
ビジュアル・グラフィックス株式会社　「InterBEE2015 出展のご案内」

ビジュアル・グラフィックス株式会社（代表取締役社長：清原 康弘、 本社：東京都渋谷区）は
来る2015年11月18日（水）から20日（金） に幕張メッセにて開催される

国内最大の放送機器展「Inter BEE 2015」 に出展致します。（ホール4 ブースNo. 4101）。 

2020年を見据えた超高解像度映像制作時代を迎え、肥大化するデータの 効率的なマネジメントと、
よりハイパフォーマンスなネットワーク構築が求められる 『次世代』のファイルベース最新ソリューションを

多数展示致します。主な出展製品は以下の通りです。 

<Sports Enhancement Solution>
・AVID | ORAD MVP (MotionVideoPlay) 
     - ビデオ・グラフィックス統合型
　   　　　　　　　　　スポーツグラフィックスシステム 

MVPはスローモーションサーバーなどと連携しビデオ素材にテレスト
レータ、ハイライト、ストロボキャプチャ効果などのグラフィックス
視覚効果を画像処理ベース(特許)のカメラトラッキングと共に使用
可能にしたセンサーレスのスポーツグラフィックスシステムです。

<Creative Finishing Solution> 
・スーパーデスクトップクリエイティブツールセット
     - ｢Autodesk Flame 2016 Extention2」MacOS

・4K対応!! 
       最高峰のトータルコントロールフィニッシングツール
     - ｢Autodesk FlamePremium 2016」LinuxOS

・USB3.0/SAS LTO ソリューション
     - UNITEX LTFS ｢LT60」USB/SAS

・4K対応 Display/USB エクステンダ 
     - IHSE Draco ｢483 series」

<Storage Networking Solution> 
・Adobe Anywhere
     - AdobeCCによるプライベートクラウド協調システム

・EditShare EFS
     - 100TB超の大規模ニーズに応える
　　　　　　　　　　真のエンタープライズ・サーバー

・EditShare Flow (Browse/AirFlow/Automation)
     - メディアアセット&パイプラインの自動化 

・Mellanox IB & Ethernet SW
     - 超高解像度時代のハイパフォーマンス
　　Network SW

Adobe Anywhereはアドビシステムズ株式会社が提供する革新の
協調制作ワークフローを実現する技術です。
Adobe Anywhereの環境下では、共有ストレージとクライアント端末間
でWifi接続でもプロキシファイルを生成することなくマルチレイヤー
でのリアルタイム編集が可能です。またクライアント端末と共有スト
レージは同じ場所にある必要がありません。
映像制作にもとめられる協調制作ワークフローが、どこでも可能になる
技術、それがAdobe Anywhereです。

異なる種類の Adobe CC 映像制作
ツール間で、メディアへのリンク情
報およびメタデータの共有が可能
遠隔地・複数拠点間、異なる種類の
Adobe CC映像制作ツール間で、シー
ムレスな協調制作が可能
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マルチNLE 対応・MAM標準搭載、プライベートクラウドも構築可能なメディア・プロジェクト共有ストレージ

「EditShare製品ラインナップのご紹介」
映像制作のためのハイパフォーマンス・プロダクションサーバーとして数多くのお客様への導入実績を持つ
ネットワークシェアドストレージ「EditShare」。多様なファイルベース制作環境下で優れた柔軟性と拡張性を
実現する EditShare の、その全貌をデモを交えてご紹介致します。

4K対応 !! 最高峰のトータルコントロールフィニッシングツール

「Autodesk FlamePremium 2016」 
新ライセンス販売形態のご案内と Autodesk FlamePremium 2016 の新機能のご案内

数多くのアーティストを魅了して止まない最高峰のトータルフィニッシングツール「Autodesk Flame Premium」
本セッションでは 11月から発売を開始する新ライセンスの販売形態のご案内と、最新バージョンの新機能をデモを
交えてご紹介致します。想像を超える創造を提供する「Autodesk Flame Premium」の実力を会場で御体感ください。

ゲスト：オートデスク株式会社   Media & Entertainment シニアソリューションスペシャリスト   川船 公雄  様

特別セッション 
[ VGI ユーザ事例紹介 ] 

目白大学メディア表現学科における
協調型映像編集フロー

「Adobe Premiere /Anywhere と
EditShare 共有ストレージサーバ
導入事例のご紹介」

特別セッション 
[ VGI ユーザ事例紹介 ] 

40GbE 高帯域ネットワークを
フル活用する
大容量NASソリューション
「WIRED SERVER」

株式会社オムニバス･ジャパン様
導入事例のご紹介

特別セッション 
[ VGI ユーザ事例紹介 ] 

ハイスピードスタジオネットワーク
「EditShare Energy を使用した
マルチプラットフォームクライアント環境
 
株式会社ピラミッドフィルム
ピースリー事業本部 様　
導入事例のご紹介

ゲスト講演　
目白大学  社会学部メディア表現学科
専任講師  西尾 典洋  様

CG/VFX をはじめ高度な
フィニッシング・サービスを軸に
幅広い事業を展開する
株式会社オムニバスジャパン様の
導入システムの全貌をご紹介致します。

株式会社ピラミッドフィルムの
ビデオ事業部として設立した
ポストプロダクションPTHREE様の
新社屋移転に際し、ノンリニア共有サーバ
として「EditShare」が採用されました。

4K Ready !  ペタバイト級のスケーラビリティと、高い冗長性を省スペースで実現する新世代のストレージ

「EditShare"EFS" のご紹介」
100TB超の大規模ストレージニーズに応える真のエンタープライズ・サーバー「EditShare EFS」。
圧倒的なパフォーマンスと究極のスケーラブル性に加え、リバランシングによる高い信頼性を備えた
新世代のストレージ「EFS」が4K/8K 時代のワークフローを変革する。

4K/8K 対応 超高速Mellanox Ethernet Switch  - 10/25/40/56/100GbE -
映像制作ネットワークの現代（いま）と将来（これから）を説く

最高のスループットと低レイテンシーを実現し、アプリケーションからの
高速データアクセスを提供するMellanox Network SWは、高解像度映像制作において
必要とされる End To End のインターコネクト・ソリューションツールとして数多くの
お客様の制作インフラネットワークとしてご採用頂いています。　

ゲスト：メラノックステクノロジージャパン株式会社   営業推進本部長   大村 鉄夫  様

プライベートクラウド構築による協調映像制作、リアルタイムレンダリング

「Adobe Anywhere のご紹介」
Adobe AnywhereはAdobe Creative Cloud (Premiere,Prelude,AfterEffects) のための
新感覚のプロジェクトシェアプラットホーム。
リアルタイム・エンコーディングによる低解像度ストリーミング映像を用いた制作作業は
作業場所を選ばない、理想的な拠点間プロダクションシェア環境を実現します。

「Adobe Anywhere のご紹介」
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Start 18 日（水） 19日（木） 20日（金）

〈 InterBEE 2015  VGIブース  プレゼンテーション スケジュール  〉


