブのスマホアプリ内
クーポンをスタッフにお見せいただくと素敵
なグッズをもれなくプレゼント！

＊アピールポイント＊
私たちシステムファイブは1989 年に名古
屋で創業した放送業務用映像システムイン
テグレーターです。 映像業界トップのアクセ
ス数を誇る映像制作者向けポータルサイト

「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や
技術セミナー等、各種専門サービスを提供して
います。 システムファイブが提案する「次世
代映像制作機器」は、お客様の撮影現場、配信現
場をより良い形に進化させます。 様々なメー
カーの機材を扱い、それぞれの「現場」に寄り
添うことで、お客様そして社会の課題を解決し
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設計から製作、メンテナンスまで各段階に一貫
して対応します。
日本放送協会（NHK）やTBS テレビなど、国
内大手との取引実績があります。
海外では米HSN、英BBC、独MDR の各放送局
をはじめ、北京電視台（中国）、韓KBS に納品
したことがあります。

＊アピールポイント＊
ENG/EFP 用 三 脚 シ ス テ ム SX200/SX 
260：無段階の完全バランスシステム『TRUE 
BALANCE』、無段階の粘性抵抗式ドラッグシ
ステム『VISCAM』を備えたφ100 ㎜ボール
サイズの新型ENG/EFP 雲台を展示いたしま
す。雲台部にはマグネシウム合金を用い、軽量
で強靭なボディーを実現しました。カーボン
ファイバー製三脚と組み合わせることで、その
軽さをより一層実感していただけるでしょう。
よりスムーズでなめらかになったパン、チルト
操作感も併せ、ぜひ実機をご体験ください。
ロボティクスシステム SmartPed TR-XT：自
走式ロボットペデスタル『SmartPed』とその
コントロールシステムTR-XT の組み合わせは、
タッチスクリーンによる直感的な操作とパン、
チルトに加えドリー、昇降動作も兼ね備えた多
彩な映像表現をご提供いたします。複数台のカ
メラをスマートに制御可能な昭特のロボティク
スシステムをぜひともご体験ください。

＊出展製品/ サービス＊
SmartPed：SmartPed は、TRP-100 で培っ
てきた技術を活かし、さらにリモコン運用に特
化したロボットペデスタルです。TR-XT コン
トロールシステムと組み合わせることにより、
簡単な操作でスタジオ内の様々なカメラアン
グルへカメラをコントロールすることができ
ます。またSmartPed はスタジオ生放送での
厳しい運用に耐えるよう高いパフォーマンス
と安定性を実現しています。ペデスタル内部構
造を簡素化することにより、機材のメンテナン
ス性も向上させています。
ローカル操作はパン棒に搭載されるジョイス
ティックを使用します。リモート/ ローカルの
切り替え操作をワンタッチで行うことができ、
切り替え後の再キャリブレーションも必要あ
りません(VR 使用時)。
安全性に関しては衝突回避装置（超音波セン
サ）と衝突検知操作（感圧センサ）の２重の安
全システムを備えています。台車の周囲には
LED インジケータを装備し、外から見てペデ
スタルの状況を色で分かり易く表示します。
( 例: オンエアー、キャリブレーション中等）
InterBEE 2021 では新機能オービットモー
ドを紹介致します。
 HP ＝https://shotoku.tv/jp/
————————————————————

セイコーソリューションズ㈱ （小間番号 8205）
＊見どころ＊

映像制作現場の時刻同期をIP ネットワーク
で実現するための挑戦を続けているセイコー
ソリューションズの【1】グランドマスターク
ロック【2】シンクジェネレーター【3】NTP
クロックをご紹介します。これらの製品から出
力されるSMPTE ST 2059-2,-1 に規定され
た同期信号を基にSMPTE ST 2110 システ
ムによる動態デモを展示ブースにてご覧いた
だけるほか、来場者の皆様にもリモートアクセ
スによってお手持ちのデバイスから実機の運
用画面をご覧いただき、IP 伝送を体感してい
ただけます。

＊アピールポイント＊
【セイコーソリューションズの放送業界向け時
刻同期製品をご紹介】 

【1】PTP グランドマスタークロック「Time 
Server Pro. TS-2950」：NTP は も ち ろ ん
PTP（IEEE1588v2/SMPTE ST 2059-
2）に対応し、現在放送局で必要とされている
さらなるインタフェースを提供すべく機能拡
張を続けているグランドマスタークロック

【2】シンクジェネレーター「Time Server 
Pro. TS-1550」：グランドマスタークロック
からPTP と同期し、同位相でのBlack Burst
信号などの周波数源を送出することでVideo 
over IP へのマイグレーションを強力にサ
ポートするシンクジェネレーター

【3】ネットワーク型アナログ/ デジタル時計
「NTP クロック」：ネットワーク上のNTP サー
バーと同期することにより放送局館内の時
刻をいつでもどこでも正しく統一するネット
ワーク型デジタル/ アナログ時計
————————————————————
タックシステム㈱　（小間番号 8303）

＊見どころ＊
様々な音響/ 映像/ ネットワークの現場で対応
できる様々なソリューション、製品を提案。
StageTec：センタールーティングシステムが
確立した「AVATUS コンソール」と「NEXUS」
ADDER：編集/MA スタジオ向けのKVM マ
トリクスシステム
DirectOut Technologies： 様 々 な 音 声
フォーマットに対応PRODIGY シリーズ
Decimator Design：コンパクトなSDI ミニ
コンバータシリーズ
AVID S4 ：業界標準のコントロール・サー
フェス

＊出展製品/ サービス＊
Stage Tec AVATUS
テレビ/ ラジオのオンエアスタジオ、ホール/
設備向けの「従来のミキサーの概念に革命を
もたらす」コンソールのご紹介。

NEXUS を使用したセンタールーティングシ
ステムが「DSP 集中処理」を可能にし、スタ
ジオ全体で統合的なシステムを設計できます。
NEXUS は優れたモジュール性で、インストー
ルされた全てのIO は接続された複数のコン
ソールからそれぞれコントロール可能です。ま
た、統合的なネットワークオーディオソリュー
ションも提供いたします。
AVATUS は従来のミキサーの概念に革命を
もたらします。 ユーザーガイダンスはワーク
フローに最適化され、タッチスクリーンはカ
ラーコードで表示されるフェーダーとエン
コーダーを備えているため、簡単に操作するこ
とができます。経験の浅いユーザーでも短時間
でコンソールを効率的に操作することができ、
複数の人が同時にミキサーを操作することも
可能です。
個々のモジュールをIP 経由でオーディオエン
ジンに接続すれば、共通のフレーム内でローカ
ル接続とコンソールモジュールを混在させず
に操作することができます。複数のユニットを
1 枚のコントロールカード上で同時に操作し、
異なる場所で異なる機能を実行することがで
き、すばらしい柔軟性を備えています。
Stage Tec NEXUS：Audio Matrix > ネ ッ
トワーキング、スイッチング、オー ディオ処
理、コントロール。モジュール性となっており、
スタジオマトリックスやスイッチルームルー
タから、放送センター、劇場、OB バンなど無数
のアプリケーションをサポートします。高品
質のステージボックスを備えた コンパクトで
ポータブルな伝送システムとして、低レイテン
シーで、信頼性、汎用性を備えています。
アナログおよびデジタル のモジュラー入出力
ボードを備えたベースデバイスで 構成される
分散型ネットワークシステムです。
Stage Tec ミキシングコンソールと NEXUS
はシステムに完全に統合されており、ネットワー
ク全体のすべてのオーディオI/O はもちろん、す
べての各ミキシングコンソールで使用できます。
NEXUS のシステムパラメータはすべてのコ
ンソールから設定可能で、多彩でパワフルな
メディアコントロールはボタン操作の Logic 
Control で管理できます。
ADDER INFINITY 4000 シリーズ
INFINITY 4000 シ リ ー ズ（ALIF4000）は、
1 本のファイバーケーブルで “デュアルヘッド 
5K” を実現した世界初の高性能IP ベースKVM
エクステンダーです。高解像度および最大ウルト
ラワイドビデオアプリケーションでサポートさ
れる5K 解像度（5120x1440@60Hz または
5120x 2880@30Hz）を配信可能にし、HD の
解像度では240Hz までのリフレッシュレート
に対応しています。
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既存のADDERLink INFINITY システムと完
全に互換性を持ち、ポイント・ツー・ポイント
のエクステンダーとして使用することも、マト
リックスシステムに簡単に統合することもで
きます。
DisplayPort ™を介したマルチチャンネルデ
ジタルオーディオは、高品質で没入感のあるサ
ウンド体験を提供します。ALIF4000 は、ド
ライバーやソフトウェアを必要とせず、プラグ
アンドプレイ機能と非常に簡単な設定を行う
ことで、誰でも素早く簡単にポイント・ツー・
ポイントのKVM エクステンダーとして使用
することができます。
現在4K テクノロジの成長は急速に伸びてお
り、これが4K コンテンツの需要を促進してい
ます。コンテンツワークフローへの圧力の高ま
りは、既存のKVM インフラストラクチャへの
負担が大きすぎるため、4K KVM の採用には
潜在的な障壁があります。
ALIF4000 は、これらの障壁を取り除いた
上で4K テクノロジを実現しているため、IP 
KVM ユーザーに完璧なタイミングでサポー
トするソリューションを提供します。
また、4K スクリーンは、VFX、ポストプロダク
ション、カラーグレーディング、航空交通管制、
および医療関係機器など、 さまざまな業界の
業務生産性にとって不可欠なものになりつつ
あります。
信頼性が高くスケーラブルなALIF4000 に
より、KVM ユーザーは適切な時期に、しかも
基本機器の入れ替えなしに4K システムに移
行することができます。
ADDER ALIF-AIM
AdderLink Infinity システムを高機能なKVM
マトリクスシステムとして使用するためのマ
ネージメント・ユニットです。
AIM によってシェアリングやマルチキャス
ティングが可能となるほかアクセス権やパー
ミッションの設定、グループやプログラムによ
る一斉切り替え、また動作状況のロギングなど
が可能となります。
接続は、AdderLink Infinity のネットワーク上
に接続し、本体のIP アドレスにブラウザでア
クセスするだけで全ての設定やアップデート
が可能な管理ページが開きます。
全てのAdderLink Infinity をこのAIM のシス
テムに登録することで、各端末からショート
カットキーで素早く切り替えようのウィンド
ウを開いてオペレーションすることが出来る
ようになります。
DirectOut Technologies PRODIGY.MC
多種多様な I / O、ネットワークオーディオ、
強力なハードウェアとソフトウェアを提供、複
数のフォーマットをサポートするモジュラー

オーディオコンバーター。
プロオーディオ、ブロードキャスト、設備機材、
スタジオアプリケーション等、多数のワークフ
ローに対応するように設計されています。
PRODIGY.MC は、Dante、RAVENNA、
Sound Grid など最新のオーディオネット
ワーク技術をサポートしています。さまざまな
リモートオプションにより、チャネルベのルー
ティングマトリクスや、ハードウェアの設定項
目にアクセスできます。
IO 部分は、完全にモジュール化されているた
め、あらゆる用途に対して構成することがで
き、予算の節約につながります。また、将来の
アップグレードによってグローバルメディア
環境の変化に柔軟に対応できます。
＊その他にも多数製品がございます。
　是非小間番号 8303 にお越しください。
 HP ＝https://www.tacsystem.com/
————————————————————
ニッキャビ㈱　（小間番号 7510）

＊見どころ＊
新型マルチデスク「spaceRAILα」および
マイナーチェンジしました新型静音ラック

「SRC series」を初出展いたします。
コンソールデスクやモニターウォール、１９イ
ンチシステムラックなど豊富なオプションを
組み合わせて展示しておりますので必要な仕
様に合わせて各オプション群もご確認いただ
けます。
放送局様における新社屋プロジェクトや大規
模設備更新などに最適なソリューションとし
て各種配線の整線保護や階層分け等を可能と
するケーブルマネジメント関連も合わせてご
提案いたします。

＊アピールポイント＊
19 インチシステムラックを中心にコンソー
ルデスクやモニター棚などのシステム筐体の
開発・設計・製作・販売をしております。
あらゆる業界でご採用いただいております弊
社のシステム筐体ですが、特に放送業界におい
ては歴史の中で培った技術とノウハウで放送
システムの進歩に合わせて共に成長を続けて
参りました。
お客様のご要望を弊社の提案力であらゆる物
を「カタチ」にします。
また、近年ではマシンルームの空調効率化や配
線の整線保護・階層分けマネジメント・筐体の
設置工事から放送設備工事関連も承ります。
 HP ＝http://www.niccabi.co.jp/
————————————————————
ビジュアル・グラフィックス㈱（小間番号 6306）

＊見どころ＊
ＶＧＩブースでは次世代の映像制作インフラ
に欠くことことのできないクラウド編集に

フォーキャスし、クラウド編集における協調作
業と、オンプレとクラウドをつなぐためのホッ
トクラウドストレージをご紹介。
加えて皆様よりご好評を頂いておりますシア
ターセッションブースを構え、注目プロダクト
の最新情報のご紹介とユーザ様をお迎えした
ゲストセッションを連日実施します。
尚、シアターセッションについては同スケ
ジュールにてライブ配信を行います。

＊アピールポイント＊
・オンプレミスでの映像制作環境そのままに、

クラウド編集環境を実現したい。
・クラウドへのインジェスト方法は？　データ

共有のアクセス権限は？　オンプレとクラウ
ドはどう繋ぐ？

・メディアを利用したデータアーカイブや、オ
ンプレ環境でのバックアップをクラウドに移
行したい。

・ファイルベース納品　QC（品質管理）はどう
してる？

・流行りのバーチャルプロダクションはどう
やってやってるの？

・グレーディングワークフローはどう構築する
のがいいの？

などにお悩みの方は是非ともＶＧＩブースに
ご来場ください

HP ＝http://www.vgi.co.jp/index.html
————————————————————
㈱マウスコンピューター　（小間番号 6203）

＊見どころ＊
マウスコンピューターは、映像制作・編集作業
を環境に合わせて最適な一台をご提案。
最新のグラフィックス搭載ワークステーショ
ン、デスクトップパソコンからDX 時代におけ
る高性能モバイルノートパソコンなどの活用
により環境に応じた処理と多様性を広げる提
案をしたいと思います。
テレワーク環境にて高画質ディスプレイを活
用することで作業効率の向上をご提案させて
頂きます。

＊アピールポイント＊
高性能ワークステーション：NVIDIA RTX 
A6000 搭載！4K ノンリニア編集やコンテ
ンツ制作に、またAI 処理やレイトレーシング
なども快適に動作出来る最上級向けワークス
テーション
クリエイター VTuber/ ビジネス：最新CPU・
最上位グラフィックスを搭載した驚異的な
ゲーム体験、最大8K 解像度のHDR 映像でプ
レイ可能なデスクトップパソコン / ハイエン
ドデスクトップの性能を17.3 型ノートに凝
縮し4K 動画編集・特殊効果処理に対応するハ
イエンドノートパソコン！
DX / テレワークモバイル：高負荷作業も可
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設計から製作、メンテナンスまで各段階に一貫
して対応します。
日本放送協会（NHK）やTBS テレビなど、国
内大手との取引実績があります。
海外では米HSN、英BBC、独MDR の各放送局
をはじめ、北京電視台（中国）、韓KBS に納品
したことがあります。

＊アピールポイント＊
ENG/EFP 用 三 脚 シ ス テ ム SX200/SX 
260：無段階の完全バランスシステム『TRUE 
BALANCE』、無段階の粘性抵抗式ドラッグシ
ステム『VISCAM』を備えたφ100 ㎜ボール
サイズの新型ENG/EFP 雲台を展示いたしま
す。雲台部にはマグネシウム合金を用い、軽量
で強靭なボディーを実現しました。カーボン
ファイバー製三脚と組み合わせることで、その
軽さをより一層実感していただけるでしょう。
よりスムーズでなめらかになったパン、チルト
操作感も併せ、ぜひ実機をご体験ください。
ロボティクスシステム SmartPed TR-XT：自
走式ロボットペデスタル『SmartPed』とその
コントロールシステムTR-XT の組み合わせは、
タッチスクリーンによる直感的な操作とパン、
チルトに加えドリー、昇降動作も兼ね備えた多
彩な映像表現をご提供いたします。複数台のカ
メラをスマートに制御可能な昭特のロボティク
スシステムをぜひともご体験ください。

＊出展製品/ サービス＊
SmartPed：SmartPed は、TRP-100 で培っ
てきた技術を活かし、さらにリモコン運用に特
化したロボットペデスタルです。TR-XT コン
トロールシステムと組み合わせることにより、
簡単な操作でスタジオ内の様々なカメラアン
グルへカメラをコントロールすることができ
ます。またSmartPed はスタジオ生放送での
厳しい運用に耐えるよう高いパフォーマンス
と安定性を実現しています。ペデスタル内部構
造を簡素化することにより、機材のメンテナン
ス性も向上させています。
ローカル操作はパン棒に搭載されるジョイス
ティックを使用します。リモート/ ローカルの
切り替え操作をワンタッチで行うことができ、
切り替え後の再キャリブレーションも必要あ
りません(VR 使用時)。
安全性に関しては衝突回避装置（超音波セン
サ）と衝突検知操作（感圧センサ）の２重の安
全システムを備えています。台車の周囲には
LED インジケータを装備し、外から見てペデ
スタルの状況を色で分かり易く表示します。
( 例: オンエアー、キャリブレーション中等）
InterBEE 2021 では新機能オービットモー
ドを紹介致します。
 HP ＝https://shotoku.tv/jp/
————————————————————

セイコーソリューションズ㈱ （小間番号 8205）
＊見どころ＊

映像制作現場の時刻同期をIP ネットワーク
で実現するための挑戦を続けているセイコー
ソリューションズの【1】グランドマスターク
ロック【2】シンクジェネレーター【3】NTP
クロックをご紹介します。これらの製品から出
力されるSMPTE ST 2059-2,-1 に規定され
た同期信号を基にSMPTE ST 2110 システ
ムによる動態デモを展示ブースにてご覧いた
だけるほか、来場者の皆様にもリモートアクセ
スによってお手持ちのデバイスから実機の運
用画面をご覧いただき、IP 伝送を体感してい
ただけます。

＊アピールポイント＊
【セイコーソリューションズの放送業界向け時
刻同期製品をご紹介】 

【1】PTP グランドマスタークロック「Time 
Server Pro. TS-2950」：NTP は も ち ろ ん
PTP（IEEE1588v2/SMPTE ST 2059-
2）に対応し、現在放送局で必要とされている
さらなるインタフェースを提供すべく機能拡
張を続けているグランドマスタークロック

【2】シンクジェネレーター「Time Server 
Pro. TS-1550」：グランドマスタークロック
からPTP と同期し、同位相でのBlack Burst
信号などの周波数源を送出することでVideo 
over IP へのマイグレーションを強力にサ
ポートするシンクジェネレーター

【3】ネットワーク型アナログ/ デジタル時計
「NTP クロック」：ネットワーク上のNTP サー
バーと同期することにより放送局館内の時
刻をいつでもどこでも正しく統一するネット
ワーク型デジタル/ アナログ時計
————————————————————
タックシステム㈱　（小間番号 8303）

＊見どころ＊
様々な音響/ 映像/ ネットワークの現場で対応
できる様々なソリューション、製品を提案。
StageTec：センタールーティングシステムが
確立した「AVATUS コンソール」と「NEXUS」
ADDER：編集/MA スタジオ向けのKVM マ
トリクスシステム
DirectOut Technologies： 様 々 な 音 声
フォーマットに対応PRODIGY シリーズ
Decimator Design：コンパクトなSDI ミニ
コンバータシリーズ
AVID S4 ：業界標準のコントロール・サー
フェス

＊出展製品/ サービス＊
Stage Tec AVATUS
テレビ/ ラジオのオンエアスタジオ、ホール/
設備向けの「従来のミキサーの概念に革命を
もたらす」コンソールのご紹介。

NEXUS を使用したセンタールーティングシ
ステムが「DSP 集中処理」を可能にし、スタ
ジオ全体で統合的なシステムを設計できます。
NEXUS は優れたモジュール性で、インストー
ルされた全てのIO は接続された複数のコン
ソールからそれぞれコントロール可能です。ま
た、統合的なネットワークオーディオソリュー
ションも提供いたします。
AVATUS は従来のミキサーの概念に革命を
もたらします。 ユーザーガイダンスはワーク
フローに最適化され、タッチスクリーンはカ
ラーコードで表示されるフェーダーとエン
コーダーを備えているため、簡単に操作するこ
とができます。経験の浅いユーザーでも短時間
でコンソールを効率的に操作することができ、
複数の人が同時にミキサーを操作することも
可能です。
個々のモジュールをIP 経由でオーディオエン
ジンに接続すれば、共通のフレーム内でローカ
ル接続とコンソールモジュールを混在させず
に操作することができます。複数のユニットを
1 枚のコントロールカード上で同時に操作し、
異なる場所で異なる機能を実行することがで
き、すばらしい柔軟性を備えています。
Stage Tec NEXUS：Audio Matrix > ネ ッ
トワーキング、スイッチング、オー ディオ処
理、コントロール。モジュール性となっており、
スタジオマトリックスやスイッチルームルー
タから、放送センター、劇場、OB バンなど無数
のアプリケーションをサポートします。高品
質のステージボックスを備えた コンパクトで
ポータブルな伝送システムとして、低レイテン
シーで、信頼性、汎用性を備えています。
アナログおよびデジタル のモジュラー入出力
ボードを備えたベースデバイスで 構成される
分散型ネットワークシステムです。
Stage Tec ミキシングコンソールと NEXUS
はシステムに完全に統合されており、ネットワー
ク全体のすべてのオーディオI/O はもちろん、す
べての各ミキシングコンソールで使用できます。
NEXUS のシステムパラメータはすべてのコ
ンソールから設定可能で、多彩でパワフルな
メディアコントロールはボタン操作の Logic 
Control で管理できます。
ADDER INFINITY 4000 シリーズ
INFINITY 4000 シ リ ー ズ（ALIF4000）は、
1 本のファイバーケーブルで “デュアルヘッド 
5K” を実現した世界初の高性能IP ベースKVM
エクステンダーです。高解像度および最大ウルト
ラワイドビデオアプリケーションでサポートさ
れる5K 解像度（5120x1440@60Hz または
5120x 2880@30Hz）を配信可能にし、HD の
解像度では240Hz までのリフレッシュレート
に対応しています。
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既存のADDERLink INFINITY システムと完
全に互換性を持ち、ポイント・ツー・ポイント
のエクステンダーとして使用することも、マト
リックスシステムに簡単に統合することもで
きます。
DisplayPort ™を介したマルチチャンネルデ
ジタルオーディオは、高品質で没入感のあるサ
ウンド体験を提供します。ALIF4000 は、ド
ライバーやソフトウェアを必要とせず、プラグ
アンドプレイ機能と非常に簡単な設定を行う
ことで、誰でも素早く簡単にポイント・ツー・
ポイントのKVM エクステンダーとして使用
することができます。
現在4K テクノロジの成長は急速に伸びてお
り、これが4K コンテンツの需要を促進してい
ます。コンテンツワークフローへの圧力の高ま
りは、既存のKVM インフラストラクチャへの
負担が大きすぎるため、4K KVM の採用には
潜在的な障壁があります。
ALIF4000 は、これらの障壁を取り除いた
上で4K テクノロジを実現しているため、IP 
KVM ユーザーに完璧なタイミングでサポー
トするソリューションを提供します。
また、4K スクリーンは、VFX、ポストプロダク
ション、カラーグレーディング、航空交通管制、
および医療関係機器など、 さまざまな業界の
業務生産性にとって不可欠なものになりつつ
あります。
信頼性が高くスケーラブルなALIF4000 に
より、KVM ユーザーは適切な時期に、しかも
基本機器の入れ替えなしに4K システムに移
行することができます。
ADDER ALIF-AIM
AdderLink Infinity システムを高機能なKVM
マトリクスシステムとして使用するためのマ
ネージメント・ユニットです。
AIM によってシェアリングやマルチキャス
ティングが可能となるほかアクセス権やパー
ミッションの設定、グループやプログラムによ
る一斉切り替え、また動作状況のロギングなど
が可能となります。
接続は、AdderLink Infinity のネットワーク上
に接続し、本体のIP アドレスにブラウザでア
クセスするだけで全ての設定やアップデート
が可能な管理ページが開きます。
全てのAdderLink Infinity をこのAIM のシス
テムに登録することで、各端末からショート
カットキーで素早く切り替えようのウィンド
ウを開いてオペレーションすることが出来る
ようになります。
DirectOut Technologies PRODIGY.MC
多種多様な I / O、ネットワークオーディオ、
強力なハードウェアとソフトウェアを提供、複
数のフォーマットをサポートするモジュラー

オーディオコンバーター。
プロオーディオ、ブロードキャスト、設備機材、
スタジオアプリケーション等、多数のワークフ
ローに対応するように設計されています。
PRODIGY.MC は、Dante、RAVENNA、
Sound Grid など最新のオーディオネット
ワーク技術をサポートしています。さまざまな
リモートオプションにより、チャネルベのルー
ティングマトリクスや、ハードウェアの設定項
目にアクセスできます。
IO 部分は、完全にモジュール化されているた
め、あらゆる用途に対して構成することがで
き、予算の節約につながります。また、将来の
アップグレードによってグローバルメディア
環境の変化に柔軟に対応できます。
＊その他にも多数製品がございます。
　是非小間番号 8303 にお越しください。
 HP ＝https://www.tacsystem.com/
————————————————————
ニッキャビ㈱　（小間番号 7510）

＊見どころ＊
新型マルチデスク「spaceRAILα」および
マイナーチェンジしました新型静音ラック

「SRC series」を初出展いたします。
コンソールデスクやモニターウォール、１９イ
ンチシステムラックなど豊富なオプションを
組み合わせて展示しておりますので必要な仕
様に合わせて各オプション群もご確認いただ
けます。
放送局様における新社屋プロジェクトや大規
模設備更新などに最適なソリューションとし
て各種配線の整線保護や階層分け等を可能と
するケーブルマネジメント関連も合わせてご
提案いたします。

＊アピールポイント＊
19 インチシステムラックを中心にコンソー
ルデスクやモニター棚などのシステム筐体の
開発・設計・製作・販売をしております。
あらゆる業界でご採用いただいております弊
社のシステム筐体ですが、特に放送業界におい
ては歴史の中で培った技術とノウハウで放送
システムの進歩に合わせて共に成長を続けて
参りました。
お客様のご要望を弊社の提案力であらゆる物
を「カタチ」にします。
また、近年ではマシンルームの空調効率化や配
線の整線保護・階層分けマネジメント・筐体の
設置工事から放送設備工事関連も承ります。
 HP ＝http://www.niccabi.co.jp/
————————————————————
ビジュアル・グラフィックス㈱（小間番号 6306）

＊見どころ＊
ＶＧＩブースでは次世代の映像制作インフラ
に欠くことことのできないクラウド編集に

フォーキャスし、クラウド編集における協調作
業と、オンプレとクラウドをつなぐためのホッ
トクラウドストレージをご紹介。
加えて皆様よりご好評を頂いておりますシア
ターセッションブースを構え、注目プロダクト
の最新情報のご紹介とユーザ様をお迎えした
ゲストセッションを連日実施します。
尚、シアターセッションについては同スケ
ジュールにてライブ配信を行います。

＊アピールポイント＊
・オンプレミスでの映像制作環境そのままに、

クラウド編集環境を実現したい。
・クラウドへのインジェスト方法は？　データ

共有のアクセス権限は？　オンプレとクラウ
ドはどう繋ぐ？

・メディアを利用したデータアーカイブや、オ
ンプレ環境でのバックアップをクラウドに移
行したい。

・ファイルベース納品　QC（品質管理）はどう
してる？

・流行りのバーチャルプロダクションはどう
やってやってるの？

・グレーディングワークフローはどう構築する
のがいいの？

などにお悩みの方は是非ともＶＧＩブースに
ご来場ください

HP ＝http://www.vgi.co.jp/index.html
————————————————————
㈱マウスコンピューター　（小間番号 6203）

＊見どころ＊
マウスコンピューターは、映像制作・編集作業
を環境に合わせて最適な一台をご提案。
最新のグラフィックス搭載ワークステーショ
ン、デスクトップパソコンからDX 時代におけ
る高性能モバイルノートパソコンなどの活用
により環境に応じた処理と多様性を広げる提
案をしたいと思います。
テレワーク環境にて高画質ディスプレイを活
用することで作業効率の向上をご提案させて
頂きます。

＊アピールポイント＊
高性能ワークステーション：NVIDIA RTX 
A6000 搭載！4K ノンリニア編集やコンテ
ンツ制作に、またAI 処理やレイトレーシング
なども快適に動作出来る最上級向けワークス
テーション
クリエイター VTuber/ ビジネス：最新CPU・
最上位グラフィックスを搭載した驚異的な
ゲーム体験、最大8K 解像度のHDR 映像でプ
レイ可能なデスクトップパソコン / ハイエン
ドデスクトップの性能を17.3 型ノートに凝
縮し4K 動画編集・特殊効果処理に対応するハ
イエンドノートパソコン！
DX / テレワークモバイル：高負荷作業も可
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能な持ち運べるクリエイティブ環境、軽量・
薄型・コンパクト・外でも快適長時間駆動が
出来るワンランク上の作業に適した、14 型・
15 型クリエイター向けノート。
iiyama ディスプレイ：高品質な作品制作にお
いて・大画面ディスプレイ・リフレッシュレー
ト240Hz で早い動きも滑らかに・16:10 の
幅広いアスペクト比などの特性を持った製品
をご紹介します。
HP ＝https://www.mouse-jp.co.jp
————————————————————
三  友 ㈱　（小間番号 6401）

＊見どころ＊
私たち三友株式会社は、半世紀にわたり、映像
機器やシステム、ソフトウェアの販売を通じ
て映像業界のプロフェッショナルニーズに応
え続けてまいりました。InterBEE2021 で
は、シネマ関連機材を中心に、配信関連、ポス
プロ関連のソリューションをご紹介します。

＊アピールポイント＊
伝統のレンズメーカー Leitz 社の新作シネ
マレンズや、最新のハイエンドVR カメラ
KANDAO Obsidian Pro、ポスプロ関連シス
テムとして、コロナ禍の今注目されるリモー
ト編集システムをご紹介します。

＊出展製品/ サービス＊
シネマレンズ 『Leitz』：先日Leitz より発表
されたフルフレームプライムレンズELSIE

《 エ ル シ ー》（2023 年 発 売 予 定) やLEITZ 
PRIME 350mm をご覧いただけます。
・LEITZ ELSIE 15mm 〜150mm
・LEITZ PRIME 18mm 〜350mm
・LEITZ ZOOM 25mm-75mm/55mm-

125mm
・THALIA 24mm 〜180mm
・M 0.8 21mm(f/1.4)/24mm(f/1.4)/28m

m(f/1.4)/35mm(f/1.4)/50mm(f/1.4)/5
0mm-Noctilux(f/0.95)/75mm(f/2.0)/9
0mm(f/2.0)

・MACROLUX 114, 95 前面直径114mm レ
ンズ用、95mm レンズ用 各+2/+1/+0.5

VR カメラシステム 『KANDAO』
・ ハ イ エ ン ド12K 360 ° 3D VR カ メ

ラ Kandao Obsidian Pro：Kandao 
Obsidian Pro は、8 つ の2400 万 画 素 の
APS-C センサーを備えた世界初のシネマ
ティック3D VR カメラです。12K x 12K 
30fps の3D パノラマビデオに対応してい
ます。 さらに、14 ストップのダイナミック
レンジと、ISO 感度は12,800 の値をカバー
しています。より多くの解像度と、より高い
感度を備えていることで、緻密なディテール
の再現力や暗闇でも優れたパフォーマンス
を発揮できます。

・8K 360°LIVE ソリューション QooCam 
8K Enterprise：カメラ内リアルタイムス
ティッチングの8K 360 度ライブ配信が可
能です。

超小型HD/4K/ ハイスピードカメラ Dream 
CHIP -ATOM one-：ATOM one は、3G- SDI/ 
12G-SDI 出力を備えた超小型の放送用カメ
ラです。 このカメラはソニーのIMX シリー
ズのイメージセンサーをベースにしており、
優れた画像性能を提供します。 ATOM one 
Family は、Full HD、UHD、4K の タ イ プ か
らお選びいただけます。今回、ATOM one シ
リーズにハイスピードカメラが加わりまし
た。
・500fps の超小型放送用ハイスピードカメ

ラ　ATOM one SSM500
特徴：超小型ハイスピードカメラ／up to 
500 fps
解 像 度 と フ レ ー ム レ ー ト：1920 x1080 
Full HD ／ フ レ ー ム レ ー ト:23.98, 24, 25, 
29.97, 30, 50, 50.94,60, 50i, 59.94i, 
60i ／C マウントとB4 マウントのタイプが
ございます。
プレミアムカメラアクセサリー 『Kondor 
Blue』
Kondor Blue は、ロサンゼルスを拠点とする
ディレクター/ シネマトグラファーのルーカ
スコロンボによって2019 年に設立されま
した。ケージやハンドルといったリグやケー
ブルなど、全製品、映画制作者にとって、より
使いやすく高品質なプロダクションアクセサ
リーを目指して設計、製造しています。
Kondor Blue のプレミアムカメラアクセサ
リーを使用することで、撮影時の様々な問題
を解決するだけでなく、世界中のクリエイ
ターに力を与える製品を提供していきます。

『TENTACLE SYNC』
・ポケットオーディオレコーダー　
TENTACLE TRACK E：オーディオレコー
ダーは、ミュージシャン、プロのサウンドミキ
サー、ドキュメンタリーの映画製作者など、
様々なプロフェッショナルが求める高い録音
のクオリティを全てのユーザーへ提供します。
・小型タイムコードジェネレーター　
TENTACLE SYNC E：あらゆる機材と接続
する小型のタイムコードジェネレーター。
Bluetooth® を介して、すべての TENTACLE 
TRACK E および TENTACLE SYNC E デ
バイスのセットアップと制御が可能です。
CINE サポートツール『UPGRADE 
INNOVATIONS』：
UPGRADE INNOVATIONS は、機材の品質
を重視するプロフェッショナルユースの革新
的なカメラアクセサリーやモニターブラケッ

トを設計、製造しています。これら製品は、過
酷な撮影現場において長期の使用に耐えるプ
ロダクトです。Upgrade Innovations は、カ
ナダで設計、製造された最高品質のCINE サ
ポートツールです。
Inovativ カート(Echo、Scout、Voyager、
Apollo など) 用
モニターマウント & アクセサリー／Whaley 
Rail II ／ハンドル & グリップ／Rudy Arm 
& 15mm マウントシステムなど
最高峰ND フィルター『TRUE ND』：
UPGRADE INNOVATIONS は、機材の品質
を重視するプロフェッショナルユースの革新
的なカメラアクセサリーやモニターブラケッ
トを設計、製造しています。　これら製品は、
過酷な撮影現場において長期の使用に耐える
プロダクトです。
Upgrade Innovations は、カナダで設計、製造
された最高品質のCINE サポートツールです。
 HP ＝https://www.mitomo.co.jp/

officialblog/inter-bee-2021/
————————————————————
武  蔵 ㈱　（小間番号 8106）

＊見どころ＊
リモートコントローラ（RS422 制御・USB
制御・LAN 制御） ／システムインターフェー
ス／ビデオサーバー／インターネット映像通
信システム／オールインワンプロダクション
システム
本年はウェーブとリアルの同時開催です。幕
張メッセのブースでは下記の展示をしていま
すのでお気軽にお立ち寄りください。
コントローラの操作感をお試し頂けます。リ
モートプロダクションシステムの実演。オー
ルインワンプロダクションシステムの実演。

＊アピールポイント＊
当社では、素材送出機器の各種標準コントロー
ラ/ 特注コントローラの開発製造を行ってお
ります。スタジオ用素材送出用、スポーツ中継
用スローリプレイ/ ハイライト編集等の各種
制御システムをハードウェア・ソフトウェア
を融合したローコストで使いやすいコント
ローラの開発製造を行っています。また、マ
ルチ入力マルチ出力可能なビデオサーバー、
SIMPLYLIVE 社製オールインワンプロダク
ションシステム等スポーツ撮って出し様用、ス
タジオ素材送出用、インジェスト用の各種ビデ
オサーバーの製造販売を行っております。
新製品として、QUICKLINK 社のインター
ネットを利用した、リモート出演/ リモート中
継/ リモート取材の行えるインターネット通
信によるリモートプロサクションシステムも
取り扱いを行っております。
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リーダー電子㈱　（小間番号 8204）
＊見どころ＊

従来よりアナログからデジタル、HD から4K
など放送環境が変化する中、多くのお客様を
サポートしてきました。InterBEE2021 で
は、SDI からIP へ移行が進む放送業界のニー
ズに対応した製品を展示いたします。
IP解析機能が充実した4K対応波形モニター、
PTP 対応シンクジェネレーター、ST2110
およびST2022-6 非圧縮に対応したIP 監視
装置、IP とSDI に対応したPHABRIX 製品な
ど、IP 環境の構築に最適な製品をデモンスト
レーションいたします。

＊出展製品/ サービス＊
① IP 監視装置 LVB440 ＜新製品＞：

SMPTEST 2022‐6、SMPTEST 2110‐
20/21/22/30/40 対応／P パケットステー
タス表示、パケットロス/ エラー監視/ パケット
ジッター測定／最大8 ユーザーでの同時監視
／最大標準40Gbps、オプション60Gbps ／
HDR、CIE チャート機能搭載／JPEG‐XS 対応
デコードオプション
デモ内容：HD、4K が混在したIP 信号を同時
入力して測定

② IP＆SDI ハイブリッド 波形モニター  
LV5600：
4K 25G‐
IP 対 応 ／
SMPTEST 
2022‐6、
SMPTEST 

2110‐20/21/30/40／ネットワークの
PTP同期（SMPTE ST 2059）／IPパケット
ステータス表示、パケットロス/エラー監視/
パケットジッター測定／25G‐IPジェネレー
ター／波形/ベクトル/ピクチャー/オーディ
オ/アナライズ/簡易字幕機能
デモ内容：4K IP 信号の測定・監視
③ IP＆SDI ハイブリッド ラスタライザー QxL
　（PHABRIX）

4K 25G‐IP対応／SMPTEST 2022‐6、
SMPTE ST 2110‐20/21/30/40 対応／
ネ ッ ト ワ ー ク のPTP 同 期（SMPTE ST 
2059） ／IP パケットジッター測定/ エラー監
視 ／SDI ストレステスト／／波形/ ベクトル
/ ピクチャー/ オーディオ/ アナライズ/ ジェネ
レーター機能
デモ内容：4K IP 信号の測定・監視

④ポータブルアナライザー/ ジェネレーター 
SxTAG

10G-IP
フォーマット 
SMPTE ST 
2022-6、
SMPTE ST 2110-20/30/40 
／IP ア ナ ラ イ ズ ／HD-SDI ア ナ ラ イ ズ ／
SDI か らIP へ、IP か らSDI へ 変 換 ／PTP/
ST2022-6 からBB 生成
デモ内容：IP のENCAP、DECAP
⑤ PTP 対応シンクジェネレーター  LT4610

ゲンロック機能／ステイインシンクとスロー
ロック機能／PTP マスター/ スレーブ対応／
GPS、タイムコード／アナログブラック同期
信号出力／12G/3G/HD/SD‐SDI 出力／
8K 映像信号対応／2 重化電源
デモ内容：マスターシンクBB →PTP →BB
の変換
⑥コンテンツチェッカーGLADIAS（グラディ

アス）【参考出品】
AI のディープランニングを利用してコンテ
ンツの異常を検出するクラウドサービス（オ
ンプレミスも対応） ／検査項目映像異常 : ブ
ロックノイズ、ゴースティング、量子化ノイ
ズ、合成エラー、ピクセルノイズ、マットエッ
ジエラー、ワーピング、フリーズ、コマ落ち、
フリッカー、ハーディング検査（光過敏性発
作対応）／検査項目音声異常 : クリッピング、
ミュート、ハムノイズ、平均レベル、ミッシン
グチャンネル、ピーク・ボトム、ラウドネス
デモ内容：クラウドサービスでの実測
 HP ＝https://www.leader.co.jp
————————————————————
ヴァイテックプロダクションソリューションズ㈱

（小間番号 7309）
＊見どころ＊

地上高 23cm 〜 178cm の幅広いオペレー
ションを可能にする画期的な三脚システム
Aktiv ™ /Flowtec® をメインに、従来から好
評の FSB シリーズ後継機種 FSB MkII シリー
ズも軽量脚部のシステムで展示いたします。
RGBWW の LED 素子を用いたフルカラーライ
ト GEMINI シリーズを中心に展示いたします。

＊アピールポイント＊
Aktiv ™シリーズはスライダーシステムとの
親和性が考慮された画期的な機構を採用した
フラッグシップモデルです。
FSB MkII シリーズは、スライダーの運用を想
定しない、従来通りの運用形態を維持したい
ユーザーの為に最適な機構を備えた、信頼の
FSB シリーズ後継機種です。

Aktiv ™/FSB MkII のいずれのフルーイド
ヘッドも、新型三脚Flowtech® と組み合わ
せることで、カメラ取付面の地上高23cm 〜
178cm の幅広い高さでの運用を可能にします。
従来から好評な軽量脚部のシステムも、アル
ミ製に加えて新たにカーボンファイバー製の
軽量脚部をラインナップ。機動性が要求され
るシーンにも完全に対応します。
ASTRA シリーズは1x1 のLED パネルライト
として、既に国内で多くの方にご採用いただい
ております。デイライト／タングステン切替の
バイカラー、ディフューザー付のソフト、デイ
ライト専用、ビーム角可変式のフォーカスと用
途に応じた製品展開をしております。
GEMINI シリーズは 5 色の LED（RGBWW）
を採用した色の再現性の高いフルカラーLED
パネルライトです。1x1 サイズ、2x1 サイ
ズがありますが、さらに最大 4 台まで連結で
き、使用用途に応じた組み換えが可能です。
GEMINI2x1 は 電 源 内 蔵 な が ら 11 ㎏
と軽量で可搬性に優れ、現場ではケーブ
ル 1 つでセットアップ可能です。新製品
GEMINI1x1HARD は、>3,000 Lux @3m
時と驚くほど明るくTLCI98 と高精細な光を
提供します。付属のディフューザーを使用し
ハード・ソフトライトの使い分けが可能です。
HP ＝https://vitecproductionsolutions.jp/
————————————————————
■■■■ ICT/ クロスメディア部門 ■■■■————————————————————
日本デジタル・プロセシング・システムズ㈱

（小間番号 7501）
＊見どころ＊

DPSJ（日本デジタル・プロセシング・システ
ムズ）社は、従来からのベースバンドとファイ
ルベースメディア、オンラインビデオとスト
リーミングメディアの両方をカバーする商品を
取り扱っています。
加工編集用のビデオファイルメディア生成と管
理、オンライン向けのエンコードまたはトラン
スコード、IP ベースの伝送（SRT、Zixi、NDI
など）、ストリーミング配信サーバー、メディ
アプレイヤー、視聴分析といったソリューショ
ンの提案が可能です。オンライン動画の低遅延
ソリューションは是非ご相談ください。

＊アピールポイント＊
DPSJ の強みは、長年培ってきたベースバン
ドビデオとオンライン動画に関する知識の両方
を持ち合わせているところです。
追っかけ編集に対応したインジェストシステム
／業務用メディアファイル（MXF など）から
IP ベース（NDI）対応のメディアプレイヤー
／業界標準のストリーミング配信サーバー／専
門家不要ながら安心・確実なライブエンコーダ
／あらゆる機能を搭載した HTML5 ベースの
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能な持ち運べるクリエイティブ環境、軽量・
薄型・コンパクト・外でも快適長時間駆動が
出来るワンランク上の作業に適した、14 型・
15 型クリエイター向けノート。
iiyama ディスプレイ：高品質な作品制作にお
いて・大画面ディスプレイ・リフレッシュレー
ト240Hz で早い動きも滑らかに・16:10 の
幅広いアスペクト比などの特性を持った製品
をご紹介します。
HP ＝https://www.mouse-jp.co.jp
————————————————————
三  友 ㈱　（小間番号 6401）

＊見どころ＊
私たち三友株式会社は、半世紀にわたり、映像
機器やシステム、ソフトウェアの販売を通じ
て映像業界のプロフェッショナルニーズに応
え続けてまいりました。InterBEE2021 で
は、シネマ関連機材を中心に、配信関連、ポス
プロ関連のソリューションをご紹介します。

＊アピールポイント＊
伝統のレンズメーカー Leitz 社の新作シネ
マレンズや、最新のハイエンドVR カメラ
KANDAO Obsidian Pro、ポスプロ関連シス
テムとして、コロナ禍の今注目されるリモー
ト編集システムをご紹介します。

＊出展製品/ サービス＊
シネマレンズ 『Leitz』：先日Leitz より発表
されたフルフレームプライムレンズELSIE

《 エ ル シ ー》（2023 年 発 売 予 定) やLEITZ 
PRIME 350mm をご覧いただけます。
・LEITZ ELSIE 15mm 〜150mm
・LEITZ PRIME 18mm 〜350mm
・LEITZ ZOOM 25mm-75mm/55mm-

125mm
・THALIA 24mm 〜180mm
・M 0.8 21mm(f/1.4)/24mm(f/1.4)/28m

m(f/1.4)/35mm(f/1.4)/50mm(f/1.4)/5
0mm-Noctilux(f/0.95)/75mm(f/2.0)/9
0mm(f/2.0)

・MACROLUX 114, 95 前面直径114mm レ
ンズ用、95mm レンズ用 各+2/+1/+0.5

VR カメラシステム 『KANDAO』
・ ハ イ エ ン ド12K 360 ° 3D VR カ メ

ラ Kandao Obsidian Pro：Kandao 
Obsidian Pro は、8 つ の2400 万 画 素 の
APS-C センサーを備えた世界初のシネマ
ティック3D VR カメラです。12K x 12K 
30fps の3D パノラマビデオに対応してい
ます。 さらに、14 ストップのダイナミック
レンジと、ISO 感度は12,800 の値をカバー
しています。より多くの解像度と、より高い
感度を備えていることで、緻密なディテール
の再現力や暗闇でも優れたパフォーマンス
を発揮できます。

・8K 360°LIVE ソリューション QooCam 
8K Enterprise：カメラ内リアルタイムス
ティッチングの8K 360 度ライブ配信が可
能です。

超小型HD/4K/ ハイスピードカメラ Dream 
CHIP -ATOM one-：ATOM one は、3G- SDI/ 
12G-SDI 出力を備えた超小型の放送用カメ
ラです。 このカメラはソニーのIMX シリー
ズのイメージセンサーをベースにしており、
優れた画像性能を提供します。 ATOM one 
Family は、Full HD、UHD、4K の タ イ プ か
らお選びいただけます。今回、ATOM one シ
リーズにハイスピードカメラが加わりまし
た。
・500fps の超小型放送用ハイスピードカメ

ラ　ATOM one SSM500
特徴：超小型ハイスピードカメラ／up to 
500 fps
解 像 度 と フ レ ー ム レ ー ト：1920 x1080 
Full HD ／ フ レ ー ム レ ー ト:23.98, 24, 25, 
29.97, 30, 50, 50.94,60, 50i, 59.94i, 
60i ／C マウントとB4 マウントのタイプが
ございます。
プレミアムカメラアクセサリー 『Kondor 
Blue』
Kondor Blue は、ロサンゼルスを拠点とする
ディレクター/ シネマトグラファーのルーカ
スコロンボによって2019 年に設立されま
した。ケージやハンドルといったリグやケー
ブルなど、全製品、映画制作者にとって、より
使いやすく高品質なプロダクションアクセサ
リーを目指して設計、製造しています。
Kondor Blue のプレミアムカメラアクセサ
リーを使用することで、撮影時の様々な問題
を解決するだけでなく、世界中のクリエイ
ターに力を与える製品を提供していきます。

『TENTACLE SYNC』
・ポケットオーディオレコーダー　
TENTACLE TRACK E：オーディオレコー
ダーは、ミュージシャン、プロのサウンドミキ
サー、ドキュメンタリーの映画製作者など、
様々なプロフェッショナルが求める高い録音
のクオリティを全てのユーザーへ提供します。
・小型タイムコードジェネレーター　
TENTACLE SYNC E：あらゆる機材と接続
する小型のタイムコードジェネレーター。
Bluetooth® を介して、すべての TENTACLE 
TRACK E および TENTACLE SYNC E デ
バイスのセットアップと制御が可能です。
CINE サポートツール『UPGRADE 
INNOVATIONS』：
UPGRADE INNOVATIONS は、機材の品質
を重視するプロフェッショナルユースの革新
的なカメラアクセサリーやモニターブラケッ

トを設計、製造しています。これら製品は、過
酷な撮影現場において長期の使用に耐えるプ
ロダクトです。Upgrade Innovations は、カ
ナダで設計、製造された最高品質のCINE サ
ポートツールです。
Inovativ カート(Echo、Scout、Voyager、
Apollo など) 用
モニターマウント & アクセサリー／Whaley 
Rail II ／ハンドル & グリップ／Rudy Arm 
& 15mm マウントシステムなど
最高峰ND フィルター『TRUE ND』：
UPGRADE INNOVATIONS は、機材の品質
を重視するプロフェッショナルユースの革新
的なカメラアクセサリーやモニターブラケッ
トを設計、製造しています。　これら製品は、
過酷な撮影現場において長期の使用に耐える
プロダクトです。
Upgrade Innovations は、カナダで設計、製造
された最高品質のCINE サポートツールです。
 HP ＝https://www.mitomo.co.jp/

officialblog/inter-bee-2021/
————————————————————
武  蔵 ㈱　（小間番号 8106）

＊見どころ＊
リモートコントローラ（RS422 制御・USB
制御・LAN 制御） ／システムインターフェー
ス／ビデオサーバー／インターネット映像通
信システム／オールインワンプロダクション
システム
本年はウェーブとリアルの同時開催です。幕
張メッセのブースでは下記の展示をしていま
すのでお気軽にお立ち寄りください。
コントローラの操作感をお試し頂けます。リ
モートプロダクションシステムの実演。オー
ルインワンプロダクションシステムの実演。

＊アピールポイント＊
当社では、素材送出機器の各種標準コントロー
ラ/ 特注コントローラの開発製造を行ってお
ります。スタジオ用素材送出用、スポーツ中継
用スローリプレイ/ ハイライト編集等の各種
制御システムをハードウェア・ソフトウェア
を融合したローコストで使いやすいコント
ローラの開発製造を行っています。また、マ
ルチ入力マルチ出力可能なビデオサーバー、
SIMPLYLIVE 社製オールインワンプロダク
ションシステム等スポーツ撮って出し様用、ス
タジオ素材送出用、インジェスト用の各種ビデ
オサーバーの製造販売を行っております。
新製品として、QUICKLINK 社のインター
ネットを利用した、リモート出演/ リモート中
継/ リモート取材の行えるインターネット通
信によるリモートプロサクションシステムも
取り扱いを行っております。
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リーダー電子㈱　（小間番号 8204）
＊見どころ＊

従来よりアナログからデジタル、HD から4K
など放送環境が変化する中、多くのお客様を
サポートしてきました。InterBEE2021 で
は、SDI からIP へ移行が進む放送業界のニー
ズに対応した製品を展示いたします。
IP解析機能が充実した4K対応波形モニター、
PTP 対応シンクジェネレーター、ST2110
およびST2022-6 非圧縮に対応したIP 監視
装置、IP とSDI に対応したPHABRIX 製品な
ど、IP 環境の構築に最適な製品をデモンスト
レーションいたします。

＊出展製品/ サービス＊
① IP 監視装置 LVB440 ＜新製品＞：

SMPTEST 2022‐6、SMPTEST 2110‐
20/21/22/30/40 対応／P パケットステー
タス表示、パケットロス/ エラー監視/ パケット
ジッター測定／最大8 ユーザーでの同時監視
／最大標準40Gbps、オプション60Gbps ／
HDR、CIE チャート機能搭載／JPEG‐XS 対応
デコードオプション
デモ内容：HD、4K が混在したIP 信号を同時
入力して測定

② IP＆SDI ハイブリッド 波形モニター  
LV5600：
4K 25G‐
IP 対 応 ／
SMPTEST 
2022‐6、
SMPTEST 

2110‐20/21/30/40／ネットワークの
PTP同期（SMPTE ST 2059）／IPパケット
ステータス表示、パケットロス/エラー監視/
パケットジッター測定／25G‐IPジェネレー
ター／波形/ベクトル/ピクチャー/オーディ
オ/アナライズ/簡易字幕機能
デモ内容：4K IP 信号の測定・監視
③ IP＆SDI ハイブリッド ラスタライザー QxL
　（PHABRIX）

4K 25G‐IP対応／SMPTEST 2022‐6、
SMPTE ST 2110‐20/21/30/40 対応／
ネ ッ ト ワ ー ク のPTP 同 期（SMPTE ST 
2059） ／IP パケットジッター測定/ エラー監
視 ／SDI ストレステスト／／波形/ ベクトル
/ ピクチャー/ オーディオ/ アナライズ/ ジェネ
レーター機能
デモ内容：4K IP 信号の測定・監視

④ポータブルアナライザー/ ジェネレーター 
SxTAG

10G-IP
フォーマット 
SMPTE ST 
2022-6、
SMPTE ST 2110-20/30/40 
／IP ア ナ ラ イ ズ ／HD-SDI ア ナ ラ イ ズ ／
SDI か らIP へ、IP か らSDI へ 変 換 ／PTP/
ST2022-6 からBB 生成
デモ内容：IP のENCAP、DECAP
⑤ PTP 対応シンクジェネレーター  LT4610

ゲンロック機能／ステイインシンクとスロー
ロック機能／PTP マスター/ スレーブ対応／
GPS、タイムコード／アナログブラック同期
信号出力／12G/3G/HD/SD‐SDI 出力／
8K 映像信号対応／2 重化電源
デモ内容：マスターシンクBB →PTP →BB
の変換
⑥コンテンツチェッカーGLADIAS（グラディ

アス）【参考出品】
AI のディープランニングを利用してコンテ
ンツの異常を検出するクラウドサービス（オ
ンプレミスも対応） ／検査項目映像異常 : ブ
ロックノイズ、ゴースティング、量子化ノイ
ズ、合成エラー、ピクセルノイズ、マットエッ
ジエラー、ワーピング、フリーズ、コマ落ち、
フリッカー、ハーディング検査（光過敏性発
作対応）／検査項目音声異常 : クリッピング、
ミュート、ハムノイズ、平均レベル、ミッシン
グチャンネル、ピーク・ボトム、ラウドネス
デモ内容：クラウドサービスでの実測
 HP ＝https://www.leader.co.jp
————————————————————
ヴァイテックプロダクションソリューションズ㈱

（小間番号 7309）
＊見どころ＊

地上高 23cm 〜 178cm の幅広いオペレー
ションを可能にする画期的な三脚システム
Aktiv ™ /Flowtec® をメインに、従来から好
評の FSB シリーズ後継機種 FSB MkII シリー
ズも軽量脚部のシステムで展示いたします。
RGBWW の LED 素子を用いたフルカラーライ
ト GEMINI シリーズを中心に展示いたします。

＊アピールポイント＊
Aktiv ™シリーズはスライダーシステムとの
親和性が考慮された画期的な機構を採用した
フラッグシップモデルです。
FSB MkII シリーズは、スライダーの運用を想
定しない、従来通りの運用形態を維持したい
ユーザーの為に最適な機構を備えた、信頼の
FSB シリーズ後継機種です。

Aktiv ™/FSB MkII のいずれのフルーイド
ヘッドも、新型三脚Flowtech® と組み合わ
せることで、カメラ取付面の地上高23cm 〜
178cm の幅広い高さでの運用を可能にします。
従来から好評な軽量脚部のシステムも、アル
ミ製に加えて新たにカーボンファイバー製の
軽量脚部をラインナップ。機動性が要求され
るシーンにも完全に対応します。
ASTRA シリーズは1x1 のLED パネルライト
として、既に国内で多くの方にご採用いただい
ております。デイライト／タングステン切替の
バイカラー、ディフューザー付のソフト、デイ
ライト専用、ビーム角可変式のフォーカスと用
途に応じた製品展開をしております。
GEMINI シリーズは 5 色の LED（RGBWW）
を採用した色の再現性の高いフルカラーLED
パネルライトです。1x1 サイズ、2x1 サイ
ズがありますが、さらに最大 4 台まで連結で
き、使用用途に応じた組み換えが可能です。
GEMINI2x1 は 電 源 内 蔵 な が ら 11 ㎏
と軽量で可搬性に優れ、現場ではケーブ
ル 1 つでセットアップ可能です。新製品
GEMINI1x1HARD は、>3,000 Lux @3m
時と驚くほど明るくTLCI98 と高精細な光を
提供します。付属のディフューザーを使用し
ハード・ソフトライトの使い分けが可能です。
HP ＝https://vitecproductionsolutions.jp/
————————————————————
■■■■ ICT/ クロスメディア部門 ■■■■————————————————————
日本デジタル・プロセシング・システムズ㈱

（小間番号 7501）
＊見どころ＊

DPSJ（日本デジタル・プロセシング・システ
ムズ）社は、従来からのベースバンドとファイ
ルベースメディア、オンラインビデオとスト
リーミングメディアの両方をカバーする商品を
取り扱っています。
加工編集用のビデオファイルメディア生成と管
理、オンライン向けのエンコードまたはトラン
スコード、IP ベースの伝送（SRT、Zixi、NDI
など）、ストリーミング配信サーバー、メディ
アプレイヤー、視聴分析といったソリューショ
ンの提案が可能です。オンライン動画の低遅延
ソリューションは是非ご相談ください。

＊アピールポイント＊
DPSJ の強みは、長年培ってきたベースバン
ドビデオとオンライン動画に関する知識の両方
を持ち合わせているところです。
追っかけ編集に対応したインジェストシステム
／業務用メディアファイル（MXF など）から
IP ベース（NDI）対応のメディアプレイヤー
／業界標準のストリーミング配信サーバー／専
門家不要ながら安心・確実なライブエンコーダ
／あらゆる機能を搭載した HTML5 ベースの
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動画プレイヤー／要望に対して柔軟に対応可能
なビデオウォール・ソフトウェア／ストリーミ
ングパケットの誤り訂正技術： SRT / Zixi ソ
リューション／視聴者の行動やエラー分析など
を含む、ビジネスインテリジェントサービス／
配信メディアのビットレートなどを最適化する
自動化ソリューション
HP ＝ https://www.dpsj.co.jp/
————————————————————
㈱NTTドコモ（小間番号 8001）

＊見どころ＊
NTT ド コ モ は、XR ソ リ ュ ー シ ョ ン と し て、
8KVR ラ イ ブ・低 遅 延 映 像 配 信・3D ビ デ
オ チ ャ ッ ト・シ ン ク ロ ア ス リ ー ト ラ イ ブ・
Volumetric Video Streaming を展示します。
クロスデバイス、リ・インベンション、アストロ
デ ザ イ ン、Arcturus Studios Holdings, Inc.
と連携して実現した最先端のXR ソリューショ
ンを体験してください。お客様が抱えている
様々な課題に対して、XR を活用した解決策をご
提案いたします。

＊アピールポイント＊
8KVR ライブ：8K 360 度映像とマルチアン
グル映像の両方を楽しめる「スーパーインポー
ズ」とユーザが視聴画面を拡大したり、視点を
移動させたりしても高画質のまま視聴できる

「8K ウルトラズーム」を体験できます。
低遅延映像配信：軽量な機器を用いて360 度
4K 低遅延映像配信を行うことができます。
3D ビデオチャット：遠隔地にいる人がまるで
目の前にいるかのようにコミュニケーション
できる「3D ビデオチャット」を体験できます。
シンクロアスリート Live：360 度の視界と
動きを再現することでアスリートと同じ体験
ができる「シンクロアスリート Live」を体験
できます。
Volumetric Video Streaming：被写体が
動いている様子を多数のカメラを含む専用装
置を用いて全方位から撮影することで、高精
細な 3D モデルによる映像を作ることができ、
完全自由視点映像として楽しむことができます。
————————————————————
MEDIAEDGE㈱　（小間番号 7002）

＊見どころ＊
「伝送からカメラシステムまでMEDIAEDGEで
広がるIPワークフロー」／IP伝送 SRT に 対 応 
もちろん1080i 入出力対応です。／情報カメ
ラ収録UI を一新したLOOP REC2 TOREZO
にもご採用／4K 対応VideoPro シリーズ／
4 倍速ハイスピードカメラQDCAM の映像を
4 台のQDVS で同期収録／ATOMOS 新製品
SHINOBI7、SHOGUN STUDIO2 と 配 信 用
CAST ／各コーナーの案内の「もっと！つなが
るサイネージ」

＊アピールポイント＊
〜MEDIAEDGE のご案内〜

LoopREC： 情 報 カ メ ラ 収 録 シ ス テ ム
「LoopREC」が新エンコーダー対応、マルチのラ
イブ映像低遅延、UI を一新し「LoopREC2」に
2021 年日本民間放送連盟賞「技術部門　最優
秀賞」受賞のフジテレビ様TOREZO でもご採用
伝送：SRT とZiXi 対応のIP 伝送に擬似パケッ
トロス発生装置を使用しSRT の補完機能を展示
映像伝送Cloud サービスは双方向NAT に対応
しインターネット環境で利用可能
ストリーミング：新製品イブスイッチャAtomX 
CAST でPC フリー、スイッチング操作をご覧
ください。コンバーターVideoPro4K はSDI 中
継器（VPUS-SR2）で4K 映像をATOMOS の
NEON で表示。
QDCAM：スポーツ撮影向けハイスピードボッ
クスカメラQDCAM はFHD 240fps 撮影、4K
対応、グローバルシャッター搭載。特許取得済の
露出タイミング同期機能と当社開発QDVS の同
期録画機能をご覧ください。
ATOMOS：新 製 品 Shogun Studio 2 は 最
大4Kp60*×2ch 又 はFHDp60×8ch を 収
録可能なデュアル7.2 インチモニターを搭載
のラックマウントタイプ。8K30p/4K120p/
HD240pRAW 収 録 に 対 応 し たNinja V+ 
(Ninja V+Prokit)。
各コーナーのモニターは「もっと！つながるサ
イネージ」で表示。

＊出展製品/ サービス＊
■ATOMOS コーナー

Shogun Studio 2 / Ninja V+ ( Ninja V+Prokit )

ATOMOS コーナーでは新製品のShogun 
Studio 2 とNinja V+ の2 製品を実際に操
作していただけます。

「Shogun Studio 2」は、タッチスクリーン
操 作 で 手 軽 に 最 大4Kp60*×2ch ま た は
HDp60×8ch まで1 台で収録することがで
きるデュアル7.2 インチモニターを搭載した
ラックマウントタイプのモニターレコーダー
です。省スペースで多数の映像ソースを記録で
きますので、イベントでの利用やOB バンへの
搭載などに最適です。
実際に４画面のスイッチングモニターをみて
いただけます。「Ninja V+(Ninja V+Prokit)」
は、HDMI またはSDI 経由でのRAW 収録に対
応。8K 30p /4K120p/HD240p での収録
に対応しており、会場では実際に4K120p で
の収録をご覧いただけます。
今回はキヤノン R5 とNinja V+ ８K30P 収録
展 示。SONY FX-9 とNinja V ＋4K120P 収
録 展 示。Panasonic BS1H とNinja V+ Pro 
ResRAW 参考展示。また、ATOMOS コーナー
以外でもShogun 7 や Shinobi 7、NEON の

参考展示やNINJA V と新製品AtomX CAST
を使った配信ワークフローなどATOMOS 製
品を多数ご覧いただけますのでぜひお越しく
ださい。
HP ＝ https://www.mediaedge.co.jp/
————————————————————
■■■ 映像表現/プロライティング部門 ■■■
————————————————————
東芝ライテック㈱（小間番号 6404）

＊見どころ＊
東芝が進める演出照明におけるサイバーフィジ
カルシステムをご紹介いたします。
1. 新型フルカラー LED 器具
2. スタジオ・舞台照明におけるサイバーフィジ

カルシステム
3. 照明調光卓
4.UV ライティング ~ 光による除菌・ウイルス

制御の新しいコンセプト商品 ~
※サイバーフィジカルシステムとは…実世界

（フィジカル）におけるデータを収集し、サイバー
世界で分析・フィードバックすることで、付加
価値を創造する仕組みです。

＊アピールポイント＊
1. 〜伝統芸能から現代演出まで〜日本の照明

シーンのためのフルカラーLED 器具。
　ボーダーライトとホリゾントライトが登場！
　広色域のカラー表現と高演色な白色を両立
しました。多様な点灯モードにより、さまざま
な演出に対応します。4K/8K 撮影に対応した
フルカラー LED ブロードライトのプロトタ
イプも展示いたします。
2. スタジオ・舞台照明におけるサイバーフィ

ジカルシステム
　プランニング→現場仕込→保守サービスの
フローを最新のデジタル技術によって根底か
ら変革します。働き方改革から安全性向上、
業務効率アップを目指したサービスと新製品
を会場でご体験ください。
3. 照明調光卓
　中・小ホール、大宴会場におすすめの中規
模照明操作卓です。カラーＬＥＤ器具の導入
や器具の制御ＣＨ数増加をを見据え、最大調
光回路数が増え、大型タッチパネルを採用し
カラーミキシング機能を搭載しています。
4.UV ライティング
　〜光による除菌・ウイルス抑制の新しいコン
セプト商品〜 UVee ユービー : 有人環境下で照
射できるダウンライトタイプ UV 照射器です。
　UVish ユービッシュ : 光触媒と深紫外線
LED のダブル効果で、室内の空気を除菌・脱
臭し浄化します。


