2013年 9月

VGIソリューション機材展・セミナー＆ユーザー会開催のご案内

“Feel” the New Solutions

〜新オフィスオープンのご報告とIBC 2013 最新情報について〜 Open House & Seminar by VGI
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、VGIは来る10月8日と9日の2日間に渡りオープンハウス形式にて各種映像機材・ソリューション
展示、並びに協賛各社様のプレゼンによるセミナーを開催いたします。
セミナー開催後には日頃の感謝の意を込めまして、
ささやかではございますが懇親会を開催させて
いただきます。
ご多忙とは存じますが、皆様のご来場を社員一同心よりお待ちしております。
□ 日程：

１０月８日
（火） 〜 ９日
（水）
両日とも１５：３０受付開始 １６：００開会
□ 会場：
ビジュアル・グラフィックス新オフィス・特設会場
□ 入場：
入退場無料 ※事前参加申し込みをお願い致します。
□ 主催：
ビジュアル・グラフィックス株式会社
アドビシステムズ株式会社 / 株式会社エクサインターナショナル
□ 協力：
（敬称略） 株式会社エルザジャパン / オートデスク株式会社 / シーティーシー・エスピー株式会社
株式会社トレジョイア / フュージョンアイオー株式会社 / 株式会社朋栄 / Matrox Japan
※下記URLからオンライン参加申し込み登録ができます※

http://vgi.co.jp/event/2013/vgiseminarOct.html
□ 内容
◇ 機材展示 ◇
※協賛各社様のご協力による最新映像機器及びVGI Solution Systemを展示※
Adobe Premiere Pro CC 4K Solution / Autodesk Flame Premium / Smoke for Mac /
EditShare Production Shared Server / Elemental Server / BUTON / FT-One / LTS-MAM / MOG /
nVidia / WIRED SERVER 他
◇ プレゼンテーション ◇
Presen-1 17:00~
「フラッシュストレージ io Drive 紹介」
（仮）
フュージョンアイオー株式会社 http://www.fusionio.jp/
Presen-2 18:00~
「File to File ビデオプロセッシングシステム Elemental Server 紹介」（仮）
シーティーシー・エスピー株式会社 http://www.ctc-g.co.jp/~ctcsp/products/elemental/elemental.html
Presen-3 19:00~
「Adobe Premiere Pro CC IBC2013 最新情報」
（仮）
アドビシステムズ株式会社 http://www.adobe.com/jp/products/premiere.html
◇ ハンズオンセミナー ◇ 16:30 ~ 18:30
「Autodesk Smoke for Mac Q&A」

Visual Graphics Inc.

プレゼンテーション、
ソリューションデモ、ハンズオンを４会場にてご紹介致します。
Presentation room

協力各社様からの製品、事例紹介などプレゼンテーションと製品展示を致します。

展示製品
朋栄が新開発したフル４K解像度スーパースロモーションカメラが
映像の持つ可能性を広げます。

一新された次世代の映像クリエイティブ環境、４K映像制作にも
対応しプロダクションワークに新次元のパフォーマンスを実現。
永続性を持った大容量のNANDフラッシュストーレージは
業界最短のレイテンシーと最高のパフォーマンスと信頼性を実現。

Show room -1

協力各社様、VGIのご提案するシステム展示を致します。

LTOサーバLTS-50に素材ファイル管理ソフトLTS-MAMを
組み合わせることにより実現するアーカイブシステム。

放送局やポストプロダクション、映像配信者にとって欠かせない者ワークフロー
内でのコンテンツ品質検査を柔軟な運用により自動化し信頼性を向上します。

全ての映像アーティスト、
クリエータの要望に応える
最先端のプロダクションシステム環境

VGIが提案するSmoke for Macをベースにした
スーパーデスクトップ・クリエイティブスイート
InﬁniBand＆Ethernet対応高効率ニアラインサーバー
Autodeskフィニッシングシステムや超高速データ転送などに
最適なVGIオリジナルソリューション

Show room -2

協力各社様、VGIのご提案するシステム展示を致します。
ファイルベースワークフローを加速する
シェアドプロダクションサーバーソリューション
インジェストから編集、
アーカイブ、
プレイアウトまでトータルサポート

ベースバンンドもしくはファイルベース又は、インジェストもしくはプレイアウトといった
目的に応じて高品質且つ運用性の高い集中管理型システムソリューションを提供

大量並列処理が可能なGPUで処理により、比類なき処理速度とコストパフォーマンスを実現した
ファイルベースのビデオプロセッシングシステム
データ管理ソリューションとしてデータ資源を管理、保守する為に最適化された
コストパフォーマンスに優れた運用性を提供
ASG- Time Navigator™
特にリストアの容易さに重点を於きデータ資産の効率的管理を実現

Hands on room
新世代のビデオ編集・エフェクトワークの為にデザインされた
Smokeクリエイティブフィニッシングシステムを触って体験で
きるハンズオンを実施致します。
Autodesk様からのデモンストレータ、弊社アプリケーション
スペシャリストがサポート致します。

※出展製品は予告なく変更されることがります※
ビジュアル・グラフィックス株式会社
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〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-1-7 タマビル恵比寿 2F
Tel: 03-6277-1891

Fax: 03-3447-3900

Email: vgi@vgi.co.jp
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“Feel”

the New Solutions

〜新オフィスオープンのご報告とIBC2013最新情報について〜
㻝㻜᭶㻤᪥䠄ⅆ䠅䚷㻛㻌㻌㻥᪥䠄Ỉ䠅䚷㻌ྠ䝇䜿䝆䝳䞊䝹
㻝㻜᭶㻤᪥䠄ⅆ䠅
㻛 㻥᪥䠄Ỉ䠅 ྠ䝇䜿䝆䝳䞊䝹
㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼞㼛㼛㼙
㻔ሙ䠖㻟㻲㻕

㻝㻡㻦㻟㻜

㻿㼔㼛㼣㻌㼞㼛㼛㼙㻙㻝
㻔ሙ㻟㻲㻕

㻿㼔㼛㼣㻌㼞㼛㼛㼙㻙㻞
㻔ሙ㻞㻲㻕

㻴㼍㼚㼐㼟㻌㼛㼚㻌㼞㼛㼛㼙
㻔ሙ㻞㻲㻕

ཷ䚷䚷㛤䚷ጞ䚷䠄䠍㻲ཷ䛻䛶ྡ่㻞ᯛ䜢䛤ᥦ౪䛟䛰䛥䛔䠅

㻝㻢㻦㻜㻜

㛤䚷ሙ䚷䠄㻟㻲㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼞㼛㼛㼙䜎䛷䛚㉺䛧䛟䛰䛥䛔䠅
ᣵᣜ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
Ύཎ䚷ᗣᘯ

㻝㻢㻦㻝㻡

䕔㻲㼀㻙㻻㻺㻱㻌㻌㻠㻷㻌䝅䜰䝍䞊

ᶵᮦᒎ♧

ᶵᮦᒎ♧

䜻䜸䝇䜽⤂

䜻䜸䝇䜽⤂

㻌㻴㼍㼚㼟㻌㻻㼚

㻝㻢㻦㻟㻜

䜻䜸䝇䜽⤂

䕔䜰䞊䜹䜲䝤/MAM
LTS-MAM

䕔䝥䝻䝎䜽䝅䝵䞁
䝅䜵䜰䝗䝃䞊䝞䞊
Editshare

䕔4K䝇䞊䝟䞊
䝇䝻䞊䝰䞊䝅䝵䞁
䜹䝯䝷 FT-ONE

㻝㻣㻦㻜㻜

䕔㻼㼞㼑㼟㼑㼚㻙㻝
㻌䚷䛂䝣䝷䝑䝅䝳䝇䝖䝺䞊䝆
䚷䚷㼕㼛㻌㻰㼞㼕㼢㼑㻌䛾䛤⤂䛃
㻌䚷䝣䝳䞊䝆䝵䞁䜰䜲䜸䞊ᰴᘧ♫

䕔ᫎീ䞉㡢ኌ
QC䝋䝣䝖䜴䜵䜰
BATON

䕔File Ingest
MOG mxfSPEEDRAIL

Smoke on Mac
Q&A

㻝㻤㻦㻜㻜

䕔㻼㼞㼑㼟㼑㼚㻙㻞
䚷䛂㻲㼕㼘㼑㻌㼠㼛㻌㻲㼕㼘㼑㻌䝡䝕䜸䝥䝻䝉䞁䝅䞁䜾
䚷䝅䝇䝔䝮䚷Elemental㻌㻿㼑㼞㼢㼑㼞
䚷䛤⤂䛃
䚷䝅䞊䝔䜱䞊䝅䞊䞉䜶䝇䝢䞊ᰴᘧ♫

䛝䛚䛩¥¥
䕔4K䝜䞁䝸䝙䜰⦅㞟
Adobe Premirere

㻝㻤㻦㻟㻜

䕔⦅㞟/ྜᡂ
Autodesk
Flame Premium 2014
Smoke

䕔File to File 䝡䝕䜸
䝥䝻䝉䝑䝅䞁䜾
Elemental Server

䕔㻲㼀㻙㻻㻺㻱㻌㻌㻠㻷㻌䝅䜰䝍䞊

䕔䝕䞊䝍䝞䝑䜽䜰䝑䝥
ASG-TSG Navigator

㻝㻥㻦㻜㻜

䕔㻼㼞㼑㼟㼑㼚㻙㻟
䚷䛂㻭㼐㼛㼎㼑㻌㻼㼞㼑㼙㼕㼑㼞㼑㻌㻼㼞㼛㻌㻯㻯
䚷㻵㻮㻯㻞㻜㻝㻟㻌᭱᪂ሗ䛃
㻌䚷䜰䝗䝡䝅䝇䝔䝮䝈ᰴᘧ♫

Fusion IO

䕔㉸㏿56/40GB
䝙䜰䝷䜲䞁䝃䞊䝞
Wired Server

㻔᠓ぶ‽ഛ䠅

㻝㻥㻦㻟㻜

䕔㉸㏿56/40GB
䝛䝑䝖䝽䞊䜽SW
Mellanox
᠓ぶ

㻞㻜㻦㻜㻜
㻞㻜㻦㻟㻜

㛢ሙ
㛢ሙ

Visual Graphics Inc.

