◆九州放送機器展 2022

オコンバーター、マトリクススイッチャー、ビデオ延長器など各種

Qshu Broadcasting equipment Exhibition 2022

業務用 AV 機器の開発・製造・販売をしております。さらに、AV

会期：2022 年 7 月 21 日（木）～ 22 日（金）

over IP システムといった映像・音声・制御システムをトータルサ

会場：福岡国際センター（〒 812-0021 福岡市博多区築港本町 2-2）

ポートする AVC 統合型システムソリューションを提供しています。

主催：一般社団法人 日本ポストプロダクション協会

弊社の AV 機器は国内外の文教市場をはじめとして、企業、公共施

後援：経済産業省九州経済産業局、総務省九州総合通信局、福岡

設、医療施設、官公庁などの AV システム、会議システム、監視シ

県、福岡市、
（一社）日本映画テレビ技術協会、NHK 福岡放送局、

ステムなどに幅広くご採用いただいております。

RKB 毎日放送、九州朝日放送、TNC テレビ西日本、FBS 福岡放

アガイ商事株式会社 出展ゾーン：照明機器 A-3

送、TVQ 九州放送、ジェイコム九州、西日本新聞社、
（一社）日本

LED 照明の新しいスタンダード「Aputure（アプチャー）
」
、スタ

CATV 技術協会 九州支部、日本ケーブルテレビ連盟 九州支部、

ンドやグリップ「KUPO（クーポ）
」を中心に、プロが求める撮影・

FM FUKUOKA、
（株）CROSS FM、LOVE FM（以上予定）

照明関連機材を展示します。

協賛：九州映像製作社連盟、出展各社（メーカー・販売代理店）

株式会社 ACT アクト 出展ゾーン：映像機器 C-20

（以上予定）

撮影用消耗品販売の ACT アクト（アクトアクト）です。

協力：
（株）映像新聞社、
（有）ユニ通信社、
（株）電波新聞社、
（株）

九州放送機器展 2F の「名物コーナー」になってきております弊社

電波タイムス社、
（株）九州ハートス、
（株）新協社、
（株）ストロベリー

のブース♪今回も沢山の「目玉！」をご用意して九州の皆様とお会

メディアアーツ、
（株）スタッフ、日本映画テレビ照明協会 九州支

いしたいと思います。

部（以上予定）

照明用フィルター、テープ類、プログッズなどなど、お楽しみ～♪

実行委員会：一般社団法人 日本ポストプロダクション協会九州支

朝日木材加工株式会社 出展ゾーン：映像機器 J-69

部 （株）アート・ワークス（福岡）
、
（株）エスプロジェクト（佐賀）
、

木製のサイネージスタンド及び壁掛け金具を製造販売するメー

（株）AREA（熊本）
、
（株）ジェイ・ムーブ（熊本）
、
（株）VSQ（福

カー。

岡）
、学校法人イーエスピー学園、専門学校 ESP エンタテインメン

麻布リース株式会社 出展ゾーン：映像機器 M-82

ト福岡

撮影機材レンタル品の一部を展示

九州放送機器展事務局 （株）スタッフ内 （担当：兼俊、森下）

アストロデザイン株式会社 出展ゾーン：映像機器 D-25

TEL 092-711-2266 Mail q-kikiten ＠ fuk-staff.com

12G-SDI 対応のオーディオモニターや、MPEG-2 規格（ISO/
IEC13818）に準拠した TS マルチプレクサなど、放送分野の新

―――出展社一覧―――

製品をはじめ、警備やイベント運営スタッフ、遠隔メンテナンスな

株式会社アートウィズ 出展ゾーン：映像機器 F-49

ど、さまざまな映像記録を実現できる BodyCamera を展示、紹介。

株式会社アートウィズは「海外オーディオ、通信機器の輸入・販売、

株式会社アプコット 出展ゾーン：映像機器 L-80

およびトータルサポート」を行っている。音響機器のシステム設計、

放送局様の様々な機器やセンサーを一元管理する遠隔監視・制御シ

コンサルタントまた、システムトレーニングや技術サポートを提供。

ステム「Packet Caster（パケットキャスター）
」を出展いたします。

取扱海外ブランドは、アメリカ、カリフォルニア州バークレーに本

専門学校 ESP エンタテインメント福岡 出展ゾーン：映像機器 B-13

社を置き、パワードスピーカーの老舗、Meyer Sound。

イーエスピー学園は、世界的楽器メーカー「㈱ ESP」を中心とす

オランダの Anima Lighting という照明会社が開発した親機が不

る総合エンタテインメント企業「ESP グループ」が母体の専門学校。

要なインターカムシステム Green GO。

30 年以上の歴史から様々なアーティストや、ダンサー・声優・タ

マトリックスプロセッサーに特化した英国発の TiMax。今話題の

レント・音楽スタッフなどエンタメ業界で活躍する多くの卒業生を

イマーシブオーディオの先駆けとなっています。

輩出している。

Amina は、イギリスにあるインビジブル（見えない）壁に埋め込

超現場主義・少人数制の授業の中で、先進の機材と設備を利用し

むタイプのスピーカーを提供。今回は MeyerSound と Green GO

て、現役のプロの講師陣と一緒に技術と学びを深く掘り下げていき

を展示予定。
（株）エス・シー・アライアンスと共同出展

ます。グループで築き上げた全国規模のネットワークで、実習やラ

株式会社アイ・ディー・エクス 出展ゾーン：映像機器 B-7

イブへの出演、デビュー・就職など数多くのチャンスを提供する。

アイ・ディー・エクスは、私たちのバッテリーで世界を動かしたい

池上通信機株式会社 出展ゾーン：映像機器 P-91

と考えています。私たちのバッテリーを介して夢や希望、感動、安

池上通信機は高度な映像関連技術を基盤に、放送機器、システムな

らぎを皆様に提供し、機器だけでなく、心も動かしたいと強く願っ

らびにサービスを供給しています。

ています。その源はユーザーの声です。その声を聞き、全力をあげ

本展示会では、映像コンテンツの制作に欠かせないカメラやモニ

て世界を動かす革新的な製品を提供していきます。

ター等、放送の現場で活躍する機器を展示。

株式会社アイ・ディ・ケイ 出展ゾーン：映像機器 L-78

伊藤忠ケーブルシステム株式会社 出展ゾーン：映像機器 I-62

弊社は、プロ AV システム市場向けに、マルチスイッチャー、ビデ

1986 年設立の、
映像、
通信、
音響のシステムインテグレーターです。
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放送局、CATV 局、ポスプロ、制作プロダクション様他への直近
の導入実績を基に、来場者皆様の役立つ様なソリューションを展示。
イメージニクス株式会社 出展ゾーン：映像機器 J-71
■ 4K を 含 む 様 々 な 解 像 度 の HDMI 信 号 を 1 つ の 4K 映 像 の
中でマルチビュー合成、シームレス切替可能な 9 入力 1 出力の
4KHDMI マルチビューワ「HEV-U91」動作展示。
■コンパクトな 4K フルスペックフレームシンクロナイザー
「CROURS1」
を展示。
4K HDMI 8×8マトリクススイッチャー
「US-88」
と組み合わせてシームレス切替動作を実演。
■ Cat5e/6 ケ ー ブ ル 1 本 で 4k60p4：4：4 フ ル ス ペ ッ ク
HDMI 映像 / イーサネット信号 /USB2.0 信号の長尺伝送が可能な
送受信器「CRO-UHE30TX/RX」を動作展示。

2019 年オープニングセレモニー

■ 4K IMG.LINK 送信器内蔵 4K HDMI マトリクススイッチャー
「US-82IL」と 4K HDMI 信号同軸受信器「CRO-URS2A」によ

ションから構成される ATEN ブランドは、効率的で一貫性のある

るシームレス切替を動作展示。

サービス提供を実現します。

■ 4K 60p 4：4：4 対応の Media over IP 伝送器 NEX-SMART

エーティコミュニケーションズ株式会社 出展ゾーン：映像機器

シリーズの動作展示を行います。ネットワークスイッチと接続し、

M-85

映像切替や分配、複数台のモニタを連結して 1 つの映像ソースを

衛星通信機器、SNG 車設計製造販売。中継車を展示しています。

表示するビデオウォールのデモを行う。

株式会社エーディテクノ 出展ゾーン：映像機器 H-59

株式会社イメージネット 出展ゾーン：映像機器 E-36

株式会社エーディテクノは、液晶ディスプレイ、映像信号変換器、

情報カメラ、LTE 回線使用 制御装置 SCU430。

映像伝送ケーブルなどの「表示」や「接続」に係わる画像信号処理

複数カメラ制御 回線切替器 LCU1000。

装置の開発・製造を得意とした業務用映像機器メーカー。

情報カメラ 生存確認用 静止画伝送装置 TRE100 などを展示。

主力製品である小型液晶ディスプレイは、放送・教育・監視・医療・

システムや製品を自社で製造開発しておりますので新規開発案件の

FA に至るまで、今やあらゆるビジネス現場で採用されています。

ご相談も承ります。

株式会社エス・シー・アライアンス SCA サウンドソリューショ

株式会社インターネットイニシアティブ 出展ゾーン：映像機器

ンズ社 出展ゾーン：映像機器 F-49

D-26

株式会社エス・シー・アライアンス SCA サウンドソリューショ

放送局様の同時配信のインターネット動画配信プラットフォームと

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

して活用のできる「IIJ Media Sphere サービス」の紹介展示。

トを行っております。今回は国内のラジオ局向けに自社開発した放

同サービスは IIJ が持つ高品質なネットワークと数万視聴の配信に

送自動運行システム「Harmony」を主に、その他にも、テレホン

も耐えられる CDN を活用して、コンテンツをより簡単に、安定

ハイブリッド、オーディオコンソールを出展する予定。

してユーザーにお届けできる動画配信のためのメディアプラット

（株）アートウィズと共同出展

フォームです。

エヌ・イー・ピー株式会社 出展ゾーン：映像機器 B-15

ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社 出展ゾーン：映

エヌ・イー・ピー株式会社はバッテリー・ケーブル・レインカバー・

像機器 I-66

LED ライト・ソフトバッグなど放送機器用アクセサリーを製造・

マンフロット製品（ビデオ用雲台・三脚、スライダー、バッグ関係

販売。カメラ用ショルダーサポートや、新型バッテリー・照明用電

他）
、
Rycote（マイク、
ショックマウント他）の新製品を中心に展示。

源ターミナルなど新商品を数多く展示。特注も 1 個から受け付け

ウエタックス株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 F-50

ておりますので、お気軽にお申し付けください

当社は、水中スピーカー国内シェア No.1 の水中・防水音響機器メー

株式会社エヌジーシー 出展ゾーン：映像機器 D-31

カー。防水マイク・防水インカム・水中スピーカー・水中マイクな

①今注目される映像セキュリティについて

どの製品を展示。

今、配信事業が注目される中、コンテンツホルダーからのセキュリ

ATEN ジャパン株式会社 出展ゾーン：映像機器 I-68

ティに対する要求が高まっています。弊社では映像制作に携わるお

Simply Better Connections"" というスローガンのもと、世界中

客様のセキュリティ向上に関する支援を行っております。

のお客様のご要望に応じた高品質な製品を生産することにより、

② Quantum ストレージによるデータ取得からバックアップまで

様々なニーズに合った総合ソリューションを提供しています。

のトータルソリューション Quantum 社のストレージ製品を用い

コネクティビティ、プロフェッショナル向けオーディオ・ビデオ、

たデータ管理のトータルソリューションをご紹介いたします。

そしてグリーンエネルギーの分野に適用できる革新的なソリュー
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株式会社 M ＆ Inext 出展ゾーン：映像機器 D-27

のニーズに沿った最適なご提案をいたします

株式会社 M&Inext では、ライブ配信、中継、映像制作に必要な機

音響特機株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 G-53

材を取り揃えております。

音響特機は、国内外のプロユース音響機器を、お客様のニーズや空

datavideo 社、Marshall 社製品を取り扱っております。

間コンセプト等にあわせて、最適なソリューションとしてご提案。

・datavideo 社 製 品 TP-800 ス ピ ー チ プ ロ ン プ タ ー、HDR-

システム・製品選定から納品、プロセッサー調整、ネットワーク構築、

80 ProRes 4K ビデオレコーダー、PTC-280 4K PTZ カメラ、

スピーカーチューニング、アフターサービスまでサポートします。

RMC-180 MK II PTZ カメラコントロールユニット、PTR-10

これまでにテーマパーク・スタジアム・コンサートホール・ライブ

MARK II ロボットパンチルトヘッド、AD-10 オーディオディレイ

イベント・放送局、カンファレンス・会議室・ミーティングルーム・

ボックス、VP-901 1 × 8 12G SDI 信号分配器、VP-929 4K

公共施設・文教施設等、様々なアプリケーションでの実績もありま

HDMI リピーター、KMU-200 4K マルチカメラストリーミング

す。

スイッチャー

今回の出展では、BIAMP（アメリア , DSP/AV ソリューション）
、

・Marshall 社 製 品 CV620-BK4/CV620-WH4 HD PTZ カ メ

RCF（イタリア , スピーカー / ミキサー）
、ATOLONA（スイス ,

ラ、VS-PTC-IP PTZ IP カメラコントローラー、CV506 ミニ

AV ソリューション）等の自社輸入販売ブランドを中心に、ウィズ

チュアフル HD カメラ（3G / HDSDI ＆ HDMI）
、CV-PT-HEAD

コロナ時代に求められる最新テクノロジーを搭載した会議ソリュー

マイクロパン / チルトヘッド、V-SG4K-3G テスト信号発生器、

ション・製品をご紹介します。

V-SG4K-HDI 4K HDMI ポータブル信号発生器

カナレ電気株式会社 出展ゾーン：映像機器 D-32

株式会社オーディオテクニカ 出展ゾーン：プロオーディオ機器 F-44

放送・通信用ケーブル、ハーネス、コネクタ、機器（パッシブ・電子）

独自のビームフォーミング技術（PAT）を採用したコンパクトな

および その付帯器具の製造・販売

天井用アレイマイクロホン ATND1061DAN. 新開発の独自コー

株式会社ガンスイ 出展ゾーン：映像機器 D-30

デックを搭載した最大 10 波を同時運用可能な高音質 800MHz 帯

ガンスイは放送局様や監視ルーム向けのプロフェッショナルなコン

B 型デジタルワイヤレスシステム。

ソールやキャビネット、モニターウォール等を設計・製造・販売し

さまざまなシーンに対応できる設備市場向けのデジタルスマートミ

ています。また米国 Winsted 社プロ向けコンソールデスクの輸入

キサー ATDM-1012 などデジタル系の音響機器を中心に展示をし

販売も行っています。お客様のご要望により良い提案で応えます。

ます。

yellobrik 事業部ではドイツの LYNX Technik AG 社放送向けの映

株式会社オーディオブレインズ 出展ゾーン：プロオーディオ機器

像伝送、変換機器、ミニコンバーター等を販売しております。

G-58

yellobrik シリーズは 12G-SDI Quad-Link での 8K、12G-SDI ま

株式会社オーディオブレインズは 2007 年の設立以来、海外のプ

たは 3G-SDI Quad-Link での 4K 映像伝送機器や HD-SDI のデュ

ロフェッショナルから高い評価を得る音響機器、コミュニケーショ

アルチャンネル、双方向伝送（トランシーバー）
、CWDM（光通信

ン機器の輸入販売並びにメンテナンスを行っています。お客様はス

における波形分割多重）機能など、用途に合わせて多くのモデルを

タジアムやホールなどの大型音楽施設から、ライブハウス・音響会

ラインアップしています。

社・会議室・学校まで多岐に渡ります。

ガンスイブースでは yellobrik 製品のデモンストレーションを中心

ネットワークオーディオ・ビデオに対応した機器やプロオーディオ

に展示致します。

用の機器を出展致します。

岸無線サウンド株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 F-46

株式会社オーディオストック 出展ゾーン：映像機器 E-38

無線 / 音声機器展示

Audiostock は放送・CM/VP・Web 動画・音効業務・イベントな

・ 無 線 機 各 種 ・IP 無 線 機 ・V/U ワ イ ド ラ ジ オ マ イ ク

どで BGM・効果音を必要とするお客様に、安心・お手軽・高品質

（25W/5W/100mW） ・送り返し送受信機（C/D 帯） ・受信

な音を届けるロイヤリティフリー音楽販売サービスです。

機各種 ・アンテナ ・ヘッドセット ・ミキサー

動画の音をお探しの方、権利でお困りの方はぜひご相談ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 出展ゾーン：映像機器

オタリテック株式会社 出展ゾーン：映像機器 J-70

K-75

IP ライブプロダクションの時代に映像と音響のプロフェッショナ

2020 ～ 2022 年発表・発売の新製品を展示及び紹介。

ルの皆さまへ最先端かつ最適なソリューションをお届けします

【展示予定商品】

オタリテックは 1980 年に事業をスタートして以来、オタリ株式

・CINEMA EOS SYSTEM「EOS R5C」

会社の光伝送システム「Lightwinder」をはじめ、世界各国から厳

・業務用ビデオカメラ「XF605」

選したプロフェッショナル用映像、音響機器を 40 年以上にわたっ

・4K 放送用ポータブルレンズ「CJ20 × 5B」

て日本の放送局、中継車、レコーディングスタジオ、ポストプロダ

・リモートカメラシステム「CR-N500」
「CR-N300」 他

クション、ホール設備、ライブハウス、SR へお届けして参りました。

株式会社 QTnet 出展ゾーン：映像機器 F-39

スタンドアローンからトータルソリューションまで、クライアント

九州電力グループの情報通信サービス事業者 QTnet です。
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私たちはデータセンターや通信回線などのインフラ環境から、様々

VISTA シリーズ」
、
「Tokina ズームシリーズ」各種の展示を行いま

な ICT ソリューションまで ワンストップでサービスをご提供して

す。その他撮影用アクセサリーも多数展示をします。

おり、放送局様向けの提供実績も多数ございます。

江東電気株式会社 出展ゾーン：照明機器 A-2

専門学校 九州ビジュアルアーツ 出展ゾーン：映像機器 B-12

世 界 各 国 の 映 画 や テ レ ビ、 舞 台 な ど で 活 躍 し て い る

全国に 18 校を有する adachi 学園グループの中で、放送映画学科

ARRI,ASTERA,Fiilex 等の海 外メーカーの最新照明機材を中心に

や音響学科を有するエンターテイメント業界で活躍できる人材を育

展示させていただきます。

成する専門学校です。職業実践専門過程の認可校であり、企業様と

株式会社コスミックエンジニアリング

の連携を大切にしながら、実践的な学びを提供しております。今回

K-73

は、企業様と本校の学生とを繋ぐきっかけとして、本校の学生をご

4K/12G の最新の放送機器を展示いたします。

紹介する目的で出展いたします。学生たちも参加し、就職活動の一

CES Industrial 株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 F-43

環として企業様に直接 PR させていただく予定です。

当社は、日本の電機メーカーの出身者集団です。日本の感性・ノウ

株式会社共栄商事 出展ゾーン：映像機器 A-5

ハウを最大限に引き出した、革新的な技術で世界に貢献するメー

時代に先駆けた映像の空間づくりをサポートする「オーロラ」ブラ

カーを目指します。

ンド。 今回は新製品ラインナップから、交通・店舗等で活躍する

出展機種

サイネージスタンド、防災・セキュリティを構築するシステムサポー

＜音響製品＞ ・MS-404NW

MESSAGE STATION

ト製品をご案内いたします。

＜電源製品＞ ・AS-1000M

AC POWER STATION

銀一株式会社 出展ゾーン：映像機器 C-17

・PS-2

銀一株式会社は、映像・放送・音楽業界で活躍されるクリエイター

株式会社シグマシステムエンジニアリング 出展ゾーン：プロオー

の皆様に、最新機器や撮影ソリューションを提案いたします。カメ

ディオ機器 G-56

ラスタビライザー「ステディカム」
、初となるヘッドホンが新発売

放送用音響機器の出展

した「ロードマイクロフォンズ」
、クランプやロッドを展開する「ナ

学校法人 滋慶学園 福岡スクールオブミュージック & ダンス専門学

インドットソリューションズ」
、昨年より取り扱いを開始したケー

校 出展ゾーン：映像機器 B-11

ブルマネジメント「スプリッグ」等々、多彩なラインナップを展示

滋慶学園グループは、昭和 51 年の創立以来「職業人教育を通じて

予定。

社会に貢献する」ことをミッションに掲げ、これまでも多くの人材

株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部 出展ゾーン：映像機器

を産業界に輩出してまいりました。現在は全国に専門学校・教育機

C-18

関を設置し、業界における真のニーズを見つめ、時代と社会の変化

オーストリア発のプロフェッショナル向け記録メディア

に応じて「即戦力」となる人材育成のため、業界に直結した専門学

「Angelbird（エンジェルバード）
」と、イギリス発の革新的な特許

出展ゾーン：映像機器

PHANTOM POWER STATION

校を目指しています。

技術を備えた次世代の撮影用 LED ライト
「Rotolight
（ロトライト）
」

株式会社シダーグロウ 出展ゾーン：映像機器 D-29

の 2 ブランドを展示いたします。

ワイヤレスインカム、ビデオシステムの統合ソリューション

グラスバレー株式会社 出展ゾーン：映像機器 C-23

ジャパンマテリアル株式会社 出展ゾーン：映像機器 L-79

グラスバレーのエンドツーエンドのエコシステムは、信頼性の高い

映像伝送ソリューションを中心として、映像をとりまくすべての業

オープンスタンダードベースのソリューションを提供することで、

界における新しい変化と一緒に成長していく弊社の各種ソリュー

コンテンツプロダクション / 放送局 / メディア企業が優れたコンテ

ションをご提案します。

ンツを制作し、メディアビジネスを成功させるためのお手伝いを行

株式会社昭特製作所 出展ゾーン：映像機器 C-16

います。本展示会では、
編集システム EDIUS をはじめ、
クラウドベー

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

スの製品展示を行います。

す。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。

クロスイメージング株式会社 出展ゾーン：映像機器 E-37

日本放送協会（NHK）や TBS テレビなど、国内大手との取引実績

気象防災情報に特化した作画送出システムの展示

があります。

ケイテック株式会社 出展ゾーン：映像機器 N-87

海外では米 HSN、英 BBC、独 MDR の各放送局をはじめ、北京

ケイテックはタッチパネル式コントローラーをはじめ、映像・音響

電視台（中国）
、韓 KBS に納品したことがあります。

システムの制御装置、特注卓の製作等《あなただけ》のニーズにお

株式会社スタジオイクイプメント 出展ゾーン：プロオーディオ機

応えします。

器 F-51

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング 出展ゾーン：映

株式会社スタジオイクイプメントは長年スタジオのシステム施工や

像機器 H-61

メンテナンスをおこなってきた会社ですが、メンテナンスやシステ

ダブル非球面光学技術のフォーカシングライト「デドライト」を始

ム構築の経験を生かして、カフボックスやキューボックスなど当社

め各種最新の LED ライトや革新的な新しいシネマレンズ「Tokina

独自の製品開発も行っています。10 年ほど前から業務用音響機器
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の輸入販売を開始しました。また、近年ではスピーカーやヘッド

から 70 年を超えて、全国各地や海外の拠点からもニュースをお届

フォンアンプ、レコードプレーヤーなどコンシューマ向け製品も多

けしています。日刊で月曜から金曜まで毎日発行（戸別配達）
、デ

く扱っています。

ジタル版（https：//dempa-digital.com/）では、DG オリジナ

株式会社スタッフ 出展ゾーン：映像機器 F-41

ル記事や動画も公開しています。

株式会社ストロベリーメディアアーツ 出展ゾーン：映像機器

株式会社 Too 出展ゾーン：映像機器 B-9

C-21、2F-2

.Too には「ピリオドの前にあるものを越え常に挑戦する」という

レンタル・販売も可能な高輝度高精細な大型映像 LED ビジョンの

意味が込められています。1919 年に創業し 100 年を超える歴史

展示や、最新機種のカメラ展示をしています。

を持つ私達は、大きく変化を続ける世界で常に次の時代を見据えて

Zunow 出展ゾーン：映像機器 L-81

進んでまいりました。

高性能 4K コンバージョンレンズ

今回の展示では、4K ターンキーシステムをはじめとして、テレワー

ゼンハイザージャパン株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器

ク対応やクリエイティブを支える様々な製品をご紹介致します。

F-45

日本音響エンジニアリング株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ

ゼンハイザーブランドについて

機器 F-47

オーディオと共に生きるゼンハイザー。世の中を変えるオーディオ

モニタースピーカシステム NES

製品を作りだすことに情熱を捧げ、オーディオの未来と素晴らし

柱状拡散体 AGS ANKH / SYLVAN

いサウンド体験を築く。これこそが 75 年以上もの歳月、変わら

音響設計・施工

ずに掲げてきたゼンハイザーの意義です。Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG はマイク、会議システム、ストリーミング技術、

株式会社日本ビデオシステム 出展ゾーン：映像機器 I-63
「株式会社日本ビデオシステム」は、
愛知県津島市（名古屋市の西側）

モニタリングシステムなどの様々なプロオーディオ事業を展開し

に本部拠点をおく、映像制作機器の開発メーカーです。

ながら、ヘッドホン・イヤホン、サウンドバー、スピーチ - エン

8K 光伝送システムからレインジャケット他、特注ケーブル製作な

ハンスヒアラブルデバイスなどの一般消費者向け事業を Sonova

ど、映像撮影現場の生の声にお応えする実用性に優れた製品を多数

Holding AG へのブランドライセンス事業で展開しています。

商品化して参りました。

www.sennheiser.com

出展内容予定

www.sennheiser-hearing.com

・プロンプター

タックシステム株式会社 出展ゾーン：映像機器 M-83

・レンズコントローラー

タックシステムは皆様のニーズにお応えした、音響、映像、ネット

・ミキサー

ワークシステムをトータルでサポートしています。

・小型カメラ用光伝送システム

AVID 製品をはじめとするスタジオ・サーバーシステム設計、お客

ノイトリック株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 F-42

様の様々なニーズにお応えできる輸入製品、さらに、快適なシステ

弊社はリヒテンシュタイン侯国に本拠を置くノイトリックグループ

ムを提案する自社開発製品などをご紹介します。

に所属する日本法人です。

株式会社タムラ製作所 出展ゾーン：プロオーディオ機器 G-52

1996 年 8 月に日本法人ノイトリック株式会社を設立。同年 9 月

音声卓、ワイヤレスインカム、有線インカム（RTS）の展示紹介

以降ノイトリックの社名を持つ法人として、単に製品の活発な販売

株式会社テクノハウス 出展ゾーン：映像機器 + プロオーディオ

にとどまらず、日本市場のニーズに合ったサービスの提供などのき

機器 F-39

め細かな事業展開を進めております。

1988 年の設立以来 30 年以上に渡り、輸入代理店として映像・

今回はオーディオ用コネクター以外にも、光ケーブル、ダンテイン

音響製品の販売・システムの施工を行っています。

ターフェイスを展示いたします。

最近では SMPTE ST2110 に対応した製品や IP 伝送製品を多く

花岡無線電機株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 F-40

取り扱っています。
（株）QTnet と共同出展

様々なスタジオ設備・周辺機器のシステムや製品をハードからソフ

株式会社デジタル・ラボラトリー 出展ゾーン：映像機器 M-86

トまで自社で設計・開発・製造しています。

音源サーバシステム『サウンドボックス』と JASRAC 全曲報告シ

パナソニック コネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー

ステム『ライツレポート』を内包する新サービス『Music Latte』

出展ゾーン：映像機器 O-90

を展示いたします。

私たちパナソニック コネクトは、放送局様や様々なイベントを通

その他、Windows PC 上で BWF-J フォーマットファイルを閲覧・

して映像制作現場をサポートしてまいりました。

編集・作成可能なポン出しアプリケーション BE-200TII-D の最新

九州放送機器展 2022 では、IT/IP プラットフォーム「KAIROS」

バージョンもご紹介いたします。

を軸に映像制作現場の「撮る・創る・映す」を変革するリモートプ

株式会社電波新聞社 出展ゾーン：映像機器 E-34

ロダクションを提案し、映像制作業界に貢献してきた 60 年以上の

電波新聞はエレクトロニクス産業を基盤に、
1950 年（昭和 25 年）

ノウハウと合わせ、映像制作業界における現場の課題解決を目指し
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ています。

導入から運用まで案件ごとにシステムエンジニアが一貫して担当。

BEA・CREW 出展ゾーン：映像機器 N-89

きめ細やかなコミュニケーションでお客様ごとの使用環境やステー

クレーンカメラ LLC TECHNO-JIB 24

タスを細かく把握し、スピーディーな対応と安心のサポートサービ

ABC PRODUCTS CRANE120-10.5

スを提供しています。

リモートヘッド ABC PRODUCTS ALEX

富士ライト商事株式会社 出展ゾーン：照明機器 A-1

CINEMAX Para Dolly パラドリー

ブラックマジックデザイン株式会社 出展ゾーン：映像機器 C-22

ビーテック株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器 G-55

ATEM スイッチャー、URSA Broadcast G2、Studio Camera

LaON 社 5GHz ワイヤレスインターカムシステム、TC Electronic

などブロードキャスト向けシステムと DaVinci Resolve や Cloud

社 ラウドネスメーターを中心に音響関連ブランドの展示。

を組み合わせたワークフローのご紹介

ビジュアル・グラフィックス株式会社

株式会社プロスパー電子 出展ゾーン：映像機器 K-76

出展ゾーン：映像機器

E-35

放送・映像関連周辺機器の製造、販売

映像コンテンツへのニーズは、従来のエンターテインメントマー

平和精機工業株式会社 出展ゾーン：映像機器 K-76

ケットの枠にとどまらず、ホームページ制作は勿論のこと、教育・

ビデオカメラ用三脚、デジタルカメラ用三脚や一脚をはじめ、ジブ

研究・販促といったエンタープライズマーケットにおいてもその需

アーム、リモートヘッド、トラッキングレールなど、撮影機材全般

要は年々拡大しています。

を設計、製造、販売を行う老舗国内メーカー

ビジュアル・グラフィックスでは、お客様のニーズレベルとコト

株式会社朋栄 出展ゾーン：映像機器 D-28

に合わせ、クロスプラットフォームに対応する各種 OS と編集・

株式会社朋栄は、新しい時代に向けた革新と挑戦をビジョンに、

VFX・DI 作業のためのアプリケーションをセットアップしたワー

「Find Your Next Innovation - 新たな時代の創造へ -」というコー

クステーションの販売から、品質チェックのための視聴環境システ

ポレートテーマを掲げ、今後もお客さまに寄り添いながら新たな時

ム、協業制作のためのネットワーク・メディア管理システム、スポー

代の発展に寄与できるよう取り組んでまいります。

ツや Live イベント等のライブプロダクションシステム等の映像ソ

MARTIN AUDIO JAPAN Inc. 出展ゾーン：プロオーディオ機

リューションをシステムとしてインテグレーションし提供します。

器 G-57

加えて、機器の工事・据付、各種の図面作成、トレーニング、保守

UK 製のプロオーディオスピーカーブランドです。超小型スピー

サポート、エディター派遣に至るまで、映像制作のためのトータル

カーからスタジアムまで対応できるラインナップがあります。

プロデュースを日本全国に広く展開しています。

株式会社マウスコンピューター 出展ゾーン：映像機器 B-10

株式会社ビデオサービス 出展ゾーン：映像機器 B-6

マウスコンピューターは、お客様のご利用目的・ご予算に沿って、

レンタル撮影機材

自由にカスタマイズした BTO（Build To Order）パソコンをご提

ビデオトロン株式会社 出展ゾーン：映像機器 D-24

供する、国内生産のパソコンメーカーです。

4K・12G-SDI 対応ペリフェラル製品

BTO のリーディングカンパニーとして、お客様ひとりひとりのニー

ボックスタイプ / ラックマウント製品

ズに応えてきました。

ヒビノライティング株式会社 出展ゾーン：照明機器 A-4

長野県飯山市に生産工場を構え、埼玉県に修理工場、沖縄県にコー

ライティングコンソール、LED ムービングライト他、最新の演出

ルセンターを設置し、生産から販売まで、すべてを国内で行ってい

照明機器を展示します。

ます。

華為技術日本株式会社 出展ゾーン：映像機器 E-33

また、各主要都市に店舗も展開、実際に製品をご覧いただくことも

ICT 製品を中心として、放送業界に向けた Huawei がどのような

可能です。

シチュエーションでご活用頂けるのかをご紹介致します。

デスクトップパソコン・ノートパソコン・タブレット・スマートフォ

展示製品は屋内ブースには各種 ICT 製品と、ST2110 をベースと

ンなどの多彩なラインナップを展開し、

する IP ライブデモカーを屋外に出展します。

オールラウンドの「mouse」をはじめ、
ゲーミング PC「G-Tune」
、

ネットワーク、ストレージ、WDM などの各種製品と最終的なシ

クリエイター向け PC「DAIV」
、
ビジネス向け PC「MousePro」と、

ステムアップ後の姿としての中継車をご覧頂く事で放送システムの

あらゆる用途に対応するブランドをご提案しております。

IP 化についての最新情報をキャッチアップ頂ければと思います。

当社パソコンには「1 年間無償保証」
「24 時間× 365 日電話サポー

株式会社フォトロン 出展ゾーン：映像機器 B-8

ト」が標準で付帯、
休日や深夜でも専門国内スタッフが皆様をサポー

当社は、放送・プロ映像機器のシステムインテグレータとして、放

トいたします。

送局やプロダクション向けに映像機器のシステム構築・販売・サポー

松田通商株式会社 出展ゾーン：映像機器 H-60

トをおこなっています。コンテンツ制作やシステム構築、データ管

松田通商では Clear-Com（クリアカム）及び音声コーデック、映

理などに対応した最新の製品を多数取り扱っており、高い技術力で

像機器を展示します。

設計から導入までをトータルに提案しています。

ミックスウェーブ株式会社

出展ゾーン：プロオーディオ機器
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F-48
ひかり電話コーデック、HPL プロセッサー、モニタースピーカー、
AD/DA コンバーターなど出展いたします。
三友株式会社 出展ゾーン：映像機器 K-74
放送用ビデオ機器・業務用ビデオ機器の販売ビデオスタジオなど各
種スタジオの設計・施工
武蔵エスアイ株式会社 出展ゾーン：映像機器 I-65
スポーツ中継用スローリプレイ / ハイライト編集用 ビデオサー
バー、番組送出用各種ビデオサーバー用コントローラの設計製造
武蔵オプティカルシステム株式会社 出展ゾーン：映像機器 I-64
武蔵オプティカルシステム株式会社は、光学機器商品を通して、お
客さまにより豊かで快適な生活をしていただくことを目標として
当社では社員一人一人の個性を尊重し、一人一人が創造力を発揮で
きる環境づくりに取り組んでいます。その環境の中から柔軟且大胆
な発想が生まれ、当社の「独自性」や「効率」を導き出しています。
武蔵オプティカルシステム株式会社は、創立からまだ日が浅く若々
しい会社ではございますが、企画・設計・製造・販売・サービスと
いった一貫業務を行い、30 年以上の専門的技術を持つ社員を各セ
クションに配しています。今後もお客さまの満足向上と永い信頼を
いただけるようさらなる努力を積み重ね、いつまでもお客さまがご
満足いただけるよう賢固なパートナーシップを築いていきたいと考
えています。
事業内容
特殊光学機器の設計・製造・販売：4K・8K 光学系、3D 光学系、
監視用光学系、FA 用光学ユニット、画像処理用光学系、回転光学
系他
映像情報機器の設計・製造・販売：シネマ用レンズ、監視カメラシ
ステム、映像記録システム、リモート撮影機器他
フジノン映像機器販売代理店：
テレビカメラ用レンズ・CCTV レンズ・情報カメラシステム
MEDIAEDGE 株式会社 出展ゾーン：映像機器 J-72
セントラルサーバー構成にも対応した自動送出システム
『MEDIAEDGE-APM』をメインに見逃し放送や VOD 配信が可能
なオールインワン配信システム『MMDS』
、ネットワークカメラの
ストリームをそのまま受信できる情報カメラループ収録システム
『LoopREC』などこれからの 放送事業の中にニーズがあるソリュー
ションを厳選して展示いたします。
最新のプロトコル「SRT」に対応した Encoder「MEDIAEDGE
Encoder K1000 シリーズ」Decoder「USDP-R1000 シリーズ」
も展示いたします。
リーダー電子株式会社 出展ゾーン：映像機器 I-67
リーダー電子は、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。
その実績を活かして、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。
ルミネックスジャパン株式会社 出展ゾーン：プロオーディオ機器
G-54
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ベルギー発の当社ルミネックス（Luminex）は、プロオーディオ・
ビジュアル向けに最先端のネットワーク機器ソリューションをご提
供しております。
当社のブースでは、Dante、Avnu AVB/MILAN や RAVENNA/
AES67、Q-SYS/Q-LAN 等、業界のプロトコルに標準対応し IT
の深い知識がなくても簡単に使える GigaCore イーサーネットス
イッチや、ネットワークを可視化、監視、そしてデザインできる
Araneo ソフトウェア等をご体験いただけます。
ちなみに、GigaCore は映像伝送、例えば NDI にも対応しており
ます。
さらに、プロ照明向けの最先端のコンバーター、スプリッター製品
も展示する予定です。
プロオーディオに限らず、プロオーディオ・ビジュアルの最先端の
ネットワーク製品にご興味のある方、ぜひお気軽にお立ち寄りくだ
さい。
株式会社レスターコミュニケーションズ 出展ゾーン：映像機器
M-84
・ノンリニア編集機
・共有サーバー
・MA システム
ローランド株式会社 出展ゾーン：映像機器 N-88
Web 会議やプレゼンテーションに最適な、UVC-02、CGM-30。
映像や音声信号から照明機器の DMX 信号に自動生成する、VC-1DMX。
最大 4 台のスマホとタブレットをつかって手軽にマルチカメラの
ライブ配信ができる、VRC-01。
ハ イ ブ リ ッ ト・ イ ベ ン ト に 最 適 な ビ デ オ ス イ ッ チ ャ ー、
V-160HD。
スポーツ中継などのスロー再生などができる P-20HD、などを展
示いたします。

